
  

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 ＹＩＣ京都ビューティ専門学校 
設置者名 学校法人京都中央学院 

 

 

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 

衛  生 

専門課程 

 

美容科 
夜 ・

通信 
１４単位 ６単位  

ビューティスペシャリスト科 
夜 ・

通信 
３２単位 ６単位  

商業実務 

専門課程 
ブライダル科 

夜 ・

通信 
１６単位 ６単位  

（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 
ホームページ上にて公表 

 

https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/b149083d

ad95322a7aa9e8d943471132-2.pdf 
 

 

 

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） 

 

  

https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/b149083dad95322a7aa9e8d943471132-2.pdf
https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/b149083dad95322a7aa9e8d943471132-2.pdf


  

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 ＹＩＣ京都ビューティ専門学校 
設置者名 学校法人京都中央学院 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
ホームページ上にて公表 

 

https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/2a59a830

a882e522fd664567dab21642.pdf 
 

 

 

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 株会社代表取締役 

平成 31 年 4

月 1 日～令

和 5 年 1 月

31日 

経営方針や教育方

針に対する意見・助

言等 

非常勤 株会社代表取締役 

平成 31 年 4

月 1 日～令

和 5 年 1 月

31日 

経営方針や教育方

針に対する意見・助

言等 

（備考） 

 

  

https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/2a59a830a882e522fd664567dab21642.pdf
https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/2a59a830a882e522fd664567dab21642.pdf


  

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 ＹＩＣ京都ビューティ専門学校 
設置者名 学校法人京都中央学院 

 

○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書(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） 

 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

カリキュラム・ポリシーとは、教育目標やディプロマ・ポリシー等を達成するた

めに必要な教育課程の編成や授業科目の内容および教育方法について基本的な考え

を示したもの。 

本校では、カリキュラム・ポリシーに基づき以下の通り定めています。 

本校は、称号授与の方針に掲げる知識・技能などを習得させるために、専門必修

科目、専門選択必修科目、美容・ビューティ・ブライダル分野及び社会人基礎力分

野（ビジネス基礎力）の選択科目を体系的に編成し、講義、演習、実習を適切に組

合わせた授業を開講します。 

 

職業実践専門課程の教育課程編成委員会を開催し、業界及び企業の方々から教育

課程・シラバスの内容に関してご意見をいただく。ご意見をいただいた内容を精査

し、学科長を中心に教員を含めて見直し、また、学生授業アンケートも参考にして

教育課程・シラバスを修正していく。（毎年の取組み） 

公表に関しては、新入生に対して公表する（ホームページで公開） 

・シラバスの作成：２月末までに完成予定 

・公表：４月頃 

 

授業計画書の公表方法 

ホームページ上にて公表 

美容科 シラバス 

https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uplo

ads/2016/10/6cff757e6e85d0e4387c462a5e537242.p

df 

 
ビューティスペシャリスト科 シラバス 

https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uplo

ads/2016/10/f5f61bea80c5318424e9e6f2fb9837ee-1.

pdf 
 

ブライダル科 シラバス 

https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uplo

ads/2016/10/1e6265f94221aaf35a9bac64f117bb39.p

df 
 

https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/6cff757e6e85d0e4387c462a5e537242.pdf
https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/6cff757e6e85d0e4387c462a5e537242.pdf
https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/6cff757e6e85d0e4387c462a5e537242.pdf
https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/f5f61bea80c5318424e9e6f2fb9837ee-1.pdf
https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/f5f61bea80c5318424e9e6f2fb9837ee-1.pdf
https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/f5f61bea80c5318424e9e6f2fb9837ee-1.pdf
https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/1e6265f94221aaf35a9bac64f117bb39.pdf
https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/1e6265f94221aaf35a9bac64f117bb39.pdf
https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/1e6265f94221aaf35a9bac64f117bb39.pdf


  

