
  

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 京都福祉専門学校 
設置者名 学校法人南京都学園 

 

 

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 

教育・社会福祉 

専門課程 

介護福祉科 
夜 ・

通信 
240 160  

 
夜 ・

通信 
   

 

 
夜 ・

通信 
 

 

 
 

 
夜 ・

通信 
   

（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 

http://kyoto-fukushi.mkg.ac.jp/download/2022_youshiki2.pdf 

（HP トップ→情報公開→高等教育の修学支援新制度→大学等における修学の支援に関す

る法律 7 条第 1項の確認に係る申請書 参照） 

 

 

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） 

 

  

http://kyoto-fukushi.mkg.ac.jp/download/2022_youshiki2.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 京都福祉専門学校 
設置者名 学校法人南京都学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 

http://kyoto-fukushi.mkg.ac.jp/download/2022_youshiki2.pdf 

（HP トップ→情報公開→高等教育の修学支援新制度→大学等における修学の支援に関す

る法律 7 条第 1項の確認に係る申請書 参照） 

 

 

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 
前職 小学校教諭 

現職 民生委員等 

令和元年 

8月 10日 

～ 

令和 5年 

8月 9日 

地域社会と学校の

連携等について、教

育的視線と生徒保

護者の目線で意見

を聞く。 

非常勤 
現職 衣類販売 

（自営業） 

令和元年 

8月 10日 

～ 

令和 5年 

8月 9日 

社会的なニーズや

データ分析等、主に

募集活動について

意見を聞く。 

非常勤 

前職 私立学校学院長 

大阪府少林寺拳法連盟 

元役員 

令和元年 

8月 10日 

～ 

令和 5年 

8月 9日 

当学園の教育の柱

となっている少林

寺拳法の教えと、当

学園の建学の精神

の具現化等につい

て意見を聞く。 

非常勤 

参議院議員秘書 

法務大臣秘書官 

京都府議会議長 

等歴任 

令和元年 

8月 10日 

～ 

令和 5年 

8月 9日 

学識と経験から、京

都府の私立学校の

在り方について意

見を聞く。 

（備考） 

http://kyoto-fukushi.mkg.ac.jp/download/2022_youshiki2.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 京都福祉専門学校 

設置者名 学校法人南京都学園 

 

 

○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） 

○授業計画（シラバス）の作成過程 

 次年度における各授業科目の担当教員を決定し、シラバスの作成を依頼。 

 学習効果向上、授業のイメージづくり、カリキュラム全体の一貫性等の機能を考 

慮し、決められたフォームで作成。 

 

○授業計画の作成・公表時期 

 新年度 4 月当初、生徒にオリエンテーションで配布・説明。 

 

授業計画書の公表方法 
http://kyoto-fukushi.mkg.ac.jp/download/2022_youshiki2.pdf 
（HP トップ→情報公開→高等教育の修学支援新制度→大学等における

修学の支援に関する法律 7条第 1項の確認に係る申請書 参照） 

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） 

○評価 

（1）総合評価の基準 

100 点満点で評価され、60 点以上を合格とし、59 点以下を不合格とする。 

（2）総合評価 

   評価方法（1.定期試験 2.課題 3.技術・技能評価 4.学習・実習態度）   

（3）成績の通知 

   成績不可の生徒に対しては掲示により通知する。 

（4）進級判定 

   1 年次の生徒が 2 年次へ進級する際は進級判定会議を行う。 

（5）卒業判定 

   2 年以上在学している生徒の卒業は卒業判定会議を経て校長が認定する。 

（6）総合判定の表記 

    履修した科目については、4 段階で評価する。 

    優：100～80  良：79～70  可：69～60  不可：59 以下 

 

 

 

http://kyoto-fukushi.mkg.ac.jp/download/2022_youshiki2.pdf


  

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） 

○指標 

 自律的学習の促進および学習指導等に活用し、また各生徒の成績を把握することを 

目的として、ＧＰＡ（Grade Point Average）を実施する。 

 各生徒の履修登録科目の成績評価をグレード・ポイント（ＧＰ）に変換し、その総和 

を履修科目数の総和で除した値をＧＡＰとする。 

 

○成績の評価とＧＰの対応 

成績の評価 ＧＰ 

（ｸﾞﾚｰﾄﾞ･ﾎﾟｲﾝﾄ） 素点 評語（成績表示） 

100～80 優 3.0 

79～70 良 2.0 

69～60 可 1.0 

59 以下 不可 0 

 

