
  

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。 
 
学校名 専門学校松江総合ビジネスカレッジ 
設置者名 学校法人 坪内学園 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

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 

専門課程 

地域経済学科 1 年 
夜 ・

通信 
23 単位 

6 単位  

地域経済学科 2 年 
夜 ・

通信 
35 単位 

医療事務学科 1 年 
夜 ・

通信 
26 単位 

6 単位  

医療事務学科 2 年 
夜 ・

通信 
39 単位 

公務員学科 1 年 
夜 ・

通信 
6 単位 

6 単位  

公務員学科 2 年 
夜 ・

通信 
14 単位 

動物学科 1 年 
夜 ・

通信 
37 単位 

6 単位 
 

 

動物学科 2 年 

（美容専攻） 

夜 ・

通信 
34 単位 

動物学科 2 年 

  （看護専攻） 

夜 ・

通信 
36 単位 

IT 学科 1 年 
夜 ・

通信 
40 単位 

6 単位  

IT 学科 2 年 
夜 ・

通信 
42 単位 

（備考） 

 

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://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/ 

 

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） 

https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/


  

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 専門学校松江総合ビジネスカレッジ 
設置者名 学校法人 坪内学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/jigyohoukoku/（事業報告書ｐ4） 

 

 

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 市議会議員、会社役員 
2020.1.10

～2024.1.9 

組織運営体制への

チェック機能 

非常勤 団体の役員 
2020.1.10

～2024.1.9 

組織運営体制への

チェック機能 

非常勤 
市議会議員、社会福祉法

人の役員 

2020.1.10

～2024.1.9 

組織運営体制への

チェック機能 

（備考） 

 

 

  

https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/jigyohoukoku/


  

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 専門学校松江総合ビジネスカレッジ 

設置者名 学校法人 坪内学園 

 

○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書(シラバス)を作成し、公表してい

ること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

 

・授業計画書（シラバス）作成過程・公表時期 

『授業計画書（シラバス）作成ガイドライン』

（https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/）の方針に従い授業担

当者が作成する。 
 

授業計画書（シラバス）作成の基本方針 

(1) 学生の目線に立って分かりやすい記述とする。 

(2) 学習の見通しが立てられるように具体的な記述とする。 

(3) 授業計画を不断に見直し、適時その内容を反映する。 

(4) 実務経験のある教員による授業科目については、その旨明示する。 

(5) 原則、開講の前年度までに作成し、開講年度初めに公表する。 

(6) 公表は本校 HP にて行う。 

 
 

授業計画書の公表方法 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/syllabus/） 

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） 

 

『単位認定の方針』(https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/)  

 
「学校法人坪内学園 教務規程」において、単位修得認定並びに成績評

価（成績評価方法、定期試験、定期試験を行わない授業科目の評価方法、

成績評価基準等）について定める。 

授業計画書(シラバス)に示された評価の観点及び成績評価方法によ

り、各規定に基づいて成績の評価及び評定を行い、単位修得を認定する。 

 
 

 

https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/
https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/syllabus/
https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/


  

※「学校法人坪内学園 教務規程」抜粋 
(単位修得の認定) 

第４条  履修した授業科目の単位修得の認定は、担当教員の評価に基づき校

長が認定する。 

２  単位修得の認定は次の条件を満たした時に行うものとする。 

（１）試験その他の審査による学習の評定が「Ｃ（可）」以上であるこ

と。成績の評価基準は第６章で定める。 

（２）山陰中央専門大学校の各学科においては、各授業科目の出席時間

が指定基準時間数以上であること。 

３  単位修得の認定は、原則としてその年度を超えて行わないものとす

る。但し、学則別表１（日本語学科においては別表第２）において、

年度をまたいで履修する授業科目の単位修得の認定については、各

学年の学習評価を踏まえて最終学年において行う。 

(評定の決定手続き) 