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） 

 
科目の単位の認定は、成績評価が６０点以上であることが必要。履修には授業の

総てに出席することが前提となりますが、８０％以上の授業出席がなければ、成績

評価はなされず、単位は認定されない。 

逆に、授業に全部出席していたとしても、「学ぶべき内容が身についていない 

と判定されれば、成績評価は不可となり、単位は認定されない。 

 
美容科（基本） 

単位認定：総合成績６０点以上、出席率８０％以上  

成績点７０％、提出物＆授業態度点２０％、出席点１０％を換算して 

総合評価を行う。 

 

ビューティスペシャリスト科（基本） 

単位認定：総合成績６０点以上、出席率８０％以上  

成績点６０％、提出物＆授業態度点３０％、出席点１０％を換算して 

総合評価を行う。 

 

ブライダル科（基本） 

単位認定：総合成績６０点以上 出席率８０％以上 

単位認定試験取得点数７０％ 提出物＆授業態度２０％ 出席点１０％を 

換算して総合評価とする。 

 
評価点について１００～９０点を秀（Ｓ）ＧＰ４、８９～８０点を優（Ａ）ＧＰ３、

７９～７０点を良（Ｂ）ＧＰ２、６９～６０点を可（Ｃ）ＧＰ１、５９～０点を不

可ＧＰ０とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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） 

 

成績の評価基準 

履修した科目の成績評価は原則として試験により行います。それ以外にレポート

作成、作品作成、実技テスト、資格試験合格、日常の学習態度 など担当教員の指

定する方法によって評価を行う場合があります。各科目の評価方法についてはシラ

バスに記載します。 

総合評価の基準は以下のとおりである。ただし、授業時数の出席率が８０％未満

の者、あるいは学費及び教材費等未納者 については評価点の如何にかかわらず成績

評価は行わない。 
 

      評価点           評価    合否 

 ・１００点 ～ ９０点  秀 （Ｓ）  合格 

 ・ ８９点 ～ ８０点  優 （Ａ）   〃 

 ・ ７９点 ～ ７０点  良 （Ｂ）   〃 

 ・ ６９点 ～ ６０点  可 （Ｃ）   〃 

 ・ ５９点以下     不可（Ｄ）  不合格 

 

ＧＰＡ制度の概要 

本学では、学生の自律的な学修の促進および学生に対する学修指導等に活用する

ことを目的として、ＧＰＡ（Grade Point Average）制度を導入します。各学生の履

修科目の成績評価をグレード・ポイント（ＧＰ）に変換し、ＧＰに当該科目の単位

数を乗じて、その総和を履修総単位数で除した値をＧＰＡとします。 

なお、ＧＰＡに算入する科目は原則「すべての科目」とします。 
 

評価 秀  

（Ｓ） 

優  

（Ａ） 

良  

（Ｂ） 

可  

（Ｃ） 

不可 

（Ｄ） 

なし  しない 

ＧＰ 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 

 

ＧＰＡの種別 

本学在学中の全期間における学修の成果を示す指標として「累積ＧＰＡ」を、当

該学期における学修成果を示す指標として「学期ＧＰＡ」を算出します。（ＧＰＡは

小数点第二位まで表示。小数点以下第二位未満の端数があるときは、小数点以下第

三位の値を四捨五入する。） 

 
 

累積ＧＰＡ＝ 

 

 
 

学期ＧＰＡ＝ 

 

 

 

（在学全期間においてＧＰＡ算入科目のうち履修登録した科目のＧＰ×

当該科目の単位数）の総和 
在学全期間においてＧＰＡ算入科目のうち履修登録した科目の総単位数 

（当該学期においてＧＰＡ算入科目のうち履修登録した科目のＧＰ×当該科目

の単位数）の総和 

当該学期においてＧＰＡ算入科目のうち履修登録した科目の総単位数 



  

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 

ホームページ上にて公表 

https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uplo

ads/2016/10/a4861a1df80e60138f9a17ccdf0b6409.p

df 
※学生便覧 P.１０「学習の手引き」 

８.成績評価とＧＰＡ制度 

 

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） 

 

