
● 問合せ先・所在地

「学んだ分野で、就職する。」
企業・業界とのネットワークが強みのKEISEN。
豊富な実習と密な指導で、業界就職率95.4％！

専門職就職にこだわるKEISEN。
伝統と実績が学生の夢を支えます

学んだ分野で就職することこそが、本当
の意味での就職だと考える経専学園。46
年の歴史を誇り、多くの学生を各業界の
即戦力として送り出してきました。施設・設
備の充実度や現役プロ講師による授業
の内容の濃さはもちろんのこと、何より現
場での実習やインターンシップなどが多く
組み込まれた専門性の高いカリキュラム
が特長です。また、業界・職種理解を深め
る講習会や見学会、卒業生を招いて体
験談を聞く機会を設けるなど、学生のキャ

リアプランニングをサポート。一人ひとりの
希望・適性に沿った指導で、単なる『就
職』ではなく、学んだことをしっかり活かせる
『“なりたい”が叶う就職』をめざします。

道内各地でOB・OGが活躍中！
ネットワークを活かした企業実習

各業界に広いネットワークがある経専学
園なら、大手企業から個人経営店、札幌
市内から地元の町まで、学生が思い描く
職場での実習が可能。また、実習先に卒
業生が働く企業を多く確保するなど、安心
して取り組める体制を整えています。

北海道認可の専修学校

学校法人 経専学園
６校９学科すべてが職業実践専門課程の認定を受けています。
（図参照）

＜統括本部＞
〒005-0003　北海道札幌市南区澄川3条6丁目4-8
TEL／011-824-1000
URL／http://www.keisen-g.com/shokugyoujissen/

職業実践専門課程
認定学科一覧

経専学園

経専調理製菓専門学校

経専医療事務薬業専門学校

経専北海道観光専門学校

経専北海道どうぶつ専門学校

経専音楽放送芸術専門学校

●音楽・放送芸術科（2年制）

経専北海道保育専門学校

●こども未来学科（3年制）●こども学科（2年制）

●製菓パティシエ科●調理師専攻科 （2年制）（2年制）

●医療事務学科 ●薬業学科（2年制）（2年制）

●ペットプロデュース学科（2年制）

●観光サービス学科（2年制）

平成26年3月卒業生においては、就職者800名のうち
763名が業界（専門職）就職を果たしています。※6校全体

ホームページで公開

● 問合せ先・所在地

【就職に強い】ビジネスの現場や企業内で
必要とされる知識・スキルを実践的に身につけ、
即戦力として活躍できる人材を育成します！

豊富な企業連携に加え、業界の
最先端情報をカリキュラムに反映

卒業生の主な就職先企業と連携すること
で、専門的かつ実践的な知識・スキルを
修得した人材を育成します。
また、ビジネスの実務で使われる会計知
識や計数能力、マーケティング知識はもち
ろん、医療事務、福祉、保育、自動車など
の業界の最新情報をカリキュラムに反映
していきます。
「就職に強い」大原学園では、これからも
高い実践力を持ち、即戦力として活躍で
きる人材を育てていきます。

商業実務分野で活かせる知識・
技能を実践的な実習で修得

会計知識やマーケティング知識、パソコン
スキルなど、企業との連携を通じて実践的
なレベルまで高めていきます。
＜例：マーケティング研究＞
商業実務分野で様々な職種に求められ
るマーケティングの基礎知識の修得や、イ
オンリテールなどの企業等との連携を通し
て、経営企画案の作成など、より実践的な
スキルの修得を目的としています。
実習においては、エリアマーケティングを
中心に学習を進めていきます。

各都道府県認可の専修学校

学校法人　大原学園
大原簿記学校 経理本科２年制学科/経理本科４年制学科（東京都認可の専修学校）
他、13校24学科が職業実践専門課程の認定を受けています。※図参照

〒101-8351　東京都千代田区西神田2-4-11
TEL／03-3237-8711　入学相談室
URL／http://www.o-hara.ac.jp/senmon/topics/jissen/

