
 

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 盛岡情報ビジネス専門学校 
設置者名 学校法人龍澤学館 

 

 

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 

工業専門課程 

高度情報工学科 
夜 ・

通信 
８５５時間 ３２０時間  

総合システム工

学科 

夜 ・

通信 
３１４時間 ２４０時間  

情報システム科 
夜 ・

通信 
６２９時間 １６０時間  

ネットワークセ

キュリティ科 

夜 ・

通信 
４９１時間 １６０時間  

情報ビジネス科 
夜 ・

通信 
５８０時間 １６０時間  

会計ビジネス科 
夜 ・

通信 
７９１時間 １６０時間  

総合デザイン科 
夜 ・

通信 
５５４時間 ２４０時間  

デザイン科 
夜 ・

通信 
２５４時間 １６０時間  

（備考） 

実務経験のある教員等による授業科目の授業時間数は、必修科目のみをカウントして

いる。 

 

 

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://morijyobi.ac.jp/doc/jyo_jitsumuka.pdf 

 

 

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） 



  

 

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 盛岡情報ビジネス専門学校 
設置者名 学校法人龍澤学館 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 

https://morijyobi.ac.jp/doc/riji.pdf 

 

 

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 会社顧問 
平成 28 年 1 月 17 日～

令和 2年 1月 16日 

産業界からの人材

育成に対するアド

バイス 

非常勤 会社相談役 
平成 28 年 1 月 17 日～

令和 2年 1月 16日 

産業界からの人材

育成に対するアド

バイス 

非常勤 会社取締役相談役 
平成 28 年 1 月 17 日～

令和 2年 1月 16日 

産業界からの人材

育成に対するアド

バイス 

非常勤 会社代表取締役専務 
平成 31 年 1 月 16 日～

令和 2年 1月 16日 

産業界からの人材

育成に対するアド

バイス 

（備考） 

 

 

 

  



  

 

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 盛岡情報ビジネス専門学校 

設置者名 学校法人龍澤学館 

 

 

○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。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

 

当該学年が新年度を迎える前年度の 12月までに、カリキュラムの変更案につい

て教務担当者間で協議し、学内会議を経て１月の理事会に諮る。これにより承認

されたカリキュラムを基に、シラバス案を各科目担当者が作成し、各学科の教務

主任が取りまとめて確認した上で、学内会議での承認を得る。（２～３月） 

 シラバス案の作成にあたっては、検討委員会で協議し決定したガイドラインお

よび共通フォーマットを提示することにより、必要記載事項がもれなく適切に記

載されるよう留意する。 

 ４月、新年度の各学科の授業開始までに「学生の手引き」を用いた履修ガイダ

ンスを実施する。併せて、シラバスを随時確認できるよう、ホームページでも公

開している。 

授業計画書の公表方法 https://morijyobi.ac.jp/other/information.html 

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） 

 
各授業科目の特性に応じ、以下の項目のいずれか（複数項目の場合には、項目間

の評価割合を規定する場合もある）により、学修成果を評価し、厳格かつ適正に

履修認定を実施している。 

 ・評価対象となるテストの得点率 60%以上 

 ・課題提出の提出状況および内容の完成度 

 ・検定試験結果 

 ・プレゼンテーション審査 

 ・出席率 80%以上 

 ・受講態度 

 

各科目における最終評価は 5 段階（秀・優・良・可・不可）とし、不可の評価を

得た際には、当該科目の履修修了要件を満たさないものと判定する。 



  

 

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） 

 

各学生が年度末までに得た成績評価を数値化し、総受講科目の合計値を求め受

講科目数で除して得られる数値を、学生の「個別評価平均値」として算出し、学

科内での成績分布状況を把握する際の指標とする。 

ただし、「個別評価平均値」算出にあたり、次の科目は対象外とする。 

 ・キャリアデザインⅠ・Ⅱ・Ⅲ 

 ・自由選択科目 

 

※成績評価を受ける前の段階において、成績の分布状況を把握する必要が生じた

際には、小テストや模擬試験等の得点をもとに学科内の平均点や個別の総得点を

算出し、指標とすることもある。 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
https://morijyobi.ac.jp/other/information.html 

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） 

 

