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様式第２号の１－②【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の１

－①を用いること。 
 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

https://www.oist.ac.jp/report.html（本校 HP）にて公開している。 

 

 

学校名 岡山科学技術専門学校 
設置者名 学校法人岡山科学技術学園 

課程名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験の

ある教員等

による授業

科目の単位

数又は授業

時数 

省令で定める

基準単位数又

は授業時数 

配

置

困

難 

工業専門

課程 

情報システム学科 
夜 ・

通信 
930  160  

映像音響学科 
夜 ・

通信 
942  160  

電気工学科 
夜 ・

通信 
1,725 160  

食品生命科学科 
夜 ・

通信 
420 160  

建築工学科 
夜 ・

通信 
1,620 160  

建築工学研究科 
夜 ・

通信 
960 80  

測量環境工学科 
夜 ・

通信 
1,125 160  

ものづくり創造学科 
夜 ・

通信 
840 160  

一級自動車工学科 
夜 ・

通信 
2,218 320  

二級自動車工学科 
夜 ・

通信 
2,208 160  

自動車カスタマイズ学科 
夜 ・

通信 
1,024 160  

（備考） 

・情報システム学科、一級自動車工学科、自動車カスタマイズ学科は令和元年度より

募集停止している。 
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３．要件を満たすことが困難である学科 
学科名  

（困難である理由 
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様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 
学校名 岡山科学技術専門学校 
設置者名 学校法人 岡山科学技術学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 

https://www.oist.ac.jp/report.html（本校ホームページ） 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 
自動車販売企業 

代表取締役社長 
平成 30 年 5 月

より 2年 

専門分野及び経営的観点

からのアドバイス 

非常勤 
印刷･広告ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ等企業 

代表取締役会長 

平成 30 年 5 月

より 2年 同上 

非常勤 
持株企業 

代表取締役社長 

平成 30 年 5 月

より 2年 同上 

非常勤 
事務用品販売企業 

会長 

平成 30 年 5 月

より 2年 同上 

非常勤 
福祉機器事業等企業 

取締役社長 
平成 30 年 5 月

より 2年 同上 

（備考） 
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様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 岡山科学技術専門学校 

設置者名 学校法人岡山科学技術学園 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法 

や基準その他の事項を記載した授業計画(シラバス)を作成し、公表して 

いること。 
（授業計画の作成・公表に係る取組の概要） 

２月 教育課程編成委員会（前年度第２回目） 

６月 教育課程編成委員会（当該年度第１回目） 

以上、出席者：校外委員２名、校長、副校長、教務部長、教務課長、学科長、 

学科教員、事務局長 

６月 学校関係者評価委員会 

出席者：校外委員（各学科１名、卒業生、保護者会）、校長、副校長、教務 

部長、学科長、事務局長、 

９月 学科ヒアリング－当該年度の学科運営状況の確認と次年度の教育課程計画を 

立案。この際には、教育課程編成・学校関係者両委員会での 

提案等を参考にする。 

出席者：校長、副校長、教務部長、学科長、事務局長、広報企画課長、進路 

指導課長 

３月 シラバス作成－学科内での検討を経て、全学科共通のフォームでシラバスを 

作成 

４月 学科ごとに「学科ガイドブック」としてシラバスも学生に配付 

１０月 学校のホームページ上で公表 

 

授業計画書の公表方法 https://www.oist.ac.jp/report.html（本校ホームページ） 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して 

いること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

□学生の成績評価 

学生の成績は、筆記試験、実技試験、提出物、出席率、態度を総合して次の評価 

区分で表し、Ｃ以上で当該授業科目認定としている。 

Ｓ（秀）－Ａ（優）－Ｂ（良）－Ｃ（可）－Ｄ（不可） 

□進級・卒業の認定 

進級・卒業の認定の要件は学科によって異なる。成績、出席データは情報システム 

にて計算、作表処理して出力し、進級・卒業要件を満たすかどうかを学科内で確認し 

て判断を下す。 

□進級・卒業判定会議 

  毎年３月初旬に、全学科が判定結果を持ち寄って出席者全員に状況を説明し、最終 

的に校長が決定を下す。 

  出席者：教務系の管理職を含む全教員と事務局長 
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３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと 

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

□成績評価指標 

上記２の評価区分は、筆記試験、実技試験、提出物、出席率、態度を総合して 

決定する評価点による。この評価区分に下記のようにＧＰＡポイントを設定して 

いる。 

評価点   評価区分 ＧＰＡポイント 

１００点～９０点   Ｓ    ５ 

 ８９点～８０点   Ａ    ４ 

 ７９点～７０点   Ｂ    ３ 

 ６９点～６０点   Ｃ    ２ 

 ５９点以下     Ｄ    １ 

□ＧＰＡ指標値の算出と成績分布 

  ＧＰＡ指標値は情報システムで計算・集計する。さらにその結果から、成績の分布 

状況の把握に供するグラフを作成する。 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
https://www.oist.ac.jp/report.html（本校ホームページ） 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して 

いること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

□卒業認定の具体的方針 

１．卒業認定要件－卒業のためにはまず下記４つの要件を満たす必要がある。 

（１）定められた学納金を完納していること。 

（２）全科目の平均出席率が、学科ごとに定められた出席率以上であること。 

（３）全科目に対する認定科目（Ｃ評価以上の科目）の割合（科目認定率）が、学科 

ごとに定められた率以上であること。 

（４）授業態度、生活態度等の素行が良好なこと。 

２．進級・卒業判定会議 

  上記１の要件を満たした者が、さらに進級・卒業判定会議の議を経て、校長に認定 

されていること。 

 