ディプロマ・ポリシー（称号授与の方針） 

本校は、教育目標に定める人材を育成するために、所定の期間在籍し、所属学科

において定める専門分野に関する知識・技能並びに社会人基礎力を身につけ、学校・

学科系列ごとに定められた卒業に必要な単位数（卒業所要単位数）を修得すれば「専

門士」の称号を授与する。 
 

美容科 

・卒業の要件：必須科目５３単位（１,５９０時間）および選択必須科目と選択 

科目合わせて１５単位（４５０時間）以上 計６８単位（２,０４０時間） 

以上の履修 

 

ビューティスペシャリスト科 

・卒業の要件：必須科目２３単位（６９０時間）及び選択必須科目と選択科目合わ

せて３７単位（１,１００時間）以上、計６０単位（１,８００時間）以上の履修 

 

・卒業要件資格（共通）：ネイリスト技能検定３級、日本メイクアップ技術検定３級、

パーソナルカラリスト検定３級、アロマテラピー検定２級 

・卒業要件資格（エステティック分野選択者）：国際エステティック連盟（ＩＮＦA）

ボディパスポート試験 

・卒業要件資格（メイクアップアドバイザー分野選択者）：ＪＭＡ日本ﾒｲｸｱｯﾌﾟ技術

検定２級、メイクセラピー検定３級 

・卒業要件資格（ネイリスト分野選択者）：ネイリスト技能検定２級、ＪＮＡジェル

ネイル技能検定初級 

 

ブライダル科 

・卒業の要件： 必須科目６０単位（１,８００時間）の履修 
 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 

ホームページ上にて公表 

 

https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uplo

ads/2016/10/a4861a1df80e60138f9a17ccdf0b6409.p

df 
※学生便覧 P.8「学習の手引き」 

３.ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

別表２ 教育課程  
 

https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/a4861a1df80e60138f9a17ccdf0b6409.pdf
https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/a4861a1df80e60138f9a17ccdf0b6409.pdf
https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/a4861a1df80e60138f9a17ccdf0b6409.pdf
https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/a4861a1df80e60138f9a17ccdf0b6409.pdf
https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/a4861a1df80e60138f9a17ccdf0b6409.pdf
https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/a4861a1df80e60138f9a17ccdf0b6409.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 ＹＩＣ京都ビューティ専門学校 
設置者名 学校法人京都中央学院 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 
https://www.yic-kyoto-technical.ac.jp/wp-content/uploads/20

13/10/b0d72a5f1baa0790175c3db02646d89f.pdf 
※P.７ 貸借対照表 

収支計算書又

は損益計算書 

https://www.yic-kyoto-technical.ac.jp/wp-content/uploads/20

13/10/b0d72a5f1baa0790175c3db02646d89f.pdf 
※P.1～４ 資金収支計算書、P.５～６ 事業活動収支計算書 

財産目録 
https://www.yic-kyoto-technical.ac.jp/wp-content/uploads/20

13/10/24732b15126a17c6cef59c4901ae9a04.pdf 

事業報告書 
https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/

10/77e3db90a5a6379d9c6438a0f80d64ba.pdf 
監事による監

査報告（書） 
https://www.yic-kyoto-technical.ac.jp/wp-content/uploads/20

13/10/3ac13ed906e39b7057e35ed07e48288e.pdf 
 

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 

衛生 
衛  生 

専門課程 
美容科 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 ６８ 

単位時間／単位 

２７ 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

５１ 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

78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 116 人 0人 4人 12人 16人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