ディプロマポリシーおよびカリキュラムポリシーは、学科教員間で検討した原

案を基に、学内会議で協議した上で承認されたものを、学生の手引きへの掲載・

配布することにより、学生へ周知する。また、これらの内容については、随時確

認できるようホームページ上でも公開している。 

卒業認定については、卒業年次の 1 月末までに得た成績評価および学費納入状

況を踏まえ、卒業認定委員会での審議を経て学校長が決定する。 

 

《ディプロマポリシー》 

１．地域社会や産業界の発展に貢献するために必要な高度な専門知識・技術と

教養を身につけている 

２．他者と協働して物事に取り組む上で、互いを尊重して相互理解を図ること

ができる 

３．専門分野に限らず、社会の様々な事象に関心を持って情報収集や分析、課

題発見をすることができる 

４．社会の変化や課題を多角的・多面的に捉え、専門性を発揮して課題解決を

図ることができる 

５．常に挑戦し続ける姿勢を持ち、自己の成長に向けて計画的・主体的に実践

することができる 

 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
https://morijyobi.ac.jp/other/information.html 

 

  



  

 

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 盛岡情報ビジネス専門学校 

設置者名 学校法人龍澤学館 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 https://morijyobi.ac.jp/doc/taisyaku.pdf 

収支計算書又は損益計算書 https://morijyobi.ac.jp/doc/syushi.pdf 

財産目録 https://morijyobi.ac.jp/doc/zaisan.pdf 

事業報告書 https://morijyobi.ac.jp/doc/jigyou.pdf 

監事による監査報告（書） https://morijyobi.ac.jp/doc/kansa.pdf 
 

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 

工業分野 工業専門課程 高度情報工学科  ○ 

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 

３,４００ 

単位時間 

1,109
単位時間 

2,706 
単位時間 

1,105 
単位時間 単位時間 単位時間 

4,920単位時間 

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 １６人 ０人 ６人 ６人 １２人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

学内会議を経て理事会にて承認されたカリキュラムを基に、各科目担当者が授業の方

法及び内容、到達目標、成績評価の方法や基準等について記載した授業計画案を作成

し、学内会議の承認を得て年間の授業計画を決定する。 

 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

各授業科目の特性に応じ、以下の項目のいずれか（複数項目の場合には、項目間の評

価割合を規定する場合もある）により、学習成果を評価する。 

 ・評価対象となるテストの得点率 60%以上 

 ・課題提出の提出状況および内容の完成度 

 ・検定試験結果 

 ・プレゼンテーション審査 

 ・出席率 80%以上 

 ・受講態度 

各科目における最終評価は 5段階（秀・優・良・可・不可）とし、不可の評価を得た

際には、当該科目の履修修了要件を満たさないものと判定する。 

卒業・進級の認定基準 



  

 

（概要） 

進級認定については進級年次の 2 月末までに、卒業認定については卒業年次の 1 月

末までに、それぞれ得た成績評価および学費納入状況を踏まえ、進級・卒業認定委員

会での審議を経て学校長が決定する。 

学修支援等 

（概要） 

クラス担任制で、生活面や学習面の相談・指導等において、必要に応じて保護者とも

連携を図りながら個別対応を行っている。 

キャリア支援課を設置し、学生の進路（就職、進学、編入学）活動について担任と連

携して支援・指導を行っている。 

 

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 

 ７人 

（100％） 

０人 

（ 0％） 

７人 

（100％） 

０人 

（ 0％） 

（主な就職、業界等） 

(株)ラック、SCSKニアショアシステムズ(株)、CTCシステムマネジメント(株)、 

エクナ(株)、(株)デジタルワークスエンターテインメントジャコム 他 

（就職指導内容） 

・自己分析指導、業界・企業研究指導、個別面接指導 

・校内業界職業研究会の開催、校内企業説明会の開催 等 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

情報処理安全確保支援士、基本情報技術者、応用情報技術者、Javaプログラミング能力

認定試験、Webクリエイター能力認定試験、Python3エンジニア認定基礎試験 他 

（備考）（任意記載事項） 

H30.4：ＩＴエキスパート科から名称変更 

 

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％ 

（中途退学の主な理由） 

 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

本人及び保護者との面談、転科等の実施 

 