卒業要件を満たすための科目認定に必要な出席率や科目認定率に学科による違いは 

あるが、扱いは同様であるので、ここでは学科ごとの記載はしない。 

 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
https://www.oist.ac.jp/report.html（本校ホームページ） 
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様式第２号の４－②【⑷財務・経営情報の公表（専門学校）】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の４

－①を用いること。 
学校名 岡山科学技術専門学校 

設置者名 学校法人岡山科学技術学園 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 https://www.oist.ac.jp/report.html 

収支計算書又は損益計算書 https://www.oist.ac.jp/report.html 

財産目録 https://www.oist.ac.jp/report.html 

事業報告書 https://www.oist.ac.jp/report.html 

監事による監査報告（書） https://www.oist.ac.jp/report.html 
 

２．教育活動に係る情報 

①学科等の情報 

 （１）情報システム学科 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業 工業専門課程 情報システム学科 ○  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要

な総授業時数又は総

単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

2年 昼 1,980 

単位時間／単位 

750 
単位時間

／単位 
単位時間

／単位 

1,230 
単位時間

／単位 
単位時間

／単位 
単位時間

／単位 

1,980単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

30人 7人 2人 1人 1人 2人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）様式第２号の３の「１」に記述した手順を経てカリキュラムを決定し、シラバ

スを作成した後は、シラバスの科目区分欄に示した方法（講義、演習、実習のいずれか）

によって、年間 30 週の授業を行う。年間の授業計画は公表しているシラバスに詳しい。 

成績評価の基準・方法 

（概要）筆記試験、実技試験、提出物、出席率、態度を総合して評価点（１００点～

０点）を決定する。さらに、この評価点を評価区分「Ｓ（１００～９０）－Ａ 

（８９～８０）－Ｂ（７９～７０）－Ｃ（６９～６０）－Ｄ（５９～）」で表す。評

価区分Ｃ以上で当該授業科目認定とする。 

卒業・進級の認定基準 
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（概要）卒業・進級の認定は、次の要件の確認と手順を踏んで決定している。 

１．認定要件－まず下記４つの要件を満たす必要がある。 

（１）定められた学納金を完納していること。 

（２）全科目の平均出席率が、学科ごとに定められた出席率以上であること。 

（３）全科目に対する認定科目（Ｃ評価以上の科目）の割合（科目認定率）が、 

学科ごとに定められた率以上であること。 

（４）授業態度、生活態度等の素行が良好なこと。 

２．進級・卒業判定会議 

  上記１の要件を満たした者が、さらに進級・卒業判定会議の議を経て、校長に 

認定されていること。 

 

※上記１の（２）と（３）の具体的数値は、ホームページの情報公開のページで 

公開している 

学修支援等 

（概要）資格試験合格を学修成果の一つと捉え、試験１か月前からは通常の授業時間割

に代えて試験対策のための特別な時間割で授業を行う。 

 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 10人 

（100％） 

0人 

（ 0.0％） 

9人 

（ 90.0％） 

1人 

（ 10.0％） 

（主な就職、業界等）下記に示すＩＣＴ業界。 

(株)ダイキエンジニアリング、(株)アイネット、(株)トスコ、(株)ベネッセインフォ 

シェル、リコージャパン(株)、(株)ダイレクトウェイヴ、(株)西日本システムサービス 

（就職指導内容）「進路指導の日」と称する進路集中指導日、進路講演会、企業の 

採用担当者を招いての企業説明会、インターンシップ、さらにはそれらを踏まえての 

ホームルームでの進路指導による。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

基本情報技術者試験 １０人受験、５人合格。 

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  17人 0人  0.0％ 

（中途退学の主な理由） 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

きめ細かな個人ガイダンス、保護者、関係機関との連携 
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 （２）映像音響学科 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業 工業専門課程 映像音響学科 ○  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要

な総授業時数又は総

単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

2年 昼 1,912 

単位時間／単位 

452 
単位時間

／単位 

790 
単位時間

／単位 

670 
単位時間

／単位 
単位時間

／単位 

単位時間

／単位 

1,912単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 
専任教員

数 
兼任教員数 総教員数 

60人 51人 1人 3人 7人 10人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）様式第２号の３の「１」に記述した手順を経てカリキュラムを決定し、シラバ

スを作成した後は、シラバスの科目区分欄に示した方法（講義、演習、実習のいずれか）

によって、年間 30 週の授業を行う。年間の授業計画は公表しているシラバスに詳しい。 

成績評価の基準・方法 

（概要）筆記試験、実技試験、提出物、出席率、態度を総合して評価点（１００点～

０点）を決定する。さらに、この評価点を評価区分「Ｓ（１００～９０）－Ａ 

（８９～８０）－Ｂ（７９～７０）－Ｃ（６９～６０）－Ｄ（５９～）」で表す。評

価区分Ｃ以上で当該授業科目認定とする。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）卒業・進級の認定は、次の要件の確認と手順を踏んで決定している。 