第３９条 学習成績の評定は成績会議の審議を経て決定される。 

 (学習の評定） 

第４１条 試験その他の審査による評定は、Ａ（優）、Ｂ（良）、Ｃ（可）及び

Ｄ（不可）の４段階をもって行い、Ｄ（不可）を不合格とし単位修

得の認定を行わない。 

(評定基準） 

第４２条 前条の評定の基準は、当該授業科目の目標達成度に応じ、次の表の

とおりとする。 

松江総合ビジネスカ

レッジ各学科 

評 定 評定点 目標達成度 

Ａ（優） ８０～１００ 高い程度に達成しているもの 

Ｂ（良） ７０～ ７９ 達成されているもの 

Ｃ（可） ６０～ ６９ おおむね達成しているもの 

Ｄ (不可) ５９以下 達成されていないもの 

(専門学校松江総合ビジネスカレッジの成績評価方法) 

第４３条 専門学校松江総合ビジネスカレッジの成績は、１００点満点で評価

する。また、授業科目の学習成績の評価は、定期試験または追試験

（必要により再試験を含む）の試験点数と平常点を次の要領により

行う。 

２ 平常点とは、課題提出、資格取得、検定受験状況、授業態度、出席

状況を３０点満点で点数化したものとする。 

３ 試験点数とは定期試験の素点を元に評価点を算出し、０．７を乗算

し少数点以下を繰上げた点数とする。 

４ 試験点数と平常点を合計した点数を成績の点数とする。 

５ Ｄ評価となった者で再試験を受けられる者は、再試験で定期試験の

評価点を更新することができるが、その場合の評価点はＣより良い

評価にはならないよう調整される。 

 

 



  

 

（定期試験を行わない授業科目の成績評価方法） 

第４５条 定期試験を行わない授業科目の成績は、具体的な評価方法により１

００点満点で評価し、シラバスに明示する。 

（１）授業内での実技試験評価 

（２）レポートや課題等の提出物 

（３）小テスト等による定着度の評価資料 

（４）検定試験合格状況 

（５）実習やインターンシップ等における報告書 

（６）その他根拠となる資料または方法 

 (評定の時期） 

第４６条 成績の評定は、原則として前期末および後期末に行うものとする。 

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） 

 

評定Ａ～Ｄの基準となる評定点について、全科目合計点の平均を算出

（100 点満点）することにより、学生の成績分布を把握する。 
※「学校法人坪内学園 教務規程」抜粋 

 (評定基準） 

第４２条 前条の評定の基準は、当該授業科目の目標達成度に応じ、次の表の

とおりとする。 

 

 

 

松江総合ビジネスカ

レッジ各学科 

評 定 評定点 目標達成度 

Ａ（優） ８０～１００ 高い程度に達成しているもの 

Ｂ（良） ７０～ ７９ 達成されているもの 

Ｃ（可） ６０～ ６９ おおむね達成しているもの 

Ｄ (不可) ５９以下 達成されていないもの 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
『客観的な指標の算出方法』 

https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/


  

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） 

 

・卒業の認定に関する方針の具体的な内容 

『ディプロマ・ポリシー』を定め、公表している。 

建学の精神に基づき各学科の教育目標を実現するために、目標とする能

力を身につけ、かつ、所定の時間を履修し単位を修得した学生に卒業を

認定する。 

 地域経済学科、医療事務学科、公務員学科、動物学科、IT 学科の修了者に

対しては、「専門士」の称号が付与される。 
 

・卒業認定の手順 

「学校法人坪内学園 教務規程」において、卒業要件及び卒業認定の手順

について定めている。 

学生の成績の一覧表を作成し、年度末に進級判定会議及び卒業判定会議

を開催する。履修状況及び修得単位数を確認し、進級または卒業の可否

を審議・判定する。進級要件を満たした者に対し校長が進級を認定する。

卒業要件を満たした者に対し校長が卒業を認定する。 

 
 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
『ディプロマ・ポリシー』 

https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/


  

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 専門学校松江総合ビジネスカレッジ 
設置者名 学校法人 坪内学園 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 
https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/jigyohoukoku/

（事業報告書ｐ10） 

収支計算書又は損益計算書 
https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/jigyohoukoku/ 

（事業報告書ｐ8～9） 

財産目録 
https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/jigyohoukoku/ 

（事業報告書ｐ11） 

事業報告書 
https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/jigyohoukoku/ 

 

監事による監査報告（書） 
https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/jigyohoukoku/ 