 

 

 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業分野 工業専門課程 総合システム工学科 ○  

修業 昼夜 全課程の修了に必要な総 開設している授業の種類 



  

 

年限 授業時数又は総単位数 講義 演習 実習 実験 実技 

３年 

昼 

２,５５０ 

単位時間 

1,059 
単位時間 

3,667 
単位時間 

532 
単位時間 単位時間 単位時間 

5,258単位時間 

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 ５７人 ０人 ６人 ９人 １５人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

学内会議を経て理事会にて承認されたカリキュラムを基に、各科目担当者が授業の方

法及び内容、到達目標、成績評価の方法や基準等について記載した授業計画案を作成

し、学内会議の承認を得て年間の授業計画を決定する。 

 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

各授業科目の特性に応じ、以下の項目のいずれか（複数項目の場合には、項目間の評

価割合を規定する場合もある）により、学習成果を評価する。 

 ・評価対象となるテストの得点率 60%以上 

 ・課題提出の提出状況および内容の完成度 

 ・検定試験結果 

 ・プレゼンテーション審査 

 ・出席率 80%以上 

 ・受講態度 

各科目における最終評価は 5段階（秀・優・良・可・不可）とし、不可の評価を得た

際には、当該科目の履修修了要件を満たさないものと判定する。 

 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

進級認定については進級年次の 2 月末までに、卒業認定については卒業年次の 1 月

末までに、それぞれ得た成績評価および学費納入状況を踏まえ、進級・卒業認定委員

会での審議を経て学校長が決定する。 

学修支援等 

（概要） 

クラス担任制で、生活面や学習面の相談・指導等において、必要に応じて保護者とも

連携を図りながら個別対応を行っている。 

キャリア支援課を設置し、学生の進路（就職、進学、編入学）活動について担任と連

携して支援・指導を行っている。 

 

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 

 １５人 

（100％） 

０人 

（ 0％） 

１５人 

（100％） 

０人 

（ 0％） 

（主な就職、業界等） 

(株)グレープシステム、PFU 東日本(株)、(株)テクノプロ テクノプロ・エンジニアリ

ング社、KCCSキャリアテック(株)、 (株) デジタルハーツ、(株) ジャコム 他 



  

 

（就職指導内容） 

・自己分析指導、業界・企業研究指導、個別面接指導 

・校内業界職業研究会の開催、校内企業説明会の開催 等 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

基本情報技術者試験、応用情報技術者試験、ＩＴパスポート試験、Javaプログラミング

能力認定試験、Webクリエイター能力認定試験、HTML5プロフェッショナル認定資格 他 

（備考）（任意記載事項） 

H30.4：システム工学科から名称変更 

 

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 2人  4.1％ 

（中途退学の主な理由） 

進路変更（２） 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

本人及び保護者との面談、転科等の実施 

 

 

 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業分野 工業専門課程 情報システム科 ○  

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 

１,７００ 

単位時間 

687 
単位時間 

1,146 
単位時間 

625 
単位時間 単位時間 単位時間 

2,458単位時間 

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 １１４人 ０人 ６人 ５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） 

学内会議を経て理事会にて承認されたカリキュラムを基に、各科目担当者が授業の方

法及び内容、到達目標、成績評価の方法や基準等について記載した授業計画案を作成

し、学内会議の承認を得て年間の授業計画を決定する。 

 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

各授業科目の特性に応じ、以下の項目のいずれか（複数項目の場合には、項目間の評

価割合を規定する場合もある）により、学習成果を評価する。 

 ・評価対象となるテストの得点率 60%以上 

 ・課題提出の提出状況および内容の完成度 

 ・検定試験結果 

 ・プレゼンテーション審査 



  

 

 ・出席率 80%以上 

 ・受講態度 

各科目における最終評価は 5段階（秀・優・良・可・不可）とし、不可の評価を得た

際には、当該科目の履修修了要件を満たさないものと判定する。 

 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

進級認定については進級年次の 2 月末までに、卒業認定については卒業年次の 1 月

末までに、それぞれ得た成績評価および学費納入状況を踏まえ、進級・卒業認定委員

会での審議を経て学校長が決定する。 

 

