医療ビジネス観光情報専門学校における情報提供の資料
平成 29 年 6 月 1 日
学校法人湘南ふれあい学園
医療ビジネス観光情報専門学校
医療ビジネス観光情報専門学校では、学校教育法、専門学校設置基準をはじめとする各種関連法令を遵
守し、健全な学校運営と教職員の資質向上に取り組んでいます。本校では、医療事務・観光・情報の各分
野で社会から求められる人材を養成する高等教育機関として、実践的職業教育を実施しています。
本校は、教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を提供して、学生、保護者、業界関係者など本
校に関する関係者の理解を深め、これらの方々と連携・協力してより良い学校運営を目指して行こうと
考えています。
そのため、以下の項目について情報提供しています。また、項目によっては、現在実施中のものも含め
て、最新の情報となるように努めてまいります。
1.

学校の概要、目標及び計画

2.

各学科の教育

3.

教職員

4.

キャリア教育・実践的職業教育

5.

様々な教育活動・教育環境

6.

学生の生活支援

7.

学生納付金・就学支援

8.

学校の財務

9.

学校評価
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1. 学校の概要、目標及び計画
(1) 教育理念
湘南ふれあい学園の理念「人を尊び、命を尊び、個を敬愛す。」
(2) 教育方針
学習面はもちろん、就職にいたるまでの学生一人一人に対する木目細やかな指導やアドバイス
を教職員一同、総力を上げて行う。
(3) 教育目標
①医療・観光・情報の各分野で、時代のニーズに応えることのできる、優れた専門職業人の養成
②豊かな人間性と創造性と技術を兼ね備えた人材の育成
(4) 理事長及び校長名・所在地・連絡先
理事長名

大屋敷 芙志枝

校長名

松尾 和夫

所在地

〒252-0318 神奈川県相模原市南区上鶴間本町 3-18-27

連絡先

TEL.042-744-9711 FAX.042-744-9131
E-Mail：info@mbsi.ac.jp URL.http://www.mbsi.ac.jp/

(5) 沿革
1986 年
(昭和 61 年)

開校。
コンピュータ・アート科（３年制）コンピュータ・ビジネス科（２年制）コンピ
ュータ・コミュニケーション科（３年制）コンピュータ・ダイナミクス科（２年
制）コンピュータ・エンジニアリング科（２年制）コンピュータ・フュージョン
科（３年制）の６学科でスタート。
専門学校では珍しい３年制の学科を新設して話題となる。

1989 年
(平成元年)
1991 年

テクノレディ科（2 年制）研究科（１年制）開設。女子学生のコンピュータへの
関心が高まる。
システムエンジニアリング科（３年制）設置。システムエンジニア養成を目指す。

(平成 3 年)
1992 年
(平成 4 年)

システム制御工学科（２年制）ソフトウエア技術を備えたエレクトロニクス技術
者を養成。

1994 年

情報処理本科（２年制）情報処理ＳＥ本科（３年制）コンピュータ・アート科（３

(平成 6 年)

年制）システム制御工学本科（２年制）経営情報本科（２年制）ＯＡインストラ
クタ本科（２年制）の６学科体制となり、ますます社会のニーズに対応した教育
を展開する。

1995 年

ゲーム・クリエーター本科（２年制）、ＯＡ秘書本科（２年制）設置。

(平成 7 年)
1997 年
(平成 9 年)
1999 年

マルチメディアＣＧ本科（３年制）
、マイコンテクニカル本科（２年制）マルチメ
ディア通信本科（２年制）設置。
情報処理キャリア科（１年制）設置。

(平成 11 年)
2000 年

ＣＤプロデュース本科（２年制）、情報処理ネットワーク科（２年制）

(平成 12 年)
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2001 年

学校法人湘南ふれあい学園が事業継承。

(平成 13 年)
2003 年

時代の要請を受け、マルチメディアＣＧ本科（３年制）
、ゲーム・クリエータ本科

(平成 15 年)