１．認定要件－まず下記４つの要件を満たす必要がある。 

（１）定められた学納金を完納していること。 

（２）全科目の平均出席率が、学科ごとに定められた出席率以上であること。 

（３）全科目に対する認定科目（Ｃ評価以上の科目）の割合（科目認定率）が、 

学科ごとに定められた率以上であること。 

（４）授業態度、生活態度等の素行が良好なこと。 

２．進級・卒業判定会議 

  上記１の要件を満たした者が、さらに進級・卒業判定会議の議を経て、校長に 

認定されていること。 

 

※上記１の（２）と（３）の具体的数値は、ホームページの情報公開のページで 

公開している 

学修支援等 

（概要）外部企業と提携し実際の施設での授業を行う。また、劇団四季等の演劇・芸術

鑑賞をして映像・音響・照明の勉強に活かしている。さらに、複数担任制をしいて教員

に相談しやすい環境を用意している。 
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卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 33人 

（100％） 

0人 

（ 0.0％） 

29人 

（ 87.9％） 

4人 

（ 12.1％） 

（主な就職、業界等）下記に示す映像、音響、照明業界。 

（株）ファンテックス、（有）フラッグス、（有）ライトビジョン、(有)エレックス、（株）

ライズワン、（株）プローバ、（株）IMAGICA、（株）RSKプロビジョン、（株）インテ、

ヴェルト（株）、（株）MABU、（有）ネクサス、(有)山根サウンド、(有)スペース・アー

ト、(株)シータ 

（就職指導内容）「進路指導の日」と称する進路集中指導日、進路講演会、企業の 

採用担当者を招いての企業説明会、インターンシップ、さらにはそれらを踏まえてのホー

ムルームでの進路指導による。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

映像音響処理技術者認定試験 ３３人受験、２５人合格 

ビジネス著作権検定 ３３人受検、１８人合格 

第二種電気工事士試験 ２０人受験、１３人合格 

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  55人 3人  5.5％ 

（中途退学の主な理由） 

進路変更 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

きめ細かな個人ガイダンス、保護者、関係機関との連携 
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（３）電気工学科 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業 工業専門課程 電気工学科 ○  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要

な総授業時数又は総

単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

2年 昼 2,160 

単位時間／単位 

1,020 
単位時間

／単位 

120 
単位時間

／単位 

1,020 
単位時間

／単位 
単位時間

／単位 
単位時間

／単位 

2,160単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 
専任教員

数 
兼任教員数 総教員数 

60人 38人 4人 4人 4人 8人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）様式第２号の３の「１」に記述した手順を経てカリキュラムを決定し、シラバ

スを作成した後は、シラバスの科目区分欄に示した方法（講義、演習、実習のいずれか）

によって、年間 30 週の授業を行う。年間の授業計画は公表しているシラバスに詳しい。 

成績評価の基準・方法 

（概要）筆記試験、実技試験、提出物、出席率、態度を総合して評価点（１００点～

０点）を決定する。さらに、この評価点を評価区分「Ｓ（１００～９０）－Ａ 

（８９～８０）－Ｂ（７９～７０）－Ｃ（６９～６０）－Ｄ（５９～）」で表す。評

価区分Ｃ以上で当該授業科目認定とする。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）卒業・進級の認定は、次の要件の確認と手順を踏んで決定している。 

１．認定要件－まず下記４つの要件を満たす必要がある。 

（１）定められた学納金を完納していること。 

（２）全科目の平均出席率が、学科ごとに定められた出席率以上であること。 

（３）全科目に対する認定科目（Ｃ評価以上の科目）の割合（科目認定率）が、 

学科ごとに定められた率以上であること。 

（４）授業態度、生活態度等の素行が良好なこと。 

２．進級・卒業判定会議 

  上記１の要件を満たした者が、さらに進級・卒業判定会議の議を経て、校長に 

認定されていること。 

 

※上記１の（２）と（３）の具体的数値は、ホームページの情報公開のページで 

公開している 

学修支援等 

（概要）資格取得支援として、①平日の授業終了後、②長期休み期間中に対策授業を行

っている。取得を目指す資格は一年次に次の四つ。 

 (1) 第二種電気工事士 (2) 第二種電気工事士 

 (3) 工事担任者 DD１種 (4) 第一級陸上特殊無線技士 
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卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 21人 

（100％） 

0人 

（ 0.0％） 

20人 

（ 95.2％） 

1人 

（  4.8％） 

（主な就職、業界等）下記に示す電気設備工事業界。 

享栄エンジニアリング(株)、西日本電気システム(株)、日産自動車(株)、旭テクノプラン

ト(株)、コーセーエンジニアリング(株)、徳真電機工業(株)、西日本高速道路エンジニア

リング四国(株)、旭日電気工業(株)、双葉電機(株)、(株)メレック、(株)江口電機、ＪＥ

ＳＣＯホールディングス(株) 

（就職指導内容）「進路指導の日」と称する進路集中指導日、進路講演会、企業の 

採用担当者を招いての企業説明会、インターンシップ、さらにはそれらを踏まえてのホー

ムルームでの進路指導による。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

第二種電気工事士試験 ２１人受験、２１人合格 

第一種電気工事士試験 ２１人受験、１７人合格 

工事担任者 DD第１種試験 ２１人受験、９人合格 

第一級陸上特殊無線技士試験 ２１人受験、１３人合格 

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  49人 4人  8.2％ 

（中途退学の主な理由） 

進路変更、メンタル疾患 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

きめ細かな個人ガイダンス、保護者、関係機関との連携 
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（４）食品生命科学科 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業 工業専門課程 食品生命科学科 ○  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要

