
  

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】 
 
 

学校名 長野美術専門学校 
設置者名 学校法人クリエイティブＡ 

 

 
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 

文化教養専門課程 

（職業実践専門課程） 
ビジュアルデザイン科２年制  ６８ ６  

文化教養専門課程 

（職業実践専門課程） 
ビジュアルデザイン科３年制  １０３ ９  

文化教養専門課程 ビジュアルアート科２年制  ６６ ６  

文化教養専門課程 プロジェクトデザイン工科  ６９ ６  

（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 
ＨＰトップ学校情報公開→授業科目等の概要 

http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/ 

 

 

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） 

 

  

http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/


  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
 

学校名 長野美術専門学校 
設置者名 学校法人クリエイティブＡ 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
ＨＰトップ学校情報公開→法人理事名簿 

http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/ 

 

 

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 
2019 年 4 月 1 日～

2023年 3月 31日 
地域の要望・情勢の把握 

非常勤 
デザイン制作会社代

表取締役 
2019 年 4 月 1 日～

2023年 3月 31日 
業界の求めるスキル等の提言・助言 

非常勤 映像系会社 代表 
2019 年 4 月 1 日～

2023年 3月 31日 
業界の求めるスキル等の提言・助言 

非常勤 
展覧会等イベント企

画運営 代表 

2019 年 4 月 1 日～

2023年 3月 31日 
業界の求めるスキル等の提言・助言 

（備考） 

 

  

http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/


  

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 長野美術専門学校 
設置者名 学校法人クリエイティブＡ 

 

 

○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） 

 

◯シラバスの作成過程（プロセス） 

・教育課程編成委員会で、シラバスに記載すべく項目について検討。 

・教育課程編成委員会（令和元年度事業報告書１２頁の（６）基幹委員会運営 ２）教育課程編成

委員会報告）にて学校長を委員長とし、ＦＤ会議で「シラバス記載項目」を説明。 

・教育課程編成委員会で、シラバス一式を確認。 

・教育課程編成委員会での策定事項（授業科目の設置、授業方法の改善策） 

・上記を経て、教育課程の編成に反映させ、教務方針に合わせて、年度のカリキュラム・シラバ

ス作成に反映させる。 

・教育課程編成委員会で、委員長がシラバス作成の作成依頼を委員会の合意を経て、教務長が全

教員に、シラバス作成を依頼（長野美術専門学校 学校履修ガイド・シラバス） 

・全教員が教務長にシラバスを提出 

・教務内にてシラバスを点検し、教務長に報告。記載事項に不備のあるシラバスの再提出を教務

長が各教員に依頼 

・該当教員が教務長に、シラバスを再提出 

・教育課程編成委員会がシラバスを再点検 

◯シラバス作成時期 １月１５日から２月２８日まで 

◯公表時期 ４月１日 

 

授業計画書の公表方法 

ＨＰトップ学校情報公開→授業科目等の概要 

http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/ 

 

ＨＰトップ学校情報公開→履修ガイド・シラバス 

ビジュアルデザイン科２年制 

http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/ 

 

ＨＰトップ学校情報公開→履修ガイド・シラバス 

ビジュアルデザイン科３年制 

http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/ 

 

ＨＰトップ学校情報公開→履修ガイド・シラバス 

ビジュアルアート科２年制 

http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/ 

 

ＨＰトップ学校情報公開→履修ガイド・シラバス 

プロジェクトデザイン工科 

http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/ 

 

http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/
http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/
http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/
http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/
http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/


  

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） 

 

・成績の評価及び履修認定に関する規程は次のとおり 

長野美術専門学校学則第６章第２０条 教育課程等について 

学則第６章第２１条 単位の計算方法について 

学則第６章第２２条 単位の認定及び成績の評価について  

学則第６章第２３条 課程終了の認定について 

学則第６章第２４条 卒業証書ならびに称号の授与について 

 

長野美術専門学校履修規程 

第９条 単位認定  

各授業科目の学業成績評価により行われている 

第１０条 学業成績の評価  

観点別評価を採用し、評価の観点として四項目を設定し、試験・出欠 

状況・修学状況により、四段階の評価をしている。シラバスに評価基 

準・評価方法を明示している。 

 