学修支援等 

（概要） 

クラス担任制で、生活面や学習面の相談・指導等において、必要に応じて保護者とも

連携を図りながら個別対応を行っている。 

キャリア支援課を設置し、学生の進路（就職、進学、編入学）活動について担任と連

携して支援・指導を行っている。 

 

 

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 

 ４０人 

（100％） 

２人 

（ 5.0％） 

３８人 

（ 95.0％） 

０人 

（ 0％） 

（主な就職、業界等） 

(株)アイシーエス、(株)ＩＢＣソフトアルファ、(株)ゴーイングドットコム、富士ソフ

ト(株)、ヤマトシステム開発(株)、(株)アルファシステムズ、(株)ソルクシーズ 他 

（就職指導内容） 

・自己分析指導、業界・企業研究指導、個別面接指導 

・校内業界職業研究会の開催、校内企業説明会の開催 等 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

基本情報技術者試験、応用情報技術者試験、ＩＴパスポート試験、Javaプログラミング

能力認定試験、実践 Java技術者 Expert、Webクリエイター能力認定試験 他 

（備考）（任意記載事項） 

大学 3年次編入：岩手県立大学、東北文化学園大学 

 

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 

  95 人 4人  4.2％ 

（中途退学の主な理由） 

病気療養（３）、進路変更（１） 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

本人及び保護者との面談、転科等の実施 



  

 

 

 

 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業分野 工業専門課程 
ネットワークセキュ

リティ科 
○  

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 

１,７００ 

単位時間 

815 
単位時間 

1,224 
単位時間 

314 
単位時間 単位時間 単位時間 

2,353単位時間 

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 ４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） 

学内会議を経て理事会にて承認されたカリキュラムを基に、各科目担当者が授業の方

法及び内容、到達目標、成績評価の方法や基準等について記載した授業計画案を作成

し、学内会議の承認を得て年間の授業計画を決定する。 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

各授業科目の特性に応じ、以下の項目のいずれか（複数項目の場合には、項目間の評

価割合を規定する場合もある）により、学習成果を評価する。 

 ・評価対象となるテストの得点率 60%以上 

 ・課題提出の提出状況および内容の完成度 

 ・検定試験結果 

 ・プレゼンテーション審査 

 ・出席率 80%以上 

 ・受講態度 

各科目における最終評価は 5段階（秀・優・良・可・不可）とし、不可の評価を得た

際には、当該科目の履修修了要件を満たさないものと判定する。 

 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

進級認定については進級年次の 2 月末までに、卒業認定については卒業年次の 1 月

末までに、それぞれ得た成績評価および学費納入状況を踏まえ、進級・卒業認定委員

会での審議を経て学校長が決定する。 

学修支援等 

（概要） 

クラス担任制で、生活面や学習面の相談・指導等において、必要に応じて保護者とも

連携を図りながら個別対応を行っている。 

キャリア支援課を設置し、学生の進路（就職、進学、編入学）活動について担任と連

携して支援・指導を行っている。 

 

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 

 ２９人 

（100％） 

１人 

（ 3.4％） 

２７人 

（ 93.1％） 

１人 

（ 3.4％） 

（主な就職、業界等） 

NTT東日本グループ会社、NTTコムエンジニアリング(株)、(株)IIJエンジニアリング、

(株)セラク、富士ソフト(株)、ヤマトシステム開発(株)、(株)メンバーズ 他 

（就職指導内容） 

・自己分析指導、業界・企業研究指導、個別面接指導 

・校内業界職業研究会の開催、校内企業説明会の開催 等 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

基本情報技術者試験、応用情報技術者試験、ＩＴパスポート試験、Javaプログラミング

能力認定試験、Webクリエイター能力認定試験、ＣＣＥＮＴ 他 

（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 

  46 人 1人  2.2％ 

（中途退学の主な理由） 

進路変更（１） 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

本人及び保護者との面談、転科等の実施 

 

 

 

 

 

 

 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業分野 工業専門課程 情報ビジネス科 ○  

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 

１,７００ 

単位時間 

624 
単位時間 

1,296
単位時間 単位時間 単位時間 単位時間 

1,920単位時間 

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 ７３人 ０人 ４人 ５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） 

