
  

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 玉野総合医療専門学校 

設置者名 学校法人 加計学園 

 

 

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 

医療専門課程 保健看護学科 
夜 ・

通信 
3,360 320  

教育・社会福祉 

専門課程 
介護福祉学科 

夜 ・

通信 
1,774 160  

医療専門課程 

理学療法学科 
夜 ・

通信 
3,540 320  

作業療法学科 
夜 ・

通信 
3,360 320  

（備考） 

 

 

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 

「実務経験のある教員等による授業科目」については本校にて閲覧可能である 

 

 

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 玉野総合医療専門学校 

設置者名 学校法人 加計学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
学園ホームページにて公表している。 

（http://www.kake.ac.jp/information/officer.html） 

 

 

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 株式会社取締役会長 
2018/4/1 ～

2022/3/31 

学園の広報活動を

主として法人運営

全 般 に 対 す る 指

導・助言 

非常勤 株式会社代表取締役 
2016/5/30～

2020/5/29 

学園の地域連携を

主として法人運営

全 般 に 対 す る 指

導・助言 

非常勤 株式会社代表取締役 
2018/4/1 ～

2022/3/31 

学園の財政改革を

主として法人運営

全 般 に 対 す る 指

導・助言 

非常勤 株式会社代表取締役会長 
2018/7/1 ～

2022/6/30 

学園の産学連携を

主として法人運営

全 般 に 対 す る 指

導・助言 

（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 玉野総合医療専門学校 

設置者名 学校法人 加計学園 

 

 

○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） 

医療・福祉のスペシャリストの養成校として、体系的なカリキュラムを構築している。 
Web にて各学科教育目標、学年別目標を掲げており、授業方法及び内容や年間の授業計画

においても"講義目的・ねらい""評価方法""注意事項""到達目標"を掲載している。また新

入生の基礎学力を向上させるためのリメディアル教育を充実させ、学生個々の学力に合っ

た指導を充実させている。 
 なお、シラバスの作成にあたっては前年 12 月に各教員（非常勤講師を含む）に依頼し、

3 月までに修正等を行い、年度初めに閲覧可能になるよう努めている。 

授業計画書の公表方法 
全学生に Webにて公表 

https://www.tamasen.ac.jp/syllabus/ 

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） 

1 授業科目の成績評価及び単位認定は、所定の授業時間数を出席し、各学期末の試験、

実習の成果、履修状況等を総合的に勘案し、合格したとき当該学科目を履修したものと認

定する。 

2 成績評価は100点をもって満点とし、60点以上を合格とする。これを公表する場合は、

優・良・可・不可の標語を用い、不可を不合格とする。 

3 合格点に達しない授業科目につき、再試験を行うことができる。 

4 試験に欠席した学生で、その理由が正当であると認められたものには、追試験を行う

ことができる。 

5 各授業科目の欠席時間数が授業時間数の 3 分の 1 を超えるものについては、当該授業

科目の単位の認定及び履修の認定はしない。 



  

 

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） 

本校では、GPA等の指標は用いていないが、各学科・各年次ごとに成績の順位を示してい

る。 また成績評価の客観的な指標は、1科目100点満点で履修したすべての科目の点数に

ついて総計したものを総履修科目数で除した平均点とし算出する。 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
開示請求があれば書面にて公表する。 

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） 

卒業、または修了の認定基準は、学校の規定する規定単位数の認定を受けたものとする。 

卒業、修了の規定単位数は、各学科のカリキュラムによる。 

これらの基準は、本学学則第 7条並びに第 8条の 1項で定められた認定要件の他、平常成

績として授業態度、レポート、小テストなどを評価対象としている。 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 

本校学則に記載し、Web上にて公表している 

https://www.tamasen.ac.jp/tamasen/pdf/H300401gakusoku

.pdf 

 

  



  

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 玉野総合医療専門学校 

設置者名 学校法人 加計学園 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 
学園ホームページにて公表している。 