 

「2020年度長野美術専門学校シラバス」記載内容 

 

 ◯授業科目履修について 

  ①「授業科目の履修登録のきまり」に、課程修了に必要な単位数・時間数が、各科ごとに決め

られている。 

  ②「授業科目等の概要」の見方 

 

 ◯「美専シラバス 2020」の利用について 

  ①授業科目（シラバス）の見方 

   ここでは、履修認定に関わることとして、授業科目ごとに作成された表の見方について説明

されている。 

 

 ◯履修登録方法について 

  ①履修登録上の一般的注意事項 

  ここでは、履修認定に係わることとして「履修登録した科目以外は履修できない」等一般的

な注意事項が記載されている。 

 ②履修登録票の記入方法 

  履修登録する際の登録票への記入方法が記載されている。 

 

◯授業科目等の概要 

 ①卒業要件及び履修方法について記載されている 

 

以上のように、それぞれの規定等に記載されており、各学年の学修成果に基づき、あらかじめ設

定した成績評価の方法・基準により、厳格かつ適正に単位授与及び履修認定を実施している。 

 

 

 

 

 



  

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） 

 

・ＧＰＡ等の客観的な指標の設定 

・ＧＰＡ等の客観的な指標の公表 

・上記等により、成績の分布状況の適切な把握の実施 

◯成績評価の適切な実施に係る取組の概要 

①本校の成績評価に関しては、絶対評価を採用しているが、担当教員（評価者）は授業ごとにシ

ラバスにて評価基準をあらかじめ明示し、客観的な成績評価に努めている。学生には、履修登

録前の履修登録プログラムにてこれを周知し HP上でも公開する。 

 

シラバス掲載観点別評価表（成績別評価基準） 

観点別評価 

      評価の観点 

 

評価方法（例） 

思考 

判断 

表現 

技能 関心 

意欲 

態度 

知識・ 

理解 

合 計

（点） 

制作物      

受講態度（出席等を含む）      

合計（点）      

 

②本校の成績の評価基準については、「観点別評価」を採用し、「評価の観点」として、「思考・

判断・表現」「技能」「関心・意欲・態度」「知識・理解」の四項目を設定し、さらに「評価方

法」として、授業内における制作や提出物、受講態度や出席状況などから、合計 100点満点か

ら減点方式で算出する。さらに、成績通知書・学業成績証明書における四段階評価は、100～

80点を「優」、79～70点を「良」、69～60点を「可」、59～「不可」と定めており、これに則り

各学生へ通知する。 

四段階評価 

評価 評価点 ＧＰ 合否 

優 80 点以上 100 点 ４点 合格 

良 70 点以上 80 点未満 ３点 合格 

可 60 点以上 70 点未満 ２点 合格 

不可 0 点以上 60 点未満 ０点 不合格 

 

③本校の成績の分布については、学科・年次ごと四段階評価におけるＧＰから次の算式で判定し、

それぞれの適切な成績評価を実施し、学生には、指導の指針としＨＰ上においても公開する。 

 

 算出式 

 ＧＰＡ＝（Ａ科目成績×単位数）＋（Ｂ科目成績×単位数）＋（Ｃ科目…）＋… 

 

総単位数（全科目の単位の合計） 
 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 

ＨＰトップ学校情報公開→履修規程 

http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/ 

 

http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/


  

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・専門士授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー） 

本校では以下のような能力を身につけ、かつ、所定の単位数を修得した学生は卒業が認定されま

す。本校は、「創造性の育みを以って豊かな社会形成に資する」という教育理念と「クリエイティ

ブこそ社会形成の要である」という信条のもと、「目的に対し自由な精神で立ち向かう主体性を持

った人間」の育成像を掲げています。本校では、こうした人間育成の目的達成のため、教育課程の

教育目標を以下のとおり定め、これらを身に付けた者の卒業を認めます。 

1．創造性 

目的のために、自由な精神で行動することができる。 

2．主体性 

自ら課題を見出し、新しい解決方法を考案、また周囲に働きかけその達成をはかることができる。 

3．展開力 

創造的な労働観をもって、成果達成を目的とすることができる。 

 

