新潟こども医療専門学校 基本情報
[１] 学校の概要、目標及び計画
１．学校長名
小見 英晴
２．所在地
〒950-0084 新潟県新潟市中央区明石１－３－５
３．連絡先
Tel

Fax

025-241-0136
025-241-0134

４．学校の沿革・歴史
1992 年（平成 4 年） 4 月

新潟高度情報処理技術学院駅前校として開校

1995 年（平成 7 年） 4 月

「ビジネスコミュニケーション専門学校」に校名変更

1997 年（平成 9 年） 4 月

「新潟情報ビジネス専門学校」に校名変更

2003 年（平成 15 年） 4 月
2005 年（平成 17 年） 4 月
2006 年（平成 18 年） 9 月
2008 年（平成 20 年） 4 月
2009 年（平成 21 年） 4 月
2010 年（平成 22 年） 4 月
2010 年（平成 22 年） 8 月

近畿大学九州短期大学と学務提携し、情報幼児教育科
（現こども発達学科）を設置
2 号館を開校。厚生労働省より指定保育士養成施設の
認可を受け保育科を新設
新潟市中央区花園に「新潟えきなか保育園」を開園
学務提携校を近大姫路大学豊岡短期大学に変更
新発田市住吉に｢優の森保育園｣を開園
近大姫路大学教育学部と学務提携し、こども未来学科を
新設
「新潟こども医療専門学校」に校名変更
新潟市中央区笹口に、新潟市の委託事業として子育て
支援センター｢プラーカスマイルランド｣を開所

2011 年（平成 23 年） 8 月

医療キャンパスを新設

2012 年（平成 24 年） 4 月

阿賀野市保田に｢ほたる保育園｣を開園

2014 年（平成 26 年） 4 月

医療ビジネス科が職業実践専門課程に認定される
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2014 年（平成 26 年） 7 月
2015 年（平成 27 年） 2 月
2016 年（平成 28 年） 7 月
2020 年（令和 2 年） 7 月
2021 年（令和 3 年） 6 月

医療ビジネス科が一般財団法人日本医療教育財団から
5 年連続教育優秀校を受賞
こども未来学科、こども発達学科、保育科が職業実践専
門課程に認定される。
医療事務総合学科が一般財団法人日本医療教育財団か
ら 6 回目の教育優秀校を受賞
医療事務総合学科が一般財団法人日本医療教育財団か
ら 7 回目の教育優秀校を受賞
医療事務総合学科が一般財団法人日本医療教育財団か
ら 8 回目の教育優秀校を受賞

５．学校の特色
学校案内パンフレットの該当ページをご覧ください。
６．目標
学則に掲げる本校の教育の目的「商業実務及び教育・社会福祉分野において、専門
的な知識・技術と合わせ教養人格の高い道義・礼節・作法をも身につけた人材の育成」
の実現をめざします。
７．教育指導計画
カリキュラム及び年間行事予定表のページをご覧ください。
８．計画
本校の１年間は４月１日から始まり翌年３月３１日までの２学期制としています。
２学期の期間は次の通りです。
前期

４月 １日 ～ ９月２０日

後期

９月２１日 ～ ３月３１日

主な学校行事として、スポーツ大会・球技大会・発表会などがあります。

[２] 各学科等の教育
１．医療事務総合学科（修業年限２年）
（１）定員数

100 名

（２）カリキュラム及び時間割
学校案内パンフレットの該当ページをご覧ください。
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（３）進級・卒業の要件
①

成績評価
学期末試験および中間試験に重点を置き、平素の授業態度・確認テスト・授業出席率
など、多面的に評定した総合点によって決定します。

② 評価および評価基準
評価は、上位からＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４段階とし、Ａ～Ｃを単位認定します。
Ｄ評価となるのは次のとおりです。
ア

評定科目の授業出席数が授業時数の２／３に満たない者

イ

学期末試験の得点が６０点に満たない者

ウ

総合点で６割に満たない者

（４）学習の成果として目指す資格・検定等および 2020 年度合格実績
合格率（％）

資格・検定名

69.6

診療報酬請求事務能力認定試験（医科）
医療事務管理士技能認定試験（医科）

100.0

調剤事務管理士技能認定試験

100.0

メディカルクラーク（医科）

95.6

医事オペレータ技能認定試験

100.0

Microsoft Office Specialist（Excel、Word）

100.0

医療事務管理士技能認定試験（歯科）

100.0

介護事務管理士技能認定試験

100.0

ドクターズオフィスワークアシスト

100.0

備考
全国平均 42.8％

（５）卒業後の進路
① 卒業後の進路

学校斡旋による就職率 2020 年度 100％

② 主な就職先

総合病院、医院、調剤薬局

２．こども学科（修業年限２年）
（１）定員数

240 名

（２）カリキュラム及び時間割
学校案内パンフレットの該当ページをご覧ください。
（３）進級・卒業の要件
医療事務総合学科欄をご覧ください。
（４）学習の成果として目指す資格、合格を目指す検定等
幼稚園教諭２種免許、保育士資格、社会福祉主事任用資格、幼稚園・保育園の
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ためのリトミック指導資格１級、Microsoft Office Specialist（Excel、Word）
（５）資格取得、検定試験合格等の実績
2020 年度全員受験の資格及び検定の合格率 100%
（６）卒業後の進路
2020 年度 100％