な総授業時数又は総

単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

2年 昼 2,040 

単位時間／単位 

840 
単位時間

／単位 

150 
単位時間

／単位 

1,050 
単位時間

／単位 
単位時間

／単位 
単位時間

／単位 

2,040単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

50人 19人 2人 2人 4人 6人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）様式第２号の３の「１」に記述した手順を経てカリキュラムを決定し、シラバ

スを作成した後は、シラバスの科目区分欄に示した方法（講義、演習、実習のいずれか）

によって、年間 30 週の授業を行う。年間の授業計画は公表しているシラバスに詳しい。 

成績評価の基準・方法 

（概要）筆記試験、実技試験、提出物、出席率、態度を総合して評価点（１００点～

０点）を決定する。さらに、この評価点を評価区分「Ｓ（１００～９０）－Ａ 

（８９～８０）－Ｂ（７９～７０）－Ｃ（６９～６０）－Ｄ（５９～）」で表す。評

価区分Ｃ以上で当該授業科目認定とする。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）卒業・進級の認定は、次の要件の確認と手順を踏んで決定している。 

１．認定要件－まず下記４つの要件を満たす必要がある。 

（１）定められた学納金を完納していること。 

（２）全科目の平均出席率が、学科ごとに定められた出席率以上であること。 

（３）全科目に対する認定科目（Ｃ評価以上の科目）の割合（科目認定率）が、 

学科ごとに定められた率以上であること。 

（４）授業態度、生活態度等の素行が良好なこと。 

２．進級・卒業判定会議 

  上記１の要件を満たした者が、さらに進級・卒業判定会議の議を経て、校長に 

認定されていること。 

 

※上記１の（２）と（３）の具体的数値は、ホームページの情報公開のページで 

公開している 

学修支援等 

（概要）文章力向上策として「文献講読演習」を取り入れている。著者の主張を読み取

り、それに対する自分の意見をまとめ、そして発表する。専門知識を増やすことは二の

次にして、学生の文章力、発表力向上を支援している。 
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卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 7人 

（100％） 

0人 

（ 0.0％） 

6人 

（ 85.7％） 

1人 

（  14.3％） 

（主な就職、業界等）下記に示す農業、食品、化学薬品関連企業。 

鷹取醤油（株）、（有）コーモト薬局、（株）機能性食品開発研究所、農事組合法人たい

よう農園、（有）安田精米、（株）日本ファインケム 

（就職指導内容）「進路指導の日」と称する進路集中指導日、進路講演会、企業の 

採用担当者を招いての企業説明会、インターンシップ、さらにはそれらを踏まえてのホー

ムルームでの進路指導による。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

中級バイオ技術者認定試験 ７人受験、５人合格 

一般毒物劇物取扱者 ９人受験、７人合格 

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  17人 1人  5.9％ 

（中途退学の主な理由） 

経済的困窮 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

きめ細かな個人ガイダンス、保護者、関係機関との連携 
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（５）建築工学科 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業 工業専門課程 建築工学科 ○  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要

な総授業時数又は総

単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

2年 昼 2,040 

単位時間／単位 

1,050 
単位時間

／単位 

120 
単位時間

／単位 

870 
単位時間

／単位 
単位時間

／単位 
単位時間

／単位 

2,040単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

60人 42人 人 2人 5人 7人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）様式第２号の３の「１」に記述した手順を経てカリキュラムを決定し、シラバ

スを作成した後は、シラバスの科目区分欄に示した方法（講義、演習、実習のいずれか）

によって、年間 30 週の授業を行う。年間の授業計画は公表しているシラバスに詳しい。 

成績評価の基準・方法 

（概要）筆記試験、実技試験、提出物、出席率、態度を総合して評価点（１００点～

０点）を決定する。さらに、この評価点を評価区分「Ｓ（１００～９０）－Ａ 

（８９～８０）－Ｂ（７９～７０）－Ｃ（６９～６０）－Ｄ（５９～）」で表す。評

価区分Ｃ以上で当該授業科目認定とする。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）卒業・進級の認定は、次の要件の確認と手順を踏んで決定している。 

１．認定要件－まず下記４つの要件を満たす必要がある。 

（１）定められた学納金を完納していること。 

（２）全科目の平均出席率が、学科ごとに定められた出席率以上であること。 

（３）全科目に対する認定科目（Ｃ評価以上の科目）の割合（科目認定率）が、 

学科ごとに定められた率以上であること。 

（４）授業態度、生活態度等の素行が良好なこと。 

２．進級・卒業判定会議 

  上記１の要件を満たした者が、さらに進級・卒業判定会議の議を経て、校長に 

認定されていること。 

 

※上記１の（２）と（３）の具体的数値は、ホームページの情報公開のページで 

公開している 

学修支援等 

（概要）授業以外の空き時間を利用した資格取得指導、長期の休みには理解度の低い学

生を対象とした補講、さらには、企業見学に出かけることで学んだことの裏付けを取り

ながら全体の底上げを図っている。 
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卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 25人 

（100％） 

9人 

（  36.0％） 

13人 

（ 52.0％） 

3人 

（  12.0％） 

（主な就職、業界等）下記に示す建築、建設業者。 

平和建設(株)、松建グループ(株)、(株)和田組、棚田建材(株)、三島産業(株)、 

三協住宅サービス(株)、(株)一宮工務店、(株)フォルム設計、(株)ナイカイアーキット、

(有)岡本製作所、備北粉化工業(株) 