（２年制）
、情報処理ＳＥ本科（３年制）
、情報処理本科（２年制）
、情報処理ネッ
トワーク本科（２年制）
、情報処理キャリア科（１年制）の６学科体制となる。

2006 年

創立２０周年を迎える。

(平成 18 年)
2010 年

情報処理学科、メディアデザイン学科(各 2 年制)を情報システム科、情報デザイ

(平成 22 年)

ン科に改称し、平成２３年開科「研究科(1 年制）」を含めた 3 学科体制となる。

2011 年

創立２５周年を迎える。

(平成 23 年)
2012 年

医療マネジメント科を設置。

(平成 24 年)
2014 年

ふれあい横浜専門学校と統合して医療ビジネス観光情報専門学校となる。

(平成 26 年)
2017 年

医療ビジネス学科を医療経営専攻と医療情報管理専攻の 2 専攻とする。

(平成 29 年)
(6) 平成 29 年度新学科編成計画
平成 29 年度より医療情報技師をはじめとする医療基礎知識を持った IT エンジニアを育成す
べく、医療ビジネス学科に新たに医療情報管理専攻を設置する。それに伴い、学科編成を 3 学
科から医療ビジネス学科と観光学科の 2 学科へ変更する。

2. 各学科の教育
(1) 定員・入学者数、在学生数
平成 29 年 5 月 1 日
昼夜別

課程名

学科名

修業年限

医療ビジネス学科

2年

観光学科

2年

情報システム学科

2年

商業実務
専門課程
昼間
工

業

専門課程

学年

定員

在学生数

1年

40 名

32 名

2年

20 名

9名

1年

40 名

77 名

2年

40 名

57 名

1年

―

―

2年

40 名

42 名

180 名

217 名

合計

＊情報システム学科は平成 29 年度より募集停止
(2) カリキュラム及び学習の成果として取得を目指す資格
医療ビジネス学科
学習スケジュール

検定試験スケジュール

就職スケジュール

1年

コンピュータ概論、ソフトウェ

ＩＴパスポート試験

自己分析・適性検査

前期

ア演習 1、簿記会計、

簿記検定

一般常識向上
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医療デザイン１、ビジネス文書

Microsoft（MOS）Word

実務、医療法規 1、基礎医学
1、医療事務 1
ソフトウェア演習 2、医療デザ

秘書検定

ＧＡＴＢ適性検査

イン 2、ケアコミュニケーショ

Microsoft（MOS）Excel

就職ガイダンス（希望調査）

1年

ン、基礎医学 2、医療事務 2、

PowerPoint

グループ病院施設見学会（11

後期

薬学基礎、病院経営概論、医師

月）

事務作業補助者演習 1、検定対
策1
医療法規 2、ホームページ作成

医療秘書検定

就職ガイダンス

演習 1、基礎医学 3、医療事務

医事コンピュータ

グループ就職説明会（6 月）

2年

3、調剤事務、病院管理、介護

前期

と福祉、医事コンピュータ、医

グループ採用試験（7 月）

師事務作業補助者演習 2、検定
対策 2、手話 1
ソフトウェア演習 3、ホームペ

診療報酬請求事務

2年

ージ作成演習 2、介護事務、卒

電子カルテオペレーション

後期

業研究、院内インターンシッ

グループ施設実習（8 月）

プ、検定対策 3、手話 2

観光学科（トラベル・交通専攻）
学習スケジュール

検定試験スケジュール

就職スケジュール

パソコン演習Ⅰ、ビジネスマナー

国内旅行業務取扱主任者

トラベル・交通施設見学

Ⅰ、観光施設研究、観光英語Ⅰ、

ＩＴパスポート試験

就職ガイダンス（第１回）

接遇手話、ＩＴパスポート、国内

簿記検定

就職サイト活用法①（マイナ

観光地理、国内運賃料金、ＪＲ運

Microsoft（MOS）Word

ビ）

パソコン演習Ⅰ、ビジネスマナー

旅程管理主任

就職ガイダンス（第２回～７

Ⅰ、観光施設研究、観光英語Ⅰ、

漢字検定

回）

接遇手話、ＩＴパスポート、観光

ビジネス文書検定

就職サイト活用法②（日経ナ

概論Ⅰ、サービス介助士、就職対