（http://www.kake.ac.jp/information/finance.html） 

収支計算書又は損益計算書 
学園ホームページにて公表している。 

（http://www.kake.ac.jp/information/finance.html） 

財産目録 
学園ホームページにて公表している。 

（http://www.kake.ac.jp/information/finance.html） 

事業報告書 
学園ホームページにて公表している。 

（http://www.kake.ac.jp/information/project.html） 

監事による監査報告（書） 
学園ホームページにて公表している。 

（http://www.kake.ac.jp/information/finance.html） 
 

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 

医療 医療専門課程 保健看護学科  〇 

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 3,795 

単位時間／単位 

2,535 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

1,260 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

3,795単位時間／単位 

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 

160人 146人 0人 15人 58人 73人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

医療・福祉のスペシャリストの養成校として、体系的なカリキュラムの構築をしてい

る。 
Web にて各学科教育目標、学年別目標を掲げており、授業方法及び内容や年間の授業

計画においても"講義目的・ねらい""評価方法""注意事項""到達目標"を掲載している。

また新入生の基礎学力を向上させるためのリメディアル教育を充実し、学生個々の学

力に合った指導を充実している。 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

1 授業科目の成績評価及び単位認定は、所定の授業時数を出席し、各学期末の試験、

実習の成果、履修状況等を総合的に勘案し、合格したとき当該学科目を履修したもの

と認定する。 

2 成績評価は100点をもって満点とし、60点以上を合格とする。これを公表する場合

は、優・良・可・不可の標語を用い、不可を不合格とする。 



  

3 合格点に達しない授業科目につき、再試験を行うことができる。 

4 試験に欠席した学生で、その理由が正当であると認められたものには、追試験を行

うことができる。 

5 各授業科目の欠席時間数が授業時間数の 3分の 1を超えるものについては、当該授

業科目の単位の認定及び履修の認定はしない。 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

卒業、または修了の認定基準は、学校の規定する規定単位数の認定を受けたものと

する。 

卒業、修了の規定単位数は、各学科のカリキュラムによる。 

これらの基準は、本学学則第 7 条並びに第 8 条の 1 項で定められた認定要件の他、平

常成績として授業態度、レポート、小テストなどを評価対象としている。 

学修支援等 

（概要） 

(1) チューター、コーディネーター制の導入によるサポート体制が整っている。  

(2) カウンセリングを行い学生の相談体制が充実している。  

(3) 学生指導主任者を選任し、責任を持って学生指導を行っている。  

(4) 学生総合補償に全学生が加入し、安心に学べる環境を作っている。  

(5) 教育･進路懇談会を実施し、保護者と教員が連携した学生サポートを行っている。 

 

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 

 30人 

（100％） 

0人 

（ 0％） 

30人 

（100％） 

0人 

（ 0％） 

（主な就職、業界等） 

病院、診療所、保健所、市町村保健センター、老人福祉施設、児童福祉施設、介護老人

保健施設、訪問看護ステーション等 

（就職指導内容） 

(1) 求人情報を素早く開示し、学生の就職活動を支援する。  

(2) 個別に相談を受け、的確なアドバイスを行う。  

(3) ガイダンスを行い、マナー、心構えなどのアドバイスを行う。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

看護師国家資格、保健師国家資格 

（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 

154人 10人  6.5％ 

（中途退学の主な理由） 

進路変更、学業不振、意欲減退 



  

（中退防止・中退者支援のための取組） 
休 学 者：教務主任及び学生担任が本人及び保護者と定期的に連絡を取り状況を確認し

指導を行っている。  
成績不良者：学年担任が個人面談及び個人指導を行っている 指導が反映されないようなら

ば、保護者・学生と学科長・教務主任・学生指導主任・学年担任何れかにて三者面談を行

っている。 

 

 
分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

教育・ 

社会福祉 

教育・社会 

福祉専門課程 
介護福祉学科 〇  

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 2,034 

単位時間／単位 

1,450 

単位時間

/単位 

120  

単位時間

/単位 

464  

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

2,034単位時間／単位 

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 17人 0人 3人 20人 23人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

