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Ⅰ．学校の現況 

 

１．学校名 

  学校法人福寿 プロスペラ学院ビジネス専門学校 

 

２．所在地 

  静岡県静岡市駿河区丸子５５２２－１ 

 

３．沿革 

昭和 58 年 静岡市駿河区丸子 5522 番地の 1 にて開校 

平成 4 年 「英語専修科」を設置 

平成 6 年 「専門士」の称号を付与される 

平成 19 年 「英語科 4 年制」、「国際ビジネス科」を設置 

平成 23 年 「高度専門士」の称号を付与される 

平成 25 年 校名を「プロスペラ学院ビジネス専門学校」に変更 

平成 27 年 理事長 蔣 惠萍 就任 

平成 28 年 「外語キャリア科」、「教育研修生プログラム」を設置 

平成 29 年 「人材マネジメント科」を設置 

令和 2 年 「国際ビジネス科 IT ビジネスコース」設置 

令和３年 「DX ビジネス（１年制）科」を設置 

令和４年 「DX ビジネス（２年制）科」を設置 

 

４．学科の構成 

  専門課程 

  ・文化教養関係 

   外語キャリア科（２年） 

  ・商業実務関係 

   国際ビジネス科 国際交流ビジネスコース（２年） 

国際ビジネス科 IT ビジネスコース（２年）  

DX ビジネス（１年制）科（１年） 

DX ビジネス（２年制）科（２年） 

 

５．学生数及び教職員数 

  ・２０２２年５月１日時点学生数：374 名 

  ・２０２２年５月１日時点職員数：43 名 
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６．施設の概要 

  学校建物面積：2,810 ㎡（設置者所有 2,729 ㎡、借用 81 ㎡） 

  学校土地面積：2,845 ㎡ 

 

 

Ⅱ．評価の基本方針 

  自己評価は、日々着実に経営し職業教育を行うことで学生の就職を実現するという学校目的

に関して、学生および保護者の満足の向上を目指すため、学校運営にかかる項目ごとの進捗を

評価するものとする。 

 

 

Ⅲ．重点目標 

１．学生募集への積極的な取組 

  定員数を充足する学生の入学を実現する。 

 

２．社会への即戦力を輩出するための実践的な教育の実現 

  ①教育理念・教育目標の周知徹底を図り、②教育環境を整え、③日々の教育活動を通じて、

④学習成果を高め、具体的には学生の出席率の向上及び退学除籍率の低減を実現する。 

 

３．学生の就職率の向上 

  キャリア教育や学生支援を通じて、学生の就職率の向上を実現する。 

 

４．適切な学校運営法令順守等 

  適切な学校運営を行うとともに、法令順守体制を整える。 
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Ⅳ．項目ごとの評価 

１．学生募集への積極的な取り組み 

  定員数を充足する学生の入学を実現する。 

 

【具体的な取り組み】 

（１）県内外学生への対応 

① 静岡県および愛知県の教育機関への訪問を強化し、2021 年 4 月から 2021 年 12 月にかけて毎

月、進学担当者および学校長・理事長宛に訪問し、本学の教育理念やビジョンを伝えると共に、

入試制度やオープンキャンパス等のイベント案内を行った。新型コロナウイルス感染拡大の

状況を鑑みてオンラインでの打ち合わせも実施した。 

② 2021 年 5 月から 2022 年 3 月にかけて、各教育機関で卒業対象の学生に向けた学校説明会を

開催した。遠方の教育機関や新型コロナウイルスの影響により学内で説明会の開催ができな

い学校に対しては、オンラインで説明会を実施した。2020 年度は 説明会を 72 回実施した。 

③ 2021 年 5 月から 2022 年 3 月にかけ、オープンキャンパスを開催し、学校説明・入試説明・

就職実績説明などを行った。感染症対策として、各日程に集中的に参加者を募るのではなく、

参加希望日を個別に承り、少人数で開催した。2021 年度はオープンキャンパスを 66 回開催

し、延べ 298 名が参加した。 

 