各学科における卒業認定・専門士授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー） 

本校では、ディプロマ・ポリシーに定める人間育成の目的達成のため、すべての学科ごとに方針

を設けています。 

〇ビジュアルデザイン科 2年制 ディプロマ・ポリシー： 

視覚情報のデザインによって、物事を新たに考案する能力の獲得 

－デザイン全般に関わる基礎力を養い、社会の要請に正しく応える力をつける 

〇ビジュアルデザイン科 3年制 ディプロマ・ポリシー： 

視覚情報のデザインによって、物事を新たに考案する能力の獲得 

－デザイン全般に関わる基礎力を確実なものにし、自身で切り拓く力をつける 

〇ビジュアルアート科２年制 ディプロマ・ポリシー： 

幅広いアート表現によって、作品を造形する能力の獲得 

－制作や作品をとおし表現の可能性を広げ、社会へつなげる 

〇プロジェクトデザイン工科 ディプロマ・ポリシー： 

広く本来的なクリエイティブを追求し、様々な領域で発揮する能力の獲得 

－プロジェクトを成功に導く、計画力と実践力をつける 

 

各学科の修業年限、卒業に必要な単位数及び時間数は下表のとおりです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課 程 学 科 

（単位制） 

修業 

年限 

卒業に必要な単 

位数及び時間数 
称号 

文化教養専門課程 

（職業実践専門課程） 
ビジュアルデザイン科２年制 ２年 ６２ 1700 専門士 

文化教養専門課程 

（職業実践専門課程） 
ビジュアルデザイン科３年制 ３年 ９３ 2550 専門士 

文化教養専門課程 ビジュアルアート科２年制 ２年 ６２ 1700 専門士 

文化教養専門課程７ プロジェクトデザイン工科 ２年 ６２ 1700 専門士 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 

ＨＰトップ学校情報公開→卒業の認定に関する方針 

http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/ 

 

http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/


  

様式第２号の４－②【⑷財務・経営情報の公表（専門学校）】 
 
 

学校名 長野美術専門学校 
設置者名 学校法人クリエイティブＡ 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 
ＨＰトップ学校情報公開→財務状況 

http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/  

 

収支計算書又は損益計算書 
ＨＰトップ学校情報公開→財務状況 

http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/  

 

財産目録 
ＨＰトップ学校情報公開→財務状況 

http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/  

 

事業報告書 
ＨＰトップ学校情報公開→事業報告書 

http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/ 

 

監事による監査報告（書） 
ＨＰトップ学校情報公開→財務状況 

http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/
http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/
http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/
http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/
http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/


  

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 

文化・教養 
文化教養専門課程 

（職業実践専門課程） 
ビジュアルデザイン科２年制 ◯  

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 
単位時間／単位 

1700／62 

368単位時間 

／23 単位 

160単位時間 

／10 単位 

単位時間 

／単位 

単位時間 

／単位 

1920 単位時間 

／64 単位 

2448 単位時間／97 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 

１００人 ４４人 ０人 ６人 １９人 ２５人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

ＨＰトップ情報公開→授業科目等の概要 参照 
http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/ 

 

ＨＰトップ情報公開→履修ガイド・シラバス 参照 
http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/ 