（就職指導内容）「進路指導の日」と称する進路集中指導日、進路講演会、企業の 

採用担当者を招いての企業説明会、インターンシップ、さらにはそれらを踏まえてのホー

ムルームでの進路指導による。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

二級建築施工管理技士 １４人受験、５人合格 

インテリアコーディネーター資格試験 ３人受験、１人合格 

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  50人 3人  6.0％ 

（中途退学の主な理由） 

進路変更 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

きめ細かな個人ガイダンス、保護者、関係機関との連携 
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（６）建築工学研究科 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業 工業専門課程 建築工学研究科   

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要

な総授業時数又は総

単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

1年 昼 1,140 

単位時間／単位 

540 
単位時間

／単位 

 
単位時間

／単位 

600 
単位時間

／単位 
単位時間

／単位 
単位時間

／単位 

1,140単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

25人 9人 人 2人 人 2人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）様式第２号の３の「１」に記述した手順を経てカリキュラムを決定し、シラバ

スを作成した後は、シラバスの科目区分欄に示した方法（講義、演習、実習のいずれか）

によって、年間 30 週の授業を行う。年間の授業計画は公表しているシラバスに詳しい。 

成績評価の基準・方法 

（概要）筆記試験、実技試験、提出物、出席率、態度を総合して評価点（１００点～

０点）を決定する。さらに、この評価点を評価区分「Ｓ（１００～９０）－Ａ 

（８９～８０）－Ｂ（７９～７０）－Ｃ（６９～６０）－Ｄ（５９～）」で表す。評

価区分Ｃ以上で当該授業科目認定とする。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）卒業・進級の認定は、次の要件の確認と手順を踏んで決定している。 

１．認定要件－まず下記４つの要件を満たす必要がある。 

（１）定められた学納金を完納していること。 

（２）全科目の平均出席率が、学科ごとに定められた出席率以上であること。 

（３）全科目に対する認定科目（Ｃ評価以上の科目）の割合（科目認定率）が、 

学科ごとに定められた率以上であること。 

（４）授業態度、生活態度等の素行が良好なこと。 

２．進級・卒業判定会議 

  上記１の要件を満たした者が、さらに進級・卒業判定会議の議を経て、校長に 

認定されていること。 

 

※上記１の（２）と（３）の具体的数値は、ホームページの情報公開のページで 

公開している 

学修支援等 

（概要）本科での最大の目的は「二級建築士試験」合格である。そのために、授業 

以外の空き時間を利用した個別指導をすることによって、学力向上とモチベーション 

維持に努めている。 

 

  



 

 17 / 29 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 8人 

（100％） 

0人 

（ 0.0％） 

8人 

（ 100.0％） 

0人 

（ 0.0％） 

（主な就職、業界等）下記に示す建築、建設業者。 

(株)三幸工務店、三島産業(株)、(株)中本屋工務店、一建設(株)、運船建設(株)、(株)

ナイカイアーキット 

（就職指導内容）「進路指導の日」と称する進路集中指導日、進路講演会、企業の 

採用担当者を招いての企業説明会、インターンシップ、さらにはそれらを踏まえてのホー

ムルームでの進路指導による。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

二級建築士試験 ８人受験、６人合格 

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  8人 0人  0.0％ 

（中途退学の主な理由） 

 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

きめ細かな個人ガイダンス、保護者、関係機関との連携 

 

  



 

 18 / 29 

 

（７）測量環境工学科 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業 工業専門課程 測量環境工学科 ○  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要

な総授業時数又は総

単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

2年 昼 2,130 

単位時間／単位 

1,515 
単位時間

／単位 

120 
単位時間

／単位 

495 
単位時間

／単位 
単位時間

／単位 
単位時間

／単位 

2,130単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

50人 31人 2人 4人 人 4人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）様式第２号の３の「１」に記述した手順を経てカリキュラムを決定し、シラバ

スを作成した後は、シラバスの科目区分欄に示した方法（講義、演習、実習のいずれか）

によって、年間 30 週の授業を行う。年間の授業計画は公表しているシラバスに詳しい。 

成績評価の基準・方法 

（概要）筆記試験、実技試験、提出物、出席率、態度を総合して評価点（１００点～

０点）を決定する。さらに、この評価点を評価区分「Ｓ（１００～９０）－Ａ 

（８９～８０）－Ｂ（７９～７０）－Ｃ（６９～６０）－Ｄ（５９～）」で表す。評

価区分Ｃ以上で当該授業科目認定とする。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）卒業・進級の認定は、次の要件の確認と手順を踏んで決定している。 

１．認定要件－まず下記４つの要件を満たす必要がある。 

（１）定められた学納金を完納していること。 

（２）全科目の平均出席率が、学科ごとに定められた出席率以上であること。 

（３）全科目に対する認定科目（Ｃ評価以上の科目）の割合（科目認定率）が、 

学科ごとに定められた率以上であること。 

（４）授業態度、生活態度等の素行が良好なこと。 

２．進級・卒業判定会議 

  上記１の要件を満たした者が、さらに進級・卒業判定会議の議を経て、校長に 

認定されていること。 

 

※上記１の（２）と（３）の具体的数値は、ホームページの情報公開のページで 

公開している 

学修支援等 

（概要）公務員試験や資格取得指導に意欲を燃やす学生のために、指導を望む学生を募

って授業外の時間を利用した指導をしている。 
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卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 18人 

