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■　2021年度　専門学校ESPエンタテインメント大阪　自己評価報告書　■　

現状分析/総括

・学校教育法、専修学校設置基準、各種法令、本校の運営方針に基づいて運営している。

・コロナ禍の中でも、オンライン授業の導入や分散授業の実施により、「専門士」に必要な総授業時間数は確保できた。

　また、衛生管理を徹底することで、少人数制による実習授業を実施し、学生のニーズに応えることができた。

・理事会、評議員会は私立学校法に基づいて都度開催され、議事録を作成して保存している。

　また、本年度よりイーエスピー学園4校の定例の会議を開き、学園の情報共有を行い、議事録については毎回全職員に

　周知している。

・人事考課制度に基づき、各部署上長が年に3度人事考課を行い、この考課を踏まえて昇給及び賞与を決定している。

　また、考課後の年3回、副校長が全職員と面談することにより、個々の問題点を早期把握し、スピード感を持って解決に努めている。

・1年に2回、契約社員から正社員への登用制度を実施し、基準を満たした職員の正職員化を促進している。

　また、職員定着率が向上したことにより、組織風土の安定及び、教育環境の質の高さを維持することにつながっている。

・学校法人ESP学園規定集として、就業規則、服務規程、賃金規定、定年後再雇用規定、育児休業等/介護休業等

　に関する規定、確定拠出年金規定、労使協定書等を明確に定めており、職員に周知して適切に運用している。

・本年度は、新入社員/クルーに対して、適切な部署配置を目指した新人研修を行い、一定の成果を得られた。

・学生/講師連絡用にGoogle Classroomの導入や学内書類のサイボウズのワークフロー使用により、ペーパーレス化が実現し

　業務の作業効率の向上につなげることが出来た。

・2022年4月より大規模な学生情報システムを新規導入稼働させているため、安定的に運用できるよう取り組んでいる。

　また、これにより経理・事務・教務・広報・学生支援データ共有とデータの一元化を行い、各部署の連携強化を目指す。

課題/目標/その他

・事業計画については、単年ごとにより明確な指標を打ち出し、職員全員が目標に向かって一丸となって取り組める、

　組織体制の拡充を目指す。

・本年度は学園4校で連携し、講師契約の改定に取り組み2022年度契約より、改訂することが出来た。

・2023年度より、各部署の連携をより深めるため、組織的な融合を目指した準備を行っていく。

・常に時代のニーズを捉えた、新しく魅力的な学科/コース編成やカリキュラム等を実践するため、2024年度に各学科のコース再編

 及び夜間部の再編を目指す。

運営組織や意思決定機能は、規則等により明確化し有効に機能しているか 4

4

運営方針に沿った事業計画を定めているか 4

人事・給与に関する制度を整備しているか 4

情報システム化による業務の効率化が図られているか 4

現状分析/総括

・「個性を活かしながら、自立した活動を確立する」ことを最大のテーマとして発信している。

・業界から求められる人物像を育成人材像として捉え、必要とされる専門知識･技術以外にも社会に

　適合する人物となる「人間力」の養成に注力している。

・関連企業と連携し「超現場主義」という方針を掲げ、業界のニーズに対応した即戦力となる実践的な研修を提供している。

・関連企業やアーティストの協力を得て、業界の前線で働く方たちの特別授業を多数開催した。

課題/目標/その他

・多様化する業界ニーズに応え、なおかつ学生の希望も鑑みながら、常に社会のニーズ、動向に目を向け、

　時代の変化に対応した産学協同プログラムをより多く実施していく。

・学生が自身の問題や目標を自力で解決･達成できるよう、学生の「自立」を促すキャリア養成プログラムを確立させる。

・教育の理念、目的、育成人材像について、学生、保護者、社会へと、より浸透させるべく対外広報ツールなどを活用し、

　より精度の高い情報発信を行っていく。

理念

目的

育成人材像

点検・評価項目 自己評価

学校運営

理念・目的・育成する人物像に沿った運営方針を定めているか

点検・評価項目 自己評価

理念・目的・育成人材像は定められているか

育成人材像は専門分野に関連する業界等の人材ニーズに適合しているか

理念等の達成に向け特色ある教育活動に取組んでいるか

社会のニーズ等を踏まえた将来構想を抱いているか

4

4

4

4



大項目
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3-17
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3-19
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3-22 3

