
別紙１

昼夜

年

有

資格名 受験者数 合格者数 合格率

日本医師

会認定

医療秘書

１３名 １３名 100%

名

名

名

％

実験 実技

商業実務 医療秘書学科

分野 学科名 学科の目的
学校教育法の規定に従い、ビジネス社会及び医療現場で役立つ専門的知識と技術を授け、豊かな教養を

培うとともに、創造性富む人間形成をはかり、良識ある医療秘書を養成する。

修業年限
全課程の修了に必要な

総授業時数又は総単位数
講義 演習 実習

0 0

単位時間

2 昼
1,800 690 1,020 90

学期制度
■前期：4月1日～9月30日

■後期：10月1日～3月31日
成績評価

■成績表：

■成績評価の基準・方法

シラバスに基づき、前期試験・後期試験・授業態

度・出欠状況等を勘案して評価する。

長期休み

■夏季休暇（7月下旬～8月下旬）

■冬期休暇（12月下旬～1月上旬）

■春期休暇（3月中旬～4月上旬）

卒業・進級

条件

成績評価、履修時間数、学納金等の状況によって決

定する。

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

■内容

■個別相談・指導等の対応

少人数制指導で、学生への個別サポートを徹底している。

授業外での放課後相談も対応して、一人ひとりの学習習熟

度に合わせた指導を行っている。

＊令和２年度は、新型コロナウイス感染症の拡大に

より、ほとんどの課外活動が中止。

医療機関、調剤薬局等

■就職者数　　　　　　　　： 13
他、２年間で１４個の資格に挑戦し、１０個の資

格・検定において、合格率１００％を達成した。

経済的支援

制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度について

入試形態に応じて、学費の免除、入学検定料の免除、入学後の受験資格受験料の免除等を行っている。

■各種奨学金の実績について

日本学生支援機構奨学金の利用有り。

https://hbf.usui-gakuen.ac.jp

就職等の

状況

（令和３年３月

卒業生）

当該学科の

ホームページ

ＵＲＬ

■就職率　　　　　　　　　 ： 100

■就職指導内容

履歴書の書き方、メイクアップセミナー、着こなしセミ

ナー、面接指導等を行っている。

■卒業者数　　　　　　　　： 13

■就職希望者数　　　　　： 13

■主な就職先、業界等

主要資格

合格率等

（令和３年３月

卒業生）

■国家資格・検定/その他・民間検定等

https://hbf.usui-gakuen.ac.jp/


別紙２

昼夜

年

有

資格名 受験者数 合格者数 合格率

介護福祉士

国家資格
１６名 １４名 88%

名

名

名

％

当該学科の

ホームページ

ＵＲＬ

https://hbf.usui-gakuen.ac.jp

■コンクール出展等

福祉用具アイディアコンクール

経済的支援

制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度について

入試形態に応じて、学費の免除、入学検定料の免除等を行っている。

■各種奨学金の実績について

富山県社会福祉協議会介護福祉士等修学資金の利用有り。

日本学生支援機構奨学金の利用有り。

■就職率　　　　　　　　　 ： 100

就職等の

状況

（令和３年３月

卒業生）

■主な就職先、業界等

主要資格

合格率等

（令和３年３月

卒業生）

■国家資格・検定/その他・民間検定等

■就職指導内容

履歴書の書き方、メイクアップセミナー、着こなしセミ

ナー、面接指導等を行っている。

■卒業者数　　　　　　　　： 16

■就職希望者数　　　　　： 16

■就職者数　　　　　　　　： 16

長期休み

■夏季休暇（7月下旬～8月下旬）

■冬期休暇（12月下旬～1月上旬）

■春期休暇（3月中旬～4月上旬）

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム、

病院、障害者支援施設等

卒業・進級

条件

成績評価、履修時間数、学納金等の状況によって決定

する。

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

■内容

■個別相談・指導等の対応

＊令和２年度は、新型コロナウイス感染症の拡大によ