（100％） 

0人 

（ 0.0％） 

18人 

（ 100.0％） 

0人 

（ 0.0％） 

（主な就職、業界等）下記に示す設計コンサルタント、土木設計・施工業者。 

ナカウン（株）、（株）コスモ建設コンサルタント、（株）荒谷建設コンサルタント、（株）

山陽設計、都市開発コンサルタント（株）、（株）テクノプロ・コンストラクション、（株）

タマルコンサルタント、日進測量（株）、広健コンサルタント（株）、（株）カザケン、

（株）まつもとコーポレーション、瀬戸内鋼材リース（株） 

（就職指導内容）「進路指導の日」と称する進路集中指導日、進路講演会、企業の 

採用担当者を招いての企業説明会、インターンシップ、さらにはそれらを踏まえてのホー

ムルームでの進路指導による。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

測量士補 １８人中１８人取得 

２級土木施工管理技術検定学科試験 １７人受験、１１人合格 

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  33人 0人  0.0％ 

（中途退学の主な理由） 

 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

きめ細かな個人ガイダンス、保護者、関係機関との連携 
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（８）ものづくり創造学科 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業 工業専門課程 ものづくり創造学科 ○  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要

な総授業時数又は総

単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

2年 昼 1,920 

単位時間／単位 

780 
単位時間

／単位 

60 
単位時間

／単位 

1,080 
単位時間

／単位 
単位時間

／単位 
単位時間

／単位 

1,920単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

50人 34人 26人 2人 7人 9人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）様式第２号の３の「１」に記述した手順を経てカリキュラムを決定し、シラバ

スを作成した後は、シラバスの科目区分欄に示した方法（講義、演習、実習のいずれか）

によって、年間 30 週の授業を行う。年間の授業計画は公表しているシラバスに詳しい。 

成績評価の基準・方法 

（概要）筆記試験、実技試験、提出物、出席率、態度を総合して評価点（１００点～

０点）を決定する。さらに、この評価点を評価区分「Ｓ（１００～９０）－Ａ 

（８９～８０）－Ｂ（７９～７０）－Ｃ（６９～６０）－Ｄ（５９～）」で表す。評

価区分Ｃ以上で当該授業科目認定とする。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）卒業・進級の認定は、次の要件の確認と手順を踏んで決定している。 

１．認定要件－まず下記４つの要件を満たす必要がある。 

（１）定められた学納金を完納していること。 

（２）全科目の平均出席率が、学科ごとに定められた出席率以上であること。 

（３）全科目に対する認定科目（Ｃ評価以上の科目）の割合（科目認定率）が、 

学科ごとに定められた率以上であること。 

（４）授業態度、生活態度等の素行が良好なこと。 

２．進級・卒業判定会議 

  上記１の要件を満たしたものが、さらに進級・卒業判定会議の議を経て、校長に 

認定されていること。 

 

※上記１の（２）と（３）の具体的数値は、ホームページの情報公開のページで 

公開している 

学修支援等 

（概要）技能検定合格のためには、正規の授業時間だけでは圧倒的に時間が足りない。 

それを補うため、授業外の時間を使って実技指導をしている。 
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卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 10人 

（100％） 

0人 

（ 0.0％） 

10人 

（ 100.0％） 

0人 

（ 0.0％） 

（主な就職、業界等）下記に示す金属加工、機械製造業者。 

(株)中原製作所、(株)デンソー勝山、（株）アンセイ、協和ファインテック（株）、真鉄

工（株）、（株）ウエモリ、(株)アステア） 

（就職指導内容）「進路指導の日」と称する進路集中指導日、進路講演会、企業の 

採用担当者を招いての企業説明会、インターンシップ、さらにはそれらを踏まえてのホー

ムルームでの進路指導による。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

技能検定 3級旋盤 ５人受検、４人合格 

技能検定 3級マシニングセンタ ４人受検、３人合格 

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  22人 0人  0.0％ 

（中途退学の主な理由） 

 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

きめ細かな個人ガイダンス、保護者、関係機関との連携 
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（９）一級自動車工学科 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業 工業専門課程 一級自動車工学科  ○ 

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要

な総授業時数又は総

単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

4年 昼 4,640 

単位時間／単位 

1,358 
単位時間

／単位 

 
単位時間

／単位 

3,282 
単位時間

／単位 
単位時間

／単位 
単位時間

／単位 

4,640単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

45人 9人 人 2人 1人 3人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）様式第２号の３の「１」に記述した手順を経てカリキュラムを決定し、シラバ

スを作成した後は、シラバスの科目区分欄に示した方法（講義、演習、実習のいずれか）

によって、年間 32 週の授業を行う。年間の授業計画は公表しているシラバスに詳しい。 

成績評価の基準・方法 

（概要）筆記試験、実技試験、提出物、出席率、態度を総合して評価点（１００点～

０点）を決定する。さらに、この評価点を評価区分「Ｓ（１００～９０）－Ａ 

（８９～８０）－Ｂ（７９～７０）－Ｃ（６９～６０）－Ｄ（５９～）」で表す。評

価区分Ｃ以上で当該授業科目認定とする。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）卒業・進級の認定は、次の要件の確認と手順を踏んで決定している。 

