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学校法人山口学園 ２０１８年度 事業報告書(事業の概要) 

 

Ⅱ 事業の概要 

Ⅰ ２０１８年度 事業報告 

Ⅰ－１．法人全般 

 

<学生募集活動について> 

  文部科学省の学校基本調査によると２０１８年度の全国の専修学校（専門課程）への

入学者数は 267,562 人（対前年度 99.6％）となり前年度より 1,092 人減少している。

一方、大阪府の専修学校（専門課程）の入学者数は 32,187 人（対前年度 100.6％）と

なり、前年度より 206人増加している。いずれも前年度から大きな変化は見られない。 

山口学園では、ＥＣＣ国際外語専門学校が 640 人（対前年度 110.3％）、ＥＣＣコン

ピュータ専門学校が 427 人（対前年度 115.7％）、ＥＣＣアーティスト美容専門学校が

344 人（対前年度 106.8％）となった。専門課程全体では 1,411人（対前年度 111.0％）

となった。また、ＥＣＣ国際外語専門学校日本語学科の正規留学生及び進学系コースの

募集については、545人（対前年度 102.6％）となり、学園全体で大幅な入学者増とな

った。 

各校別に見るとＥＣＣ国際外語専門学校ではエアラインコースが大きく伸びた（対

前年度 141.2％）。また、新規開講（留学生対象）の国際ビジネスコース日本観光ビジ

ネス専攻及びビジネス＆マネジメント専攻が入学者増に寄与した。ＥＣＣコンピュー

タ専門学校では昨年度に引き続きＩＴ関連コースが好調であった（対前年度比

124.2％）。また、留学生募集も順調であった（対前年度 128.8％）。 

ＥＣＣアーティスト美容専門学校では特殊メイクアーティスト関連のコースが大きく

伸びた（対前年度 190.0％）。 

 

<就職指導について> 

山口学園各校の就職率（就職希望者ベース）はＥＣＣ国際外語専門学校が 100.0％（前

年度 100.0％）、ＥＣＣコンピュータ専門学校が 99.2％（前年度 98.9％）、ＥＣＣアー

ティスト美容専門学校が 100.0％（前年度 100.0％）となり、３校ともに昨年度に引き

続き高い水準を維持した。 
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Ⅰ－２．ＥＣＣ国際外語専門学校（２０１８年度事業報告） 

 

１．総括 

入学者数は 2018 年度 640名（2017年度 580名）で前年比 110.3％となり、18才人

口減少期を迎えたなか日本人、留学生とも 8年連続入学者増となった。進路選びの早

期化に対応するため 12月に学校案内書を完成し募集を開始する体制に変更し、前半

戦の集客を強化。AOエントリー数は 413件（2017年度 334件）で 79件増となり、早

期活動層の獲得に成功した。エアラインと韓国語は AO入学でほぼ募集終了の状態と

なった。イベント内では「国際感・英語感」を演出し、英語が聞こえるオープンキャ

ンパスを行った結果、AOエントリー率は 47.0％となった。大学編入においては大学

の定員厳格化の流れを受けて受験の早期化の状況にいち早く対応し、入学者増につな

げた。  

教務面においては、進級率は 91.9%（2017年 88.9％）、卒業率は 98.1%（2017年

98.5%）であった。学生アンケート結果は、授業満足度 4.18（2017年 4.16）であっ

た。保護者との連携や補講制度を整備し、二極化する学生に対応。クラスオブザーブ

（授業見学）の機会を増加させ、授業力強化に努めた。また、日本マナー・プロトコ

ール協会よりマナー・プロトコール検定「優秀校」の表彰や実務技能検定協会よりサ

ービス接遇実務検定「文部科学大臣賞受賞」など「専門力」においても外部からの評

価をいただき教育成果を示すことができた。 

英語教育面では、英語個別指導スペース ELCの教育コンテンツ（英検のライティン

グ対策や単語マラソン、文法マラソンなど）を充実させ、学生の英語力の向上を図っ

た。その結果、日本英語検定協会より団体の部「文部科学大臣賞」を 2016年度、

2017年度に続き 3年連続受賞することに繋がった。また留学では、セブ島（フィリ

ピン）留学にエアライン、総合英語を中心に 99名（2017年 69名）の学生が参加

し、マンツーマン方式の集中レッスンを受講し、短期間で TOEICの点数アップを実現

する学生を多く輩出した。 

進路面では、引き続きインバウンド需要を受け、空港・ホテル分野を中心に「語学

ができる人材」への求人ニーズの高まりを背景に就職希望者数 287名全員の就職が

決定し、就職内定率は 3年連続で 100.0%を達成した。エアライン CA職も 16名内定

と大幅増。2015年から３ヵ年計画で取り組んだビジネス系コースの就職改善、教職

連携、企業連携を強化してきたことで入学年次からの意識付けを行い、企業説明会が

解禁となる１年次終了春期から活動を開始し、2年次前期には活動を終了、2年次後

期は学業に専念するという流れが定着したことから９月末時点の内定率は全体

81.7％、ビジネス系 74.2％となった。また、大学編入合格実績は進学希望者 104名

のうち 100名が合格。合格率は 96.1％（2017 年 97.2%）。難関私大合格率は 42.4％

（2017年 38.0％）となり、ELC利用などで英語力が向上した結果、文学部や外国語

系学部への合格も増加した。 

今後の課題は、企業や社会のニーズに応えるための「質保証」を実現するためＤ

Ｐ、ＣＰを明確にし、学校・コース内で方向性を揃えると同時に、新コース（３年制

コース含む）開発に取り組み、第三者評価受審にむけた内部質保証システムの確立と

体制づくりをすすめる。 
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「授業力向上」のためアクティブラーニングなど新たな授業形態導入にむけてさら

