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１ 学校法人の沿革 

昭和６０年１０月 学校法人河原学園が認可される  

昭和６１年 ４月 愛媛電子ビジネス専門学校 開校 

昭和６３年 ３月 通産省情報化人材育成連携校に指定される  

昭和６２年１１月 文部省より職業高度化開発研究機関として指定される  

平成 ２年 ４月 新居浜市に国際電子ビジネス専門学校 開校 

平成 ７年 ４月 愛媛医療福祉専門学校 開校 

国際電子ビジネス専門学校を大原簿記専門学校新居浜校と改称  

平成 ８年 ４月 大原簿記専門学校松山校 開校 

平成１１年 ４月 大原簿記専門学校松山校を愛媛大原簿記公務員専門学校と改称 

大原簿記専門学校新居浜校を国際テクニカルビジネスカレッジと改称 

国際情報高等学院 開校 

平成１１年１０月 中国大連市に大連河原日本語学校を開校  

平成１２年１０月 愛媛電子ビジネス専門学校に文化・教養課程日本語学科を新設  

平成１３年 ４月 国際デザイン・アート専門学校 開校 

平成１６年 ４月 アイペットワールド専門学校 開校 

平成１９年 ４月 愛媛医療専門大学校 開校 

国際トータルビューティカレッジ 開校 

未来高等学校 開校 

平成２０年 ４月 国際パティシエ・ブランジェ専門学校 開校 

愛媛医療福祉専門学校に柔道整復師科を設置 

未来高等学校新居浜分校 開校  

平成２１年 ４月 愛媛医療福祉専門学校に鍼灸師科を設置  

平成２２年 ４月 愛媛医療専門大学校に歯科衛生学科、歯科技工学科を設置  

平成２３年 ３月 学校法人岡崎学園人間環境大学、大学院、人間環境大学岡崎学園高等

学校、中学校を河原学園グループへ迎える  

平成２３年 ４月 河原学園グループ専門学校 9 校校名変更  

 平成２４年 ４月 河原パティシエ・医療・観光専門学校にエアライン・観光科、ブライダ

ル・ホテル科、医療秘書科を設置 

河原パティシエ・医療・観光専門学校校舎を 6 階建てへ増築 

平成２５年 ４月 河原高等専修学校 開校 

平成２６年 ４月 学校法人岡崎学園（愛知県岡崎市）と法人合併し、人間環境大学・大学

院、岡崎学園高等学校、岡崎学園中学校が設置校に加わる 

平成２７年 ４月 人間環境大学に看護学部看護学科および大学院看護学研究科を設置

（大府キャンパス開設） 

平成２９年 ４月 人間環境大学に松山看護学部看護学科を設置（松山キャンパス開設） 

 人間環境大学人間環境学部に心理学科、環境科学科を設置（人間環境

学科を募集停止） 

河原パティシエ・医療・観光専門学校に声優タレント科、グローバル

ビジネス科を設置 

 河原電子ビジネス専門学校に国際観光ビジネス学科（2 年制）、日本語

キャリア専攻科（1 年制）を設置 

平成３０年 ４月 河原ＩＴビジネス専門学校に医療事務科（1 年制）を設置 

河原ビューティモード専門学校に美容修得者通信課程理容学科、理容

修得者通信課程美容学科を設置 

河原パティシエ・医療・観光専門学校に製菓衛生師養成通信制課程を

設置 

平成３１年 ４月 愛光幼稚舎（幼稚園）を設置 
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２ 設置する学校・学部・学科等 

学校名 開校年月 学部・学科等 摘要 

人間環境大学    

 

岡崎キャンパス 

（愛知県岡崎市） 

平成 12 年 

4 月 

人間環境学部 

 人間環境学科 

  環境コース 

  経営コース 

  心理コース 

  歴史・文化（日本研究）

コース 

 心理学科 

 環境科学科 

平成 29 年 4 月、人間環境

学科を募集停止、「心理学

科」「環境科学科」を設置 

大府キャンパス 

（愛知県大府市） 

平成 27 年 

4 月 
看護学部 看護学科 

 

松山キャンパス 

（愛媛県松山市） 

平成 29 年 

4 月 
松山看護学部 看護学科 

平成 29 年 4 月、「松山看

護学部 看護学科」を設

置 

人間環境大学大学院    

 

岡崎キャンパス 

（愛知県岡崎市） 

平成 15 年 

4 月 
人間環境学研究科（修士課程） 

 

大府キャンパス 

（愛知県大府市） 

平成 27 年 

4 月 

看護学研究科（博士前期課程・博

士後期課程） 

令和 2 年 4 月、博士前期

課程看護学専攻に「助産

学分野」を追加 

河原電子ビジネス専門学校 

（愛媛県松山市） 

昭和 61 年 

4 月 

IT エンジニア科（3 年制） 

IT エンジニア科（4 年制） 

ゲームクリエイター科（3 年制） 

Web システム科（2 年制） 

IT ビジネス科（2 年制） 

日本語学科（1 年制、1.5 年制、2 年制） 

日本語キャリア専攻科（1 年制） 

国際観光ビジネス学科（2 年制） 

 

河原 IT ビジネス専門学校 

（愛媛県新居浜市） 

平成 2 年 

4 月 

IT・Web システム科（2 年制） 

医療秘書科（2 年制） 

医療事務科（1 年制） 

IT・Web システム科の令

和 3 年度生について募集

停止 

河原医療福祉専門学校 

（愛媛県松山市） 

平成 7 年 

4 月 

介護福祉科（2 年制） 

社会福祉ﾒﾃﾞｨｶﾙｿｰｼｬﾙ科（3 年制） 

こども未来科（2 年制） 

こども未来科（3 年制） 

柔道整復師科（3 年制） 

鍼灸師科（3 年制） 

 

大原簿記公務員専門学校 

愛媛校 

（愛媛県松山市） 

平成 8 年 

4 月 

税理士科（3 年制） 

税理士科（4 年制） 

公務員専攻科（1 年制） 

公務員ビジネス科（2 年制） 

経営経理ビジネス科（2 年制） 
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学校名 開校年月 学部・学科等 摘要 

河原デザイン・アート専門

学校 

（愛媛県松山市） 

平成 13 年 

4 月 

グラフィックデザイン科（2 年制） 

デジタルデザイン科（2 年制） 

漫画クリエイター科（2 年制） 

インテリア・建築デザイン科（2 年制） 

クリエイター研究科（1 年制） 

インテリア・建築専攻科（1 年制） 

インテリア・建築研究科（2 年制） 

 

河原アイペットワールド専

門学校 

（愛媛県松山市） 

平成 16 年 

4 月 

動物看護・栄養管理学科（2 年制） 

トリマー学科（2 年制） 

ﾄﾞｯｸﾞﾄﾚｰﾅ ・ーﾍﾟｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ学科（2 年制） 

 

河原医療大学校 

（愛媛県松山市） 

平成 19 年 

4 月 

看護学科（3 年制） 

理学療法学科（4 年制） 

作業療法学科（4 年制） 

歯科衛生学科（3 年制） 

歯科技工学科（2 年制） 

診療情報管理学科（3 年制） 

 

河原ビューティモード専門

学校 

（愛媛県松山市） 

平成 19 年 

4 月 

美容学科（2 年制） 

理容学科（2 年制） 

トータルビューティ学科（2 年制） 

 

河原パティシエ・医療・観光

専門学校 

（愛媛県松山市） 

平成 20 年 

4 月 

パティシエ・ブランジェ科（2 年制） 

エアライン・観光科（2 年制） 

ブライダル・ホテル科（2 年制） 

医療秘書・医療事務科（2 年制） 

声優タレント科（2 年制） 

グローバルビジネス科（2 年制） 

 