学内会議を経て理事会にて承認されたカリキュラムを基に、各科目担当者が授業の方

法及び内容、到達目標、成績評価の方法や基準等について記載した授業計画案を作成

し、学内会議の承認を得て年間の授業計画を決定する。 

 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

各授業科目の特性に応じ、以下の項目のいずれか（複数項目の場合には、項目間の評

価割合を規定する場合もある）により、学習成果を評価する。 

 ・評価対象となるテストの得点率 60%以上 

 ・課題提出の提出状況および内容の完成度 

 ・検定試験結果 

 ・プレゼンテーション審査 

 ・出席率 80%以上 

 ・受講態度 

各科目における最終評価は 5段階（秀・優・良・可・不可）とし、不可の評価を得た

際には、当該科目の履修修了要件を満たさないものと判定する。 

 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

進級認定については進級年次の 2 月末までに、卒業認定については卒業年次の 1 月

末までに、それぞれ得た成績評価および学費納入状況を踏まえ、進級・卒業認定委員

会での審議を経て学校長が決定する。 

学修支援等 

（概要） 

クラス担任制で、生活面や学習面の相談・指導等において、必要に応じて保護者とも

連携を図りながら個別対応を行っている。 

キャリア支援課を設置し、学生の進路（就職、進学、編入学）活動について担任と連

携して支援・指導を行っている。 

 

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％） 

１人 

（ 4.2％） 

２３人 

（ 95.8％） 

０人 

（ 0％） 

（主な就職、業界等） 

東日本高速道路(株)、東京地下鉄(株)、秋田県商工会連合会、イオンリテール(株)、 

(株)ツルハ、(株)ワイズマン、東北銀ソフトウェアサービス(株) 他 

（就職指導内容） 

・自己分析指導、業界・企業研究指導、個別面接指導 

・校内業界職業研究会の開催、校内企業説明会の開催 等 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

ＩＴパスポート試験、Microsoft Office Specialist、日本商工会議所主催簿記検定、 

ファイナンシャル・プランニング技能検定、ビジネス実務マナー検定 他 

（備考）（任意記載事項） 

 大学 3年次編入：和光大学 



  

 

 

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 

  70 人 1人  1.4％ 

（中途退学の主な理由） 

病気療養（１） 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

本人及び保護者との面談、転科等の実施 

 

 

 

 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業分野 工業専門課程 会計ビジネス科 ○  

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 

１,７００ 

単位時間 

594 
単位時間 

1,366 
単位時間 

 
単位時間 単位時間 単位時間 

1,960単位時間 

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 ２１人 ０人 ４人 ６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） 

学内会議を経て理事会にて承認されたカリキュラムを基に、各科目担当者が授業の方

法及び内容、到達目標、成績評価の方法や基準等について記載した授業計画案を作成

し、学内会議の承認を得て年間の授業計画を決定する。 

 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

各授業科目の特性に応じ、以下の項目のいずれか（複数項目の場合には、項目間の評

価割合を規定する場合もある）により、学習成果を評価する。 

 ・評価対象となるテストの得点率 60%以上 

 ・課題提出の提出状況および内容の完成度 

 ・検定試験結果 

 ・プレゼンテーション審査 

 ・出席率 80%以上 

 ・受講態度 

各科目における最終評価は 5段階（秀・優・良・可・不可）とし、不可の評価を得た

際には、当該科目の履修修了要件を満たさないものと判定する。 

 

卒業・進級の認定基準 



  

 

（概要） 

進級認定については進級年次の 2 月末までに、卒業認定については卒業年次の 1 月

末までに、それぞれ得た成績評価および学費納入状況を踏まえ、進級・卒業認定委員

会での審議を経て学校長が決定する。 

学修支援等 

（概要） 

クラス担任制で、生活面や学習面の相談・指導等において、必要に応じて保護者とも

連携を図りながら個別対応を行っている。 

キャリア支援課を設置し、学生の進路（就職、進学、編入学）活動について担任と連

携して支援・指導を行っている。 

 