１．認定要件－まず下記４つの要件を満たす必要がある。 

（１）定められた学納金を完納していること。 

（２）全科目の平均出席率が、学科ごとに定められた出席率以上であること。 

（３）全科目に対する認定科目（Ｃ評価以上の科目）の割合（科目認定率）が、 

学科ごとに定められた率以上であること。 

（４）授業態度、生活態度等の素行が良好なこと。 

２．進級・卒業判定会議 

  上記１の要件を満たした者が、さらに進級・卒業判定会議の議を経て、校長に 

認定されていること。 

 

※上記１の（２）と（３）の具体的数値は、ホームページの情報公開のページで 

公開している 

学修支援等 

（概要）本科での最大の目的は３月末の「１級自動車整備士試験」合格である。そのた

めに、卒業前から授業外の時間も含めて、卒業式後も集団指導、個別指導をすることに

よって、学力向上とモチベーションを維持に努め全員合格を目指す。 
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卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 1人 

（100％） 

0人 

（ 0.0％） 

1人 

（ 100.0％） 

0人 

（ 0.0％） 

（主な就職、業界等）下記に示す自動車整備業者。 

マルケー自動車整備（株） 

（就職指導内容）「進路指導の日」と称する進路集中指導日、進路講演会、企業の 

採用担当者を招いての企業説明会、インターンシップ、さらにはそれらを踏まえてのホー

ムルームでの進路指導による。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

２級二輪自動車整備士 １人受験、１人合格 

中古車査定士 １人受験、１人合格 

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  10人 0人  0.0％ 

（中途退学の主な理由） 

 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

きめ細かな個人ガイダンス、保護者、関係機関との連携 
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（１０）二級自動車工学科 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業 工業専門課程 二級自動車工学科 ○  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要

な総授業時数又は総

単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

2年 昼 2,336 

単位時間／単位 

896 
単位時間

／単位 

 
単位時間

／単位 

1,440 
単位時間

／単位 
単位時間

／単位 
単位時間

／単位 

2,336単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

110人 73人 22人 4人 2人 6人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）様式第２号の３の「１」に記述した手順を経てカリキュラムを決定し、シラバ

スを作成した後は、シラバスの科目区分欄に示した方法（講義、演習、実習のいずれか）

によって、年間 32 週の授業を行う。年間の授業計画は公表しているシラバスに詳しい。 

成績評価の基準・方法 

（概要）筆記試験、実技試験、提出物、出席率、態度を総合して評価点（１００点～

０点）を決定する。さらに、この評価点を評価区分「Ｓ（１００～９０）－Ａ 

（８９～８０）－Ｂ（７９～７０）－Ｃ（６９～６０）－Ｄ（５９～）」で表す。評

価区分Ｃ以上で当該授業科目認定とする。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）卒業・進級の認定は、次の要件の確認と手順を踏んで決定している。 

１．認定要件－まず下記４つの要件を満たす必要がある。 

（１）定められた学納金を完納していること。 

（２）全科目の平均出席率が、学科ごとに定められた出席率以上であること。 

（３）全科目に対する認定科目（Ｃ評価以上の科目）の割合（科目認定率）が、 

学科ごとに定められた率以上であること。 

（４）授業態度、生活態度等の素行が良好なこと。 

２．進級・卒業判定会議 

  上記１の要件を満たしたものが、さらに進級・卒業判定会議の議を経て、校長に 

認定されていること。 

 

※上記１の（２）と（３）の具体的数値は、ホームページの情報公開のページで 

公開している 

学修支援等 

（概要）本科での最大の目的は３月末の「２級自動車整備士試験」合格である。そのた

めに、卒業前から授業外の時間も含めて、卒業式後も集団指導、個別指導をすることに

よって、学力向上とモチベーションを維持に努め全員合格を目指す。 

 

  



 

 25 / 29 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 26人 

（100％） 

0人 

（ 0.0％） 

24人 

（ 92.3％） 

2人 

（ 7.7％） 

（主な就職、業界等）下記に示す自動車ディーラー、自動車整備業者。 

ネッツトヨタ岡山（株）、トヨタカローラ岡山(株)、岡山トヨペット（株）、いすゞ自動

車中国四国（株）、（株）岡山マツダ、岡山日野自動車（株）、岡山スバル自動車(株)、

東中国スズキ自動車（株）、トヨタ L＆F岡山（株）、（株）ホンダ四輪販売岡山、（株）

ウォッシュ、（株）ティーエス自動車、コマツカスタマーサポート（株）等 

（就職指導内容）「進路指導の日」と称する進路集中指導日、進路講演会、企業の 

採用担当者を招いての企業説明会、インターンシップ、さらにはそれらを踏まえてのホー

ムルームでの進路指導による。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

２級ガソリン自動車整備士 ２６人受験、２４人合格 

２級ジーゼル自動車整備士 ２６人受験、２６人合格 

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  59人 5人  8.5％ 

（中途退学の主な理由） 

経済的、病気等の理由による進路変更 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

きめ細かな個人ガイダンス、保護者、関係機関との連携 
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（１１）自動車カスタマイズ学科 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業 工業専門課程 自動車カスタマイズ学科 ○  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要

な総授業時数又は総

単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

2年 昼 2,240 

単位時間／単位 

768 
単位時間

／単位 

 
単位時間

／単位 

1,472 
単位時間

／単位 

単位時間

／単位間 
単位時間

／単位 

2,240単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

25人 7人 2人 2人 1人 3人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）様式第２号の３の「１」に記述した手順を経てカリキュラムを決定し、シラバ