Microsoft（MOS）Excel

ビ）

1年

策/就職サポート、ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ＆ﾌﾟﾚｾﾞ

サービス介助士

模擬試験（一般常識、ＳＰ

後期

ﾝﾃｰｼｮﾝ１、交通概論、海外実務

Ｉ）

Ⅰ・Ⅱ、観光地理Ⅰ・Ⅱ、世界遺

エントリーシート作成指導

1年
前期

賃料金、旅行業法、旅行業約款、
国家試験対策Ⅰ、秘書技能検定対
策

産、カウンター実務Ⅰ・Ⅱ、旅程
管理者、ＳＰＩⅠ・Ⅱ、国内研修
旅行Ⅰ、海外研修旅行Ⅰ
2年

就職対策/就職サポート、ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ

旅行地理検定
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就職サポート（週１回）

前期

＆ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ１、交通概論、海

世界遺産検定

外実務Ⅰ・Ⅱ、観光地理Ⅰ・Ⅱ、

観光英語検定

世界遺産、カウンター実務Ⅰ・
Ⅱ、旅程管理者、ＳＰＩⅠ・Ⅱ、
パソコン演習Ⅱ、観光概論Ⅱ、観
光英語Ⅱ、ホームページ作成演習
1、ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ＆ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 2、エ
アポート入門、プランニング演習
Ⅰ、ＴＯＥＩＣ、国家試験対策
Ⅱ、手話検定対策
パソコン演習Ⅱ、観光概論Ⅱ、観

未就職者向けセミナー

光英語Ⅱ、ホームページ作成演習

労働講座

1、ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ＆ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 2、エ
アポート入門、プランニング演習
2年
後期

Ⅰ、ＴＯＥＩＣ、国家試験対策
Ⅱ、手話検定対策、卒業制作、ホ
ームページ作成演習 2、ブライダ
ル基礎、観光マーケティング、旅
行地理、ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ/鉄道ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ演
習Ⅱ、国内研修旅行Ⅱ、海外研修
旅行Ⅱ

観光学科（ホテル・ブライダル専攻）
学習スケジュール

検定試験スケジュール

就職スケジュール

パソコン演習Ⅰ、ビジネスマナー

秘書検定

ホテル・ブライダル施設見学

Ⅰ、観光施設研究、観光英語Ⅰ、

漢字検定

就職ガイダンス（第１回）

接遇手話、宿泊実務、ホテル概

ホテル・ブライダルインター

論、レストランサービス技法Ⅰ、

ンシップ

1年

レストランサービス演習Ⅰ、ブラ

前期

イダル総論Ⅰ、接遇マナー、ＴＯ
ＥＩＣ、ウェディングスペシャリ
スト、ブライダルコスメ、秘書技
能検定対策、ホテル・ブライダル
実習
パソコン演習Ⅰ、ビジネスマナー

ブライダルスペシャリスト

就職ガイダンス（第２回～７

Ⅰ、観光施設研究、観光英語Ⅰ、

ホテルベーシック検定２級

回）

1年

接遇手話、宿泊実務、ホテル概

観光英語検定

就職サイト活用法②（日経ナ

後期

論、レストランサービス技法Ⅰ、

Microsoft（MOS）Word

ビ）

レストランサービス演習Ⅰ、ブラ

サービス介助士

模擬試験（一般常識、ＳＰ

イダル総論Ⅰ、接遇マナー、ＴＯ

Ｉ）
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ＥＩＣ、ウェディングスペシャリ

エントリーシート作成指導

スト、ブライダルコスメ、秘書技
能検定対策、ホテル・ブライダル
実習、
、就職対策/就職サポート、
ブライダルプランナー、観光概論
Ⅰ、サービス介助士、カラーコー
ディネートⅠ、ドレスコーディネ
ート、国内研修旅行Ⅰ、海外研修
旅行Ⅰ
就職対策/就職サポート、ブライダ