○ＧＡＰ算出方法 

当該期間において履修登録した科目のＧＰの総和 

ＧＰＡ ＝   

       当該期間において履修登録した科目数の総和     

 

  注）ＧＰＡ算出においては、不可科目および学期途中の履修中止科目も含む。                   

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 

http://kyoto-fukushi.mkg.ac.jp/download/2022_youshiki2.pdf 
（HP トップ→情報公開→高等教育の修学支援新制度→大学等における

修学の支援に関する法律 7条第 1項の確認に係る申請書 参照） 

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（進級・卒業認定、専門士授与に関する方針） 

 本校所定のカリキュラムを修了した者には卒業認定と同時に「専門士」と称することが 

 認められる。また、「職業実践専門課程」修了者として福祉業界の発展と公共の福祉の推 

進に寄与することができる「確かな知識や技術力」、さらに「人間力」即ち、社会・対人 

関係力、自立力を身につけ、社会を構成し運営するとともに、自立した一人の人間とし 

て力強く生きていくための総合的な力を身につけていることとする。 

 

○卒業要件 

 1 年次は 800 時間以上を履修することを進級要件とし、2 年間で 1,800 時間以上を履修 

することを卒業要件とする。 

 

○卒業認定 

 2 年以上在学している生徒の卒業は卒業判定会議を経て校長が認定する。 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 

http://kyoto-fukushi.mkg.ac.jp/download/2022_youshiki2.pdf 

（HP トップ→情報公開→高等教育の修学支援新制度→大学等における

修学の支援に関する法律 7条第 1項の確認に係る申請書 参照） 

http://kyoto-fukushi.mkg.ac.jp/download/2022_youshiki2.pdf
http://kyoto-fukushi.mkg.ac.jp/download/2022_youshiki2.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 京都福祉専門学校 

設置者名 学校法人南京都学園 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 

https://Kyoto-

fukushi.mkg.ac.jp/download/2022_self-

assessment.pdf 
（HP トップ→情報公開→自己点検→自己点検・評価

報告書及び事業報告書） 

収支計算書又は損益計算書 

https://Kyoto-

fukushi.mkg.ac.jp/download/2022_self-

assessment.pdf（HP トップ→情報公開→自己点検

→自己点検・評価報告書及び事業報告書） 

財産目録 

https://Kyoto-

fukushi.mkg.ac.jp/download/2022_self-

assessment.pdf（HP トップ→情報公開→自己点検

→自己点検・評価報告書及び事業報告書） 

事業報告書 

https://Kyoto-

fukushi.mkg.ac.jp/download/2022_self-

assessment.pdf（HP トップ→情報公開→自己点検

→自己点検・評価報告書及び事業報告書） 

監事による監査報告（書） 

https://Kyoto-

fukushi.mkg.ac.jp/download/2022_self-

assessment.pdf（HP トップ→情報公開→自己点検

→自己点検・評価報告書及び事業報告書） 

 

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 

福祉 
教育・社会 

福祉専門課程 
介護福祉科 ○  

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 昼間 1,800 時間 

単位時間／単位 

830 
単位時間

/単位 

780 
単位時間

/単位 

450 
単位時間

/単位 

 
単位時間

/単位 

 
単位時間

/単位 

2,060 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 74 人 8 人 4 人 26 人 30 人 

 



  

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

○授業計画（シラバス）の作成過程 

 次年度における各授業科目の担当教員を決定し、シラバスの作成を依頼。 

 学習効果向上、授業のイメージづくり、カリキュラム全体の一貫性等の機能を考 

慮し、決められたフォームで作成。 

 

○授業計画の作成・公表時間 

 新年度 4 月当初、生徒にオリエンテーションで配布・説明。 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

○評価 

（1）総合評価の基準 

100 点満点で評価され、60 点以上を合格とし、59 点以下を不合格とする。 

（2）総合評価 

   評価方法（1.定期試験 2.課題 3.技術・技能評価 4.学習・実習態度）   

（3）成績の通知 

   成績不可の生徒に対しては掲示により通知する。 

（4）進級判定 

   1 年次の生徒が 2 年次へ進級する際は進級判定会議を行う。 

（5）卒業判定 

   2 年以上在学している生徒の卒業は卒業判定会議を経て校長が認定する。 

（6）総合判定の表記 

    履修した科目については、4 段階で評価する。 

    優：100～80  良：79～70  可：69～60  不可：59 以下 

    