現状分析/総括

・各学生の個性に応じた「才能・技術･能力」を高められるように、少人数制の授業を採用しており、業界のニーズに応えられる人材育成

　を目指し教育方針を実践している。

・シラバスを導入し、各授業の到達目標を明記し、教育達成レベルを明確にして授業運営を行っている。

・全学生にiPadを配布し、オンライン授業やGoogle Classroom等のより良い視聴環境を整えた。

・本年度もオンライン形式で、１年次１0月に「Job Discovery」、2年次5月には「合同企業説明会」「ミュージック＆ワーク」を開催し、

　学生のキャリア養成に取り組んだ。

・コロナ禍の中でも、企業説明会やオーディション等を、様々な企業のニーズに合わせてオンラインで実施するなど、幅広い対応をスムーズ

　に行うことが出来た。

・「ビジネス文書検定３級」「コミュニケーション検定初級」の他にも、「舞台機構調整技能士」などスタッフ技術に特化した検定にも

　複数対応している。

　また、対策講座等を追加で設けたり、資格試験を本校で受験できるように認可を受けたりするなど、学生の資格取得率向上に向けて

　取り組んでいる。

【資格取得試験前年度実施分】

　　映像音響処理技術者資格認定試験/サウンドレコーディング技術認定試験/舞台機構調整技能士3級･2級

　Pro Tools技術認定試験/MIDI検定/照明技術者技能認定試験2級/CADアドミニストレーター"Primary"認定試験/

　コンピュータサービス技能評価試験 ワープロ部門・表計算部門

　Illustratorクリエイター能力認定試験スタンダード/Photoshopクリエイター能力認定試験スタンダード/

　ビジネス文書技能検定試験3級/第二種電気工事士試験/コミュニケーション検定初級

　足場の組立て等作業従事者特別教育/フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育

・年に2回、授業アンケートを実施し、問題があった授業に対しては、講師に内容をフィードバックし授業の質の向上につなげることが出来た。

・成績評価においては、年度初めのガイダンスで学生に説明の上、シラバスにも評価基準を明記し、各基準に沿った運営を行っている。

　修了認定基準においては、学則に記載し学生告知も行っている。

・長期休暇前には期間ごとに蓄積された知識技術の成果発表イベントを実施し、教職員を含めた関係者が成果の確認ができる環境を

　構築している。

・本年度は職員向けに、2022年3月に外部講師を招いて、コミュニケーションスキルやビジネス心理学など、学生や保護者対応等に活か

　せるセミナーを実施し、職員の質の向上に取り組んだ。

　また、1～3年目の講師に対してもティーチングのセミナーをオンライン形式で実施し、教員の質の向上にも取り組んでいる。

・例年、新年度開始前に各学科において全体講師会を実施し、授業内容の確認や指導項目のチェックなどを実施している。

　また、長期休暇中にもカリキュラムミーティングを行い情報共有することで、授業の質にばらつきが出ないように取り組んでいる。

課題/目標/その他

・Google Classroomの運用も安定化し、インターネットを通じた連絡等も円滑になったが、対面での対応も重視した学生対応を行っていく。

・ipadの導入でペーパーレス化にはつながったが、無料アプリの導入等さらなる活用方法を広げていく。

・前期末と後期末の年2回、授業アンケートを実施したが、まだ記入回収率が低いため回収率改善に向けて取り組む。

　また、アンケート結果の授業へのフィードバックの方法も確立させ、授業制度の向上につなげていく。

・教務と学生支援課のさらなる連携強化を行い、キャリア教育の質の向上に向けて取り組む。

・3月に行ったような外部講師によるセミナーを定期的に実施し、教職員の質の向上に向けた取り組みを継続的に行う。

・新規講師が授業に入る前の、実践的な研修内容と仕組みづくりが課題。

教育活動

教員の資質向上への取組を行っているか

教員の組織体制を整備しているか

3

4

4

4

4

4

4

授業評価を実施しているか

成績評価・修了認定基準を明確化し、適切に運用しているか

作品及び技術等の発表における成果を把握しているか

資格取得に関しての方針は教育課程で明確に位置づけているか

資格取得の指導体制はあるか

資格要件を備えた教員を確保しているか

教育目的・目標に沿った教育課程を編成しているか 4