レストランサービス技能試

ルプランナー、観光概論Ⅰ、サー

験

ビス介助士、カラーコーディネー

ドレスコーディネーター

就職サポート（週１回）

（学科試験）

トⅠ、ドレスコーディネート、国
内研修旅行Ⅰ、海外研修旅行Ⅰ、
2年
前期

観光英語Ⅱ、レストランサービス
技法Ⅱ、レストランサービス演習
Ⅱ、メニュー解説、Ｆ＆Ｂ演習、
カクテル＆ソムリエ、手話検定対
策、観光概論Ⅱ、国内海外ホテル
事情、ブライダルマーケティン
グ、テーブルコーディネート、パ
ソコン演習Ⅱ

2年
後期

観光英語Ⅱ、レストランサービス

レストランサービス技能試

未就職者向けセミナー

技法Ⅱ、レストランサービス演習

験

労働講座

Ⅱ、メニュー解説、Ｆ＆Ｂ演習、

ホテルベーシック検定１級

カクテル＆ソムリエ、手話検定対

ＡＢＣ検定、

策、観光概論Ⅱ、国内海外ホテル

カラーコーディネート検

事情、ブライダルマーケティン

定、

グ、テーブルコーディネート、パ

手話検定

（実技試験）

ソコン演習Ⅱ、マネジメント、フ
ラワーアレンジメント、カラーコ
ーディネートⅡ、ブライダルプラ
ンニング、ＡＢＣ検定対策、ホテ
ル実務検定対策、卒業制作、国内
研修旅行Ⅱ、海外研修旅行Ⅱ

観光学科（国際総合専攻）
学習スケジュール
1年

ビジネスマナーⅠ、観光英語Ⅰ、

前期

接遇手話、レストランサービス演

検定試験スケジュール
日本語能力検定(7 月)
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就職スケジュール

習、日本観光地理、観光施設探訪
Ⅰ、日本語文字・語彙Ⅰ、日本語
文章演習Ⅰ、英会話、観光施設研
究、基礎観光概論、添乗実務、日
本文化事情、パソコン演習Ⅰ、日
本語文法・読解Ⅰ、ホテル・ブラ
イダル実習
1年

ビジネスマナーⅠ、観光英語Ⅰ、

後期

接遇手話、レストランサービス演

日本語能力検定(12 月)

第１回就職ガイダンス

日本語能力検定(7 月)

第２回就職ガイダンス

習、日本観光地理、観光施設探訪
Ⅰ、日本語文字・語彙Ⅰ、日本語
文章演習Ⅰ、英会話、観光施設研
究、基礎観光概論、添乗実務、日
本文化事情、パソコン演習Ⅰ、日
本語文法・読解Ⅰ、ホテル・ブラ
イダル実習、就職対策/就職サポー
ト、観光概論Ⅰ、サービス介助
士、宿泊実務、カラーコディネー
ト、国内研修旅行Ⅰ
2年

就職対策/就職サポート、観光概論

前期

Ⅰ、サービス介助士、宿泊実務、

企業説明会

カラーコディネート、国内研修旅
行Ⅰ、観光英語Ⅱ、カクテル＆ソ
ムリエ、世界観光地理、日本語文
字・語彙Ⅱ、日本語文章演習Ⅱ、
ビジネスマナーⅡ、観光英語、観
光概論Ⅱ、ブライダル基礎、観光
施設探訪Ⅱ、進路対策、パソコン
演習Ⅱ、日本語文法・読解Ⅱ
2年

観光英語Ⅱ、カクテル＆ソムリ

後期

エ、世界観光地理、日本語文字・

日本語能力検定(12 月)

語彙Ⅱ、日本語文章演習Ⅱ、ビジ
ネスマナーⅡ、観光英語、観光概
論Ⅱ、ブライダル基礎、観光施設
探訪Ⅱ、進路対策、パソコン演習
Ⅱ、日本語文法・読解Ⅱ、プラン
ニング（企画）
、観光事情、卒業
制作、国内研修旅行Ⅱ
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未就職者向けセミナー