未来高等学校 

（愛媛県松山市 

ほか県外サポート校） 

平成 19 年 

4 月 

広域通信制 普通科  

未来高等学校 新居浜校 

（愛媛県新居浜市） 

平成 20 年 

4 月 

広域通信制 普通科 令和 2 年 4 月、「未来高等

学校新居浜分校」を「未来

高等学校新居浜校」に改称 

河原高等専修学校 

（愛媛県松山市） 

平成 25 年 

4 月 

調理師養成学科  

岡崎学園高等学校 

（愛知県岡崎市） 

明治 39 年 

6 月 

全日制課程 普通科  

岡崎学園中学校 

（愛知県岡崎市） 

平成 17 年 

4 月 

普通科 平成 23 年度より募集停止

（平成 25 年度より休校） 

愛光幼稚舎 

（愛媛県松山市） 

平成 31 年 

4 月 
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３ 学校・学部・学科等の学生数の状況 

令和元年 5 月 1 日時点 

（単位：人） 

学校名 研究科、学部、学科等 入学定員 

または 

募集定員 

収容定員 現員数 

人間環境大学 

人間環境大学大学院 

人間環境学部 ２００ ８００ ７１６ 

看護学部 ９５ ３８０ ４０８ 

松山看護学部（平成 29 年度開設） ８０ ２４０ １９１ 

人間環境学研究科 ８ １６ １１ 

看護学研究科博士前期課程 ２０ ４０ ８ 

看護学研究科博士後期課程 ８ ２４ ２７ 

河原電子ビジネス専門学校 IT エンジニア科(4 年制) 

IT エンジニア科(3 年制) 

ゲームクリエイター科（3 年制） 

Web システム科（2 年制） 

IT ビジネス科（2 年制） 

日本語学科（1 年制,1.5 年制,2 年制） 

日本語キャリア専攻科１年（1 年制） 

国際観光ビジネス学科１年（2 年制） 

２９０ ５８０ ３１０ 

河原 IT ビジネス専門学校 IT・Web システム科 1 年（2 年制） 

医療秘書科 1 年（2 年制） 

医療事務科（1 年制） 

９０ １６０ ４２ 

河原医療福祉専門学校 介護福祉科（2 年制） 

社会福祉ﾒﾃﾞｨｶﾙｿｰｼｬﾙ科（3 年制） 

こども未来科（2 年制） 

柔道整復師科（2 年制） 

鍼灸師科（2 年制） 

３０６ 

※こども未来

科（3 年制）定
員 40 名を含む 

７９８ ３６５ 

大原簿記公務員専門学校 

愛媛校 

会計学科（3 年制） 

会計学科（4 年制） 

公務員専攻科（1 年制） 

公務員ビジネス科（2 年制） 

総合ビジネス科（2 年制） 

１３５ ２７５ ２１１ 

河原デザイン・アート専門

学校 

グラフィックデザイン科（2 年制） 

デジタルデザイン科（2 年制） 

漫画クリエイター科（2 年制） 

インテリア・建築デザイン科（2 年制） 

インテリア・建築専攻科（1 年制） 

インテリア・建築研究科（2 年制） 

１８０ ３３０ ２３７ 
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学校名 研究科、学部、学科等 入学定員 

または 

募集定員 

収容定員 現員数 

河原アイペットワールド専

門学校 

動物看護・栄養管理学科（2 年制） 

グルーマー学科（2 年制） 

ﾄﾞｯｸﾞﾄﾚｰﾅ ・ーﾍﾟｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ学科（2 年制） 

１２０ ２４０ １２２ 

河原医療大学校 看護学科（4 年制）（3 年制） 

理学療法学科（4 年制） 

作業療法学科（4 年制） 

歯科衛生学科（3 年制） 

歯科技工学科（2 年制） 

診療情報管理学科（3 年制） 

２１０ ７７０ ５５４ 

河原ビューティモード専門

学校 

美容学科（2 年制） 

理容学科（2 年制） 

トータルビューティ学科（2 年制） 

１９０ ３８０ １3４ 

河原パティシエ・医療・観光

専門学校 

パティシエ・ブランジェ科（2 年制） 

エアライン・観光科（2 年制） 

ブライダル・ホテル科（2 年制） 

医療秘書・医療事務科（2 年制） 

声優タレント科（2 年制） 

グローバルビジネス科（2 年制） 

２２０ ４４０ １７３ 

未来高等学校 広域通信制 普通科 ２１０ ７３０ １６４３ 

未来高等学校 新居浜分校 通信制 普通科 １００ １７０ １５０ 

河原高等専修学校 調理師養成学科 ３６ １０８ ２６ 

岡崎学園高等学校 全日制課程 普通科 ３１５ ９４５ ８６３ 

岡崎学園中学校  ０ ８０ ０ 

愛光幼稚舎  １２０ ３６０ ３３５ 

学 園 全 体  ２９３３ ７８６６ ６５２６ 
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４ 理事・監事の概要 

平成 31 年度 

定員数 理事 8 名、監事 2 名 

区 分 氏 名 選任条項 
常勤・非

常勤の別 
摘 要 

理 事 

理事長 
河原 成紀 

校 長 

(第 8 条第 1 項第 2 項) 
常勤 

平成 21 年 6 月就任（理事長就任） 

平成 30 年 6 月 1 日重任 

河原ビューティモード専門学校 

校長 

理 事 牧山 助友 
学 長 

(第 8 条第 1 項第 1 号) 
常勤 

平成 27 年 5 月就任 

平成 30 年 4 月 1 日選任条項変更 

人間環境大学 学長 

理 事 越智 節也 
校 長 

(第 8 条第 1 項第 2 号) 
常勤 

平成 26 年 4 月就任 

平成 30 年 6 月 1 日重任 

河原医療福祉専門学校 校長 

理 事 白石  聰 
評議員会選任 

(第 8 条第 1 項第 3 号) 
非常勤 

平成 28 年 5 月就任 

平成 30 年 6 月 1 日重任 

河原医療大学校 学校長 

理 事 倉田 三郎 
評議員会選任 

(第 8 条第 1 項第 3 号) 
非常勤 

平成 21 年 6 月就任 

平成 30 年 6 月 1 日重任 

松山大学名誉教授、 

尾道市立大学名誉教授、 

大阪国際大学名誉教授 

理 事 河原 次瞭 
学識経験者 

(第 8 条第 1 項第 4 号) 
常勤 

平成 26 年 4 月就任 

平成 30 年 6 月 1 日重任 

河原学園 学園長 

理 事 仙波 雅之 
学識経験者 

 (第 8 条第 1 項第 4 号) 
非常勤 

平成 1 年 7 月就任 

平成 30 年 6 月 1 日重任 

河原学園 理事 

令和元年 5 月 29 日退任 

理 事 横田 弘之 
学識経験者 

 (第 8 条第 1 項第 4 号) 
非常勤 

令和元年 5 月 29 日就任 

愛媛県議会議員 

理 事 芦田 宏直 
学識経験者 

(第 8 条第 1 項第 4 号) 
常勤 

平成 26 年 4 月就任 

平成 30 年 6 月 1 日重任 

人間環境大学 副学長 

監 事 浅山 敏浩 第 9 条第 1 項 

非常勤 
(令和元年

12 月 31 日
まで) 

常勤 
(令和 2 年 1

月 1 日から) 

平成 26 年 4 月就任 

平成 30 年 6 月 1 日重任 
岡崎信用金庫 常務理事 
（令和元年 12 月 31 日まで） 

河原学園 監事 

監 事 髙田 健司 第 9 条第 1 項 非常勤 

平成 26 年 9 月就任 

平成 30 年 6 月 1 日重任 

伊予銀行 代表取締役副頭取 
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５ 評議員の概要 

平成 31 年度 

定員数 評議員 17 名 

選任条項 氏 名 主な現職等 

職 員 

(第 24 条第 1 項第 1 号) 

白石  聰 
平成 30 年 6 月 1 日重任 

河原医療大学校 学校長 

越智 節也 
平成 30 年 6 月 1 日重任 

河原医療福祉専門学校 校長 

青木 睦彦 
平成 30 年 6 月 1 日重任 

岡崎学園高等学校 校長 

橋本 正剛 
平成 30 年 6 月 1 日重任 

岡崎学園高等学校 事務長 

茅野 峰雄 
平成 30 年 6 月 1 日重任 

未来高等学校 東海キャンパス長 

大川 隆英 
平成 30 年 6 月 1 日重任 

法人本部 総務部次長 

卒業生 

(第 24 条第 1 項第 2 号) 