ホームページで公開

大原簿記情報専門学校札幌校（会計システム４年制学科 /
会計システム２年制学科 /ビジネスキャリア２年制学科）
大原医療福祉専門学校（医療事務学科 /介護福祉学科 /
幼児保育夜間学科）
大原簿記公務員情報医療専門学校函館校（ビジネスキャリア
２年制学科）

北海道認可の専修学校

大原医療秘書福祉専門学校千葉校（医療事務科 /介護福祉科）
千葉県認可の専修学校

大原簿記公務員医療情報ビジネス専門学校津田沼校（経理
本科）

大原簿記情報ビジネス専門学校大宮校（経理本科２年制）
埼玉県認可の専修学校

大原医療秘書福祉保育専門学校大宮校（医療事務学科 /介
護福祉学科 /福祉学科）

大原簿記専門学校大阪校（税理士・公認会計士学科 /総合
ビジネス学科）
大原スポーツ&メディカルヘルス専門学校難波校（メディカル
事務学科）
大原外語観光&ブライダルビューティー専門学校（総合ビジネ
ス学科 /エアライン学科）

大阪府認可の専修学校

大原簿記情報専門学校福岡校（経理本科２年制学科）
福岡県認可の専修学校

大原保育医療福祉専門学校（医療管理２年制学科 /保育
福祉学科 /介護福祉学科）
昴大原自動車大学校（二級自動車整備科）

就職率96.3％（H26年3月卒業生全国専門課程大原学園グループ（大原
簿記学校を含む81校）実績/就職者数5,770名/H26年3月15日現在）
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● 問合せ先・所在地

これから必要になる経営力・プロデュース力と
一流の技術を身につけたシェフ・パティシエに

時代をリードする技術や経営力
プロのシェフ・パティシエが伝授

●東京誠心調理師専門学校…1年次は
調理師＜国＞免許の取得、2年次より希
望のコースを選び、一流シェフから本物の
技術を学びます。即戦力として期待できる
実習中心のカリキュラムで、接客力や経
営力も兼ね備えたシェフを目指します。
●国際フード製菓専門学校…今年完成
した新校舎の最新設備を使い、1年次は
お菓子・パンなどの基礎、2年次よりコース
別に、メニュー開発の創造力を習得。売る
ための力＝プロデュースも身につけます。

外部講師を招いての特別講義
実践形式で学べる店舗経営

●東京誠心調理師専門学校…テレビで
も活躍中の、一流シェフやパティシエによ
る特別授業や、習熟度性で業界で必要と
なる技術を、確実に身につけるカリキュラ
ム。レストラン実習では学生自らが経営し、
実践的に店舗運営を学びます。
●国際フード製菓専門学校…第一線で
活躍するプロによる、質の高い実習・講義
で、基本技術を確実に習得。またカフェ実
習、店舗デザイン、ラッピングなどを実践的
に、店舗マネジメントを学びます。

厚生労働大臣指定　各都県認可の専修学校

学校法人　誠心学園
国際フード製菓専門学校　製菓製パン科2年制（神奈川県認可の専修学校）
東京誠心調理師専門学校　調理師科2年制（東京都認可の専修学校）

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-9-6
TEL／045-290-6200　（入学相談室）
URL／ http://www.seishingakuen.ac.jp/guide/purpose.
shtml

ホームページで公開

講義だけでは終わらない！一流シェフやパティシエのオリジ
ナルレシピを使って、学生たちが本物の味を再現する

● 問合せ先・所在地

会計・公務員・ビジネス・ＩＴ・動物
立志舎グループ全２３校 全６７学科が認定。
「ゼミ学習」が実現する業界就職と資格合格

本学園独自の学習法「ゼミ学習」
が支える高い合格実績

「ゼミ学習」はクラスを6～8人のグループ
に分け、学生同士がお互いに教え合うと
いう学習法。これは米国の大学で高い効
果を上げている「アクティブラーニング」と
いう学習法の一つで、業界からも高い評
価を得ています。