情報システム学科（IT ネットワーク専攻）
学習スケジュール

1年
前期

検定試験スケジュール

就職スケジュール

コンピュータ概論、ネットワーク

ＩＴパスポート試験

自己分析・適性検査

基礎演習１、データベース基礎演

簿記検定

一般常識向上

習１、OS 演習１(Linux)、アルゴ

Microsoft（MOS）Word

リズム演習、総合演習１、OA 演
習１、簿記会計１
OS 演習 2(Linux)、HTML/CSS

ビジネス文書検定

ＧＡＴＢ適性検査

演習、データベース基礎演習２、

漢字検定

第１回就職ガイダンス

システム設計演習、総合演習２、

日本語検定

筆記試験対策

OA 演習２、簿記会計２、ネット

パソコン整備士

経営視点シュミュレーション

ワーク基礎演習２

Microsoft（MOS）Excel

サーバ構築演習、医療情報システ

LPIC

2年

ム、ネットワーク応用演習 1、OA

Microsoft（MOS）

合同企業説明会（学内）

前期

演習３、EUC、総合演習３

PowerPoint

個別企業説明会（学内）

1年
後期

1

第２回就職ガイダンス

Microsoft（MOS）Access

2年

卒業研究、EUD、ネットワーク応

CCNA

用演習 2

情報セキュリティマネジメ

後期

CCENT

未就職者向けセミナー
労働講座

ント試験

情報システム学科（ゲーム・Web 専攻）
学習スケジュール
コンピュータ概論、ネットワーク
1年
前期

検定試験スケジュール
ＩＴパスポート試験

基礎演習１、データベース基礎演

就職スケジュール
自己分析・適性検査
一般常識向上

習１、OS 演習１(Linux)、アルゴ
リズム演習、総合演習１、情報処
理技術演習１(C)
OS 演習 2(Linux)、HTML/CSS

基本情報技術者試験

ＧＡＴＢ適性検査

演習、データベース基礎演習２、

第１回就職ガイダンス

1年

システム設計演習、情報処理技術

筆記試験対策

後期

演習２(C)、アセンブラ演習

経営視点シュミュレーション

(CASLⅡ)、ゲームアルゴリズ
ム、総合演習２
サーバ構築演習、医療情報システ

LPIC

1

第２回就職ガイダンス

2年

ム、Web 技術演習、情報処理技術

合同企業説明会（学内）

前期

演習３(Java)、ゲーム制作演習、

個別企業説明会（学内）

総合演習３
2年

卒業研究、オブジェクト指向分析

応用情報技術者試験

未就職者向けセミナー

後期

設計演習、Web プログラミング

（希望者）

労働講座
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情報システム学科（留学生）
学習スケジュール

検定試験スケジュール

パソコン演習Ⅰ、ビジネスマナー

就職スケジュール

日本語能力検定(7 月)

Ⅰ、日本語文法・読解Ⅰ、日本語
1年
前期

文字・語彙Ⅰ、日本語文章演習
Ⅰ、英会話、コンピュータ概論
1、ネットワーク基礎演習 1、デ
ータベース基礎演習 1、OS 演習
１(Linux)
パソコン演習Ⅰ、ビジネスマナー

日本語能力検定(12 月)

第１回就職ガイダンス

日本語能力検定(7 月)

第２回就職ガイダンス

Ⅰ、日本語文法・読解Ⅰ、日本語
1年

文字・語彙Ⅰ、日本語文章演習

後期

Ⅰ、英会話、コンピュータ概論
2、ネットワーク基礎演習 2、OS
演習 2(Linux)
パソコン演習Ⅱ、ビジネスマナー

2年
前期

Ⅱ、日本語文法・読解Ⅱ、日本語

企業説明会

文字・語彙Ⅱ、日本語文章演習
Ⅱ、ネットワーク基礎演習 3、サ
ーバ構築演習、HTML/CSS 演習
パソコン演習Ⅱ、ビジネスマナー

2年
後期

日本語能力検定(12 月)