（２）その他の取り組み 

① パンフレット・募集要項を各教育機関に配布した。また、ホームページ・各種ポスター・SNS・

静岡駅前の看板広告等、不特定多数を対象とした情報発信にも取り組んだ。 

② 希望があった学校に対しては、入学試験後には合格者説明会を実施し、本学へ入学するまでの

準備について説明した。また、合格者説明会を通じて、入学前から企業に就職するという意識

付けを行った。 

③ 静岡県外から入学する学生に対し、学校生活がスムーズに開始できるよう、希望者にはアパー

ト紹介・アルバイト紹介を行うなど、生活面でもサポートを充実させた。 

 

【所感】 

各教育機関への訪問を通じ、本学の教育理念やビジョンに共感頂き、校内説明会の開催などに

つなげることができた。本学へ進学実績のある静岡県および愛知県の教育機関に対しては、各月

の訪問を通じて卒業生の状況を綿密に報告することが、本学の教育への信頼感を持っていただく

ことにつながったと思われ評価できる。 

また、合格者の入学率を向上させるために、カラオケ大会やクリスマス交流会など、合格者が

入学前に在校生と交流し、学校の雰囲気を感じてもらい、入学後の期待感を醸成する取り組みも

行い、一定の効果があったと考えている。 
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２．社会への即戦力を輩出するための実践的な教育の実現 

  ①教育理念・教育目標の周知徹底を図り、②教育環境を整え、③日々の教育活動を通じて、

④学習成果を高め、具体的には学生の出席率の向上及び退学除籍率の低減を実現する。 

 

【具体的な取り組み】 

① 教育理念・教育目標の周知徹底 

本学は教育理念として「あなたがいて私がいる」を掲げ、周りの人がいるからこそ私が存在し

ていること、周りへの感謝を忘れないことを、教員・学生ともに理解し行動に移すことを教育の

根本としている。この教育理念の実現が日本の企業で愛される人材の育成に必要だと考え、この

教育理念を第一に授業、第二に生活指導として具現化している。 

 授業について、まず、「あなたがいて私がいる」という教育理念をビジネスマナーや日本経済企

業論などの科目で学習項目として扱っている。また、多くの科目においてグループワークを取り

入れることで、協調性や役割分担の能力の育成を目指している。 

 生活指導について、「あなたがいて私がいる」の理念にもとづいたサポート・指導を学生に提供

している。このような生活指導は、多文化共生の態度の獲得につながるものであり、地域の方々

や企業の採用担当者の方々にご評価いただくこともある。 

 

② 教育環境の整備 

2020 年度から、新型コロナウイルス感染拡大への対策として、全学生にタブレット端末を貸与

し、遠隔でのオンライン教育を受けることができる環境を整備したが、2021 年度も同様の取り組

みを行った。それにより、緊急事態宣言下等、登校ができない期間も教育課程表で定めた科目が

履修されるようオンラインで学習機会を提供することができた。 

学生の出席率の向上及び退学除籍率の低減を実現するため、3 日以上連続欠席者を対象とした

家庭訪問、月２回の出席不良者に対する指導を行っている。これらの取り組みの結果、1 年間の平

均出席率が 93.8%となり、2020 年度比で約 0.1 ポイントの改善を達成した。また、出入国在留管

理庁からは適正校としての評価を受けている。 

 

③ 日々の教育活動の充実 

 教育の質向上のために、教員の研修、勉強会、新任教員の教案チェック、教員相互の授業見学

に取り組んでいる。研修内容としては、教育方針・教案作成・シラバス作成・試験作成・デジタル

トランスフォーメーション（DX）などの項目を扱っている。また、科目別に担当教員による打ち

合わせを定期的に開催しており、そこで教育内容や教授法の改善の議論をしている。 

 日本語ワープロ検定試験、情報処理技能検定試験、TOEIC、日商簿記、日本語能力試験（JLPT）

など各種検定試験の受験を奨励し、日本語ワープロ検定試験、情報処理技能検定試験、文章入力

スピード認定試験、TOEIC IP テストは校内で実施している。 
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【所感】 