久保 徳之 
平成 30 年 6 月 1 日就任 

大原簿記公務員専門学校愛媛校 教頭 

山本 秀人 
平成 30 年 6 月 1 日重任 

法人本部 総務部次長 

藤井 芳一 
平成 30 年 6 月 1 日重任 

人間環境大学 准教授 

学識経験者 

(第 24 条第 1 項第 3 号) 

河原 成紀 

平成 30 年 6 月 1 日重任 

河原学園 理事長 

河原ビューティモード専門学校 校長 

河原 次瞭 
平成 30 年 6 月 1 日重任 

河原学園 学園長 

牧山 助友 
平成 30 年 6 月 1 日重任 

人間環境大学 学長 

倉田 三郎 

平成 30 年 6 月 1 日重任 

松山大学 名誉教授、 

尾道市立大学 名誉教授、 

大阪国際大学 名誉教授 

河原 佳奈 
平成 30 年 6 月 1 日重任 

愛光幼稚舎 副理事長 

横田 弘之 
平成 30 年 6 月 1 日重任 

愛媛県議会議員 

大原  哲 
平成 30 年 6 月 1 日重任 

愛光幼稚舎 副理事長 

服部 良男 

平成 30 年 6 月 1 日重任 

学校法人服部学園 理事長 

服部工業株式会社 代表取締役会長 
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６ 教職員の概要 

令和元年 5 月 1 日時点 

（単位：人） 

区分 
教員 職員 

合計 
本務 兼務 本務 兼務 

人間環境大学・大学院 １０６ １４５ ３５ ５７ ３４３ 

河原電子ビジネス専門学校 １８ ２０ ３４ １ ７３ 

河原ＩＴビジネス専門学校 ５  ３   ２ １  １１ 

河原医療福祉専門学校 ３３ ４６ ５ １  ８５ 

大原簿記公務員専門学校愛媛校  １７   ３   ６ ０  ２６ 

河原デザイン・アート専門学校 １1 ３０ ３ １ ４５ 

河原アイペットワールド専門学校 ６ １８ ４ １ ２９ 

河原医療大学校 ３６ １３５ １０ １ １８２ 

河原ビューティモード専門学校 １１ ２１ ４ ０ ３６ 

河原パティシエ・医療・観光専門学校 １４ ２５ ３ １ ４３  

未来高等学校 ※2  １３ １６８   ５ ０ １８６ 

未来高等学校新居浜分校 ※2   ４   ２２ ０   ２  ２８ 

河原高等専修学校   ５  １１   ０ １ １７ 

岡崎学園高等学校 ５８ ３０ ６ １1 １０５ 

岡崎学園中学校 ０ ０ ０ ０ ０ 

愛光幼稚舎 ２１ ４ ８ ７ ４０ 

合計 ３５８ ６８１ １２５ ８５ １２４９ 

（※1）学生バイト登録者含む 

（※2）県外学習センター教員を含む 
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Ⅱ 事業の概要 

１ 法人全体 

 

（１）愛光幼稚舎（幼稚園）の設置について 

愛媛県知事により認可され、平成３１年４月１日より開設し、運営を開始した。 

【定   員】 ３６０名（３歳児１２０名、４歳児１２０名、５歳児１２０名） 

【設 置 場 所】 愛媛県松山市東石井六丁目６番６号（所在地：東石井３６５番地１） 

【園舎の概要】 鉄鋼造合金メッキ鋼板ぶき・陸屋根３階建 １９６８．７１㎡ 

【認可年月日】 平成３１年３月２９日 

【開設年月日】 平成３１年４月１日 

 

（２）未来高等学校新居浜分校の改称について 

令和２年４月、未来高等学校新居浜分校を『未来高等学校新居浜校』に改称し、新たに

運営を開始した。 

 

（３）河原ＩＴビジネス専門学校 歯科衛生学科（歯科衛生士養成施設）の設置および校名変

更について 

令和元年 12 月 20 日開催の評議員会および理事会において、河原ＩＴビジネス専門学校

（愛媛県新居浜市）へ医療専門課程歯科衛生学科（歯科衛生士養成施設）を設置すること、

校名を河原医療大学校新居浜校に改めることついて決議し、現在準備を進めている。 

【設置概要】 

河原医療大学校新居浜校（令和 3 年 4 月 1 日付改称予定） 

歯科衛生学科（医療専門課程） 

修業年限： 3 年 

入所定員： 24 名 総定員：72 名 

設置場所： 愛媛県新居浜市坂井町一丁目 9 番地 23 

設置時期： 令和 3 年 4 月 

 

※令和 2 年 9 月に学則変更認可申請および歯科衛生士養成施設指定認可申請、学校法人寄

附行為認可申請を提出予定。 

 

（４）平成２８年度に締結した岡﨑市との包括連携協定による「地域連携ワーク」の実施 

    平成２８年度に岡崎市と締結した包括協定により、岡崎市内で実施の環境保全や地域振

興等のイベントへ、学生が岡崎市職員と共に会場に赴き、大学が取り組む環境保全などの

研究を生かし有益な社会貢献を行った。 

 

 （５）高大連携提携 

高等学校教育と大学教育の連携に資することを目的として、高大連携に関する教育協定

を締結している各高校と協同し、高校での出張模擬授業や大学見学会を開催し、大学への

進学サポートを行った。 
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 （６）ICT基盤の整備 

 令和元年度 7月に、将来的な ITコミュニケーション基盤の強化を目的として、マイクロ

ソフトとの契約を見直した。これにより個別の開発費用を抑えながら、マイクロソフトの

提供するクラス運営、動画配信、遠隔授業などの Edtech 関係のクラウドソフトウェア群、

予定やタスクの共有、遠隔会議などの働き方改革に繋がるクラウドソフトウェア群、安全

性・利便性を備えたクラウド情報共有基盤やメールシステムを利用するための構築・検証

をスタートさせることができた(※)。令和２年度には引き続きこれらの設計や構築を進め、

低コストでの教育支援、業務効率化を図っていく。 

※現在 COVID-19対策のための遠隔授業において、このソフトウェア群の１つである Teamsを活用している 

 

（７）自己点検評価、第三者評価 

【人間環境大学】 

平成３０年度の教育実績に基づき、学校関係者評価委員会議事録および自己点検・評価

報告書の情報公開を行った。 

 

（８）退学者防止 

【人間環境大学】 

   平成２８年度末に、休学する場合は在籍料のみの納入に改めたことの影響もあり、平成

２８年度末での退学を取りやめ平成２９年４月から休学を選択した学生が増大した。休学

した学生が後期又は平成３０年度４月から復学できるよう、例年の指導教員の指導（保護

者面談、教員と学生の密接連絡）に加え、学科長を含めるなどの複数名体制での指導も行

うようにしている。また、人間環境学部では平成３０年度からは月に一度、学科会議を開

催し、学科ごとに学生の状況を確認し、情報の共有を行っている。 

【専修学校９校】 

 令和元年度は、休退学危惧者を早期把握（６月末までに把握）のうえ十分な支援を展開

し休退学を防止するという全校方針のもと、休退学者減少に取り組んだ。しかし、一部の

校で休退学者の発生が十分に抑止できず、最終的に前年を上回ることとなった。令和２年

度において、引き続き学業不振者について休退学の防止に努めていく。 

 

２ 愛媛県内各校 

【主な共通行事】 

    ４月 入学式・中村文昭先生講演会 

交通生活安全講習会 

６月 高校教員対象学校見学会および学生との交流会（専門学校松山８校） 

７月 学園祭（in アイテムえひめ） 

８月 松山まつり（野球拳おどり） 

１１月 教育シンポジウム（主催：愛媛県専修学校各種学校連合会） 

１２月 スポーツフェスティバル 

１月 河原学園企業研究会 

２月 高資格者等を称える会 



12 

３月 お仕事フェスタ２０１８（※新型コロナウイルス感染防止のため中止） 

卒業式（※新型コロナウイルス感染防止のため中止） 

※海外研修旅行（９月より順次実施） 

 