り、ほとんどの課外活動が中止。

少人数制指導で、学生への個別サポートを徹底している。授

業外での放課後相談も対応して、一人ひとりの学習習熟度に

合わせた指導を行っている。

学期制度
■前期：4月1日～9月30日

■後期：10月1日～3月31日
成績評価

■成績表：

■成績評価の基準・方法

シラバスに基づき、前期試験・後期試験・授業態度・

出欠状況等を勘案して評価する。

実技

2 昼
1,965 765 750 450 0 0

単位時間

修業年限
全課程の修了に必要な

総授業時数又は総単位数
講義 演習 実習 実験

分野 学科名 学科の目的

教育・社会福祉 介護福祉学科
学校教育法の規定に従い、ビジネス社会及び介護現場で役立つ専門的知識と技術を授け、豊かな教養を

培うとともに、創造性富む人間形成をはかり、良識ある介護福祉士を養成する。

https://hbf.usui-gakuen.ac.jp/


別紙３

昼夜

年

有

資格名 受験者数 合格者数 合格率

精神保健福祉士

国家資格
１９名 １８名 94%

名

名

名

％

経済的支援

制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度について

入試時期に応じて、学費の免除等を行っている。

■各種奨学金の実績について

日本学生支援機構奨学金の利用有り。

当該学科の

ホームページ

ＵＲＬ

https://hbf.usui-gakuen.ac.jp

※３名については卒業後もサポート

就職等の

状況

（令和３年３月

卒業生）

■就職率　　　　　　　　　 ： 83

■就職者数　　　　　　　　： 15

■主な就職先、業界等

主要資格

合格率等

（令和３年３月

卒業生）

■国家資格・検定/その他・民間検定等

精神科医療機関、障害福祉サービス事業所、行政機関（市町

村、保健所、精神保健福祉センター等）

■就職指導内容

履歴書の書き方、面接指導等を行っている。

■卒業者数　　　　　　　　： 19

■就職希望者数　　　　　： 18

長期休み
■夏季休暇（7月下旬～8月下旬）

■冬期休暇（12月下旬～1月上旬）

卒業・進級

条件

成績評価、履修時間数、学納金等の状況によって決定す

る。

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

■内容

■個別相談・指導等の対応

＊令和２年度は、新型コロナウイス感染症の拡大により、

ほとんどの課外活動が中止。

少人数制指導で、学生への個別サポートを徹底している。授

業外での放課後相談も対応して、一人ひとりの学習習熟度に

合わせた指導を行っている。

学期制度
■前期：4月1日～9月30日

■後期：10月1日～3月31日
成績評価

■成績表：

■成績評価の基準・方法

シラバスに基づき、前期試験・後期試験・授業態度・出欠

状況等を勘案して評価する。

実技

1 昼
1,200 810 90 300 0 0

単位時間

修業年限
全課程の修了に必要な

総授業時数又は総単位数
講義 演習 実習 実験

分野 学科名 学科の目的

教育・社会福祉 精神保健福祉学科
学校教育法の規定に従い、ビジネス社会及び精神保健福祉現場で役立つ専門的知識と技術を授け、豊かな教

養を培うとともに、創造性富む人間形成をはかり、良識ある精神保健福祉士を養成する。

https://hbf.usui-gakuen.ac.jp/


別紙４

昼夜

年

有

資格名 受験者数 合格者数 合格率

美容師国家資格

（筆記）
９名 ９名 100%

名

名

名

％

経済的支援

制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度について

入試形態に応じて、学費の免除、入学検定料の免除等を行っている。

■各種奨学金の実績について

日本学生支援機構奨学金の利用有り。

当該学科の

ホームページ

ＵＲＬ

https://tdb.usui-gakuen.ac.jp

９名 ８名

全国理容美容学生技術大会（中止）

フォトコンテスト出展　入選、特別賞

■就職率　　　　　　　　　 ： 100

■大会、コンクール出展等

SPC GROBAL STYLING COLLECTION2020（中止）

就職等の

状況

（令和３年3月

卒業生）

■主な就職先、業界等

主要資格

合格率等