Ⅱ、日本語文法・読解Ⅱ、日本語
文字・語彙Ⅱ、日本語文章演習
Ⅱ、EUC、ネットワーク基礎演習
4、Web 技術演習

(3) 資格取得の実績（平成 27 年度）
医療秘書技能検定試験 3 級 14 名
医事コンピュータ技能検定試験 2 級 4 名
診療報酬請求事務能力認定試験 3 名
医科 2 級医療事務実務能力認定試験 5 名
Microsoft office Specialist Word 2010 27 名
Microsoft office Specialist PowerPoint 2010 28 名
Microsoft office Specialist Excel 2010 26 名
Microsoft office Specialist Access

2013 9 名

日商簿記検定試験 3 級 12 名
ホテルビジネス実務検定ベーシックレベル 2 級 36 名
認定ウェディングスペシャリスト(CWS） 31 名
JCMAS パーソナルカラーコンサルタント 3 級 22 名
WBJ 認定ドレスコーディネーター 18 名
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未就職者向けセミナー

WBJ 認定ウエディングプランナー 27 名
ホテルビジネス実務検定ベーシックレベル 1 級 1 名
ABC 検定 6 名
観光英語検定 3 級 12 名
Microsoft office Specialist Word 2010 36 名
Microsoft office Specialist Excel 2010 33 名
秘書検定 3 級 43 名
秘書検定 2 級 36 名
漢字検定 3 級 24 名
漢字検定準 2 級 17 名
ビジネス文書検定 3 級 35 名
ビジネス文書検定 2 級 16 名
国内旅行業務取扱管理者試験 10 名
国内旅程管理主任者 15 名
世界遺産検定 3 級 14 名
Microsoft office Specialist Word 2010 20 名
Microsoft office Specialist PowerPoint 2010 20 名
Microsoft office Specialist Excel 2010 18 名
Microsoft office Specialist Access

2013 13 名

Microsoft office Specialist Word 2013 Expert 1 名
日商簿記検定 3 級 6 名
漢字検定 3 級 15 名
漢字検定準 2 級 1 名
秘書技能検定 3 級 16 名
秘書技能検定 2 級 9 名
ビジネス文書検定 3 級 17 名
ビジネス文書検定 2 級 2 名
観光英語検定試験 3 級 2 名
情報処理技術者試験 IT パスポート 14 名
Linux 技術者認定試験レベル１ 4 名
CCENT 3 名
Microsoft office Specialist Word 2010 23 名
Microsoft office Specialist PowerPoint 2010 24 名
Microsoft office Specialist Excel 2010 Expert 22 名
Microsoft office Specialist Access

2013 12 名

Microsoft office Specialist Word 2013 Expert 11 名
日商簿記検定 3 級 8 名
ビジネス文書検定 3 級 8 名
情報処理技術者試験 基本情報 2 名
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(4) 進級・卒業の要件等
(ア) 各学年の教育課程の修了は学生の平素の成績を評価し、かつ学年末試験を行い認定する。学
生が本校所定の全教育課程を修了したと認められるときは、卒業証書を授与する。
(5) 成績評価基準
(ア) 当該授業科目授業実施時間数の 3 分の 2 以上の出席を必要とする。
(イ) 授業科目の成績評価は学期末試験、学習活動(課題・態度・出欠席状況)に基づき、総合的に
評価する。
(ウ) 上記の成績はいずれも 100 点満点とする。
(エ) 評定値は A・B・C・D をもって表し、C 以上を合格とする。学修の評価は各科目の学期末
試験に応じて学期末に行う。ただし、通年科目については、学年末試験に応じて学年末に行
う。学修評価の区分は次の通りとする。
A