（事業報告書ｐ12） 

 

２．教育活動に係る情報 

 

①学科等の情報 
 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

商業実務 専門課程 地域経済学科 ○  

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 昼間 

※2年間での総単位は 

入学年度によって異なる 

78(現 1 年) 

79(現 2 年) 

単位 

 

 

 

35（1 年） 

41（2 年） 
単位 

41（1 年）

36（2 年） 
単位 

2（1 年） 

2（2 年） 
単位 

0 
単位 

0 
単位 

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 22 人 0 人 1 人 4 人 5 人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

教育課程編成委員会における委員の助言等を参考に、『カリキュラムポリシー』に基づ

いて、現行カリキュラムの改善を検討する。 

カリキュラムの変更は、理事会及び評議員会の承認を受けて行う。 

授業担当者は『授業計画書（シラバス）作成ガイドライン』の方針に従い、授業計画書

（シラバス）を作成する。原則、開講の前年度までに作成し、開講年度初めに公表する。 

公表は本校 HP にて行う。 

授業計画を不断に見直し、適時その内容を反映する。 

※『カリキュラムポリシー』、『授業計画書（シラバス）作成ガイドライン』、授業計

画書（シラバス）は HP 参照：https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/ 

https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/jigyohoukoku/
https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/jigyohoukoku/
https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/jigyohoukoku/
https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/jigyohoukoku/
https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/jigyohoukoku/
https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/


  

成績評価の基準・方法 

（概要） 

『単位認定の方針』(https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/) 

「学校法人坪内学園 教務規程」において、単位修得認定並びに成績評価（成績

評価方法、定期試験、定期試験を行わない授業科目の評価方法、成績評価基準等）

について定める。 

授業計画書(シラバス)に示された評価の観点及び成績評価方法により、各規定に

基づいて成績の評価及び評定を行い、単位修得を認定する。 

 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

・卒業の認定に関する方針の具体的な内容 

『ディプロマ・ポリシー』(https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/)

を定め、公表している。 

建学の精神に基づき各学科の教育目標を実現するために、以下のよう

な能力を身につけ、かつ、所定の時間を履修し単位を修得した学生に

卒業を認定する。 

 現代ビジネス（地域経済）学科の修了者に対しては、「専門士」の称号

が付与される。 

 

 １ 2 年間のカリキュラムの履修を通し、地域経済に関する知識、経理

や金融に関する知識及びスキルを身につけている。 
２ 地域経済の問題を理解しその解決策を考える力を育み、人々と協働

し地域社会に貢献しようとする姿勢を身につけている。 
３ 様々なプロジェクトの企画・立案の経験を通して、課題解決の実践

力を身につけている。 
４ 社会人として求められるビジネススキルやマナー、実社会で必要な

パソコンスキルを身につけている。 
 

・進級・卒業の認定基準(要件)及び認定の手順 

「学校法人坪内学園 教務規程」において定めている。 

学生の成績の一覧表を作成し、年度末に進級判定会議及び卒業判定会議を開催

する。履修状況及び修得単位数を確認し、進級または卒業の可否を審議・判定

する。進級要件を満たした者に対し校長が進級を認定する。卒業要件を満たし

た者に対し校長が卒業を認定する。  

 

 

学修支援等 

（概要） 

授業時間外に補習の時間を設け、学修支援を行っている。 

希望学生が担当教員に個別に相談できる体制がある。 

 

 

 

 

https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/
https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/


  

 

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％）

10 人

（100％）

0 人

（0％）

（主な就職、業界等） 

金融業・販売業 

（就職指導内容） 

学生支援課にて個別指導により対応 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

日商簿記検定 3級、FP 技能士検定 3級 等 

（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 

  23 人 2 人 8.7％ 

（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） 

欠席が無断で 3日続いた場合は保護者へ連絡をして、必要な場合は面談を行う 

学生に声がけすることを積極的に取り組む 

  



  

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

商業実務 専門課程 医療事務学科 ○  

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 昼間 

※2年間での総単位は   

入学年度によって異なる 
87(現 1 年) 

81(現 2 年) 

単位 

 

 

 

 

52(1 年) 

50(2 年) 

単位 

33(1 年) 