カリキュラム・ポリシーとは、教育目標やディプロマ・ポリシー等を達成する

ために必要な教育課程の編成や授業科目の内容および教育方法について基本的

な考えを示したもの。 

本校では、カリキュラム・ポリシーに基づき以下の通り定めています。 

本校は、称号授与の方針に掲げる知識・技能などを習得させるために、専門必

修科目、専門選択必修科目、美容・ビューティ・ブライダル分野及び社会人基礎

力分野（ビジネス基礎力）の選択科目を体系的に編成し、講義、演習、実習を適

https://www.yic-kyoto-technical.ac.jp/wp-content/uploads/2013/10/b0d72a5f1baa0790175c3db02646d89f.pdf
https://www.yic-kyoto-technical.ac.jp/wp-content/uploads/2013/10/b0d72a5f1baa0790175c3db02646d89f.pdf
https://www.yic-kyoto-technical.ac.jp/wp-content/uploads/2013/10/b0d72a5f1baa0790175c3db02646d89f.pdf
https://www.yic-kyoto-technical.ac.jp/wp-content/uploads/2013/10/b0d72a5f1baa0790175c3db02646d89f.pdf
https://www.yic-kyoto-technical.ac.jp/wp-content/uploads/2013/10/24732b15126a17c6cef59c4901ae9a04.pdf
https://www.yic-kyoto-technical.ac.jp/wp-content/uploads/2013/10/24732b15126a17c6cef59c4901ae9a04.pdf
https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/77e3db90a5a6379d9c6438a0f80d64ba.pdf
https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/77e3db90a5a6379d9c6438a0f80d64ba.pdf
https://www.yic-kyoto-technical.ac.jp/wp-content/uploads/2013/10/3ac13ed906e39b7057e35ed07e48288e.pdf
https://www.yic-kyoto-technical.ac.jp/wp-content/uploads/2013/10/3ac13ed906e39b7057e35ed07e48288e.pdf


  

切に組合わせた授業を開講します。 
 

職業実践専門課程の教育課程編成委員会を開催し、業界及び企業の方々から教

育課程・シラバスの内容に関してご意見をいただく。ご意見をいただいた内容を

精査し、学科長を中心に教員を含めて見直し、また、学生授業アンケートも参考

にして教育課程・シラバスを修正していく。（毎年の取組み） 

公表に関しては、新入生に対して公表する（ホームページで公開） 
 

・シラバスの作成：２月末までに完成予定、公表：４月頃 
 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

 

科目の単位の認定は、成績評価が６０点以上であることが必要。履修には授業

の総てに出席することが前提となりますが、８０％以上の授業出席がなければ、

成績評価はなされず、単位は認定されない。 

逆に、授業に全部出席していたとしても、「学ぶべき内容が身についていない 

と判定されれば、成績評価は不可となり、単位は認定されない。 

 

単位認定：総合成績６０点以上、出席率８０％以上  

成績点７０％、提出物＆授業態度点２０％、出席点１０％を換算して 

総合評価を行う。 

 

 

評価点について１００～９０点を秀（Ｓ）ＧＰ４、８９～８０点を優（Ａ）Ｇ

Ｐ３、７９～７０点を良（Ｂ）ＧＰ２、６９～６０点を可（Ｃ）ＧＰ１、５９～

０点を不可ＧＰ０とする。 
 

 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

ディプロマ・ポリシー（称号授与の方針） 

本校は、教育目標に定める人材を育成するために、所定の期間在籍し、所属学

科において定める専門分野に関する知識・技能並びに社会人基礎力を身につけ、

学校・学科系列ごとに定められた卒業に必要な単位数（卒業所要単位数）を修得

すれば「専門士」の称号を授与する。 

 

・卒業の要件：必須科目５３単位（１,５９０時間）および選択必須科目と選択 

科目合わせて１５単位（４５０時間）以上 計６８単位（２,０４０時間） 

以上の履修 
 

学修支援等 

（概要） 

・学費サポート制度 

   ・特待奨学生制度、ひとり暮らしサポート制度、就学支援制度 

 ・なんでも相談窓口 

   ・スクールカウンセラー、総合支援 



  

 

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 

 33 人 

（100％） 

0人 

（  0％） 

33人 

（  100％） 

0人 

（  0％） 

（主な就職、業界等） 

 美容サロン 

 

（就職指導内容） 

 