① 卒業後の進路

学校斡旋による就職率

② 主な就職先

保育園、幼稚園、児童福祉施設

３．こども発達学科（修業年限３年）
（１）定員数

210 名

（２）カリキュラム及び時間割
学校案内パンフレットの該当ページをご覧ください。
（３）進級・卒業の要件
医療事務総合学科欄をご覧ください。
（４）学習の成果として目指す資格、合格を目指す検定等
幼稚園教諭２種免許、保育士資格、社会福祉主事任用資格、幼稚園・保育園の
ためのリトミック指導資格１級、Microsoft Office Specialist（Excel、Word）
（５）資格取得、検定試験合格等の実績
2020 年度全員受験の資格及び検定の合格率 100%
（６）卒業後の進路
① 卒業後の進路

学校斡旋による就職率 2020 年度 100％

② 主な就職先

保育園、幼稚園、児童福祉施設

４．こども未来学科（修業年限４年）
（１）定員数

160 名

（２）カリキュラム及び時間割
学校案内パンフレットの該当ページをご覧ください。
（３）進級・卒業の要件
医療事務総合学科欄をご覧ください。
（４）学習の成果として目指す資格、合格を目指す検定等
幼稚園教諭１種免許、小学校教諭１種免許、養護教諭１種免許、保育士資格、
社会福祉主事任用資格、幼稚園・保育園のためのリトミック指導資格１級、
Microsoft Office Specialist（Excel、Word）
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（５）資格取得、検定試験合格等の実績
2020 年度全員受験の資格及び検定の合格率 100%
（６）卒業後の進路
① 卒業後の進路

学校斡旋による就職率 2020 年度 100％

② 主な就職先

保育園、幼稚園、児童福祉施設、小学校教諭、養護教諭

[３] 教職員
１．職制別教職員数
学校長

1名

副校長

1名

教務主事

1名

教員

13 名

講師

4名

非常勤講師

19 名

事務

4名

入学広報

1名

就職担当

1名

２．教職員の専門性
教員に関しては専門性・人間性・教授力等を備えた人材を確保しています。こども分野
においては教育連携している豊岡短期大学、姫路大学、東京福祉大学が講師として承認で
きるレベルの能力を有しております。医療分野においては豊富な実務経験と指導力を重
視しているため、その専門性レベルは業界レベルに十分対応しています。
今後も専門分野の現場で十分な経験を積んだ実績に教員としての指導力を備えたプロ
の教員を確保していきます。
[４] キャリア教育・実践的職業教育
就職担当は学生の就職活動に必要な情報を提示し、学生がいち早く情報を知ることが
できるようにしています。学生の求めに即時対応することによって就職希望者全員が就
職することを目標に支援体制を強化し、転職等で求職活動をしている卒業生に対しても
同様の支援を行っています。また、就職試験に向けた論文指導や面接指導も計画的に実施
しています。
[５] 様々な教育活動・教育環境
主な学校行事としてスポーツ大会・球技大会・発表会などがあり、クラスごとに委員を
設け学生中心で行事活動を行っています。また、課外活動として市のイベントや施設のボ
ランティア等にも積極的に参加しています。保育園などでの自主実習やインターンシッ
プとしての職場体験の充実を図り、より身近な職業体験を通して職業観・社会観を育てて
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います。
各実習施設は専修学校設置基準及び指定保育士養成施設指定基準に則り、特に教育効
果と安全性に留意しており教育に支障なく整備されています。
[６] 学生の生活支援
本校ではクラス担任制を敷いているので悩みを抱えた学生を早期に把握し、適切にサ
ポートする体制を整えています。学業・人間関係・家庭問題・就職等についての悩みを抱
える学生が毎年増加する傾向にあり、精神的にバランスを崩す学生も増えているようで
す。そうした学生を支援するための専任カウンセラーと対応できる相談室の設置は不可
欠であり、サポート体制の充実は重要と考えています。
[７] 学生納付金・修学支援
１．学生納付金
本校の学生納付金は募集要項欄に記載されているとおりで、ほぼ平均的な水準となっ
ています。また、諸経費についても無駄のないよう毎年見直しを行っています。
２．修学支援
経済的援助を必要としている学生に対し安心して勉学に励めるよう、日本学生支援機
構奨学金制度、交通遺児育英会奨学金、新潟県専修学校奨学生制度、新潟市奨学金の他、
本校独自の学内優待生制度の各種奨学金制度を導入・紹介しています。
また、学費は指定期日までに一括納付または前期分と後期分の 2 回に分割して納付す
ることができます。また延納など個別相談にも応じています。
[８] 学校の財務
財務情報のページをご覧ください。
[９] 学校評価
１．自己評価・学校関係者評価の結果
自己評価・学校関係者評価のページをご覧ください。
２．評価結果を踏まえた改善方策
自己点検・評価の方針は、新潟こども医療専門学校自己点検・評価規程に定められてい
ます。自己点検・自己評価および学校関係者評価によって出てきた課題とその改善策につ
いて早急な対処をするとともに、継続的な審議・検討が必要な難題もあります。
これらの課題および改善策は、学校改善のために教職員が全力で取り組んでいくべき
課題としてとらえています。
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