26(2 年) 
単位 

2(1 年) 

5(2 年) 
単位 

0 
単位 

0 
単位 

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 23 人 0 人 1 人 3 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） 

教育課程編成委員会における委員の助言等を参考に、『カリキュラムポリシー』

に基づいて、現行カリキュラムの改善を検討する。 

カリキュラムの変更は、理事会及び評議員会の承認を受けて行う。 

授業担当者は『授業計画書（シラバス）作成ガイドライン』の方針に従い、授業

計画書（シラバス）を作成する。原則、開講の前年度までに作成し、開講年度初

めに公表する。 

公表は本校 HP にて行う。 

授業計画を不断に見直し、適時その内容を反映する。 
※『カリキュラムポリシー』、『授業計画書（シラバス）作成ガイドライン』、授業計

画書（シラバス）は HP 参照：https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/ 

 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

『単位認定の方針』(https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/) 

「学校法人坪内学園 教務規程」において、単位修得認定並びに成績評価（成績

評価方法、定期試験、定期試験を行わない授業科目の評価方法、成績評価基準等）

について定める。 

授業計画書(シラバス)に示された評価の観点及び成績評価方法により、各規定に

基づいて成績の評価及び評定を行い、単位修得を認定する。 

 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

・卒業の認定に関する方針の具体的な内容 

『ディプロマ・ポリシー』(https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/)

を定め、公表している。 

建学の精神に基づき各学科の教育目標を実現するために、以下のような能力を

身につけ、かつ、所定の時間を履修し単位を修得した学生に卒業を認定する。 

 医療事務学科の修了者に対しては、「専門士」の称号が付与される。 

 

１ 2 年間のカリキュラムの履修を通し、医科、歯科、調剤の医療事務員とし

て必要な知識を身につけている。 

https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/
https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/
https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/


  

２ パソコンによる診療報酬明細作成などの医療事務スキルを学び、現場で即

戦力として活躍できる力を身につけている。 

３ 医療事務員としての接遇マナー並びに患者や家族に対する気配りの態度

を身につけている。 

４ 社会人として求められるビジネススキルやマナー、実社会で必要なパソコ

ンスキルを身につけている。 

 

・進級・卒業の認定基準(要件)及び認定の手順 

「学校法人坪内学園 教務規程」において定めている。 

学生の成績の一覧表を作成し、年度末に進級判定会議及び卒業判定会議を開催

する。履修状況及び修得単位数を確認し、進級または卒業の可否を審議・判定

する。進級要件を満たした者に対し校長が進級を認定する。卒業要件を満たし

た者に対し校長が卒業を認定する。  

学修支援等 

（概要） 

授業時間外に補習の時間を設け、学修支援を行っている。 

希望学生が担当教員に個別に相談できる体制がある。 

 

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％）

12 人

（100％）

0 人

（0％）

（主な就職、業界等） 

保険医療機関 

（就職指導内容） 

学生支援センターにて個別指導により対応 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

医療事務検定、医療秘書検定 等 

（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 

  26 人 1 人 3.8％ 

（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） 

欠席が無断で 3日続いた場合は保護者へ連絡をして、必要な場合は面談を行う 

学生に声がけすることを積極的に取り組む 

  



  

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

商業実務 専門課程 公務員学科 ○  

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 昼間 

 88 単位 

47(現 1年) 

51(現 2年) 

単位 

41(現 1年) 

36(現 2年) 

単位 

0(現 1年) 

1(現 2年) 

単位 

0 
単位 

0 
単位 

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 

80 人 54 人 0 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） 

教育課程編成委員会における委員の助言等を参考に、『カリキュラムポリシー』

に基づいて、現行カリキュラムの改善を検討する。 

カリキュラムの変更は、理事会及び評議員会の承認を受けて行う。 

授業担当者は『授業計画書（シラバス）作成ガイドライン』の方針に従い、授業

計画書（シラバス）を作成する。原則、開講の前年度までに作成し、開講年度初

めに公表する。 

公表は本校 HP にて行う。 

授業計画を不断に見直し、適時その内容を反映する。 
※『カリキュラムポリシー』、『授業計画書（シラバス）作成ガイドライン』、授業計

画書（シラバス）は HP 参照：https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/ 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