医療・福祉のスペシャリストの養成校として、体系的なカリキュラムの構築をしてい

る。 
Web にて各学科教育目標、学年別目標を掲げており、授業方法及び内容や年間の授業

計画においても"講義目的・ねらい""評価方法""注意事項""到達目標"を掲載している。

また新入生の基礎学力を向上させるためのリメディアル教育を充実し、学生個々の学

力に合った指導を充実している。 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

1 授業科目の成績評価及び単位認定は、所定の授業時数を出席し、各学期末の試験、

実習の成果、履修状況等を総合的に勘案し、合格したとき当該学科目を履修したもの

と認定する。 

2 成績評価は100点をもって満点とし、60点以上を合格とする。これを公表する場合

は、優・良・可・不可の標語を用い、不可を不合格とする。 

3 合格点に達しない授業科目につき、再試験を行うことができる。 

4 試験に欠席した学生で、その理由が正当であると認められたものには、追試験を行

うことができる。 

5 各授業科目の欠席時間数が授業時間数の 3分の 1を超えるものについては、当該授

業科目の単位の認定及び履修の認定はしない。 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

卒業、または修了の認定基準は、学校の規定する規定単位数の認定を受けたものと

する。 

卒業、修了の規定単位数は、各学科のカリキュラムによる。 

これらの基準は、本学学則第 7 条並びに第 8 条の 1 項で定められた認定要件の他、平

常成績として授業態度、レポート、小テストなどを評価対象としている。 

学修支援等 



  

（概要） 

(1) チューター、コーディネーター制の導入によるサポート体制が整っている。  

(2) カウンセリングを行い学生の相談体制が充実している。  

(3) 学生指導主任者を選任し、責任を持って学生指導を行っている。  

(4) 学生総合補償に全学生が加入し、安心に学べる環境を作っている。  

(5) 教育･進路懇談会を実施し、保護者と教員が連携した学生サポートを行っている。 

 

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 

 8人 

（100％） 

0人 

（ 0％） 

7人 

（87.5％） 

1人 

（12.5％） 

（主な就職、業界等） 

病院、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、障害者支援施設、グループホーム等 

（就職指導内容） 

(1) 求人情報を素早く開示し、学生の就職活動を支援する。  

(2) 個別に相談を受け、的確なアドバイスを行う。  

(3) ガイダンスを行い、マナー、心構えなどのアドバイスを行う。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

介護福祉士国家資格、レクリエーション・インストラクター、ケアマネージャー 

（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 

13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） 

 

 
分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

医療 医療専門課程 理学療法学科  〇 

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 3,975 

単位時間／単位 

2,265 
単位時間

76/単位 

630  

単位時間

21/単位 

1,080 
単位時間

24/単位 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

3,975単位時間／単位 

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 

160人 100人 0人 6人 47人 53人 



  