 2020 年度から開始したオンライン授業の体制が整い、2021 年度は緊急事態宣言等の発令から

準備期間を数日でオンライン授業に移行することができた。教員のオンライン授業実施に関する

知識や技能も高まり、教育内容・方法の観点でも工夫された授業が提供できている。また、学生

も Google Meet や Google Classroom といったアプリケーションを利用するスキルを向上させて

おり、時代に即応した方法で学習に臨むことができている。全体として、教育のデジタルトラン

スフォーメーションが進展した１年だったと評価できる。 
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３．学生の就職率の向上 

  学生支援を通じて、卒業生の就職率の向上を実現する。 

 

【具体的な取り組み】 

① 学生へのキャリア教育と就職試験対策 

キャリア教育と就職試験対策には、「授業」と授業外の「個別指導」で取り組んだ。 

「授業」について、授業科目「キャリアデザイン」を軸としてカリキュラム全体で、日本企業

に対する理解を深め、長期的に活躍できる人材の育成取り組んでいる。教育内容としては、面接

や履歴書作成の指導などを軸に、ビジネスシーンで活用できる敬語や立ち振る舞いなどが含まれ

る。また、ライフキャリアの観点からキャリアデザインを行う授業内容も取り入れ、就職だけで

なく、長く社会人としてまた市民として活躍できる人材の育成を目指している。 

「個別指導」は、放課後の時間を利用した面接指導および履歴書作成指導、個別の求人紹介が

含まれる。学校が紹介した企業や内定をいただいた企業については、教員が企業担当者との連携

を密に行い、適宜行政書士の紹介なども行った。 

 

② 校内企業説明会の実施 

2021 年度は、校内企業説明会をオンライン開催も含めて 44 回実施し、17 回開催の 2020 年度

に比べて 27 回増えた。 

 

【所感】 

新型コロナウイルスの影響で 2020 年度は 17 回にとどまった校内企業説明会は、2021 年度は

大きく開催数を伸ばすことに成功した。ただし、校内企業説明会からの内定率は十分とは言えず、

課題として残っている。 

2021 年度の就職希望者に対する内定率は、国際ビジネスコースで 83.3%、IT ビジネスコース

で 58.3%、DX ビジネス科で 100%であった。DX ビジネス科については、留学生で帰国を選択し

た学生がいたものの、就職を希望する学生は全員内定をいただくことができた。DX ビジネス科

は就職を目指す学生のための１年コースであり、現代社会で求められるデジタルトランスフォー

メーションのリテラシーを教授することを趣旨としているが、その目的を達成していると評価で

きる。 
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４．適切な学校運営法令順守等 

  適切な学校運営を行うとともに、法令順守体制を整える。 

 

【具体的な取り組み】 

① 幹部で行う理事会や評議員会、また部署の長を構成員とする部署会議を定期的に開催し、法

令等の順守に関して各職員が情報を共有できるようにしている。 

② 教育基本法、学校教育法、私立学校法、私立学校振興助成法、これら法に係る政省令その他

関係令に則り、私立専修学校実態調査で受けた指摘・指導等に関し、今年度も継続して改善・

取り組む予定である。 

③ 個人情報の取扱いについて、該当する学生や保護者等に対し、利用目的をあらかじめ明示し、

利用について同意を得ることを遵守しており、個人情報へのアクセスを制限して漏洩を未然

に防止している。個人情報の記載のある書類等は、使用後にシュレッダーにかけて破棄して

いる。 

④ 学校の保有する情報を関係業者に取り扱わせる場合も覚書等で保護の徹底を行っている。 

 

【所感】 

学生の個人情報については厳重に取り扱っている。職員間でも認識の齟齬が生じないために逐

一情報の共有を行えている。今後は専修学校実態調査で受けた指摘、指導等に対して予定通りに

取り組むことが課題である。 

 

 

以上 