『単位認定の方針』(https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/) 

「学校法人坪内学園 教務規程」において、単位修得認定並びに成績評価（成績

評価方法、定期試験、定期試験を行わない授業科目の評価方法、成績評価基準等）

について定める。 

授業計画書(シラバス)に示された評価の観点及び成績評価方法により、各規定に

基づいて成績の評価及び評定を行い、単位修得を認定する。 

 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

・卒業の認定に関する方針の具体的な内容 

『ディプロマ・ポリシー』(https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/)

を定め、公表している。 

建学の精神に基づき各学科の教育目標を実現するために、以下のような能力

を身につけ、かつ、所定の時間を履修し単位を修得した学生に卒業を認定す

る。公務員学科の修了者に対しては、「専門士」の称号が付与される。 

 

 １ 2 年間のカリキュラムの履修を通し、公務員の仕事内容を理解し、公務員

としての使命感を育み、国民・県民・市民に寄り添える人間力を身につけ

ている。 

https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/
https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/
https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/


  

２ 公務員試験の教養試験及び人物試験に対応できる力を身につけている。 

３ 人々と協働し地域社会に貢献しようとする姿勢を身につけている。 

４ 社会人として求められるビジネススキルやマナー、基礎的なパソコンスキ

ルを身につけている。 

 

・進級・卒業の認定基準(要件)及び認定の手順 

「学校法人坪内学園 教務規程」において定めている。 

学生の成績の一覧表を作成し、年度末に進級判定会議及び卒業判定会議を開催

する。履修状況及び修得単位数を確認し、進級または卒業の可否を審議・判定

する。進級要件を満たした者に対し校長が進級を認定する。卒業要件を満たし

た者に対し校長が卒業を認定する。  

学修支援等 

（概要） 

授業時間外に補習の時間を設け、学修支援を行っている。 

希望学生が担当教員に個別に相談できる体制がある。 

 

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 

 24 人

（100％）

0 人

（0％）

22 人

（91.7％）

2 人

（8.3％）

（主な就職、業界等） 

国家及び地方公務員 

（就職指導内容） 

学生支援センターにて個別指導により対応 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

ビジネス能力検定（Ｂ検）ジョブパス 

（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 

  68 人 25 人 36.8％ 

（中途退学の主な理由） 

公務員試験合格、進路変更 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

欠席が無断で 3日続いた場合は保護者へ連絡をして、必要な場合は面談を行う 

学生に声がけすることを積極的に取り組む 

  



  

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

商業実務 専門課程 動物学科 ○  

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 昼間 

※2年間での総単位は   

入学年度によって異なる 
74(現 1 年) 

美容 74(現 2 年) 

看護 76(現 2 年) 

単位 

 

 

 

美容 17(1年) 

看護 26(1年) 

美容 19(2年) 

看護 29(2年) 

単位 

11(1 年) 

8(2 年) 
単位 

美容 6(1 年) 

看護 10(1年) 

美容 6(2 年) 

看護 10(2年) 

単位 
0 

単位 

美容 40(1年) 

看護 27(1年) 

美容 41(2年) 

看護 29(2年) 

単位 

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 39 人 0 人 3 人 8 人 11 人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

教育課程編成委員会における委員の助言等を参考に、『カリキュラムポリシー』

に基づいて、現行カリキュラムの改善を検討する。 

カリキュラムの変更は、理事会及び評議員会の承認を受けて行う。 

授業担当者は『授業計画書（シラバス）作成ガイドライン』の方針に従い、授業

計画書（シラバス）を作成する。原則、開講の前年度までに作成し、開講年度初

めに公表する。 

公表は本校 HP にて行う。 

授業計画を不断に見直し、適時その内容を反映する。 
※『カリキュラムポリシー』、『授業計画書（シラバス）作成ガイドライン』、授業計

画書（シラバス）は HP 参照：https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/ 

成績評価の基準・方法 

（概要）  

『単位認定の方針』(https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/) 