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

医療・福祉のスペシャリストの養成校として、体系的なカリキュラムの構築をしてい

る。 
Web にて各学科教育目標、学年別目標を掲げており、授業方法及び内容や間の授業計

画においても"講義目的・ねらい""評価方法""注意事項""到達目標"を掲載している。

また新入生の基礎学力を向上させるためのリメディアル教育を充実し、学生個々の学

力に合った指導を充実している。 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

1 授業科目の成績評価及び単位認定は、所定の授業時数を出席し、各学期末の試験、

実習の成果、履修状況等を総合的に勘案し、合格したとき当該学科目を履修したもの

と認定する。 

2 成績評価は100点をもって満点とし、60点以上を合格とする。これを公表する場合

は、優・良・可・不可の標語を用い、不可を不合格とする。 

3 合格点に達しない授業科目につき、再試験を行うことができる。 

4 試験に欠席した学生で、その理由が正当であると認められたものには、追試験を行

うことができる。 

5 各授業科目の欠席時間数が授業時間数の 3分の 1を超えるものについては、当該授

業科目の単位の認定及び履修の認定はしない。 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

卒業、または修了の認定基準は、学校の規定する規定単位数の認定を受けたものと

する。 

卒業、修了の規定単位数は、各学科のカリキュラムによる。 

これらの基準は、本学学則第 7 条並びに第 8 条の 1 項で定められた認定要件の他、平

常成績として授業態度、レポート、小テストなどを評価対象としている。 

学修支援等 

（概要） 

(1) チューター、コーディネーター制の導入によるサポート体制が整っている。  

(2) カウンセリングを行い学生の相談体制が充実している。  

(3) 学生指導主任者を選任し、責任を持って学生指導を行っている。  

(4) 学生総合補償に全学生が加入し、安心に学べる環境を作っている。  

(5) 教育･進路懇談会を実施し、保護者と教員が連携した学生サポートを行っている。 

 

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 

 26人 

（100％） 

0人 

（ 0％） 

26人 

（100％） 

0人 

（ 0％） 

（主な就職、業界等） 

病院、診療所、保健所、リハビリテーションセンター、小児施設、介護老人福祉施設   

保健所・市町村保健センター 

（就職指導内容） 

(1) 求人情報を素早く開示し、学生の就職活動を支援する。  

(2) 個別に相談を受け、的確なアドバイスを行う。  



  

(3) ガイダンスを行い、マナー、心構えなどのアドバイスを行う。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

理学療法士国家資格、アスレチックトレーナー、ＮＳＣＡ認定パーソナルトレーナー 

（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 

113人 9人  8％ 

（中途退学の主な理由） 

進路変更、学業不振、意欲減退 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

休 学 者：教務主任及び学生担任が本人及び保護者と定期的に連絡を取り状況を確認

し指導を行っている。  
成績不良者：学年担任が個人面談及び個人指導を行っている 指導が反映されないような

らば、保護者・学生と学科長・教務主任・学生指導主任・学年担任何れかにて三者面談

を行っている。 

 

 
分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

医療 医療専門課程 作業療法学科  〇 

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 3,855 

単位時間／単位 

2,205 
単位時間

/単位 

390  

単位時間

/単位 

1,260 
単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

単位時間/

単位 

3,855単位時間／単位 

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 

160人 63人 0人 6人 44人 50人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

医療・福祉のスペシャリストの養成校として、体系的なカリキュラムの構築をしてい

る。 
Web にて各学科教育目標、学年別目標を掲げており、授業方法及び内容や年間の授業

計画においても"講義目的・ねらい""評価方法""注意事項""到達目標"を掲載している。

また新入生の基礎学力を向上させるためのリメディアル教育を充実し、学生個々の学

力に合った指導を充実している。 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

1 授業科目の成績評価及び単位認定は、所定の授業時数を出席し、各学期末の試験、

実習の成果、履修状況等を総合的に勘案し、合格したとき当該学科目を履修したもの

と認定する。 

2 成績評価は100点をもって満点とし、60点以上を合格とする。これを公表する場合

は、優・良・可・不可の標語を用い、不可を不合格とする。 



  

3 合格点に達しない授業科目につき、再試験を行うことができる。 

4 試験に欠席した学生で、その理由が正当であると認められたものには、追試験を行

うことができる。 

5 各授業科目の欠席時間数が授業時間数の 3分の 1を超えるものについては、当該授

業科目の単位の認定及び履修の認定はしない。 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

卒業、または修了の認定基準は、学校の規定する規定単位数の認定を受けたものと

する。 

卒業、修了の規定単位数は、各学科のカリキュラムによる。 

これらの基準は、本学学則第 7 条並びに第 8 条の 1 項で定められた認定要件の他、平

常成績として授業態度、レポート、小テストなどを評価対象としている。 

学修支援等 

（概要） 

(1) チューター、コーディネーター制の導入によるサポート体制が整っている。  

(2) カウンセリングを行い学生の相談体制が充実している。  

(3) 学生指導主任者を選任し、責任を持って学生指導を行っている。  

(4) 学生総合補償に全学生が加入し、安心に学べる環境を作っている。  

(5) 教育･進路懇談会を実施し、保護者と教員が連携した学生サポートを行っている。 

 