スを作成した後は、シラバスの科目区分欄に示した方法（講義、演習、実習のいずれか）

によって、年間 32 週の授業を行う。年間の授業計画は公表しているシラバスに詳しい。 

成績評価の基準・方法 

（概要）筆記試験、実技試験、提出物、出席率、態度を総合して評価点（１００点～

０点）を決定する。さらに、この評価点を評価区分「Ｓ（１００～９０）－Ａ 

（８９～８０）－Ｂ（７９～７０）－Ｃ（６９～６０）－Ｄ（５９～）」で表す。評

価区分Ｃ以上で当該授業科目認定とする。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）卒業・進級の認定は、次の要件の確認と手順を踏んで決定している。 

１．認定要件－まず下記４つの要件を満たす必要がある。 

（１）定められた学納金を完納していること。 

（２）全科目の平均出席率が、学科ごとに定められた出席率以上であること。 

（３）全科目に対する認定科目（Ｃ評価以上の科目）の割合（科目認定率）が、 

学科ごとに定められた率以上であること。 

（４）授業態度、生活態度等の素行が良好なこと。 

２．進級・卒業判定会議 

  上記１の要件を満たした者が、さらに進級・卒業判定会議の議を経て、校長に 

認定されていること。 

 

※上記１の（２）と（３）の具体的数値は、ホームページの情報公開のページで 

公開している 

学修支援等 

（概要）本科での最大の目的は３月末の「自動車車体整備士試験」合格である。そのた

めに、卒業前から授業外の時間も含めて、卒業式後も集団指導、個別指導をすることに

よって、学力向上とモチベーションを維持に努め全員合格を目指す。 
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卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 12人 

（100％） 

0人 

（ 0.0％） 

12人 

（ 100.0％） 

0人 

（ 0.0％） 

（主な就職、業界等）下記に示す自動車ディーラー、自動車車体整備業者。 

(有)KTチューン、(株)渋谷石油、日産車体岡山(株)、(株)ナスバンキングコーディネイ

ション、落合鈑金塗装(株)、(株)岡山マツダ、岡山トヨペット(株)、岡山トヨタ車体(株)、

(株)ティーエス自動車、ネッツトヨタ岡山(株)、いすゞ自動車中国四国(株)、(株)ネク

ステージ 

（就職指導内容）「進路指導の日」と称する進路集中指導日、進路講演会、企業の 

採用担当者を招いての企業説明会、インターンシップ、さらにはそれらを踏まえてのホ

ームルームでの進路指導による。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

自動車車体整備士 １２人受験、１２人合格 

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  22人 3人  13.6％ 

（中途退学の主な理由） 

経済的理由による進路変更 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

きめ細かな個人ガイダンス、保護者、関係機関との連携 
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②学校単位の情報 

ａ）「生徒納付金」等 

学科名 入学金 
授業料 

（年間） 
その他 備考（任意記載事項） 

映像音響学科 220,000円 500,000円 480,000円 教科書代等別途 

電気工学科 220,000円 500,000円 480,000円 教科書代等別途 

食品生命学科 220,000円 500,000円 480,000円 教科書代等別途 

建築工学科 220,000円 500,000円 480,000円 教科書代等別途 

建築工学研究科 220,000円 500,000円 330,000円 教科書代等別途 

測量環境工学科 220,000円 500,000円 480,000円 教科書代等別途 

ものづくり創造学科 220,000円 500,000円 480,000円 教科書代等別途 

二級自動車工学科 220,000円 500,000円 480,000円 教科書代等別途 

国際自動車工学科 220,000円 350,000円 350,000円 教科書代等別途 

日本語学科 70,000円 500,000円 100,000円 教科書代等別途 

進学準備学科 100,000円 500,000円 100,000円 教科書代等別途 

修学支援（任意記載事項） 

 

 

 

ｂ）学校評価 
自己評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 
https://www.oist.ac.jp/report.html 
 

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制） 

校内委員と校外委員とで構成する委員の出席により、年１回開催する。校外委員は、設

置学科と関連した業種の企業関係者、ＰＴＡ、卒業生で構成する。 

文部科学省の「専修学校における学校評価ガイドライン」に基づいて全教職員に実施し

た自己評価に加え、学校長が作成した自己点検・自己評価資料をもとに、上記委員で構

成する委員会にて総合的に評価する。 

結果は、学校関係者評価報告書にまとめて全教職員に配付するとともに、ホームページ

上に公表する。各部署では評価結果を検討し、その後の改善に努める。 

 

〔評価項目〕 

教育理念 学校経営     教育活動 学修成果   学生支援 

教育環境 学生の受入れ募集 財務   法令等の遵守 社会貢献・地域貢献 

 

学校関係者評価の委員 

所属 任期 種別 

会社代表者または役員 １０名 
平成３１年４月１日～ 

令和２年３月３１日 
企業関係者 

保護者会代表      １名 
平成３１年４月１日～ 

令和２年３月３１日 
ＰＴＡ 

同窓会代表       １名 
平成３１年４月１日～ 

令和２年３月３１日 
卒業生 

学校関係者評価結果の公表方法 
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（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 
https://www.oist.ac.jp/report.html 
 

第三者による学校評価（任意記載事項） 

 

 

 

ｃ）当該学校に係る情報 
（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

https://www.oist.ac.jp/ 

 

 