教育課程について外部の意見を反映しているか 4

キャリア教育を実施しているか 3

点検・評価項目 自己評価

教育理念等に沿った教育課程の編成方針、実施方針を定めているか 4

学科毎に修業年限に対応した教育到達レベルを明確にしているか 4



大項目

4-23

4-24

4-25

4-26

大項目

5-27

5-28

5-29

5-30

5-31

5-32

5-33

5-34

5-35

退学率の低減が図られているか 3

・就職実績に比べて結果に繋がりにくいデビュー実績において、現在の多様な音楽活動の有り様に対応した、多方面にわたる音楽活動支援

　に取り組み、時代に沿った学生支援の実践を引き続き目指す。

・2021年度の退学者の増加を受け、今まで以上の学生/保護者への密な対応が必要と感じているため、早急な取り組みが必要。

　コースにより退学者数も偏りがある為、コース担任をはじめとして教務スタッフの対応力強化に努める。

・留学生に関しては、教育の部分だけでなく、日本の習慣・常識・法律解釈など、日常生活に必要なアドバイスや相談も行っているため、

　組織的・人的拡充が必要となってくる可能性有り。引き続き安心して生活、就学できる環境づくりに取り組む。

・修学支援・奨学金の対応に関しては、担当職員を増やし、質的量的な拡充を目指している。

　お金が絡む問題でもある為、安定した健全な対応ができるよう、組織的にバックアップできる体制を構築していく。

・2022年度より、イーエスピー学園4校合同による特待生制度をスタートさせ、新たな支援体制に取り組む。

・卒業生に向けては、キャリアサポート及びデビューサポートを継続して受けることができる体制になっており、卒業後のキャリア形成に対しても

　支援を行っている。ただし、卒業生の社会的評価の追跡も含めて、さらなる仕組みの構築が必要。

学生の健康管理を行う体制を整備しているか 4

就職等進路に関する支援組織体制を整備しているか 4

学生相談に関する体制を整備しているか 3

課題/目標/その他

・資格取得試験のための対策授業のオンライン化は今後の課題とし、幅広い学習環境づくりに取り組む。

　また、学生に対する資格試験の周知と、資格取得に対する啓蒙活動をさらに強化していきたい。

・退学者削減に向けての取り組みは、喫緊の課題であり施策を立案し直ちに実行に移していく。

　卒業/進級率90％以上　退学者数の半減を目指す。

・活躍する卒業生のみでなく、全ての卒業生の社会的評価の追跡はまだ困難を伴う。何らかのシステム構築が必要と感じる。

学生支援

卒業生への支援体制を整備しているか 3

現状分析/総括

・就職支援のキャリアサポートセクション、デビュー支援のデビューサポートセクションを設置しており、専任のスタッフが就職・デビューの情報収集

　を行い、校内掲示やメールでの通知などにより、学生に情報提供を行っている。

　また、東京･福岡に設置する姉妹校の求人情報やオーディション情報も共有しており、幅広い情報を提供できる環境を整えている。

・学科内で担任制度をとっており、遅刻や無断欠席の増加といった問題行動が見受けられた場合には、速やかに電話連絡等を行い、

　個別に問題解決に向けた取り組みを実践している。

・学生相談に関しては、担任が常時学生相談を受け付けているほか、定期的に個別面談を実施し、問題が表面化する前に取り組める

　体制も整えている。

・インターナショナル・コミュニティ･センターを設置し、専任のスタッフが留学生対応する体制を整備している。また、留学生に向けた学校独自

　の奨学金制度を用意し、留学生を経済的に支援できる体制を整えている。今年度はコロナの影響もあり、入学辞退などの対応も増えた

　が、問題なく対応することができた。

・高等教育の修学支援制度、従来の学生支援機構の奨学金制度、提携の教育ローンなどにも対応し、学生の経済的側面を幅広く支援

　している。また、学校独自の学費の分納制度を用意するなど、独自の支援も行っている。

・毎年４月に健康診断を実施し、全学生の健康管理を行っている。

・遠隔地から就学する学生に向けては、学生寮、学生マンション運営企業と業務提携して、居住情報の提供に努めている。

・企業研修、就職活動、学校が提携するライブ研修、音楽活動（演奏活動）等、学校が認めた課外活動においては、公欠制度を適用して

　支援を行っている。

　また、公欠制度に関してはルールを設定し、企業様へ理解を求め、学生にとって学びの障害にならないように配慮している。