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） 

病院、診療所、保健所、リハビリテーションセンター、小児施設、介護老人福祉施設   

保健所・市町村保健センター 

（就職指導内容） 

(1) 求人情報を素早く開示し、学生の就職活動を支援します。  

(2) 個別に相談を受け、的確なアドバイスを行います。  

(3) ガイダンスを行い、マナー、心構えなどのアドバイスを行います。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

作業療法士国家資格、福祉住環境コーディネーター2 級、ＪＡＤＥＣＣ認知症ライフパ

ートナー2級 

（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 

69人 4人  5.8％ 

（中途退学の主な理由） 

進路変更、学業不振、意欲減退 

（中退防止・中退者支援のための取組） 
休 学 者：教務主任及び学生担任が本人及び保護者と定期的に連絡を取り状況を確認



  

し指導を行っている。  
成績不良者：学年担任が個人面談及び個人指導を行っている 指導が反映されないような

らば、保護者・学生と学科長・教務主任・学生指導主任・学年担任何れかにて三者面談

を行っている。 

 

  



  

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） 

保健看護学科 220,000 円 480,000 円 400,000 円 
施設設備費：210,000 

実験実習費：190,000 

介護福祉学科 220,000 円 470,000 円 380,000 円 
施設設備費：210,000 

実験実習費：170,000 

理学療法学科 
220,000 円 650,000 円 550,000 円 

施設設備費：300,000 

実験実習費：250,000 

作業療法学科 
220,000 円 650,000 円 550,000 円 

施設設備費：300,000 

実験実習費：250,000 

修学支援（任意記載事項） 

 

 

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） 

本校のホームページにて公表している。 

（https://www.tamasen.ac.jp/H30tenken.pdf） 

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制） 

1 学校の教育目標、計画に沿った取組の達成状況、学校運営等への取組が適切に行われ

たかについて自己評価を行い、学校運営等の課題について、継続的に改善を図るととも

に、評価結果を公表する。  

2 自己評価結果の客観性・透明性を高めるとともに、設置学科に関連する業界関係者、

卒業生、保護者等、学校と密接に関係する者の理解促進を図り、継続した連携協力体制

を確保するため、業界関係者、卒業生、保護者等学校関係者から規程に基づき選任した

委員による「学校関係者評価委員会」を設置し「学校関係者評価」を実施する。  

当該委員会の委員の助言、意見などの評価結果を学校運営等の改善に活用する。評価

結果と改善への取組をホームページに掲載し公表する。 

学校関係者評価の委員：「学校関係者評価を確実に実施し、2020 年度からその結果を公

表するために委員の選任を行う。」 

所属 任期 種別 

看護職種業界関係 
平成 31 年 4 月 1 日～令和 2

年 3月 31日 
業界関係機関等委員 

リハビリ職種業界関係者 
平成 31 年 4 月 1 日～令和 2

年 3月 31日 
業界関係機関等委員 

介護福祉職種業界関係者 
平成 31 年 4 月 1 日～令和 2

年 3月 31日 
業界関係機関等委員 

玉野総合医療専門学校 同窓会 
平成 31 年 4 月 1 日～令和 2

年 3月 31日 
卒業生 

地域住民代表者 
平成 31 年 4 月 1 日～令和 2

年 3月 31日 
保護者もしくは町内会 

高校等教育機関代表 
平成 31 年 4 月 1 日～令和 2

年 3月 31日 
校長等 

学校関係者評価結果の公表方法：「2020 年度から評価を確実に公表する」 



  

（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） 

本校のホームページにて公表する（予定） 

（https://www.tamasen.ac.jp/） 

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） 

①玉野総合医療専門学校 

（https://www.tamasen.ac.jp/） 

②学校案内・募集要項 

 上記本校のホームページより請求、または電話にて請求することで入手出来る 

他に 

 