（１）河原電子ビジネス専門学校 

【資格・検定】 

 ・経済産業省ネットワークスペシャリスト試験 ※IT エンジニア科３年、４年 

５０．０％（全国１４．４％） 

 ・経済産業省情報処理安全確保支援士 ※IT エンジニア科３年、４年 

（旧 情報セキュリティスペシャリスト試験） 

 ３３．３％（全国１９．１％） 

 ・経済産業省データベーススペシャリスト試験 ※IT エンジニア科３年、４年 

５０％ （全国１４．４％） 

 ・エンベデッドシステムスペシャリスト １００％（全国１６．０％） 

【産学連携、地域貢献など】 

・Yahoo!連携プログラムの継続（令和元年 10 月） 

IT ビジネス科による Web 店舗開設に関する成果発表会。 

・企業 SNS サイトの構築の継続（平成 29 年 10 月より継続） 

IT エンジニア科の学生が㈱エーシー向け SNS サイトを開発。 

・WRO Japan in EHIME 実行委員会（令和元年 8 月 3 日） 

世界ロボット競技愛媛大会 

・G20 連携愛媛 IT フェア 

特設ブース「キッズプログラミング体験」、学生作品体験ブース出展、ステージイベン

トで教員が講演を実施。 

・RPA 基礎講座 伊予鉄総合企画株式会社（令和元年 11 月 13 日～12 月 4 日） 

働き方改革、人材不足が叫ばれる中、生産性を上げるための RPA の基礎知識と操作

の取得方法の講座開催。 

・愛媛県中小企業団体中央会青年部協議会との交流（令和 2 年 1 月 20 日） 

県内企業の経営者との交流を持ち今後の就職活動の業界・企業研究の視野を広げる

とともに小売業界等の考え方を学ぶ。 

・就職内定率１００％ 

 

（２）河原ＩＴビジネス専門学校 

就職内定率１００％達成 

【資格・検定】 

・経済産業省ＩＴパスポート（１年次）   ７月受験６６．６％（全国５４．５％） 

・日本医療保険事務協会主催 診療報酬請求事務能力認定試験 

６６．６％（全国３４．８％） 

・医療秘書教育全国協議会主催 医療秘書技能検定試験 ２級・３級 １００％ 

 医療秘書教育全国協議会主催 医療秘書技能検定試験 成績優秀賞２名受賞 



13 

【産学連携、地域貢献など】 

・新居浜商工会議所青年部とのコラボレーション・イベントに参画 

黒島海浜公園にて開催された「くろしマルシェ」に運営ボランティアとして参加。

また当校で制作した ARシステム、および IT・Webシステム科１年生と青年部有志で

制作したプロジェクションマッピングを展示。 

・新居浜市役所の広報誌企画「ゲンバ男子」に協力 

「ゲンバ男子（工都新居浜として製造業で働く良さを伝える）」の取材活動にインタ

ビューアとして、医療秘書科・医療事務科学生が協力。 

・新居浜市主催「Ｈｅｌｌｏ！Ｎｅｗ新居浜駅周辺アートプロジェクト」の委員として

駅前活性化企画に参加 

ＪＲ新浜駅前イルミネーションの設置・撤収に教員・学生が協力 

・４４４株式会社様プログラミング学習システム「ＴｅｃｈＦＵＬ」の活用（ＩＴ・Ｗ

ｅｂシステム科） 

第２回学内ハッカソン（プログラミング技能大会）を開催 

    ・愛媛県歯科医師会、新居浜市歯科医師会、新居浜市などから愛媛県東予地域の慢性的

な歯科衛生士不足の現況を改善するため新居浜市内に歯科衛生士養成所設置の要望を

受け、2021年 4月に河原ＩＴビジネス専門学校内に歯科衛生士養成所を設置する予定。 

 

（３）河原医療福祉専門学校 

・学会発表・研修会等への参加 

① 公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会令和元年度中国・四国ブロック会研修

会に参加し、カリキュラム改正にともなう研修を受けた。 

② 公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会令和元年度全国教職員研修会に参加し

た。 

③ 日本柔道整復接骨医学会学術大会、全日本鍼灸学会・全国大会・中四国大会・愛媛

県学術部会などへの参加と事例発表を行った。 

・文部科学省令和元年度「専修学校による地域産業中核的人材育成事業」受託 

「介護福祉士を目指す外国人留学生のための『介護表現』読解力養成教育 

プログラム開発事業」を実施した。 

・地域貢献活動 

県内プロスポーツチーム（愛媛オレンジバイキングス、愛媛マンダリンパイレー

ツ）および競技会（愛媛マラソン、愛媛県高校ラグビー大会など）のサポート活

動を実施。 

・国家試験結果 

介護福祉科       １００．０％（全国平均６９．９％） 

柔道整復師国家試験    ７２．７％（全国平均６４．５％） 

はり師国家試験      ９３．８％（全国平均７３．６％） 

きゅう師国家試験     ８７．５％（全国平均７４．３％） 

・就職内定率１００％ 
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（４）大原簿記公務員専門学校 愛媛校 

・公務員最終合格者６２名（合格率７８．４％） （全国平均最終合格率：５~１５%） 

・税理士試験科目２１年連続合格者輩出 

簿記論    合格率  ６０．０％（全国合格率：１７．４％） 

消費税法   合格率  ２２．２％（全国合格率：１１．９％） 

法人税法   合格率 １００．０％（全国合格率：１４．７％） 

・全国簿記競技大会『専門学校の部』全国３位（2 年連続） 

・ＦＰ３級    合格率  ８６．６%（全国合格率：７３．６％） 

・就職内定率１００％（7 月末） 

 

   〔資格の大原愛媛校 社会人課程〕 

    ・令和元年度入講者実績 ３１５名 

・令和元年度テストセンター実施試験 

プロメトリック（APTC・SPI・IT パスポート） 

オデッセイ（MOS Word・Excel・PowrePoint・Access） 

ピアソン（VUE） 

日本商工会議所（日商簿記初級・ビジネス英語検定）  

・令和元年度職業訓練実施数 １２本（離職者訓練１０本・求職者訓練２本） 

・大学学内講座 

愛媛大学正規授業（ビジネス財務会計） 

松山大学学内講座（日商簿記検定対策講座 1 級・2 級・3 級）※3 級は新規受注 

聖カタリナ大学学内講座（公務員試験対策短期講座・日商簿記検定 3 級） 

東雲大学学内講座（公務員試験対策短期講座）※新規受注 

 

（５）河原デザイン・アート専門学校 

○デジタルデザイン科 

・ＮＨＫ松山放送局依頼「お昼のクローバー」映像俳句制作 

全 11 回 番組内で放映 

・愛媛県観光物産協会依頼「ディープ愛媛」観光 PR 映像制作 

全 9 作品 いよ観ネットにて放映・公開 

・愛媛新聞社依頼「座朱欒プロジェクト」プロジェクションマッピング映像制作 

城山公園にて放映・公開 

○グラフィックデザイン科 

・第 55回えひめ広告デザイン賞ヤングクリエーター大賞 

銀・銅・浅葉 克己賞・特別協賛社賞受賞（入選、佳作を含む 22 点中 18 点が受賞） 

・中山栗スイーツパッケージデザイン（双海中山商工会様より依頼） 

・「紫電改」ラジオドラマイラスト（南海放送株式会社依頼） 

・松山ワカモノ宣伝会議ポスターデザイン（松山市主催） 

クリエイターズクラブ愛媛賞受賞 

 