 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

成績の評価は、「観点別評価」を採用し、「評価の観点」として「思考・判断・表現」「技能」「関

心・意欲・態度」「知識・理解」の四項目を設定し、試験、制作課題に対しての制作物、レポート等

の成績、出欠状況、平素の修学状況等により、「優」「良」「可」を合格、「不可」を不合格とし、

原則として以下の基準とする。 

評価 評価点 ＧＰ 合否 

優 ８０点以上１００点 ４点 合格 

良 ７０点以上８０点未満 ３点 合格 

可 ６０点以上７０点未満 ２点 合格 

不可 ０点以上６０点未満 ０点 不合格 

 
成績の評価については、教科ごとの観点別評価を設定し、予めシラバスに評価基準と評価方法を明示

するものとする。 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

卒業・修了の要件を満たすためには、修業年限以上在籍し、次の表に掲げる単位数を修得しなければ

ならない。 

学科 修業年限 修得単位 修得単位時間 

ビジュアルデザイン科２年制 ２年 ６２ 1700 
 

学修支援等 

（概要） 

学生の修学上の問題解決に役立てるため、以下の方策をとる。 

・修学コーディネーターを専任し、修学相談、保護者相談に応じる。 

・校内にサポートカウンターを設置し、授業等に関する質問、各種相談の窓口とする。 

・その他の教職員は、学生の状況を把握し、修学コーディネーターとの情報共有をする。 

 

http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/
http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/


  

 

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 

 ２９人 

（100％） 

１人 

（ 3.4％） 

１７人 

（  58.6％） 

１１人 

（  37.9％） 

（主な就職、業界等） 

グラフィックデザイン、広告制作、写真制作、雑貨・土産商品企画、刷・製版等業界への就職が主で

ある。また、自分お強みを活かした製造、販売等多種に渡っての一般分野への就職も増えており、職種

の選択の幅が広がっている。 

 

（就職指導内容） 

 

教科科目による全学生への指導の充実に加え、教務にキャリア指導を主に担当する教員を配置して、

個別対応を可能としている。 

「美専進路説明会」を年度内４回以上設け、地域ハローワーク担当者による面接指導や、履歴書添削 

及び企業から人事担当者を招き、職種や職務内容、必要とされるスキル等を説明していただく機会とし

ている。又、分野ごとに企業を選定し、希望学生が企業訪問し、現場担当者から説明を受けることがで

きる「クリエイターインタビュー」等、実際の現場を体験できる機会を設けている。 

授業としてインターンシップを取り入れて、県内企業の協力を得て、就業意識を高めている。 

 

（主な学修成果（資格・検定等））合格率 

色彩士検定３級 84.2% 

日本語検定３級  73.7% 

レタリング技能検定３級  36.8% 

レタリング技能検定２級 100% 

ビジネス能力検定ジョブパス３級 89.7% 

Illustratorクリエイター能力認定試験  84.0% 

Photoshopクリエイター能力認定試験  56.0% 

フォトマスター検定 25.0% 

美術検定４級 90% 

（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 

 ５１ 人 ３人  5.9％ 

（中途退学の主な理由） 

・体調不良 

・進路変更 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

学生の修学上の問題解決に役立てるため、以下の方策をとる。 

・修学コーディネーターを専任し、修学相談、保護者相談に応じる。 

・校内にサポートカウンターを設置し、授業等に関する質問、各種相談の窓口とする。 

・その他の教職員は、学生の状況を把握し、修学コーディネーターとの情報共有をする。 

 
 



  

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

文化・教養 
文化教養専門課程 

（職業実践専門課程） 
ビジュアルデザイン科３年制 ◯  

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 

３年 昼 
単位時間／単位 

2550／93 

560単位時間 

／35 単位 

192単位時間 

／12 単位 

単位時間 

／単位 

単位時間 

／単位 

3330 単位時間 

／111 単位 

4082 単位時間／158 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 ６人 ０人 ６人 １９人 ２５人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

ＨＰトップ情報公開→授業科目等の概要 参照 
http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/ 

 

ＨＰトップ情報公開→履修ガイド・シラバス 参照 
http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/ 

 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

成績の評価は、「観点別評価」を採用し、「評価の観点」として「思考・判断・表現」「技能」「関

心・意欲・態度」「知識・理解」の四項目を設定し、試験、制作課題に対しての制作物、レポート等

の成績、出欠状況、平素の修学状況等により、「優」「良」「可」を合格、「不可」を不合格とし、

原則として以下の基準とする。 

評価 評価点 ＧＰ 合否 

優 ８０点以上１００点 ４点 合格 

良 ７０点以上８０点未満 ３点 合格 

可 ６０点以上７０点未満 ２点 合格 

不可 ０点以上６０点未満 ０点 不合格 

 
成績の評価については、教科ごとの観点別評価を設定し、予めシラバスに評価基準と評価方法を明示

するものとする。 

 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

卒業・修了の要件を満たすためには、各科修業年限以上在籍し、次の表に掲げる単位数を修得しな 

ければならない。 

 