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 

 １７人 

（100％） 

０人 

（ 0％） 

１７人 

（100％） 

０人 

（ 0％） 

（主な就職、業界等） 

(株)北日本銀行、新岩手農業協同組合、日産チェリー岩手販売(株)、秋田ダイハツ販売

(株)、ブリヂストンタイヤ岩手販売(株)、東北銀ソフトウェアサービス(株) 他 

（就職指導内容） 

・自己分析指導、業界・企業研究指導、個別面接指導 

・校内業界職業研究会の開催、校内企業説明会の開催 等 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

日本商工会議所主催簿記検定、法人税法能力検定、コンピュータ会計能力検定、ファイ

ナンシャル・プランニング技能検定、Microsoft Office Specialist 他 

（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 

  30 人 2人  6.7％ 

（中途退学の主な理由） 

病気療養（１）、進路変更（１） 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

本人及び保護者との面談、転科等の実施 

 

 

 

 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業分野 工業専門課程 総合デザイン科 ○  

修業 昼夜 全課程の修了に必要な総 開設している授業の種類 



  

 

年限 授業時数又は総単位数 講義 演習 実習 実験 実技 

３年 

昼 

２,５５０ 

単位時間 

148 
単位時間 

744 
単位時間 

1,844 
単位時間 単位時間 単位時間 

2,736単位時間 

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 １１人 ０人 ３人 １１人 １４人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

学内会議を経て理事会にて承認されたカリキュラムを基に、各科目担当者が授業の方

法及び内容、到達目標、成績評価の方法や基準等について記載した授業計画案を作成

し、学内会議の承認を得て年間の授業計画を決定する。 

 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

各授業科目の特性に応じ、以下の項目のいずれか（複数項目の場合には、項目間の評

価割合を規定する場合もある）により、学習成果を評価する。 

 ・評価対象となるテストの得点率 60%以上 

 ・課題提出の提出状況および内容の完成度 

 ・検定試験結果 

 ・プレゼンテーション審査 

 ・出席率 80%以上 

 ・受講態度 

各科目における最終評価は 5段階（秀・優・良・可・不可）とし、不可の評価を得た

際には、当該科目の履修修了要件を満たさないものと判定する。 

 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

進級認定については進級年次の 2 月末までに、卒業認定については卒業年次の 1 月

末までに、それぞれ得た成績評価および学費納入状況を踏まえ、進級・卒業認定委員

会での審議を経て学校長が決定する。 

学修支援等 

（概要） 

クラス担任制で、生活面や学習面の相談・指導等において、必要に応じて保護者とも

連携を図りながら個別対応を行っている。 

キャリア支援課を設置し、学生の進路（就職、進学、編入学）活動について担任と連

携して支援・指導を行っている。 

 

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 

 ５人 

（100％） 

０人 

（ 0％） 

５人 

（100％） 

０人 

（ 0％） 

（主な就職、業界等） 

we design、(株)メディカルアドバンス、(株)せきしょう、(株)吉田印刷  他 



  

 

（就職指導内容） 

・自己分析指導、業界・企業研究指導、個別面接指導 

・校内業界職業研究会の開催、校内企業説明会の開催 等 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

Illustrator／Photoshopクリエイター能力認定試験エキスパート、カラーコーディネー

ター検定３級、デザイングランプリ東北 2018 期待賞、おいしい東北パッケージデザイン

入選 他 

（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 

  11 人 0人  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） 

本人及び保護者との面談、転科等の実施 

 

 

 

 

 

 

 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業分野 工業専門課程 デザイン科 ○  

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 

１,７００ 

単位時間 

276 
単位時間 

1,522 
単位時間 

2,664 
単位時間 単位時間 単位時間 

4,462単位時間 

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 

２００人 ８７人 ０人 ３人 １６人 １９人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

学内会議を経て理事会にて承認されたカリキュラムを基に、各科目担当者が授業の方

法及び内容、到達目標、成績評価の方法や基準等について記載した授業計画案を作成

し、学内会議の承認を得て年間の授業計画を決定する。 

 

成績評価の基準・方法 



  

 