15 

・第 14回 若年者ものづくり競技大会 グラフィックデザイン職種 

（愛媛県代表として２名出場）敢闘賞（4位）受賞 

・クリエーターズクラブ愛媛主催 CCE AWARD2019 

最優秀賞 3 名、クライアント賞１名、小西 利行賞１名（学生部問独占） 

○漫画クリエイター科 

・愛媛の偉人漫画『Ｌｉｎｋ』第 10 弾発刊（漫画クリエイター科） 

（愛媛県内の小学校、中学、高校へ無料配布を行った。） 

・講談社 「別冊フレンド」投稿作品ジュニアスター賞 （入選１名） 

・秋田書店 「月刊少年チャンピオン」月チャンまんが GP 期待賞（入選１名） 

・高知新聞社「黒潮マンガ大賞」もう一歩賞（入選１名） 

・集英社「グランドジャンプむちゃ」2019 年 5 月号 読切作品誌面掲載  

・集英社「グランドジャンプむちゃ」2020 年 1 月号 読切作品誌面掲載  

○インテリア・建築デザイン科 

・学び家プロジェクトとして「教員自邸の新築計画」「サンホーム株式会社様の店舗

併用住宅課題」、雨水活用の複合施設（ミュージアム）の提案。 

・マンションリノベーションプロジェクトとして「アート不動産様」「ハウスメイト

マネジメント様」との企業連携による賃貸リノベーション提案。 

 

（６）河原アイペットワールド専門学校 

・検定試験 

動物看護師統一認定試験 合格率１００％ 

ＪＫＣ（ジャパン・ケネル・クラブ）トリマーライセンスC級 合格率９０% 

家庭犬トレーナー２級 合格率１００％ 

・就職内定率１００％ 

 

（７）河原医療大学校 

・国家試験結果 

看護師国家試験         ９１．０％（全国平均８９．２％） 

理学療法士国家試験       ８４．８％（全国平均８５．８％） 

作業療法士国家試験       １００ ％（全国平均７１．３％） 

歯科衛生士国家試験       ９１．９％（全国平均９４．３％） 

歯科技工士国家試験      １００．０％（全国平均９５．０％） 

・各種検定結果（※診療情報管理学科における受験資格のうち主要資格を抜粋） 

診療情報管理士認定試験     ８０．０％（全国平均６１．９％） 

診療報酬請求事務能力認定試験 １００．０％（全国平均２８．４％） 

医師事務作業補助者検定試験  １００．０％（全国平均６８．８％） 

医療事務管理士        １００．０％（全国平均６９．４％） 

・就職内定率１００％（全学科） 
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（８）河原ビューティモード専門学校 

・国家試験結果 

理容師国家試験 合格率  ７５．０％（全国平均７５．６％） 

美容師国家試験 合格率  ９６．６％（全国平均８５．１％） 

・就職内定率１００％ 

・全国理容美容学生技術大会 

（理容）ミディアムカット種目 四国大会優勝 

ワインディング種目  四国大会準優勝、敢闘賞 

クラシカルバックバリエーション種目 四国大会優勝、3 位 

全国大会       ５名参加 

（美容）ネイルアート種目      四国大会６位 

全国大会       １名参加 

・日本エステティック協会主催 第１２回エステティックコンテスト 

全国大会３名出場 

応用部門        ３位入賞 

基本手技部門      敢闘賞 

・愛媛県私立専修学校地域を担う人材育成事業 

【地産品（砥部焼）を利用した女性用理容器具の作成と技術の開発事業】採択 

 

（９）河原パティシエ・医療・観光専門学校 

・製菓衛生士国家試験 合格率１００％ 

・えひめシュークリームフェス 

地元企業とのコラボ商品開発（11 社の企業と商品開発・販売） 

・砥部焼窯元コラボスイーツ開発・販売 

・中山栗スイーツ商品開発（伊予市・双海中山商工会連携事業） 

パッケージ・ロゴデザイン商標登録・道の駅なかやまにて販売 

・折り畳み自転車による二次交通問題解決を目的とした商品開発・運営（県補助金事業） 

・花園町ストリートウェディング企画・運営（花園町商店街連携事業） 

・声優タレント科 朗読コンテスト愛媛県代表として全国大会に出場 

・漫画クリエイター科と連携してヴォイスコミックを開発・動画コンテンツとして発信 

・オーディオブックの開発・動画コンテンツとして発信 

・就職内定率 100％ 

     

（10）未来高等学校・未来高等学校 新居浜分校 

令和２年４月 1 日 未来高等学校新居浜分校を未来高等学校新居浜校に改称 

・令和２年３月１日時点生徒数 

松山本校３２７名、県外サポート校１３５１名 

新居浜分校１１０名、県外サポート校４０名   【計】１８２８名 

・平成３１年度卒業生  松山本校５０１名 新居浜分校５８名 合計５５９名 

大学進学者      ２２名 
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短大進学者       ２名 

専修学校等進学者    ３５名（うち河原学園専門学校２１名） 

就職者         ５７名 

【H３１年度主な進学先】 

（大学・短期大学） 

人間環境大学、神戸学院大学、愛媛大学、松山大学、関東学院大学、こども教育宝仙

大学、帝京平成大学、大阪商業大学、姫路大学、神戸市外国語大学、環太平洋大学 

名古屋文理大学、東京通信大学、中国短期大学、今治明徳短期大学 他 

（専修学校） 

河原 IT ビジネス専門学校、河原電子ビジネス専門学校 

河原パティシエ・医療・観光専門学校、河原医療福祉専門学校、河原デザインアート

専門学校、河原愛ペットワールド専門学校、河原ビューティーモード専門学校、大

原簿記公務員専門学校愛媛校、大原学園簿記法律専門学校福井校、四国医療福祉総

合学院、大阪総合専門学校、ＥＳＰ大阪、東京外国ビジネスカレッジ、京都建築専門

学校、名古屋デザイン＆テクノロジー専門学校 

 

（11）河原高等専修学校 

・卒業生の進路（卒業生６名） 

進学 ２名（河原パティシエ・医療・観光専門学校） 

就職 ４名（料亭「菊乃井」、京懐石「美濃吉」他） 

・食育インストラクター受験者５名合格） 

・技術考査（専門調理師学科試験免除資格）５名合格 

・京都研修旅行 

・銀天街土曜夜市、文化祭等、多数のイベントで出店販売をおこなった。 

・保育園での食育講座や郷土料理の講習会等各料理講習会に参加（受講及び調理補助と

して） 

・製菓衛生通信制スクーリングの実施 

 

（12）愛光幼稚舎 

愛媛県知事により認可され、平成３１年４月１日より開設し、運営を開始した。 

【定   員】 ３６０名（３歳児１２０名、４歳児１２０名、５歳児１２０名） 

【設 置 場 所】 愛媛県松山市東石井六丁目６番６号（所在地：東石井３６５番地１） 

【園舎の概要】 鉄鋼造合金メッキ鋼板ぶき・陸屋根３階建 １９６８．７１㎡ 

【認可年月日】 平成３１年３月２９日 

【開設年月日】 平成３１年４月１日 

 

令和 2 年 4 月、満 3 歳児クラスの追加に伴う定員増対応 

収容定員： 480 名（満３歳児：120 名、年少：120 名、年中 120 名、年長 120 名） 

・幼稚園化に伴う円滑な運営の継続 

・幼児教育の無償化対応（満３歳児対応含む事務整備、補助金事務等） 
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３ 愛知県内各校 

 （１）人間環境大学 

   ・令和元年度文部科学省私立大学等改革総合支援事業 

タイプ 1「特色ある教育の展開」選定 

 

①平成 31 年度の主な事業 

 （岡崎キャンパス） 

   ・人間環境学部・人間環境学研究科 

    ４月 入学式（4/3）学部生 296 名（転・編入学生 2 名を含む） 

             大学院生 6 名 

       聴講生申込者数  前期 21 名（27 講座） 

                後期 14 名（20 講座） 

       岡崎学園高等学校 2 年生ベーシック進学コース理系 34 名 

「アクティブ探究基礎」授業実施（4 月～2 月） 

       豊川高等学校（高大連携提携校）3 年生 12 名「心理入門」授業実施 

（4 月～10 月） 

５月 FD・SD 研修会（5/29） 

    ・演題：大学とハラスメント ～コミュニケーションを考えて防止する～ 

講師：葛 文綺（愛知学院大学 心身科学部） 

    ６月 人間環境大学「高校教員対象大学説明会」 

6/31 名古屋会場（IMY ホール）高校教員 32 名、業者 9 名参加 

        6/15 岡崎学園高等学校 PTA 進路説明会(PTA 会員対象) 室入試・広報部長 

       6/6 黄柳野高等学校 1・2 年生 76 名対象 高大連携出張授業 

「心理学講座」坂本准教授 

FD・SD 研修会（6/12） 

     ・演題：高大接続における本学の対応 

講師：花井しおり教授、遠藤弘子入試課係長 

７月 防災・避難訓練(7/4) 