・隔月で保護者に向けて、「エンタ通信」という学校情報冊子を郵送し学校情報の共有に努めているほか、各学期終了後には成績表と

　出席状況を郵送し、学生の情況を伝える体制を整えている。

　また、長欠の学生においては保護者にも電話等で連絡を入れ、家庭と共に問題解決に向けた取り組みを実践している。

課題/目標/その他

学生寮の設置などの生活環境支援体制を整備しているか 4

課外活動に対する支援体制を整備しているか 4

保護者との連携体制を構築しているか 4

留学生に対する相談体制を整備しているか 4

学生の経済的側面に対する支援体制を整備しているか 4

学修成果

点検・評価項目 自己評価

卒業生の社会的評価を把握しているか 3

現状分析/総括

・開校当初よりキャリアサポートセクションを設け、組織的な学生指導体制を築いており、教務担任と連携を図りながら、学生一人ひとりの

 状況を常に把握し、個別指導を行うことで、学園生活の充実と就職率の向上に取り組んでいる。

【2021年度　就職関連データ】

　就職希望者数 179名　　　就職率 87.2%

・現在の多様なエンタテインメントの活動に対応するため、メジャーのみならず幅広いジャンルや企業と学生をつなげるようなオーディション

　等の紹介や開催を実施できた。

・キャリアサポートセクションには資格取得を支援する担当者を配置しており、対策授業の実施、団体受験申し込み等を行なっている。

 また、合格率、合格実績も管理しており、取得対策や合格率の推移分析に活用している。

・資格試験の情報等が教務と学生支援課の連携不足により、学生への周知が十分とは感じていない。幅広い学生への周知と資格取得

　の重要性をさらに啓蒙していく必要を感じる。

・2021年度は退学者数が増加した。「コロナの影響」だけではすまされない問題だと感じているため、早急な対策が必要。

【2021年度　進級/卒業率】

　2年　卒業率　92%　　1年　進級率　83%

・活躍する卒業生との連携は深めることが出来た。また、彼らをゲスト講師として迎えて数多くの特別授業を行うことが出来た。

点検・評価項目 自己評価

就職率の向上が図られているか 4

資格取得率の向上が図られているか 4



大項目

6-36

6-37

6-38

6-39

大項目

7-40

7-41

7-42

7-43

7-44

7-45

経費内容に対応し、学納金を算定しているか 4

入学辞退者に対し授業料等について適正な取扱いを行っているか 4

現状分析/総括

・2021年度は、年間27回のオープンキャンパス、体験授業を開催し、入学希望者や保護者に対して、学科別カリキュラム、学納金、

　就職・デビュー状況、学校生活全般についての説明を行っている。

　また、体験授業においては、参加者や保護者に対して別途個別相談ブースを設けて、より具体的な対応ができる環境を整えている。

・コロナ対策として、毎回午前午後の2部開催とし、分散することで密を避けた運営を行っている。

・個別学校説明会、平日学校見学会にて、個別状況に応じたアドバイス・対応を専門の職員が実施している。

・体験授業、個別学校説明会等において、オンライン形式での対応も実施し、ニーズに合わせた幅広い形で対応している。

・来校が困難な地方都市へ向けて年間2回、職員が出向き、コロナ対策を徹底した上で、出張説明会や出張体験授業を実施した。

・大阪府の定めた運用基準に沿って、入学選考を適切に実施している。

・学納金に関しては、妥当な水準 を把握しながら、学科・コース の必要経費から算定した金額を募集要項で明確に提示している。

・入学辞退者に対しては、納めた学納金を適正に返還するよう取り組んでいる。

・高等教育の修学支援制度の対象機関として、適正な対応をしている。入学者が区分対象者の場合、証明書類の提出を条件に

　入学前の学費納入を相殺方式とし、入学者の経済的な負担軽減に努めている。

課題/目標/その他

・体験授業・個別説明会・平日見学会の参加者より集めたアンケート内容を分析し、より適切な学生募集活動につなげられるよう、

　有益な情報活用の確立を目指す。

・大阪府の高校生の認知度を上げるために、軽音楽部との連携を深め認知度アップにつながる施策を行う。

・2022年度もコロナの影響が考えられるため、対策を徹底して学生募集活動を実施する。

学生の募集

と受け入れ

学生募集活動を適切、かつ、効果的に行っているか 3

入学選考基準を明確化し、適切に運用しているか 4