「学校法人坪内学園 教務規程」において、単位修得認定並びに成績評価（成績

評価方法、定期試験、定期試験を行わない授業科目の評価方法、成績評価基準等）

について定める。 

授業計画書(シラバス)に示された評価の観点及び成績評価方法により、各規定に

基づいて成績の評価及び評定を行い、単位修得を認定する。 

 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

・卒業の認定に関する方針の具体的な内容 

『ディプロマ・ポリシー』(https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/)

を定め、公表している。 

建学の精神に基づき各学科の教育目標を実現するために、以下のような能力

を身につけ、かつ、所定の時間を履修し単位を修得した学生に卒業を認定す

る。動物学科の修了者に対しては、「専門士」の称号が付与される。 

 

１ 2 年間のカリキュラムの履修を通し、動物愛護精神を育み、動物業界で働

く職業人として必要な幅広い知識を身につけている。 

 

https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/
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https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/


  

２ 実習科目の学習を通してトリミングや動物看護の技術を習得し、実践力を

身につけている。 

３ 接客の実践を通して接遇マナーを習得し、現場で即戦力として活躍できる

力を身につけている。 

４ 社会人として求められるビジネススキルやマナー、基礎的なパソコンスキ

ルを身につけている。 

 

・進級・卒業の認定基準(要件)及び認定の手順 

「学校法人坪内学園 教務規程」において定めている。 

学生の成績の一覧表を作成し、年度末に進級判定会議及び卒業判定会議を開催

する。履修状況及び修得単位数を確認し、進級または卒業の可否を審議・判定

する。進級要件を満たした者に対し校長が進級を認定する。卒業要件を満たし

た者に対し校長が卒業を認定する。 

 

学修支援等 

（概要） 

授業時間外に補習の時間を設け、学修支援を行っている。 

希望学生が担当教員に個別に相談できる体制がある。 

 

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 

 20 人

（100％）

2 人

（10％）

18 人

（90％）

0 人

（0％）

（主な就職、業界等） 

動物業界・サービス業・動物病院・動物関連施設 

（就職指導内容） 

学生支援センターにて個別指導により対応 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

トリマー検定 2級、動物看護師検定 2 級 等 

（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 

  37 人 2 人 5.4％ 

（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） 

欠席が無断で 3日続いた場合は保護者へ連絡をして、必要な場合は面談を行う 

学生に声がけすることを積極的に取り組む 



  

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

商業実務 専門課程 IT 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 昼間 
 

83 

単位 

 

39(現 1年) 

45(現 2年) 

単位 

42(現 1年) 

36(現 2年) 

単位 

2(現 1年) 

2(現 2年) 

単位 

0 
単位 

0 
単位 

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 

90 人 71 人 12 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） 

教育課程編成委員会における委員の助言等を参考に、『カリキュラムポリシー』

に基づいて、現行カリキュラムの改善を検討する。 

カリキュラムの変更は、理事会及び評議員会の承認を受けて行う。 

授業担当者は『授業計画書（シラバス）作成ガイドライン』の方針に従い、授業

計画書（シラバス）を作成する。原則、開講の前年度までに作成し、開講年度初

めに公表する。 

公表は本校 HP にて行う。 

授業計画を不断に見直し、適時その内容を反映する。 
※『カリキュラムポリシー』、『授業計画書（シラバス）作成ガイドライン』、授業計

画書（シラバス）は HP 参照：https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/ 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

『単位認定の方針』(https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/) 

「学校法人坪内学園 教務規程」において、単位修得認定並びに成績評価（成績

評価方法、定期試験、定期試験を行わない授業科目の評価方法、成績評価基準等）

について定める。 

授業計画書(シラバス)に示された評価の観点及び成績評価方法により、各規定に

基づいて成績の評価及び評定を行い、単位修得を認定する。 

 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

・卒業の認定に関する方針の具体的な内容 

『ディプロマ・ポリシー』(https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/)

を定め、公表している。 

建学の精神に基づき各学科の教育目標を実現するために、以下のような能力を

身につけ、かつ、所定の時間を履修し単位を修得した学生に卒業を認定する。 

 IT 学科の修了者に対しては、「専門士」の称号が付与される。 

 

１ 2 年間のカリキュラムの履修を通し、情報処理技術及びプログラミングに

関する幅広い知識及び技術を身につけている。 

 