・キャリアデザインの授業内で就職活動に必要な知識・コミュニケーション力を 

つけさせる。 

・業界合同企業説明会（就活Ｅｇｇ等）に参加。 

・学内企業説明会（美容サロン、ビューティ系企業等）を開催。 

・教員、就職担当者による個別指導及び個別相談実施 

 （職業教育・キャリア教育財団のキャリアサポーター有資格の教職員による） 
 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

 

・美容師国家資格、日本メイクアップ技術検定３級、ネイリスト技能検定３級、 

ヘットスパ（資生堂ディプロマ）、ヘアケアマイスター（プライマリーコース） 

ディプロマ 
 

（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 

  86人 5 人  5.8％ 

（中途退学の主な理由） 

進路ミスマッチ、進路変更 

 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

 

退学者の撲滅は最重要課題の一つと考え、その原因を分析し、それぞれに対応し

た対策をとっている。 

退学の理由には、①怠学による学業不振、②精神的疾患による登校拒否、③学費

支弁困難、④病気・怪我・その他がある。 

①については基本的には学校責任と考え、カリキュラム・授業方法（アクティブ

ラーニング等）の改善、生活指導。 

②については QU（学生生活アンケート）を採用し、スクールカウンセラー・担任

制などのきめ細やかな施策により、退学者の撲滅を図っている。教育指導法につ



  

いては、教員研修等を計画的に行い資質向上に努めている。 

③については、学内奨学金や学費支弁の便宜等を行っている。その結果表向き経

済的理由による中退者は殆どなくなったが、アルバイト等により学費補填が必要

な学生は、疲労から来る体調不良などのために怠学となるケースも多々あり、広

義の経済的理由による中退者は若干増えると考えている。 
 

 

 

①学科等の情報 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

衛生 
衛  生 

専門課程 
ﾋﾞｭｰﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ科 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 ６０ 

単位時間／単位 

２８ 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

９４ 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

１２２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 ６３人 0人 ３人 ２１人 ２４人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

カリキュラム・ポリシーとは、教育目標やディプロマ・ポリシー等を達成する

ために必要な教育課程の編成や授業科目の内容および教育方法について基本的

な考えを示したもの。 

本校では、カリキュラム・ポリシーに基づき以下の通り定めています。 

本校は、称号授与の方針に掲げる知識・技能などを習得させるために、専門必

修科目、専門選択必修科目、美容・ビューティ・ブライダル分野及び社会人基礎

力分野（ビジネス基礎力）の選択科目を体系的に編成し、講義、演習、実習を適

切に組合わせた授業を開講します。 
 

職業実践専門課程の教育課程編成委員会を開催し、業界及び企業の方々から教

育課程・シラバスの内容に関してご意見をいただく。ご意見をいただいた内容を

精査し、学科長を中心に教員を含めて見直し、また、学生授業アンケートも参考

にして教育課程・シラバスを修正していく。（毎年の取組み） 

公表に関しては、新入生に対して公表する（ホームページで公開） 

・シラバスの作成：２月末までに完成予定、公表：４月頃 
 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

 

科目の単位の認定は、成績評価が６０点以上であることが必要。履修には授業

の総てに出席することが前提となりますが、８０％以上の授業出席がなければ、



  

成績評価はなされず、単位は認定されない。 

逆に、授業に全部出席していたとしても、「学ぶべき内容が身についていない 

と判定されれば、成績評価は不可となり、単位は認定されない。 

 

・単位認定：総合成績６０点以上、出席率８０％以上  

成績点６０％、提出物＆授業態度点３０％、出席点１０％を換算して 

総合評価を行う。 

 

評価点について１００～９０点を秀（Ｓ）ＧＰ４、８９～８０点を優（Ａ）ＧＰ

３、７９～７０点を良（Ｂ）ＧＰ２、６９～６０点を可（Ｃ）ＧＰ１、５９～０

点を不可ＧＰ０とする。 
 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

 