入学選考に関する実績を把握し、授業改善等に活用しているか 4

・2022年度はコロナの影響を鑑みながらも、多くのイベント開催がアナウンスされているため、引き続き万全の感染対策を行った上で、

　積極的に研修参加する予定。

・海外研修においては、渡航が許さる場合、状況をみながら実施を検討。

・防災に関しては、職員、講師、学生への定期的な周知が必要と感じている。避難訓練時以外にも啓蒙活動を行うように努める。

・2022年度も継続してコロナ対策を徹底して行う。

点検・評価項目 自己評価

高等学校等接続する教育機関に対する情報提供に取組んでいるか 4

3

学内における安全管理体制を整備し、適切に運用しているか 4

現状分析/総括

・施設、設備に関しては、担当者が中長期に改修計画を作成。これに基づいて毎年保守、メンテナンスを行い、学生にとって満足できる

　教育環境を提供している。

・建物内外の安全確認として、職員による定期巡回を実施し、故障や破損などによる危険個所の早期発見・早期改修に努めている。

・学外実習については、業界各社の動向を把握しながら、各学科の目的に沿った内容で、特別活動を外部にて実施している。

　ライブハウス実習、舞台演技実習、アコースティックピアノレコーディング実習等。

・「超現場主義」を標榜し、年間約50箇所を超える大規模な音楽フェスティバルやメジャーアーティストのコンサート等へ、学生をインターンシップ

　として参加させている。

　2021年度は、コロナ前に比べて参加イベント本数は減っているものの、様々なフェスやメジャーアーティストのコンサートに

　研修参加することが出来、学生に現場経験を積んでもらうことが出来た。

・インターンシップ、研修期間中に関わらず、学生の安全及び各損害賠償に対応するために、以下の保険に加入している。

【加入保険の種類】

　学生生徒災害傷害保険・感染予防費用補償特約・インターンシップ活動賠償責任保険・学校賠償責任保険

　個人情報漏洩保険・サイバーリスク保険

・本校の姉妹校となる、全米音楽学校協会に認可された音楽学校「ミュージシャンズ・インスティテュート・ハリウッド」への海外研修制度を

　設けており、短期間ではあるが生活環境も含めて本場アメリカのエンタテインメントを経験できる貴重な機会を設けている。

　ただし、2021年度も昨年に引き続き、コロナの影響により中止。

・学校防災計画及び学校災害対策規定をマニュアルとして設けており、火災震災に備えた「災害避難訓練」を全学生、職員と共に毎年

　実施している。

　ただし、2021年度は密を避けるため、校内放送によるシミュレーションでの実施となったため、避難場所への誘導、避難者の点呼、

　防災対策、本部長への安否報告、学生自身による消火器訓練、職員による屋内消火栓訓練等が実施できなかった。

・今年度はコロナ対策として、エントランスでの検温の実施や、各教室や職員デスクへのパーテーションの設置、消毒用アルコールの設置、

　定期的な換気作業など、徹底した感染対策を継続して行った。また、ホームページ上でコロナの学内状況や感染対策を定期的に掲示し、

　学生及び保護者に情報が正しく伝わるように取り組んだ。

課題/目標/その他

点検・評価項目 自己評価

教育環境

教育上の必要性に十分対応した施設・設備・教育用具等を整備しているか 4

学外実習、インターンシップ、海外研修等の実施体制を整備しているか 3

防災に対する組織体制を整備し、適切に運用しているか



大項目

8-46

8-47

8-48

8-49

8-50

8-51

大項目

9-52

9-53

9-54

9-55

9-56

9-57

9-58

大項目

10-59

10-60

10-61

社会貢献

地域貢献

地域に対する公開講座・教育訓練の受託等を積極的に実施しているか 3

現状分析/総括

・昨年はコロナの影響によりほぼ自粛となったが、少しずつ音楽やダンス等、高校生達の練習成果を発表する場となるよう、

　出来る限りの感染症対策を行い無観客で限定配信など校内のホール施設や機材の随時提供を行った。

・例年町興し等の地域行事には積極的に参加しており、依頼のあった学生ボランティア活動に関しては、各担任を通じて全学生

　を対象に参加希望者を募っているが、今年度もコロナの影響により行事そのものが中止になったケースが多い。

・学校の奨励、支援のもと、毎年学生が主体となり、卒業制作の一環としての「町興しイベント」を企画実施している。