学科 修業年限 修得単位 修得単位時間 

ビジュアルデザイン科３年制 ３年 ９３ 2550 
 

学修支援等 

（概要） 

学生の修学上の問題解決に役立てるため、以下の方策をとる。 

・修学コーディネーターを専任し、修学相談、保護者相談に応じる。 

・校内にサポートカウンターを設置し、授業等に関する質問、各種相談の窓口とする。 

・教職員に修学支援主事を設け、常に学生の状況を把握し、修学コーディネーターとの情報共有をす

る。 

 

http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/
http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/


  

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 

 ０人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

（主な就職、業界等） 

  

（就職指導内容） 

教科科目による全学生への指導の充実に加え、教務にキャリア指導を主に担当する教員を配置して、

個別対応を可能としている。 

「美専進路説明会」を年度内４回以上設け、地域ハローワーク担当者による面接指導や、履歴書添削 

及び企業から人事担当者を招き、職種や職務内容、必要とされるスキル等を説明していただく機会とし

ている。又、分野ごとに企業を選定し、希望学生が企業訪問し、現場担当者から説明を受けることがで

きる「クリエイターインタビュー」等、実際の現場を体験できる機会を設けている。 

授業としてインターンシップを取り入れて、県内企業の協力を得て、就業意識を高めている。 

 

（主な学修成果（資格・検定等））合格率 

レタリング技能検定３級  100% 

色彩士検定３級 75.0% 

日本語検定３級  75.0% 

（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 

 ４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） 

学生の修学上の問題解決に役立てるため、以下の方策をとる。 

・修学コーディネーターを専任し、修学相談、保護者相談に応じる。 

・校内にサポートカウンターを設置し、授業等に関する質問、各種相談の窓口とする。 

・その他の教職員は、学生の状況を把握し、修学コーディネーターとの情報共有をする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

文化・教養 文化教養専門課程 ビジュアルアート科２年制 ◯  

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 
単位時間／単位 

1700／62 

272単位時間 

／17 単位 

144単位時間 

／9単位 

単位時間 

／単位 

単位時間 

／単位 

1980 単位時間 

/67単位 

2396 単位時間／93 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 

４０人 ２８人 ０人 ６人 １６人 ２２人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

ＨＰトップ情報公開→授業科目等の概要 参照 
http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/ 

 

ＨＰトップ情報公開→履修ガイド・シラバス 参照 
http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/ 

 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

成績の評価は、「観点別評価」を採用し、「評価の観点」として「思考・判断・表現」「技能」「関

心・意欲・態度」「知識・理解」の四項目を設定し、試験、制作課題に対しての制作物、レポート等

の成績、出欠状況、平素の修学状況等により、「優」「良」「可」を合格、「不可」を不合格とし、

原則として以下の基準とする。 

 

評価 評価点 ＧＰ 合否 

優 ８０点以上１００点 ４点 合格 

良 ７０点以上８０点未満 ３点 合格 

可 ６０点以上７０点未満 ２点 合格 

不可 ０点以上６０点未満 ０点 不合格 

 
成績の評価については、教科ごとの観点別評価を設定し、予めシラバスに評価基準と評価方法を明示

するものとする。 

 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

卒業・修了の要件を満たすためには、各科修業年限以上在籍し、次の表に掲げる単位数を修得しな 

ければならない。 

 

学科 修業年限 修得単位 修得単位時間 

ビジュアルアート科２年制 ２年 ６２ 1700 
 

学修支援等 

（概要） 

学生の修学上の問題解決に役立てるため、以下の方策をとる。 

・修学コーディネーターを専任し、修学相談、保護者相談に応じる。 

・校内にサポートカウンターを設置し、授業等に関する質問、各種相談の窓口とする。 

・その他の教職員は、学生の状況を把握し、修学コーディネーターとの情報共有をする。 

 