（概要） 

各授業科目の特性に応じ、以下の項目のいずれか（複数項目の場合には、項目間の評

価割合を規定する場合もある）により、学習成果を評価する。 

 ・評価対象となるテストの得点率 60%以上 

 ・課題提出の提出状況および内容の完成度 

 ・検定試験結果 

 ・プレゼンテーション審査 

 ・出席率 80%以上 

 ・受講態度 

各科目における最終評価は 5段階（秀・優・良・可・不可）とし、不可の評価を得た

際には、当該科目の履修修了要件を満たさないものと判定する。 

 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

進級認定については進級年次の 2 月末までに、卒業認定については卒業年次の 1 月

末までに、それぞれ得た成績評価および学費納入状況を踏まえ、進級・卒業認定委員

会での審議を経て学校長が決定する。 

学修支援等 

（概要） 

クラス担任制で、生活面や学習面の相談・指導等において、必要に応じて保護者とも

連携を図りながら個別対応を行っている。 

キャリア支援課を設置し、学生の進路（就職、進学、編入学）活動について担任と連

携して支援・指導を行っている。 

 

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 

 ５２人 

（100％） 

０人 

（ 0％） 

３９人 

（ 75.0％） 

１３人 

（ 25.0％） 

（主な就職、業界等） 

(株)ＴＹＯテクニカルランチ、(株)ツアーバンクシステム、 (株)ハシモトホーム、(株)

リーフデザイン、日本映像クリエイティブ(株)、(株)ダダビ、(株)佐々木印刷 他 

（就職指導内容） 

・自己分析指導、業界・企業研究指導、個別面接指導 

・校内業界職業研究会の開催、校内企業説明会の開催 等 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

建築 CAD検定 2級、Illustrator／Photoshopクリエイター能力認定試験エキスパート、 

ふるさと CM 大賞 in IWATE 2018 金賞 岩手県知事賞、 

TOHOKU + N YOUTH DESIGN AWARD 2018インテリア部門 最優秀賞、 

デザイングランプリ東北 2018奨励賞、 

おいしい東北パッケージデザイン 学生優秀賞他 

（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 

  103 人 4人  3.9％ 

（中途退学の主な理由） 

就職（３）、進路変更（１） 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

本人及び保護者との面談、転科等の実施 

 

 

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） 

・高度情報工学科 100,000円 460,000 円 607,000 円 

【その他】 

・施設設備費 

・維持費 

・補助活動費 

・総合システム工学科 

・情報システム科 

・ネットワークセキュリティ科 

100,000 円 460,000 円 604,000 円 

・情報ビジネス科 

・会計ビジネス科 
100,000円 460,000 円 570,000 円 

・総合デザイン科 100,000円 460,000 円 640,000 円 

・デザイン科 100,000 円 460,000 円 652,000 円 

修学支援（任意記載事項） 

≪特待生制度≫ 

学業成績ならびに人間性に優れている者を選抜し、合格者は認定ランクに応じて初年次

の納付金より一部減免を受けられる制度 

（認定ランク A：授業料全額、B：授業料半額、C：10万円、D入学金半額） 

≪経済支援制度≫ 

本校が掲げる応募要件の該当者から学習意欲の高い者を選抜し、合格者は認定ランクに

応じて初年次の納付金より一部減免を受けられる制度 

（認定ランク A：授業料全額、B：授業料半額、C：10万円） 

 

 

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://morijyobi.ac.jp/doc/jyo_hyoka.pdf 

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制） 

 学校関係者として企業等から参画いただいた委員を含む学校関係者評価委員会を設

置して、実務に関する知見を活かして教育目標や教育環境等について「自己点検・評

価」の結果に基づく評価を実施し、その評価結果を教育活動その他の学校運営の改善

に活かしていく。これを定期的に行うことにより、地域で必要とされる人材の育成の

ための教育の質の向上、学生支援、卒業後支援、社会活動等の充実とともに、健全かつ

安定した学校運営を図ることを基本方針とする。 

 

学校関係者評価の委員 



  

 

所属 任期 種別 

株式会社ＩＢＣソフトアルファ 2年 

2019.4.1～2021.3.31 

企業等委員 

北日本銀行株式会社 2年 

2019.4.1～2021.3.31 

企業等委員 

有限会社クリップ 2年 

2019.4.1～2021.3.31 

企業等委員 

 2年 

2019.4.1～2021.3.31 

卒業生 

 2年 

2019.4.1～2021.3.31 

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） 

https://morijyobi.ac.jp/doc/jyo_hyoka.pdf 

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://morijyobi.ac.jp/ 

 