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

（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（進級・卒業認定、専門士授与に関する方針） 

 本校所定のカリキュラムを修了した者には卒業認定と同時に「専門士」と称することが 

 認められる。また、「職業実践専門課程」修了者として福祉業界の発展と公共の福祉の推 

進に寄与することができる「確かな知識や技術力」、さらに「人間力」即ち、社会・対人 

関係力、自立力を身につけ、社会を構成し運営するとともに、自立した一人の人間とし 

て力強く生きていくための総合的な力を身につけていることとする。 

 

○卒業要件 

 1 年次は 800 時間以上を履修することを進級要件とし、2 年間で 1,800 時間以上を履修 

することを卒業要件とする。 

 

○卒業認定 

 2 年以上在学している生徒の卒業は卒業判定会議を経て校長が認定する。 

学修支援等 

（概要） 

・教職員（チーム担任制）による相談・指導等の対応。 

・学内及び学外の支援制度を利用（介護福祉士修学資金制度・JASSO） 

・定期健康診断の実施 



  

 

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 

 19 人 

（100％） 

0 人 

（  0％） 

19 人 

（  100％） 

0 人 

（  0％） 

（主な就職、業界等） 

 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・障害者関係施設等 

（就職指導内容） 

・介護実習や各施設の就職説明会に参加。 

・京都府社会福祉協議会主催就職説明会への参加。 

・京都市老人福祉施設協議会主催就職説明会に参加。 

・学内における就職指導の実施 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

・レクリエーション インストラクター 

・レクリエーション介護士 

・認知症ライフパートナー 

・福祉住環境コーディネーター 

・日本赤十字社救急法救急員 

・視覚障害者ガイドヘルパー 

・認知症サポーター 

（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 

  55 人 3 人  5.5％ 

（中途退学の主な理由） 

 ・留学生の入国制限のため入国できなかった 1 人 

 ・不登校 2 人 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

 ・カウンセラーの導入 

 ・欠席回数の把握と生徒面談・相談の実施 

 

  



  

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） 

介護福祉科   100,000 円 700,000 円 350,000 円 
施設運営費：150,000 円 

実習費：200,000 円 

   円 円 円  

   円 円 円  

   円 円 円  

修学支援（任意記載事項） 

<独自の奨学金>学園ファミリー奨学金制度（卒業生子弟等支援・兄弟等在籍支援） 

<授業料減免制度>新入生対象（福祉人支援制度・福祉、介護家族支援制度・リベラルア

ーツ奨励制度・一人暮らし支援制度・クラブ活動継続奨励制度・再進学応援制度・資格

チャレンジ奨学金制度・AO 入試前期奨励制度） 

 

 

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://kyoto-fukushi.mkg.ac.jp/download/2021_hyoukahoukoku.pdf 
（HP トップ→情報公開→自己点検・評価報告書及び事業報告書 参照） 

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制） 

自己点検評価を基に、第三者の目から見た貴重な意見を可能な限り取入れ、社会に貢

献できる人材を育成することを基本方針とする。 

施設・設備および教育環境の改善、危機管理などに対しての評価から、改善策・時期を

計画し実施する。 

学校関係者評価の委員 

所属 任期 種別 

京都府レクリエーション協会 副会長 
令和 3 年 10 月 1 日～ 

令和 5年 9月 30日（2年） 
業界団体の役職員 

社会福祉法人 北宇治地域包括 

支援センター センター長 

令和 3 年 10 月 1 日～ 

令和 5年 9月 30日（2年） 
学会等の学識者 

学校法人南京都学園 

法人本部企画室長 

令和 3 年 10 月 1 日～ 

令和 5年 9月 30日（2年） 
学園関係者 

学校法人南京都学園 

京都廣学館高等学校 教育企画室長 

令和 3 年 10 月 1 日～ 

令和 5年 9月 30日（2年） 
学園関係者 

学校法人南京都学園 

京都動物専門学校 副校長 

令和 3 年 10 月 1 日～ 

令和 5年 9月 30日（2年） 
学園関係者 

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） 

https://kyoto-fukushi.mkg.ac.jp/download/2021_hyoukahoukoku.pdf 

（HP トップ→情報公開→学校関係者評価報告書 参照） 

第三者による学校評価（任意記載事項） 

－ 

 

https://kyoto-fukushi.mkg.ac.jp/download/2021_self-assessment.pdf
https://kyoto-fukushi.mkg.ac.jp/download/2021_self-assessment.pdf


  

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://kyoto-fukushi.mkg.ac.jp/introduction/data/  
（HP トップ→情報公開→職業実践専門課程の基本情報について 参照） 

 

https://kyoto-fukushi.mkg.ac.jp/download/2021_self-assessment.pdf

