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令和元年 10 月 21 日 

 

職業実践専門課程設置校 各校 

 

一般社団法人 全国専門学校教育研究会 

会 長  佐  竹  新  市 

 

令和元年度「職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進」事業 

Ⅰ．教職員の資質能力向上の推進 （ⅰ）自立的・持続的な研修体制づくりの推進 

「専修学校における情報公開等の促進とその取組を通じた研修体制等の構築」プロジェクト 

情報公開セミナー 開催のご案内 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼

申し上げます。 

 本会は、平成 30 年度に引き続き、令和元年度も「専修学校における情報公開等の促進とその取

り組みを通じた研修体制等の構築」事業を文部科学省より受託しました。本事業の目的は、各都

道府において質の高い研修を実施するための体制を整備することおよび専修学校の情報公開等の

促進を図ることとしており、現在着実に計画を進めております。 

 この度のご案内は、本年度の文部科学省委託事業の一環として、専修学校の情報公開等を促進

することを目的とした「情報公開セミナー」を開催する旨を職業実践専門課程設置校にお知らせ

するものです。 

 セミナー当日は、専門学校が実施している情報公開事例の紹介や高等学校側から専門学校へ情

報公開に対する要望をお話しいただきます。また、行政担当者からも高等教育無償化機関認定業

務を通じた専修学校の情報公開の現状等についてもお話を伺うこととしています。 

つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮に存じますが、万障お繰り合せの上、ご参加下さいま

すよう、ご検討の程よろしくお願いいたします。 

まずは、略儀ながら、書中をもってご案内申し上げます。 
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令和元年度「職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進」事業 

Ⅰ．教職員の資質能力向上の推進 （ⅰ）自立的・持続的な研修体制づくりの推進 

「専修学校における情報公開等の促進とその取組を通じた研修体制等の構築」プロジェクト 

情報公開セミナー 実施要項 

 

１．主旨 

専修学校の質保証・向上の観点から、各校の情報公開等を促進するための情報を共有する。 
 
２．主催 
   一般社団法人 全国専門学校教育研究会 
 
３．後援 
   全国専修学校各種学校総連合会 

一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団 
全国専門学校協会 

   一般社団法人 山口県専修学校各種学校協会 
一般社団法人 京都府専修学校各種学校協会 
一般社団法人 岩手県専修学校各種学校連合会 

 
 
４．実施日・場所・定員 

【第１回】令和元年 11 月 13 日（水） 13:15～16:00 
  山口県 新山口ターミナルホテル（プリズムの間）  定員 30 名 

【第２回】令和元年 11 月 21 日（木） 15:00～17:00 
  京都府 私学会館（大会議室）  定員 50 名 

【第３回】令和元年 12 月 26 日（木） 13:30～16:30 
岩手県 岩手県民情報交流センター（会議室 804）  定員 30 名 

 

５．参加費 

  参加料、資料費ともに無料とさせていただきます。 

  ＊お申し込みは先着順とし、定員になりしだい締め切らせていただきます。お申し込みはお早めにお願い致します。 
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≪第 1 回 山口会場≫ 
【講座内容およびスケジュール】 

時  間 内     容 

13:00～ 開場・受付 

13:15～ 

開講挨拶 
 全国専門学校教育研究会 会長 佐竹 新市 
 山口県専修学校各種学校協会 会長 関谷 豊 

13:25～ 
「専門学校における情報公開事例」 

専門学校穴吹デザインカレッジ 校長 後藤 良二 

14:00～ 質疑応答 

14:15～ 
「高等学校が望む専門学校の情報公開」 

山口県鴻城高等学校 教員 岡村 昭男 

14:45～ 質疑応答・休憩 

15:00～ 
「高等教育無償化機関認定申請業務を通して見える専門学校の情報公開状況の気付き」

山口県総務部学事文書課 私学振興班 主任 前田 優樹 

15:30～ 質疑応答 

15:40～ 

 16:00 
意見交換・セミナー感想・総括・アンケート記入 

 

【会場アクセス】 

■会 場 新山口ターミナルホテル 2F プリズムの間 

■所在地 〒754-0002 山口県山口市小郡下郷 1292 TEL: 083-972-0020 
■交 通 ・JR 新山口駅在来線口徒歩 1分  

・中国自動車道小郡 IC10 分 / 山陽自動車道山口南 IC10 分   

・山口宇部空港よりバス 40 分  

＊駐車場に限りがございますので、ご来場の際は公共の交通機関をご利用ください。 
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≪第 2 回 京都会場≫ 
【講座内容およびスケジュール】 

時  間 内     容 

14:30～ 開場・受付 

15:00～ 

開講挨拶 
 全国専門学校教育研究会 副会長 山﨑 彰 
 京都府専修学校各種学校協会 会長 田中 誠二 

15:10～ 
「専門学校における情報公開の促進」 

京都府文化スポーツ部文教課 課長 岡部 武 

15:30～ 
「専門学校における情報公開事例」 

学校法人大和学園 法人事務局 総合企画・大学設置準備室 部長 作岡 友樹 

16:00～ 休憩 

16:10～ 
「高等学校が望む専門学校の情報公開」 

京都聖カタリナ高等学校 進路指導部長 松﨑 由香 

16:40～ 質疑応答 

16:55～ 閉講挨拶 

 

【会場アクセス】 

■会 場 私学会館 大会議室 

■所在地 〒600-8424 京都市下京区室町通高辻上ル山王町 561 TEL: 075-344-6201 
■交 通 ・京都駅より地下鉄四条駅南出口 6 番～西へ徒歩約 5 分 

・阪急京都線 烏丸駅出口 26 番より南へ徒歩約 5 分 
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≪第 3 回 岩手会場≫ 
【講座内容およびスケジュール】 

時  間 内     容 

13:00～ 開場・受付 

13:30～ 

開講挨拶 
 全国専門学校教育研究会 副会長 川崎 千春 
 岩手県専修学校各種学校連合会 会長 龍澤 正美 

13:40～ 
「専門学校における情報公開事例」 

専門学校穴吹デザインカレッジ 校長 後藤 良二 

14:40～ 
「高等学校が望む専門学校の情報公開」 

盛岡市立高等学校 進路指導主事 長谷川 和之 

15:10～ 休憩 

15:25～ 
「高等教育無償化申請を通した専門学校の情報公開」 

岩手県政策地域部学事振興課 学事企画担当 主査 小原 哲也 

15:55～ 質疑応答 

16:10～ 閉講挨拶 

  

【会場アクセス】 

■会 場 いわて県民情報交流センター（アイーナ）会議室 804 

■所在地 〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通 1丁目 7 番 1号 TEL: 019-606-1717 
■交 通 ・JR・IGR 盛岡駅から徒歩４分 

・東北自動車道盛岡 IC から車で 8分 

 

 

      

【お車でお越しの方】 【電車でお越しの方】 