ディプロマ・ポリシー（称号授与の方針） 

本校は、教育目標に定める人材を育成するために、所定の期間在籍し、所属学

科において定める専門分野に関する知識・技能並びに社会人基礎力を身につけ、

学校・学科系列ごとに定められた卒業に必要な単位数（卒業所要単位数）を修得

すれば「専門士」の称号を授与する。 

 

・卒業の要件：必須科目２３単位（６９０時間）及び選択必須科目と選択科目合

わせて３７単位（１,１００時間）以上、計６０単位（１,８００時間）以上の履

修 

 

・卒業要件資格（共通）：ネイリスト技能検定３級、日本メイクアップ技術検定

３級、パーソナルカラリスト検定３級、アロマテラピー検定２級 

・卒業要件資格（エステティック分野選択者）：国際エステティック連盟（ＩＮ

ＦA）ボディパスポート試験 

・卒業要件資格（メイクアップアドバイザー分野選択者）：ＪＭＡ日本ﾒｲｸｱｯﾌﾟ

技術検定２級、メイクセラピー検定３級 

・卒業要件資格（ネイリスト分野選択者）：ネイリスト技能検定２級、ＪＮＡジ

ェルネイル技能検定初級 
 

学修支援等 

（概要） 

・学費サポート制度 

   ・特待奨学生制度、ひとり暮らしサポート制度、就学支援制度 

 ・なんでも相談窓口 

   ・スクールカウンセラー、総合支援 

 

 

 

 

 
 

 



  

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 

（  ％） 

29人 

（ 96.7％） 

1人 

（ 3.3％） 

（主な就職、業界等） 

エステサロン、ネイルサロン、化粧品会社 

（就職指導内容） 

・キャリアデザインの授業内で就職活動に必要な知識・コミュニケーション力を 

つけさせる。 

・学内企業説明会（美容サロン、ビューティ系企業等）を開催。 

・教員、就職担当者による個別指導及び個別相談実施 

 （職業教育・キャリア教育財団のキャリアサポーター有資格の教職員による） 
 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

 

国際エステティック連盟 INFAボディパスポート試験、国際エステティック連 

盟 INFAフェイシャル試験、日本メイクアップ技術検定試験１級・２級・３級、 

メイクセラピー検定１級・２級・３級、国際エステティック連盟 INFAメイクパ 

スポート試験、ネイリスト技能検定１級・２級・３級、JNAジェルネイル技能検定 

試験上級・中級・下級、パーソナルカラリスト検定３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 

  59人 6 人  10.1％ 

（中途退学の主な理由） 

 進進路ミスマッチ、路変更（就職をしたため） 

 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

 

退学者の撲滅は最重要課題の一つと考え、その原因を分析し、それぞれに対応し

た対策をとっている。 

退学の理由には、①怠学による学業不振、②精神的疾患による登校拒否、③学費

支弁困難、④病気・怪我・その他がある。 

①については基本的には学校責任と考え、カリキュラム・授業方法（アクティブ

ラーニング等）の改善、生活指導。 

②については QU（学生生活アンケート）を採用し、スクールカウンセラー・担任

制などのきめ細やかな施策により、退学者の撲滅を図っている。教育指導法につ

いては、教員研修等を計画的に行い資質向上に努めている。 



  

③については、学内奨学金や学費支弁の便宜等を行っている。その結果表向き経

済的理由による中退者は殆どなくなったが、アルバイト等により学費補填が必要

な学生は、疲労から来る体調不良などのために怠学となるケースも多々あり、広

義の経済的理由による中退者は若干増えると考えている。 

 
 

 

 