開校以来、培ってきた業界との信頼
関係で実現。その成果が数字に

業界直結の授業、実務を体験できる学外

実習やセミナー、900社以上が参加する
企業説明会など学外との提携を積極的
に行っています。
【平成26年3月卒業生就職実績】*
就職率 98.61％　就職者数 1280名
上場企業就職率 24.42％
上場企業就職者 300名
【平成26年3月卒業生公務員合格実績】*
国家公務員総合職･一般職（大卒程度）
等 191名合格､地方公務員上･中級等 
522名合格､公務員初級等 3,190名合格
警察官･消防官･自衛官 2,378名合格
*高校卒業生対象の専門課程23校の学
園実績（公務員は1次筆記合格のべ）

各都府県認可の専修学校

学校法人 立志舎グループ
学校法人 立志舎グループの各校23校67学科すべての学科が
認定を受けています。（右図参照）

〒130-8565　東京都墨田区錦糸1－2－1
TEL／03-3624-5441（代）　学園本部
URL／http://www.all-japan.ac.jp/news/job_practice/

ホームページで公開

・会計系（錦糸町校 ●　杉並校 ○　仙台校 ■　名古屋校 □　大阪校 ◆　天王寺校 ◇）
＊東京都・宮城県・愛知県・大阪府認可の専修学校

・スクール系（杉並校 ●　錦糸町校 ○）
＊東京都認可の専修学校

・法律系（錦糸町校 ●　杉並校 ○　仙台校 ■　名古屋校 □　大阪校 ◆　天王寺校 ◇）
＊東京都・宮城県・愛知県・大阪府認可の専修学校

・動物系（杉並校 ●　錦糸町校 ○　名古屋校 ■　大阪校 □　天王寺校 ◆）
＊東京都・愛知県・大阪府認可の専修学校

・会計法律系（横浜校 ●　大宮校 ○　千葉校 ■　京都校 □）
＊神奈川県・埼玉県・千葉県・京都府認可の専修学校

法律学科

ホテル・トラベルビジネス学科
スポーツ学科 ショップマネジメント学科

医療福祉ビジネス学科

動物管理学科

※学科名横の記号は、校名横の記号と対応しており、
　その学校に認定学科があることを表しています。

【立志舎グループ　認定学科一覧】

法律学科（２年制）法律社会学科

法律学科
法律社会学科

法律ビジネス学科

法律行政学科

ＩＴビジネス学科
会計学科

ＩＴビジネス学科
会計学科
情報管理学科
情報経理学科
ビジネス学科

税理士学科
会計士学科
情報処理学科
マルチメディア学科

●■□◆◇

●○■□◆◇

●○■□
●○■□

●○
●○

○
○

●○■□
●○■□

●○■□◆

●○■□◆

●■◆◇ ◇
□

●
●
●
●

○■□◆◇
■□□◆◇
■
■□◆

学校法人 立志舎グループ２３校67学科すべての学科が
職業実践専門課程に認定されました
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● 問合せ先・所在地

実際の職業現場で学ぶ。コンピューター、ゲー
ム、電気、建築、デザイン、エアライン、ブライダ
ル、医療、福祉ほか各分野の｢プロ｣を育成。

実績が証明。実践的な授業・実
習、仕事体験、職業教育の確立

62年の伝統と、コンピューター、ゲーム、電
気、建築、デザイン、エアライン、ブライダル、
医療、福祉ほか各分野に16万4000名を
超える卒業生を送り出してきた電波学
園。各業界から高い評価を受け、業界・企
業と密接な関係を持ち、インターンシップ
や職業教育など実際の職業現場での学
びを確立。職業実践専門課程の認定を
受けた6校30学科では、実践力・即戦力
を習得するためのカリキュラムを柱に徹底
したプロを育成する教育を行っています。