80 点以上

B

70 点以上 80 点未満

C

60 点以上 70 点未満

D

60 点未満

(6) 卒業者数、卒業後の進路（平成 28 年度）
(ア) 卒業学年進路
退学/休学
全体

卒業者

就職希望

留年/除籍

内定
就職者

就職率

医療ビジネス学科

16

0

16

16

14

87.5%

観光学科（ﾎﾃﾙ・ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ）

37

2

35

34

29

85.3%

観光学科（ﾄﾗﾍﾞﾙ交通）

6

0

6

5

5

100%

観光学科（国際総合）

21

5

16

7

1

14.3%

情報ｼｽﾃﾑ学科（IT ﾈｯﾄﾜｰｸ）

11

0

11

10

10

100%

情報ｼｽﾃﾑ学科（ｹﾞｰﾑ・Web）

13

0

13

9

8

88.9%

情報システム（留学生）

23

3

20

17

9

52.9%

合計

127

10

117

98

76

77.6%

(イ) 主な就職先
学科（専攻）

主な就職先
湘南東部総合病院、茅ヶ崎中央病院、ふれあい横浜ホスピタル、

医療ビジネス科

ふれあい町田ホスピタル、茅ヶ崎新北陵病院、ふれあい鶴見ホス
ピタル、ふれあい東戸塚ホスピタル、ふれあい鎌倉ホスピタル
横浜ロイヤルパークホテル、シェラトンサンマリーナホテル、小
田急リゾート、ローズホテルインターナショナル、富士屋ホテル、

観光学科（ﾎﾃﾙ・ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ）

目黒雅叙園、横浜グランドインターコンチネンタルホテル、ベイ
ホテル東急、横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ
（株）バルニバービ、コルートナ多摩、JR 東海パッセンジャーズ

観光学科（ﾄﾗﾍﾞﾙ交通）
観光学科（国際総合）

（株）K グランドサービス、
（株）ジェイエイエス、
（株）シティ
バス立川、東部トップツアーズ（株）
有限会社昭平交通
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ABC システム株式会社、旭情報サービス株式会社、タマテクノサ
情報ｼｽﾃﾑ学科（IT ﾈｯﾄﾜｰｸ）

ービス株式会社、日本 NCR サービス株式会社、株式会社サンラ
イズシステム、山一情報システム株式会社、日本アイビーエムテ
クニカルソリューション株式会社、株式会社テクノプロ
株式会社テクニカル・ジィ、北斗株式会社、共和ビジネスコンサ

情報ｼｽﾃﾑ学科（ｹﾞｰﾑ・Web）

ルタント、株式会社エイエイエス、株式会社オーミック、コード
ダイナミクス株式会社、ワールド避雷針工業
MG グループ株式会社、暁運送、ヤマト運輸、ロビンソンピッキ

情報システム（留学生）

ングセンター、株式会社喜和スタッフ、有限会社 NAGAHAMA

3. 教職員
教員数
分野
商業実務
工業

課程

学科名

専任（常勤）

兼任（非常勤講師）

専門課程

医療ビジネス学科

2人

7人

専門課程

観光学科

3名

23 人

専門課程

情報システム学科

3名

3人

教員合計

9人

33 人

事務職員

4人

4. キャリア教育・実践的職業教育
(1) キャリア教育への取組状況
・１年次後期（10 月）に目標とする職種を決定し、面談を実施する。希望職種で働くための能
力や意志を確認しながら今後のサポート内容を確定する。
・入学時（１年次４月）及び進級時（２年次４月）に社会人基礎テストを実施し、進級時には一
般常識・SPI 模擬試験を実施する。
・社会人基礎テスト結果に基づき、個別指導計画を作成し、各学生の弱点を克服するための個別
サポートを実施する。指導は担任が主体となり、就職担当者と協調して実施する。
・ビジネスマナー講座を実施するとともに、日々の生活指導に活用する。
・厚生労働省編一般就職適性試験（GATB）を実施して、学生個人の能力と適性を明確にする。
・入学当初からキャリアカウンセリングを実施し、学生個人のキャリアデザインを明確にする。
・就職支援センターが主導する「就活ゼミ」と学校行事の運営及び経験を通して、
「前に踏み出
す力」を涵養する。また、ホームルームの時間を活用し、自己理解を促し、生活習慣を改善し、
自己管理能力の向上に努める。
・ふれあいグループ入職希望の学生には、入職ガイドラインに従い、業務に必要な能力を育成す
るための個別指導計画を作成し、課題点の克服をサポートする。
・学内企業説明会を積極的に実施し、就職活動の動き出しの支援をする。
・進級前（２月、３月）に就職活動週間（1 週間）を設け、就職に関する知識習得（自己分析、
企業研究、職種研究、応募書類、面接マナー）を集中的に行う。
・入職後の卒業生を追跡サポートして、必要であればメンタルケアを行う。
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(2) 実践的職業教育の取組状況
・インターンシップを積極的に実施し、特に医療ビジネス学科では院内インターンシップを実
施し、職業意識の醸成を図る。
・学生は報告書を作成し、インターンシップ先の企業の指導担当者に提出する。
・インターンシップ研修終了時には、企業より学生に対する評価票をいただいている。