①学科等の情報 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

商業実務 
商業実務 

専門課程 
ブライダル科 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 ６０ 

単位時間／単位 

２６ 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

３４ 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

６０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 

70 人 36 人 0人 1人 14人 15人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

カリキュラム・ポリシーとは、教育目標やディプロマ・ポリシー等を達成する

ために必要な教育課程の編成や授業科目の内容および教育方法について基本的

な考えを示したもの。 

本校では、カリキュラム・ポリシーに基づき以下の通り定めています。 

本校は、称号授与の方針に掲げる知識・技能などを習得させるために、専門必

修科目、専門選択必修科目、美容・ビューティ・ブライダル分野及び社会人基礎

力分野（ビジネス基礎力）の選択科目を体系的に編成し、講義、演習、実習を適

切に組合わせた授業を開講します。 
 

職業実践専門課程の教育課程編成委員会を開催し、業界及び企業の方々から教

育課程・シラバスの内容に関してご意見をいただく。ご意見をいただいた内容を

精査し、学科長を中心に教員を含めて見直し、また、学生授業アンケートも参考

にして教育課程・シラバスを修正していく。（毎年の取組み） 

公表に関しては、新入生に対して公表する（ホームページで公開） 
 

・シラバスの作成：２月末までに完成予定、公表：４月頃 
 

成績評価の基準・方法 

（概要）科目の単位の認定は、成績評価が６０点以上であることが必要。履修

には授業の総てに出席することが前提となりますが、８０％以上の授業出席がな

ければ、成績評価はなされず、単位は認定されない。 



  

逆に、授業に全部出席していたとしても、「学ぶべき内容が身についていない 

と判定されれば、成績評価は不可となり、単位は認定されない。 
 

・単位認定：総合成績６０点以上、出席率８０％以上  

成績点７０％、提出物＆授業態度点２０％、出席点１０％を換算して 

総合評価を行う。 

 

評価点について１００～９０点を秀（Ｓ）ＧＰ４、８９～８０点を優（Ａ）ＧＰ

３、７９～７０点を良（Ｂ）ＧＰ２、６９～６０点を可（Ｃ）ＧＰ１、５９～０

点を不可ＧＰ０とする。 

 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

ディプロマ・ポリシー（称号授与の方針） 

本校は、教育目標に定める人材を育成するために、所定の期間在籍し、所属学

科において定める専門分野に関する知識・技能並びに社会人基礎力を身につけ、

学校・学科系列ごとに定められた卒業に必要な単位数（卒業所要単位数）を修得

すれば「専門士」の称号を授与する。 

 

・卒業の要件： 必須科目６０単位（１,８００時間）の履修 
 

学修支援等 

（概要） 

・学費サポート制度 

   ・特待奨学生制度、ひとり暮らしサポート制度、就学支援制度 

 ・なんでも相談窓口 

   ・スクールカウンセラー、総合支援 
 

 

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 

 11 人 

（100％） 

0人 

（  ％） 

11人 

（  100％） 

0人 

（  ％） 

（主な就職、業界等） 

ホテル、ゲストハウス、ブライダル音響映像、呉服 
 

（就職指導内容） 

 

・キャリアデザインの授業内で就職活動に必要な知識・コミュニケーション力を 

つけさせる。 

・学内企業説明会（美容サロン、ビューティ系企業等）を開催。 

・教員、就職担当者による個別指導及び個別相談実施 

 （職業教育・キャリア教育財団のキャリアサポーター有資格の教職員による） 
 



  

（主な学修成果（資格・検定等）） 

・国家検定ブライダルコーディネイト３級技能士資格、全米ブライダルコンサル 

ティング協会ブライダルプランナー検定１級・２級、全米ブライダルコンサル 

ティング協会ドレススタイリスト検定、ブライダルフラワーコーディネーター 

検定３級、ビジネス電話検定Ａ級・Ｂ級、サービス接遇検定準１級・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 

  31人 1 人  3.2％ 

（中途退学の主な理由） 

 人間関係による 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

退学者の撲滅は最重要課題の一つと考え、その原因を分析し、それぞれに対応し

た対策をとっている。 

退学の理由には、①怠学による学業不振、②精神的疾患による登校拒否、③学費

支弁困難、④病気・怪我・その他がある。 

①については基本的には学校責任と考え、カリキュラム・授業方法（アクティブ

ラーニング等）の改善、生活指導。 

②については QU（学生生活アンケート）を採用し、スクールカウンセラー・担任

制などのきめ細やかな施策により、退学者の撲滅を図っている。教育指導法につ

いては、教員研修等を計画的に行い資質向上に努めている。 

③については、学内奨学金や学費支弁の便宜等を行っている。その結果表向き経

済的理由による中退者は殆どなくなったが、アルバイト等により学費補填が必要

な学生は、疲労から来る体調不良などのために怠学となるケースも多々あり、広

義の経済的理由による中退者は若干増えると考えている。 
 

 