FD・SD 研修会（6/17） 

    ・演題：教学と経営の内部質保証 

講師：牧山助友学長 

８月 8/2 啓明学館高等学校（高大連携提携校）全学年対象模擬授業 

心理学科 24 名参加、環境科学科 12 名参加 

心理学科：西山講師、環境科学科：小谷助教 

8/6 愛知県立海翔高等学校（高大連携提携校） 

環境防災コース校外学習会(8/6 )2 年生 14 名（高校引率教員 2 名） 

藤井（伸）准教授 

９月 9/7 啓明学館高等学校（高大連携提携校）2・1 年生対象進路ガイダンス参加 

9/19 豊野高等学校（高大連携提携校）2・1 年生対象進路ガイダンス参加 

9/28 岡崎学園高等学校文化祭に「人間環境大学ブース」出展 
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11 月  11/2 啓明学館高等学校 1・2 年生対象大学見学会  

     生徒 62 名（高校引率教員 2 名） 

           消火器訓練・救命講習会（11/27） 

岡崎市市民大学 （11/30） 

講師：花井しおり 人間環境学部教授 

テーマ：梅花の歌三十二首 

12 月 FD・SD 研修会（12/18） 

      ・演題：コマシラバス研修会 

      ・講師：芦田宏直副学長 

２月 FD・SD 研修会（2/19） 

      ・演題：令和元年度授業見学の総括について 

講師：岡良和 人間環境学部 教授 

       2/14 豊川高校講演会 1 年生総合進学コース対象 坂本准教授 

３月 岡崎学園高等学校 1 年生「大学見学会」（コロナウイルス感染症拡大により中止） 

学位授与式（１５日） （コロナウイルス感染症拡大により中止） 

         【卒業・終了者数】 

人間環境学部  84 名  

看護学部    98 名 

大学院人間環境学研究科 3 名 

大学院看護学研究科博士前期課程 2 名 

大学院看護学研究科博士後期課程 3 名 

      海外大学（台湾）との交流事業（コロナウイルス感染症拡大により中止） 

   就職支援推進事業 

・キャリアデザイン科目を開講（1 年前期） 

・ビジネスコミュニケーション科目を開講（3 年前期） 

・1～3 年生キャリアガイダンスを実施（4 月） 

・学内企業説明会を開催（4 月 23 日） 

・1 年生進路適性検査を実施（4 月 19 日） 

・2 年生進路適性検査を実施（4 月 4 日） 

・1 年生キャリアベーシック講座Ⅰを開講（5 月 23 日） 

・2 年生キャリアベーシック講座Ⅱを開講（5 月 9 日） 

・ビジネス系・環境系・心理系資格取得対策講座を開講（4 月～2 月） 

・3 年生 Web キャリアハンドブックを公開（9 月） 

・3 年生就職ガイダンスを開催（6 月～2 月／年 8 回） 

・ビオトープ管理士・生物分類技能検定の学内受験支援（9 月・11 月） 

・インターンシップ（※環境科学科のみ単位認定）を実施（8～9 月） 

・3 年生個別面談を実施（10 月～11 月） 

・キャリア形成演習（就活トレーニング合宿）を開催 

（3 年後期；11 月 30 日～12 月 1 日） 

・就職集中講座を開講（2 月 10 日） 
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・業界研究会を開催（2 月） 

・3 年生就職模擬面接を実施（2 月～3 月） 

 

（大府キャンパス） 

・看護学部・看護学研究科 

    ４月 入学式（4/2）学部生 99 名 

              大学院生 博士前期課程 3 名／博士後期課程 2 名  

       新入生歓迎イベント（4/6）参加者：新入生 77 名、2～4 年生 32 名 

       第 1 回研究推進研修プログラム 

科学研究費補助金に関する説明会（4/10）講師：篠崎学部長、高橋課長 

       参加者：新採用教員対象（12 名） 

       看護学部学部説明会（4/27）参加者：高校生 56 名、保護者：30 名 

        

 

    ５月 新入生対象防犯講習会（5/6）（東海警察署） 

       参加者：1 年生 99 名 

       海外研修における危機管理講習会（5/16）講師：JCSOS（海外留学生安全対策

協議会）参加者：2 年生 102 名、国際交流委員会委員他 

       高大連携事業（5/30）未来高校からキャンパス見学（学部説明・施設見学） 

参加者：70 名 

       私立大学展 （5/25）説明者：栗田講師、鈴木講師、参加者：28 組 

             （5/26）説明者：鈴木講師、参加者：31 組 

       高校教員対象大学説明会（5/31） 説明者：篠崎学部長 

       第 2 回研究推進研究プログラム 

        「大学で研究をするということ」（5/29）講師：篠崎学部長 

        参加者：教員 27 名、 

        

    ６月 学生後援会総会・保護者懇談会（6/1） 

         総会出席者：34名 懇談会出席者：77名 アドバイザー面談出席者：25名 

       第 3回研究推進研究プログラム 

        「科研費獲得のコツについて考える（トークディスカッション）」（6/12） 

講師：深谷教授 参加者：教員等 12名 

       高大連携事業 

               (6/8) 杜若高校医療看護プログラム 説明者：栗田講師 

(6/15）豊野高校プログラム 説明者：中神准教授他 4名 

       第 4回研究推進研究プログラム 

        「女性研究者として私の歩んだ道」（6/26） 

講師：名古屋大学名誉教授 高倍鉄子 参加者：教員等 28名 
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７月 第 5回研究推進研究プログラム 

        「科学研究費補助金説明会」（7/10）講師：高橋課長 参加者：11名 

メンタルヘルス講習会（7/8）講師：本学カウンセラー 門田千潤氏 

                参加者：2 年生全員（108名） 

       高大連携事業 

(7/11) 岡崎学園高校 PTA大学見学会 説明者：加藤（由）講師 

(7/27) 杜若高校医療看護プログラム 説明者：栗田講師、高田助手          

FD・SD 研修会（7/17） 講師：牧山学長（大学ビジョンを念頭においた講演） 

        参加者：教職員 36名（欠席者後日視聴） 

メンタルヘルス講習会（7/8）講師：本学カウンセラー 門田千潤氏 

                 参加者：2年生全員（108名）   

              

    ８月 国際看護学海外研修(8/4～8/9) 

         参加者：学部学生 24名、引率教員 2名 

       教員免許状更新講習(8/6～8/9の内 5日間) 

         開設科目：5科目（定員各 40名、総数 200名） 

受講者数：261名 

       高大連携事業 

(8/9)  杜若高校医療看護プログラム 説明者：中神准教授他 2名 

(8/22) 啓明学館高校出前授業 説明者：伊藤教授  

        

    ９月 高大連携事業 

        (9/19) 豊野高校プログラム 説明者：西准教授 

        

    10月 令和元年度 防災・避難訓練（10/18） 

            参加者：1年生全員、当日は雨天のため大府消防署職員による講義 

        SNS利用に関する安全対策講習会（10/28）（東海警察署） 

        参加者：2 年生 90 名 

        

11月 高大連携事業 

     (11/2) 啓明学館高校 大学見学会 説明者：倉田教授 

(11/16)杜若高校医療看護プログラム 説明者：鈴木講師 

               シラバス研修会 講師：芦田副学長 

第 1回（11/7） 参加者：教職員 7名 

第 2回（11/13） 参加者：教職員 21名 

 