 

http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/
http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/


  

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％） 

人 

（  ％） 

６人 

（60.0％） 

４人 

（40.0％） 

（主な就職、業界等） 

一般製造、技術職、販売。 

造形とつながる「ものづくり」や自身の関心事に近い分野での就職をしている。 

（就職指導内容） 

教科科目による全学生への指導の充実に加え、教務にキャリア指導を主に担当する教員を配置して、

個別対応を可能としている。 

「美専進路説明会」を年度内４回以上設け、地域ハローワーク担当者による面接指導や、履歴書添削 

及び企業から人事担当者を招き、職種や職務内容、必要とされるスキル等を説明していただく機会とし

ている。又、分野ごとに企業を選定し、希望学生が企業訪問し、現場担当者から説明を受けることができ

る「クリエイターインタビュー」等、実際の現場を体験できる機会を設けている。 

授業としてインターンシップを取り入れて、県内企業の協力を得て、就業意識を高めている。 

（主な学修成果（資格・検定等））合格率 

色彩士検定３級 58.3% 

日本語検定３級  56.9% 

レタリング技能検定３級  54.5% 

ビジネス能力検定ジョブパス３級 75.0% 

Illustratorクリエイター能力認定試験  60.0% 

Photoshopクリエイター能力認定試験  80.0% 

フォトマスター検定 66.7% 

美術検定４級  100% 

（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 

 ２５人 ３人  12.0％ 

（中途退学の主な理由） 

・学業不振 

・進路変更 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

学生の修学上の問題解決に役立てるため、以下の方策をとる。 

・修学コーディネーターを専任し、修学相談、保護者相談に応じる。 

・校内にサポートカウンターを設置し、授業等に関する質問、各種相談の窓口とする。 

・その他の教職員は、学生の状況を把握し、修学コーディネーターとの情報共有をする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

文化・教養 文化教養専門課程 プロジェクトデザイン工科 ◯  

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 
単位時間／単位 

1700／62 

272単位時間

／17 単位 

160単位時間

／10 単位 

単位時間 

／単位 

単位時間 

／単位 

2460 単位時間 

／82 単位 

2892 単位時間／109 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 

２０人 ０人 ０人 ５人 １７人 ２２人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

ＨＰトップ情報公開→授業科目等の概要 参照 
http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/ 

 

ＨＰトップ情報公開→履修ガイド・シラバス 参照 
http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/ 

 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

成績の評価は、「観点別評価」を採用し、「評価の観点」として「思考・判断・表現」「技能」「関心・

意欲・態度」「知識・理解」の四項目を設定し、試験、制作課題に対しての制作物、レポート等の成績、

出欠状況、平素の修学状況等により、「優」「良」「可」を合格、「不可」を不合格とし、原則として

以下の基準とする。 

評価 評価点 ＧＰ 合否 

優 ８０点以上１００点 ４点 合格 

良 ７０点以上８０点未満 ３点 合格 

可 ６０点以上７０点未満 ２点 合格 

不可 ０点以上６０点未満 ０点 不合格 

 
成績の評価については、教科ごとの観点別評価を設定し、予めシラバスに評価基準と評価方法を明示す

るものとする。 

 

 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

卒業・修了の要件を満たすためには、各科修業年限以上在籍し、次の表に掲げる単位数を修得しなけ 

ればならない。 

 

学科 修業年限 修得単位 修得単位時間 

プロジェクトデザイン工科 ２年 ６２ 1700 
 

学修支援等 

（概要） 

学生の修学上の問題解決に役立てるため、以下の方策をとる。 

・修学コーディネーターを専任し、修学相談、保護者相談に応じる。 

・校内にサポートカウンターを設置し、授業等に関する質問、各種相談の窓口とする。 

・その他の教職員は、学生の状況を把握し、修学コーディネーターとの情報共有をする。 

 

http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/
http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/


  

 

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 

 0人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（ ％） 

人 

（  ％） 

（主な就職、業界等） 

 