 

  



  

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） 

美容科 150,000 円 800,000 円 662,000 円  

ﾋﾞｭｰﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ科 150,000円 800,000 円 590,000 円  

ブライダル科 150,000 円 800,000 円 510,000 円  

   円 円 円  

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） 

https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/5ad3c4801

2c635a38713597aea5a4b55.pdf  
 

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制） 

 

「専修学校における学校評価ガイドライン」で示された企業等と具体的な連携の視点

から検証した自己点検評価について、企業と学校関係者からなる「学校関係者評価委

員会」の評価・助言・提言を受ける。学校関係者評価委員会においては、本校が行う

自己点検評価の結果と根拠を示し、とくに職業実践的な教育活動に適したものである

かなど、当該年度の重点項目を中心に意見等をまとめる。結果を反映した実行計画を

作成し、次年度の重点項目を定め、学校教育・学校運営を行い、本校の概念である「地

域社会の発展に貢献する、地域の皆さんのための教育機関」の実現に注力する。 
 

主な評価項目 

・教育理念、目標 

・学校運営 

・教育活動 

・学修成果 

・学生支援 

・教育環境 

・学生の受入れ募集 

・財務 

・法令等の遵守 

・社会貢献、地域貢献 

・国際交流 

 

委員の定数 
委員会を構成する委員は３名以上とし、学校法人京都中央学院各校の教職員以外の 

者で次に掲げる者のうちから、各校校長もしくは担当理事が委嘱する。 

（１）保護者 

https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/5ad3c48012c635a38713597aea5a4b55.pdf
https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/5ad3c48012c635a38713597aea5a4b55.pdf


  

（２）学校法人京都中央学院各校卒業生 

（３）地域住民 

（４）地元企業関係者 

（５）高等学校関係者 

（６）その他教育に関する有識者 

 ※学校法人京都中央学院 学校関係者評価委員会規程 

 

評価結果の活用方法 
・学校関係者評価委員会でいただいた意見をまとめて、次年度の学校運営に向けて 

 校長の指示の下で各部署のリーダーが中心になり全教職員で取組む 

・実施時期  年度内 

・責任者  学校長 

 

学校関係者評価の委員 

所属 任期 種別 

滋賀県美容業生活衛生同業組合  平成 31年 4月 1日～令

和 3年 3月 31日 
業界団体 

株式会社ガモウ関西 平成 31年 4月 1日～令

和 3年 3月 31日 
企業 

株式会社ＹＡＹＯＩ ＢＲＡＩＮＳ 平成 31年 4月 1日～令

和 3年 3月 31日 
企業 

株式会社ガネイシャ  

 

平成 31年 4月 1日～令

和 3年 3月 31日 
企業 

資生堂プロフェッショナル株式会社 

 

平成 31年 4月 1日～令

和 3年 3月 31日 
企業 

ワタベウエディング株式会社 

 

平成 31年 4月 1日～令

和 3年 3月 31日 
企業 

株式会社ＷＥＤＤＧＥ 

 

平成 31年 4月 1日～令

和 3年 3月 31日 
企業 

美容科卒業生 平成 31年 4月 1日～令

和 3年 3月 31日 
卒業生 

学校関係者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） 

学校関係者評価委員会報告書 

https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/ef3c799367

2056f031a1694c1123328c-2.pdf  
 

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） 

https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp 

 

 

備考 この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とする。 

https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/ef3c7993672056f031a1694c1123328c-2.pdf
https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/ef3c7993672056f031a1694c1123328c-2.pdf
https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/