　「ディプロマサーキット」と題して学生達で実行委員会を設け、「2年間お世話になった中津を盛り上げたい！恩返ししたい！」をコンセプトとし、

　近隣の福祉会館、カフェ、レストラン、ライブハウスを会場とし、地域の活性化に貢献した。

　今年度は限定的有観客と昨年同様配信によるライブであったが、出演アーティスト合計88組、視聴参加者数945名、有観客433名と

　学生主導のイベントとしてかなりの規模となっている。

課題/目標/その他

・来期はコロナの影響をみながら、対策を十分に講じて、社会貢献・地域貢献・ボランティア活動に積極的な参加を目指す。

点検・評価項目 自己評価

学校の教育資源や施設を利用した社会貢献・地域貢献を行っているか 3

学生のボランティア活動を奨励、支援しているか 3

教育情報に関する情報公開を積極的に行っているか 4

現状分析/総括

・各種法令、施行規則、設置基準のすべてを満たしており、常時変更に対応できる体制を整えている。

・学則改正に関して変更が生じた際には、適宜大阪府へ届出を行っており、常に最新の学則をベースとして運用している。

・2021年度も前年同様、コロナウイルスの影響により、大阪府からの感染対策をはじめとする各種通達事項があったが、

　指導要綱に準じ適正な対応を行った。

・個人情報保護の内部規程を整備し、各部署での取り扱いが適切に行われるよう、体制づくりを強化した。

　特に学生の在籍管理、成績管理をメインとするシステム管理のデータの取り扱いに関しては、個人情報取り扱いに関する啓蒙を

　全職員に対して定期的に実施し、帳簿及びシステムデータの保管管理を厳密に行っている。

・自己評価委員会を設置し、自己点検の位置づけ、目的、方針を確認し、自己点検・自己評価を実施している。

　また、自己評価結果は本校ホームページで公開している。

・学校が選任する学校関係者によって、自己評価の結果を評価する「学校関係者評価」の実施し、評価結果を本校ホームページで

　公開している。

課題/目標/その他

・各種法令及び個人情報保護に関しては、新規入社の多い新年度4月を「重点実施月」と位置づけ、教育・周知活動を徹底し、

　全職員が同水準の理解度で業務にあたれるよう継続して取り組む。

・評価の過程を通じ、関係者の理解と協力を得ると共に、第三者目線でのアドバイスから新たな施策を取り入れ、特色ある学校づくり

　につなげる。

・重点目標や評価項目に照らしてガイドラインを参照しつつ、学校関係者評価委員を選任し、 「自己評価結果や結果を踏まえた改善方策」

　「重点目標や評価項目」「改善に向けた実際の取組」等の評価をしていただき、来期の重点目標や改善施策につなげていく。

法令等の遵守

学校関係者評価の実施体制を整備し評価を行っているか 4

学校関係者評価結果を公表しているか 4

学校が保有する個人情報保護に関する対策を実施しているか 4

自己評価の実施体制を整備し、評価を行っているか 4

自己評価結果を公表しているか 4

点検・評価項目 自己評価

法令や専修学校設置基準等を遵守し、適正な学校運営を行っているか 4

4

私立学校法及び寄附行為に基づき適切に監査を実施しているか 4

私立学校法に基づく財務情報公開体制を整備し、適切に運用しているか 4

現状分析/総括

点検・評価項目 自己評価

財務

学校及び法人運営の中長期的な財務基盤は安定しているか 4

学校及び法人運営にかかる主要な財務数値に関する財務分析を行っているか 4

教育目標との整合性を図り、単年度予算、中期計画を策定しているか 4

予算及び計画に基づき適正に執行管理を行っているか

・少子化やコロナ禍の影響も有るが、一定の入学者を安定的に確保できている。学校法人全体で見ても概ね健全な状態にある。

・施設、設備の経年劣化による修復、補修等が増加傾向にあるが、単年計画・三ヵ年計画をベースに教育環境を継続して整えている。

・コロナ禍において標準化してきたオンライン授業に円滑に対応できるよう、インフラ強化を行った。

・財務情報については、オフィシャルウエブサイト上で公開を実施している。

課題/目標/その他

・教育活動の充実を維持継続するには、多種多様の要因に左右されない財務基盤の充実と強化が必要となる。

　具体的には、入学者の一定数確保及び退学者数の低減対策による進級者の適正数確保を図り、学費収入を安定させて

　財務基盤を整える。

・私立学校法に基づいた、管理、分析、運用を適正に行なっていく。