（令和３年3月

卒業生）

■国家資格・検定/その他・民間検定等

美容業界全般

■就職指導内容

履歴書の書き方、メイクアップセミナー、面接指導等を行っ

ている。

88%■就職希望者数　　　　　： 9

■就職者数　　　　　　　　： 9

■卒業者数　　　　　　　　： 9
美容師国家資格

（実技）

長期休み

■夏季休暇（7月下旬～8月下旬）

■冬期休暇（12月下旬～1月上旬）

■春期休暇（3月中旬～4月上旬）

卒業・進級

条件

成績評価、履修時間数、学納金等の状況によって決定す

る。

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

■内容

■個別相談・指導等の対応

＊令和２年度は、新型コロナウイス感染症の拡大により、

ほとんどの課外活動が中止。

少人数制指導で、学生への個別サポートを徹底している。授

業外での放課後相談も対応して、一人ひとりの学習習熟度に

合わせた指導を行っている。

学期制度
■前期：4月1日～9月30日

■後期：10月1日～3月31日
成績評価

■成績表：

■成績評価の基準・方法

シラバスに基づき、前期試験・後期試験・授業態度・出欠

状況等を勘案して評価する。

実技

2 昼
2,010 600 60 1,350 0 0

単位時間

修業年限
全課程の修了に必要な

総授業時数又は総単位数
講義 演習 実習 実験

分野 学科名 学科の目的

衛生 美容学科

学校教育法の規定に従い、文化的な美容の研究を行い、その知識と技術、より豊かな教養を培うことによっ

て、専門分野における創造性豊かな人間の育成に努め、美容文化に指導的な役割をはたす職業人であると同

時に良識ある社会人、家庭人を育成する。

https://tdb.usui-gakuen.ac.jp/


別紙５

昼夜

年

有

資格名 受験者数 合格者数 合格率

２級自動車整備

士国家資格

（ガソリン）

１８名 １８名 100%

名

名

名

％

経済的支援

制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度について

入試形態に応じて、学費の免除、入学検定料の免除等を行っている。

■各種奨学金の実績について

日本学生支援機構奨学金の利用有り。

当該学科の

ホームページ

ＵＲＬ

https://tjs.usui-gakuen.ac.jp

就職等の

状況

（令和３年３月

卒業生）

■主な就職先、業界等

２級自動車整備

士国家資格

（ジーゼル）

１８名 １８名

■就職率　　　　　　　　　 ： 100

100%■就職希望者数　　　　　： 18

■就職者数　　　　　　　　： 18

主要資格

合格率等

（令和３年３月

卒業生）

■国家資格・検定/その他・民間検定等

自動車整備業界全般

■就職指導内容

履歴書の書き方、着こなしセミナー、電話応対マナー、面接

指導等を行っている。

■卒業者数　　　　　　　　： 18

長期休み

■夏季休暇（7月下旬～8月下旬）

■冬期休暇（12月下旬～1月上旬）

■春期休暇（3月中旬～4月上旬）

卒業・進級

条件

成績評価、履修時間数、学納金等の状況によって決定す

る。

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

■内容

■個別相談・指導等の対応

＊令和２年度は、新型コロナウイス感染症の拡大により、

ほとんどの課外活動が中止。

少人数制指導で、学生への個別サポートを徹底している。授

業外での放課後相談も対応して、一人ひとりの学習習熟度に

合わせた指導を行っている。

学期制度
■前期：4月1日～9月30日

■後期：10月1日～3月31日
成績評価

■成績表：

■成績評価の基準・方法

シラバスに基づき、前期試験・後期試験・授業態度・出欠

状況等を勘案して評価する。

実技

2 昼
2,300 850 30 1,420 0 0

単位時間

修業年限
全課程の修了に必要な

総授業時数又は総単位数
講義 演習 実習 実験

分野 学科名 学科の目的

工業 自動車整備学科
学校教育法の規定に従い、自動車に関する専門的な知識・技術を修得させ、更に豊かな教養を養うととも

に、創造性に富む人材育成を図り、地域社会へ貢献できる自動車整備のスペシャリストを養成する。

https://tjs.usui-gakuen.ac.jp/