実際の現場で、リアルな実習設
備を使って本物のスキルを習得

各学校内の授業では、企業の専門家や
業界で活躍しているクリエイターが講師と
なって、より実際の現場に即した講義や実
習・実験を行います。その学びの場は、各
分野のプロも驚く、現場に近いリアルな施
設・設備を整えています。また、学校を飛
び出し、実際に現場に出向いて行う実習
も多数実施。ホテルや空港、病院やゲー
ム・Webサイトの共同開発など、学びなが
ら実際の仕事としても経験することで、より
実践的な能力を身につけます。

愛知県認可の専修学校

学校法人電波学園
6つの専門学校で30学科が職業実践専門課程の認定を受けていま
す。（各校の認定を受けた学科については右上・図参照）

〒456-0034　名古屋市熱田区伝馬1-3-6
TEL／0120-800-543（フリーダイヤル）
URL／http://www.denpa.jp/

名古屋外語・
ホテル・
ブライダル
専門学校

東海工業
専門学校
金山校

名古屋
工学院
専門学校

あいち
ビジネス
専門学校

あいち
造形デザイン
専門学校

あいち
福祉医療
専門学校

情報総合学科／情報システム科／
情報処理学科／ゲームCG学科／
映像音響科／電気工学科／
ロボティクス創造学科／機械工学科
機械CAD設計科

建築工学科／建築設備科／
大工技術科／インテリアデザイン科／
土木工学科／測量設計科

医療秘書科／医療情報管理科／

販売ビジネス科／ IT ビジネス科

グラフィックデザイン科／企画デザイン科／

イラストレーション科／まんが科

英語科／国際エアライン科／

ブライダル科／国際ホテル科

介護福祉学科／理学療法学科／

作業療法学科

「職業実践専門課程」認定を受けた学校・学科

● 問合せ先・所在地

「二級建築士」資格の在学中取得が可能なシ
ステムや、カリキュラムの約50％を占める実習
で高度な実践力を身につけます。

国家資格「建築士」で10年以上
に渡り日本トップクラスの実績

駅前に甲子園球場約24倍の広大なキャ
ンパスを構え、専門設備や施設を充実さ
せている京都建築大学校。1990年の開
校以来、「即戦力として社会に通用する
人材の育成」を理念に取り組んできた建
築科・建築学科も「職業実践専門課程」
に認定されました。専科在学中の二級建
築士等資格取得システムや放送大学と
の連携による学士号取得システム、一級
建築士受験や大学院進学が大学建築
学科と同等に扱われる高度専門課程の

設置など、常に社会と業界の動向を把握
し、より良い「新しい教育のカタチ」を模索・
実践してきた結果です。二級建築士・木
造建築士及びインテリアプランナー等の
資格検定試験でも１0年以上に渡って日
本トップクラスの合格者数を維持し、社会・
企業からも高い評価を受けています。

教員は一級建築士、インテリア
プランナーなど現役技術者

教育課程の特徴としては、専門実習演習
時間を全体の約50％確保しています。建
築士資格対策授業では、教員に試験を知

りつくした多くの一級建築士やインテリア
プランナー等の現役技術者を当て、本校
独自の教材を使用しながら、資格合格ま
で徹底サポートしています。今回の「職業
実践専門課程」の認定申請にあたって
は、建築教育に知見のある専門家により、
課程にふさわしい授業科目の見直し、授
業内容・方法の改善を行い、業界の期待
に応える人材育成を目指しています。