5. 様々な教育活動・教育環境
(1) 学校行事への取組状況
月

学

4月

入学式

5月

健康診断

校 行 事

保護者面談週間
スポーツ大会

6月
7月

境川クリーンアップ作戦（ボランティア活動）

8月

企業見学会

9月

市民大学（相模原市・座間市・町田市民対象）

10 月

防災訓練

11 月

校外研修

12 月

クリスマスキャロリング（ふれあいグループ病院）

専門学校野球大会

文化祭

保護者面談

1月
2月

卒業研究発表会

3月

卒業式

(2) 課外活動
部活動として野球部が 5 月～8 月を中心に専門学校の野球大会に向け、顧問の教員と近くの中
学校のグランドを借りて、放課後に練習している。

6. 学生の生活支援
(1) 学生支援への取組
(ア) クラス担任制をとり、年 2 回（4 月と 10 月）の保護者面談週間を設定し、各家庭と学校と
の学生の状況の情報交換をしている。その他、随時本人及び保護者と面談を実施して、出席
や学力向上に向けた指導をすると共に、問題の早期発見と対応で、休退学の防止に努めてい
る。
(イ) 心身の健康管理について、5 月の健康診断及び毎月 2 回スクールカウンセラーによるカウ
ンセリングを実施し、心身に問題を抱える学生に対してサポートできる体制をとっている。

7. 学生納付金・就学支援
(1) 学生納付金の取扱い（金額、納入時期等）
(ア) 学納金
学科

入学金

授業料

施設維持費

実習費

（入学時）

（年額）

（年額）

（年額）
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合計

医療ビジネス学科

150,000

800,000

180,000

60,000

1,190,000 円

観光学科

150,000

700,000

180,000

60,000

1,090,000 円

情報システム学科

150,000

800,000

180,000

60,000

1,190,000 円

＊情報システム学科は、平成 29 年度より募集を停止。
(イ) 納入時期
① 一括納入
② 分割納入（授業料のみ前期・後期に分納可能）
入学時及び進級時に、分納希望者は「分納届」を提出することができる。
(2) 奨学金、納入金減免等の経済的支援
指定校推薦 A 入学では、募集要項に記載された条件を満たす受験生が出身高等学校より推薦書
が提出され合格が承認されると、選考料 20,000 円と入学金 150,000 円が免除される。

8. 学校の財務
湘南ふれあい学園として学校の財務を管理しているため、湘南ふれあい学園のホームページにて財
務書類を公開している。
http://www.fureai-g.ac.jp/html/breport/

9. 学校評価
(1) 自己評価報告書及び評価を踏まえた改善方策
現在、平成 27 年度学校自己評価報告書を医療ビジネス観光情報専門学校のホームページ
（http://www.mbsi.ac.jp）で公開している。平成 28 年度は 8 月以降に公開予定。
(2) 学校関係者評価報告書及び評価を踏まえた改善方策
現在、平成 27 年度学校関係者評価報告書を医療ビジネス観光情報専門学校のホームページ
（http://www.mbsi.ac.jp）で公開している。平成 28 年度は 8 月以降に公開予定。
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