12月 シラバス研修会  講師：芦田副学長 

    第 3回（12/10） 参加者：教職員 6名 

    第 4回（12/12） 参加者：教職員 10名        
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     １月 保健師学校等（大学院看護学研究科看護学専攻）の指定（文部科学省）（１/31） 

 

     ２月 保健師国家試験（会場：愛知学院大学） 

受験者 21名 合格者 20名（合格率 95.2％） 

        看護師国家試験（会場：愛知学院大学） 

受験者 98名 合格者 96名（合格率 98％） 

        認知症ケア研修会（2/28）参加者：学外者 8名 

         ※新型コロナウイルス感染症により、開催中止 

        

     ３月 FD・SD 研修会(研究倫理セミナー)（3/11） 

        ・演題：「オープンサイエンス時代の研究データの管理」 

         ※新型コロナウイルス感染症により、開催中止 

        学位授与式（3/14）場所：愛知健康プラザ（大府市内） 

         ※新型コロナウイルス感染症により、式典中止 

就職支援推進事業 

    ４月 国家試験対策:保護者向ガイダンス開催。 

「解剖生理」および「病態生理学」強化講義実施。（教員） 

    ５月 国家試験対策：「必修科目」頻出分野の強化講義実施。（教員） 

       保健師模試実施（5/2） 

    ６月 国家試験対策：「必修科目」頻出分野の強化講義実施（教員） 

       模擬試験実施（6/8）、「解剖、病態生理学」特別講義実施（6/15・業者） 

就職支援対策：マナー講座を開講（1 年生）「医療キャリアの基礎」講義実施 

    ７月 国家試験対策：「必修科目」頻出分野の強化講義実施（教員） 

       模擬試験実施（7/6）、「必須科目」特別講義実施（7/13・業者） 

就職支援対策：「看護実習前マナー講座」（2 年生）、「病院研究講座」開講（3 年

生） 

    ８月 国家試験対策：「必修科目」「一般+状況設定科目」強化講義実施（教員） 

       模擬試験実施（8/10）、「必須科目」特別講義実施（8/3 業者） 

       成績不振者対象「必修科目」特別講義実施（業者） 

       保健師特別講義「保健医療行政論」実施（8/30・業者） 

    ９月 国家試験対策：「必修科目」「一般+状況設定科目」強化講義実施（教員） 

       模擬試験実施（9/7）、「状況設定科目」特別講義実施（9/14・業者） 

       成績不振者対象「必修科目」特別講義実施（業者） 

       保健師特別講義「保健医療行政論」実施（9/2・業者） 

    10 月 国家試験対策：「必修科目」「一般+状況設定科目」強化講義実施（教員） 

       模擬試験実施（10/5）、「状況設定科目」特別講義実施（10/12・業者） 

       成績不振者対象「必修科目」特別講義実施（業者） 

       保健師特別講義「疫学・統計」実施（10/15・業者） 

       保健師模試実施（10/31） 
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11 月 国家試験対策：「必修科目」「一般+状況設定科目」強化講義実施（教員） 

       模擬試験実施（11/2）、「状況設定科目」特別講義実施（11/16・業者） 

       成績不振者対象「必修科目」「一般+状況設定科目」特別講義実施（業者） 

保健師特別講義「疫学・統計」実施（11/20・業者） 

12 月 国家試験対策：「必修科目」「一般+状況設定科目」強化講義実施（教員） 

        模擬試験実施（12/7）、「状況設定科目」 特別講義実施（12/21・業者） 

        成績不振者対象「一般+状況設定科目」特別講義実施（業者） 

  保健師模試実施（12/19）、保健師特別講義「全範囲」実施（12/11・業者） 

        就職支援対策：「就活提出書類対策講座」開講（3 年生） 

１月 国家試験対策：模擬試験実施（1/5 於：愛知学院大学） 

        「一般+状況設定科目」特別講義実施（1/11・業者） 

        成績不振者対象「一般+状況設定科目」特別講義実施（業者） 

      ２月 就職支援対策：学内病院説明会（2/29）参加施設：26 施設 

       「個人・集団面接対策講座」（2/29） 

     ※ともに新型コロナウイルス感染症により、開催延期 

 

（松山キャンパス） 

    ４月 科学研究費新規採択 2 件［平成 31 年度 代表者 1 件、分担者 2 件］（4/1） 

松山看護学部第 3 期生入学式 入学者 72 名（4/4） 

ウエルカムパーティ（4/12） 

    ５月 高校教員対象大学説明会（5/23）高校教員 27 名出席 

       1 年生フレッシュマン研修（6/10） 

    ６月 教員相互の授業見学（6/17～28） 

生活安全・交通安全講習会実施（7/5） 

    ７月 ナーシング・セレモニー開催（7/8） 

    ８月 松山まつり「野球サンバ」参加 教職員・学生 44 名参加（8/11） 

          国際看護学海外研修（タイ王国）教員 2 名、学生 7 名参加（8/27～9/11） 

９月 FD・SD 研修会 教員 26 名出席（9/9） 

        テーマ「ティーチングポートフォリオ入門」 

        講師 愛媛大学 教育・学生支援機構教育企画室 竹中喜一特任助教 

       保護者懇談会 72 組参加（9/19） 

     県外生保護者面談 11 組参加（愛知 9 組・大分 2 組：9/26） 

市民公開講座 学外参加者数 89 名 

        テーマ「自分の最後は自分で決めよう」 

        講 師 医療法人ゆうの森 理事長 永井 康徳先生 

10 月 国際看護学海外研修発表会（10/15） 

  大学祭（10/19～20） 

        市民健康教室実施（10/20） 

    11 月 衛生委員会による職場環境巡回チェック（11/27） 
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 12 月 衛生委員会研修 講演（12/11） 

       テーマ「職場におけるメンタルヘルス」 

       産業医 永井 勅久先生 

 防災訓練（河原医療大学校と共同）（12/17） 

南松山病院でクリスマスハンドベルコンサート 教員・学生 25 名参加（12/17） 

２月 新型コロナウイルス感染拡大の状況を受け、遠隔授業及び分散授業への準備を 

開始 

    ３月 令和２年度施設整備終了 

       WiFi 環境の整備（電波環境の測定後、改善のため AP１５台設置） (3/30) 

       大講義室の整備（ＡＶ機器の整備を含む）（3/29） 

       屋上学生ホール（人環 Café）の整備（1/29） 

       就職支援室、演習室の整備（3/29） 

 

 

 (２) 岡崎学園高等学校 

    令和元年度は、元号が変わり、新たな時代の始まりである。本校も新たな気持ちで、高い

志を持ち、地域に貢献し、地域から信頼され、地域から愛される生徒を育てるために、さら

に魅力的な学校づくりを進めた。 

① 教育活動の具体的目標 文武両道に優れた逞しい生徒の育成 

・ 大学進学実績の向上 

生徒の学力を伸ばして進路希望を実現する。国公立大学合格２０名、有名私 

立大学２５名、人環大進学２５名を達成する。 

・ 部活動の充実 

生徒の人間力を伸ばす。県大会出場を１０部活以上が達成し、その中から全 

国大会出場を達成する。 

・ 生徒会活動の充実 

生徒の主体性を伸ばす。ボランティア活動に参加する。 

・ 転退学を防止する。転退学者を 20 名以内に、転退学率を３％以内に抑える。不登校を

防止する。 

・ 来年度の入学者数の目標を３１５名として、これを達成する。 

 

② 令和元年度の主な事業 

          ４月  入学式(入学者 326 名)・１学期始業式(4/8) 

１年生オリエンテーション(4/9･10) 

市内中学校訪問(校長･副校長による入試お礼)(4/10～12) 

遠足(２、３年生)名古屋港水族館、ナガシマスパーランド(4/19) 

宿泊研修(１年生)美浜少年自然の家(4/19･20) 

          ５月  市内及び市外関係中学校訪問(募集委員の新年度挨拶)(5/15～18) PTA 並びに

教育後援会総会・授業参観(保護者 188 名)(5/18) 
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６月  体育大会(6/6.7) 

伊賀川一斉清掃ボランティア(生徒 90 名)(6/2) 