（就職指導内容） 

教科科目による全学生への指導の充実に加え、教務にキャリア指導を主に担当する教員を配置して、

個別対応を可能としている。 

「美専進路説明会」を年度内４回以上設け、地域ハローワーク担当者による面接指導や、履歴書添削 

及び企業から人事担当者を招き、職種や職務内容、必要とされるスキル等を説明していただく機会とし

ている。又、分野ごとに企業を選定し、希望学生が企業訪問し、現場担当者から説明を受けることができ

る「クリエイターインタビュー」等、実際の現場を体験できる機会を設けている。 

授業としてインターンシップを取り入れて、県内企業の協力を得て、就業意識を高めている。 

 

（主な学修成果（資格・検定等））合格率 

 

（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 

 ０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） 

学生の修学上の問題解決に役立てるため、以下の方策をとる。 

・修学コーディネーターを専任し、修学相談、保護者相談に応じる。 

・校内にサポートカウンターを設置し、授業等に関する質問、各種相談の窓口とする。 

・その他の教職員は、学生の状況を把握し、修学コーディネーターとの情報共有をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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） 

ビジュアルデザイン科２年制 230,000円 716,000円 240,000円 施設設備費含む 

ビジュアルデザイン科３年制 230,000円 716,000円 240,000円 施設設備費含む 

ビジュアルアート科２年制  230,000円 716,000円 240,000円 施設設備費含む 

プロジェクトデザイン工科 198,000円 638,000円 212,000円 施設設備費含む 

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） 

 

ＨＰトップ学校情報公開→学校自己点検・評価報告書 
http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/ 

 

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制） 

・基本方針 

本校と連携授業等で関係している企業や学識経験者、本校学生保護者、卒業生から選ばれた委員によ 

る学校関係者評価委員会を設置し、本校の自己点検・評価の結果が適切かどうか、またその結果を踏ま

えた今後の改善方策が適切化どうか等の評価を行い、今後の学校運営改善ための参考とする。 

 

・学校関係者評価委委員の構成 

一 若年者の就職動向やキャリア教育に関する知識を有する業界団体、職能団体、地方公共団体等の関

係者 

二 地域産業における動向等の知識及び本校教育内容に関する知識、技術、技能について知見を有する

専攻分野に関する企業、関係施設、関係団体等の関係者 

三 地域住民 

四 本校出身学生の保護者 

五 本校の卒業生 

六 その他学校長が必要と認めた者 

 ※前項の一、二、三の内からは２名以上選任するものとする。 

※委員の人数は原則として４名から１０名までとする。 

 

・評価項目 

(１)教育理念・目標   

(２)学校運営   

(３)教育活動   

(４)学修成果   

(５)学生支援  

(６)教育環境   

(７)学生の受け入れ募集  

(８)財務   

(９)法令等の遵守   

(１０)社会貢献・地域貢献  

 

 

 

http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/


  

・学校関係者評価結果の活用状況 

評価結果は「学校関係者評価報告書」としてまとめ、その内容について広く公表周知していくととも

に、以後、学校運営のために計画的に活用している。 

  

学校関係者評価の委員 

所属 任期 種別 

キャリアに関するプログラム開

発・調査研究機関 

2020年 4月 1日～ 

2021年 3月 31日 

調査研究機関の関係者 

印刷会社 2020年 4月 1日～ 

2021年 3月 31日 

関係団体等の関係者 

ネットワーク構築コンサルティン

グ及び情報機器取扱い企業 

2020年 4月 1日～ 

2021年 3月 31日 

専攻分野に関する企業の関係者 

在校生保護者 2020年 4月 1日～ 

2021年 3月 31日 

本校出身学生の保護者 

本校卒業生 2020年 4月 1日～ 

2021年 3月 31日 

本校の卒業生 

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） 

ＨＰトップ学校情報公開→学校関係者評価報告書 
http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/ 

 

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） 
http://www.n-bisen.ac.jp/ 

 

 

http://www.n-bisen.ac.jp/disclosure/
http://www.n-bisen.ac.jp/