２ システム開発の手法を習得し、発想をシステムとして具現化できる力を身

https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/
https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/
https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/guide/


  

につけている。 

３ 社会の動きに関心を持ち、常に新たな発想をもって物事に取り組む姿勢を

身につけている。 

４ 社会人として求められるビジネススキルやマナー、実社会で必要なパソコ

ンスキルを身につけている。 

  

・進級・卒業の認定基準(要件)及び認定の手順 

「学校法人坪内学園 教務規程」において定めている。 

学生の成績の一覧表を作成し、年度末に進級判定会議及び卒業判定会議を開催

する。履修状況及び修得単位数を確認し、進級または卒業の可否を審議・判定

する。進級要件を満たした者に対し校長が進級を認定する。卒業要件を満たし

た者に対し校長が卒業を認定する。 

 

学修支援等 

（概要） 

授業時間外に補習の時間を設け、学修支援を行っている。 

希望学生が担当教員に個別に相談できる体制がある。 

 

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 

 27 人

（100％）

0 人

（0％）

26 人

（96.3％）

1 人

（3.7％）

（主な就職、業界等） 

IT 関連企業 

（就職指導内容） 

学生支援センターにて個別指導により対応 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

Ruby 技術者認定試験、情報処理検定 等 

（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 

  64 人 4 人 6.3％ 

（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） 

欠席が無断で 3日続いた場合は保護者へ連絡をして、必要な場合は面談を行う 

学生に声がけすることを積極的に取り組む 

 



  

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） 

地域経済 220,000 円 830,000 円 240,000 円 施設費  ※諸費用は別途 

医療事務 220,000 円 830,000 円 240,000 円 施設費  ※諸費用は別途 

公務員 220,000 円 830,000 円 240,000 円 施設費  ※諸費用は別途 

動物 220,000 円 860,000 円 240,000 円 施設費  ※諸費用は別途 

IT 220,000 円 830,000 円 240,000 円 施設費  ※諸費用は別途 

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://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/jikohyouka/ 

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制） 

教育活動その他の学校運営について、目標の達成状況や取組の適切さなどを評価し、学校と

しての組織的、継続的な改善を図ること、評価結果の公表・説明責任を果たし、企業、保護

者、地域住民、学校運営に関する専門家、中学校・高等学校の校長および進路指導担当者な

どから理解と参画を得て、学校・企業・団体・家庭・地域の連携協力による学校づくりを進

めること、評価結果に応じて改善措置を講ずることにより、一定水準の教育の質を保障し、

その向上を図ることを目的とし、基本方針とする。 

参照：https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/senmonkatei/ 

 

委員会は 8 月と 3 月に開催し、アドバイスを受けその後改善方策を講じる。また、委員の中

から委員長を選出し、委員長を責任者とする。 

 

学校関係者評価の委員 

所属 任期 種別 

松江市総務部 2019.4.1～2021.3.31 企業等委員 

一般社団法人島根県経営者協会 2019.4.1～2021.3.31 企業等委員 

一般社団法人島根県歯科医師会 

・医療法人末森歯科医院 
2019.4.1～2021.3.31 企業等委員 

松江市消防本部 2019.4.1～2021.3.31 卒業生 

公益社団法人島根県獣医師会 2019.4.1～2021.3.31 企業等委員 

一般社団法人島根県情報産業協会 

・株式会社システム工房エム 
2019.4.1～2021.3.31 企業等委員 

専門学校松江総合ビジネスカレッジ同窓会 

・株式会社ワコムアイティ 
2019.4.1～2021.3.31 卒業生 

専門学校松江総合ビジネスカレッジ保護者代表 2020.6.1～2022.6.30 保護者代表 

昭和商事株式会社 2019.4.1～2021.3.31 地域住民 

学校法人永島学園 2019.4.1～2021.3.31 企業等委員 

https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/jikohyouka/
https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/senmonkatei/


  

税理士法人錦織会計事務所 2019.4.1～2021.3.31 企業等委員 

学校関係者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://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/gakkouhyouka/ 

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://bijisen.sctg.ac.jp/ 

 

https://bijisen.sctg.ac.jp/Disclosure/gakkouhyouka/
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