安定した就職活動や資格取得に向けたサポートとして
「就職保証」「二級建築士合格保証」の制度も。

学校法人 二本松学院　京都府認可の専修学校

京都建築大学校
建築科/建築学科

〒622-0041　京都府南丹市園部町二本松1-17
TEL／0120-44-6635　進学サポート室
URL／http://www.kasd.ac.jp

ホームページで公開
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● 問合せ先・所在地

社会の動きを読み、未来を見据えた教育で
魅力と実力を兼ね備えた人材を育成

企業・業界と連携し作り上げる
実践的カリキュラム

麻生専門学校グループでは、企業・業界
団体と連携しながら、常に各業界のニー
ズを把握。必要とされる人材を育成する
ためのカリキュラムとなっています。また、
高い専門性を身につけるために697の企
業・医療機関・施設・団体等とも連携。学
外実習や講師派遣を受けた学内演習な
どを積極的に実施しています。さらに、業
界で活躍していたプロの講師による授業
やプロ仕様の施設・設備など、常に現場を
意識した教育環境を整えています。

可能性を伸ばし続けるための
「人間力」育成プログラム

身につけた高い専門力を最大限発揮す
るためにも、自ら考え、判断・行動できる“人
間力”が必要です。麻生専門学校グルー
プでは、思いやりや自立心を兼ね備えた
人材育成を目指し、「感謝」と「志」を基軸
とした麻生オリジナルの教育プログラムを
行っています。さらに、グローバル化に対
応するための留学や研修も充実。創立74
年の歴史の中で、各業界に約45,800人の
卒業生を国内外に輩出してきた信頼が
麻生専門学校グループの魅力です。

福岡県認可の専修学校

学校法人麻生塾　麻生専門学校グループ
文部科学大臣より職業実践専門課程の認定を受けています。
（認定の学科は右図参照）

〒812-0016　福岡県福岡市博多区博多駅南2-12-32
TEL／0120-371-007　麻生専門学校グループ本部
URL／http://www.asojuku.ac.jp/

ホームページで公開

就職率99.5％（H26年3月卒業生、麻生専門学校グル
ープ12校の実績／就職者数2,154名）

● 問合せ先・所在地

学生全員の満足と正社員就職にこだわり、
実践・現場重視の教育を展開。難関資格取得
も視野に入れたカリキュラムで学生を支援

病院・薬局など、現場のニーズを
反映し即戦力となる人材を育成

創立当初より実践的、専門的な教育を行
い、社会に役立つ人材を育てることが「専
門学校のあるべき姿」だと考え、邁進する
OIC。12学科からなる総合専門学校であ
る同学は、即戦力となる人材を育てると同
時に、学生の卒業後の人生までを考え、
正社員就職にこだわった教育を展開して
いる。学内での学びに加え、現場実習やイ
ンターンシップを積極的に導入。教員も現
場で今必要とされている能力や人物像を
ヒアリングし、カリキュラムに取り入れてい

る。医療福祉事務学科では、難関資格取
得も視野に入れ、全員が基礎的な資格は
入学後3ヶ月で取得できるようカリキュラム
を構成。実績が認められ、日本医療教育
財団が総合的に特に優秀な20校を選定
する「教育優秀校」に平成10年より16年
連続で選ばれている。これらの実績から、
他学科に先駆けて同学科を申請し、職業
実践専門課程に認定された。

長期間の現場実習を経験し、職
業に対する理解・意欲を高める

現場での実習期間は3～4週間。じっくりと

経験を積み、学生の職業理解につなげ
る。教員は日頃から実務に必要な専門知
識や技術はもちろん、仕事に取り組む姿
勢や考え方も指導。学生たちを現場実習
に送り出す際も、単なる“お仕事体験”で
はなく、職場の一人のスタッフとして働くプ
ロ意識を持つよう言葉をかける。また、自信
を失う学生に対しても手厚くフォロー。きめ
細やかな対応を行っている。

学内で医療や保険請求に関する知識を修得し、現場実
習へ。経験を通して実践力とプロ意識をさらに高める

岡山県認可の専修学校

専門学校 岡山情報ビジネス学院
医療福祉事務学科

〒700-0024　岡山市北区駅元町1-4　ターミナルスクエア
TEL／0120-68-2336
URL／http://www.oic-ok.ac.jp/course/medical.html

ホームページで公開
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