中高連絡懇談会(中学校 26 校の教諭 27 名)(6/12) 

第 1 回学校評議員会(6/14) 

PTA 進路説明会(保護者 103 名)(6/15) 

教員 AED、エピペン講習会(6/27) 

市内及び市外関係中学校訪問(募集委員・OS 参加依頼)(6/26～7/2) 

7 月  進路検討会(7/1) 

生徒指導講演会「SNS の危険性」講師畠中幸一氏(株)クエスト(7/2) 

  PTA 人環大見学会(保護者 13 名)大府キャンパス看護学部(7/11) 

保護者会(7/16～18) 

１学期終業式(7/19) 

ニュージーランド語学研修（9 名）(7/25～8/7) 

８月    第１回オープンスクール(生徒 704 名、保護者 80 名)(8/24) 

          ９月  ２学期始業式(9/2) 

         菅生川草刈り清掃ボランティア(生徒 70 名)(9/8) 

私学合同説明会(中学校 135 校参加)(9/24) 

文化祭、合唱コンクール(9/27) 

文化祭一般公開(来賓 36 名、保護者 562 名、同窓生 50 名、一般 62 名、中学

生 26 名)(9/28) 

        １０月    進路指導委員会(10/1) 

市内及び市外関係中学校訪問(募集委員・OS 参加依頼)(10/8～11) 

    １１月  文化講演会「自分の道の見つけ方」桂福丸(11/7) 

第２回オープンスクール(生徒 192 名、保護者 49 名)(11/9) 

西三河私立学校展(相談 14 組)(11/17) 

市内及び市外関係中学校訪問(募集委員・入学願書持参)(11/25～29) 

２年生修学旅行(沖縄 141 名、中四国 65 名、台湾 65 名)(11/25～28) 

    １２月  第３回オープンスクール(個別相談会)(生徒 63 名、保護者 34 名)(12/1) 

         人権集会(12/2) 

第４回オープンスクール(個別相談会)(生徒 62 名、保護者 39 名)(12/7) 

保護者会(12/17～19) 

２学期終業式(12/20) 

          １月  ３学期始業式(1/7) 

         ニュージーランド中期留学出発(生徒 3 名)(1/11～3/22･28) 

大学入試センター試験(1/18,19) 

進路指導委員会(1/21) 

進路検討会(1/23) 

推薦入試(1/29) 

市内中学校訪問(副校長による推薦入試合格証手渡し)(1/30) 
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２月  一般入試(2/5) 

      市内中学校及び協力中学校訪問(副校長による合格証手渡し)(2/7) 

予餞会(2/14) 

卒業式(卒業生 256 名)、第 2回学校評議員会(2/20) 

          ３月  球技大会(3/3) 

        ３学期終業式(3/17) 

 

③ 令和元年度の主な成果 

・ 大学進学について 

国公立大学合格者は１１名 

筑波大学１名、愛知教育大学２名、信州大学１名、山梨大学１名 

愛知県立大学 1 名、長野県立大学 1 名、秋田県立大学１名。長野大学１名 

前橋工科大学１名、広島市立大学１名 

 

有名私立大学合格者は１４名 

青山学院大学 1 名、立命館大学１名、名城大学６名、南山大学５名、藤田医科大学１

名 

人間環境大学進学者は１２名 

      人間環境学部 環境科学科２名、心理学科５名、看護学部 看護学科５名 

 

・ 文部科学省所管外の大学校合格者は２名 

航空保安大学校１名 

水産大学校１名 

 

   ・ 就職について  

５２名の生徒が、地域の優良企業をはじめとする希望の職場に内定 

 

・ 部活動について 

女子バレーボール部 

 愛知県高等学校総合体育大会  優勝 

 全国高等学校総合体育大会   ベスト１６ 

      国民体育大会         出場 

      全日本バレーボール高校選手権 出場 

     

 女子駅伝部   

     愛知県高等学校総合体育大会 女子 1500m 優勝  

                   女子 3000m 優勝 

東海高等学校総合体育大会  女子 3000m 優勝  

女子 1500m 3 位 

全国高等学校総合体育大会  女子 3000m 出場 
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     愛知県高等学校駅伝競走大会 女子の部   2 位 

東海高等学校駅伝競走大会  女子の部  優勝 

 

女子ソフトボール部 

愛知県高等学校選手権大会  ベスト８ 

愛知県高等学校新人体育大会 ベスト８ 

        

野球部 

全国高校野球選手権愛知大会 ４回戦進出 

愛知県高校野球選手権大会  ベスト８ 

 

バスケットボール部 

 愛知県高等学校総合体育大会 ベスト１６ 

愛知県高等学校私学大会    3 位 

全国高等学校選手権愛知県大会 ベスト１６ 

 

陸上競技部 

      愛知県高等学校総合体育大会 女子総合 ５位  

愛知県高等学校総合体育大会 女子やり投げ ２位  

東海高等学校総合体育大会 女子やり投げ 出場 

愛知県高等学校新人体育大会 男子 5000m 出場 

男子 110mH 出場 

              男子ハンマー投げ 出場 

女子 100mH 出場 

 

     少林寺拳法 

      愛知県高等学校新人大会   弁論の部 優勝 

女子団体演武の部  ２位 

女子自由組演武の部 ２位 

男子規定組演武の部 ３位 

男子規定単演武の部 ３位 

 

演劇部  

中部日本高等学校演劇大会 愛知県大会 奨励賞 

    

カヌー部 

愛知県高等学校総合体育大会 カヌー競技男子 

カヤックシングル 500m ６位   

愛知県高等学校新人体育大会 カヌー競技男子 

カヤックシングル 500m ６位   
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テコンドー部 

 東日本大会   組み手 51kg  １位  

       日韓大会    組み手 51kg  ３位   

       韓国国際大会  組み手 51kg  ３位  

 

④ 年度当初に掲げた目標の達成度と次年度の取組について 

・ 大学進学実績の向上 

 国公立大学合格   １１（目標２０） 

 有名私立大学合格  １４（目標２５） 

 人間環境大学進学  １２（目標２５） 

目標には、全く届かない結果となってしまった。特進コースの生徒の学力の幅が

大きく、最後まで国公立を狙う生徒が少なく 20 名ほどになってしまったことが大

きな原因である。国公立をねらう生徒を増やすために、来年度は、早めに目標を決

めて、個別の指導を行い、最後までチャレンジさせることが必要である。 

令和２年度はトリプル３０が目標である。国公立大合格３０、有名私大合格３

０、人環大進学３０の目標を掲げている。個別の目標に応じた指導を行うととも

に、A ゼミを新たに３年生にも国数英３科目で実施するので、その効果も活用する。

さらに、本校の生徒はセンター試験の成績で国公立の成否がほとんど決まってし

まうので、次年度は、シラバスとスタディサプリ及び Classi を活用して、授業の

理解度を向上させ、授業の進度を速めるようにする。これらは、有名私大の合格者

を増やし、人環大への進学者を増やすことに繋がると考えられる。また、新しく始

まる大学入試共通テストの情報や各大学の入試情報をいち早く収集して、生徒の

指導に活かすことも必要である。人環大への進学者を増やすために、生徒が大学に

出かけて交流する機会を増やす必要がある。高大連携会議で検討したい。 

 

・ 令和 2 年度の入学者が当初の目標３１５名を超える３２０名を達成した。今後

は、この入学者数を維持すると共に、生徒の学力向上と進学実績の向上により、

入学者の学力レベルの向上に繋げていく。 

・ 転退学者は、２０名であった。昨年度比較で９名減少して、目標の２０名以内に

抑えることができた。転退学率は、2.32%であった。今後は、さらに、転退学者

を減らすように努めていく。 

・ 部活動については、女子バレーボール部と女子駅伝部が全国大会出場を果たし、

10 部活以上が県大会出場を果たした。女子ソフトボール部、野球部、男子バス

ケットボール部が県上位進出を果たした。 

 

 (３) 岡崎学園中学校 

       平成２３年度からの募集停止を決定したため在籍者なし。 

       平成２５年４月から休校。 