に学習環境を整備していく。 

 

 

２．学事報告 

４月 

 

・4 年生 15 名・３年生 36 名・2 年生 504 名進級／新入生 640 名を迎え入学

式(３校合同実施) ・TOEIC実力テスト ・前期授業開始 

５月 ・前期中間評価 ・スポーツ大会 ・海外インターシップ 4期生カナダへ出

発 

６月 ・保護者会 ・学内合同企業説明会 

７月 ・七夕祭 ・学内英語スピーチ大会実施 ・TOEIC実力テスト ・前期末試

験 ・前期末学生アンケート  

８月 ・夏期セブ島語学留学 ・第１回就職ガイダンス（留学コース対象） 

９月 ・夏期英語集中講座 ・ホノルル市長杯英語スピーチ大会 ・後期授業開始 

10月 ・ハロウィーン祭 ・第 1回就職ガイダンス ・就職保護者会 ・後期中間

評価 

11月 ・TOEIC 実力テスト ・第２回校友会 

12月 ・地球祭（３校合同実施） ・保護者会 ・AO入学前教育 

１月 ・第 2回就職ガイダンス、SPI模擬試験 ・後期末試験 

２月 

 

・後期末学生アンケート ・春期就活プログラム（各種対策講座、業界セミ

ナー） ・イタリア（マルタ）/韓国語学留学 ・第 1回 Global Education 

Awards（GEA） 

３月 ・第 30 回卒業式 卒業認定者 454 名 ・学内企業説明会 

 

３．実績報告 

（１）就職実績  就職希望者数 ２８７名、就職内定者数 ２８７名、内定率１００％

(３年連続) 

□エアラインコース 

・ＣＡ職：ＪＡＬ､ＡＮＡ､スカイマーク､ＦＤＡ､大韓航空 

・ＧＳ職：ＡＮＡ関西空港､ＡＮＡ大阪空港､ＡＮＡ沖縄空港､Ｋスカイ､ＪＡＬスカイ､

ＪＡＬスカイ大阪､スカイマーク､ドリームスカイ名古屋､他 

・他 ：ＡＮＡラウンジ職(羽田空港内)､空港免税店、一般企業(販売職) 

□トラベルコース 

・ＩＡＣＥトラベル､エイチ･アイ･エス(推薦)､ジャッツ関西､ＳＴＥＰトラベル､フ

リープラス他 

□ホテルコース 

・インターコンチネンタル大阪､ウェスティンホテル大阪/東京､ザ･テラスホテル

ズ､ザ･リッツカールトン大阪､帝国ホテル､パークハイアット東京､ハイアットリ

ージェンシ京都､ハレクラニ沖縄､阪急阪神ホテルズ､マンダリンオリエンタル東

京､ミリアルリゾート他 

□ビジネス系コース(国際ビジネス･総合英語･語学留学･アジア言語各コース) 
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・物流：近鉄エクスプレス､鴻池運輸､ＪＡＬカーゴサービス､日本通運､阪急阪神エ

クスプレス､ヤマトグローバルロジスティクスジャパン､郵船ロジスティクス他 

・ホテル：大阪マリオット都､オリオンモトブリゾート､グランヴィア京都､シェラ

トン都大阪､阪急阪神ホテルズ､ホテル日航関西空港､ユニバーサル･ポート他 

・空港：ＡＮＡ関西空港(ＧＳ)､ベイエリアサービス(ＧＳ)､空港専門大店(空港免

税店)他 

・アパレル：ＤＩＥＳＥＬ､ＰＶＨジャパン､オンワード樫山､サマンサタバサ､ラコ

ステ他 

・その他：教育(ＥＣＣ)､商社､旅行､メーカー､販売等 

□小学校/こども英語保育コース 

・保育士(インターナショナルスクール他)､小学校教員(京都市､大阪府豊能郡)､講

師登録､児童養護施設､他 

 

（２）各種検定資格取得実績 

英検 1級・TOEIC850点以上 31名(昨年 29名) 

（うち卒業年度生取得率→今年 3.75％、昨年 2.2％） 

英検準１級・TOEIC650点〜850未満  201 名（昨年 192名） 

（うち卒業年度生取得率→今年 18.125％、昨年 17.5%） 

英検 2級以上・TOEIC450点以上の取得者 : 計 554名（昨年 591名） 

（うち卒業年度生取得率→今年 45％、昨年 55.7%） 

 

（３）四年制大学編入合格実績報告（のべ） 

【国立大学合計】33名 

神戸大（経済）/神戸大（法）/名古屋大（文）/名古屋大（法）/筑波大（社会・

国際学群）/広島大（経済）/広島大（経済・夜間）/和歌山大(経済）/滋賀大（経

済）/三重大(人文)/高知大（人文）/香川大（法）/愛媛大（法文）/富山大（文）

/宇都宮大（国際）/長崎大（経済）/福島大(経済経営)/新潟大（法）/北海道教育

大（教育）  

【公立大学合計】18名 

大阪府立大(地域保健)/大阪市立大（文）/京都府立大（公共政策）/京都府立大

（文）/北九州市立大（外国語）/北九州市立大（経済）/北九州市立大（文）/北

九州市立大（法）/高知県立大（文化）/都留文科大（文）/福知山公立大（地域経

営）/山口県立大（社会福祉） 

【私立大学合計】101名 

関西学院大(総合政策)/関西大(社会)/関西大（総合情報）/関西大（文）/関西大

（商）/関西大（政策創造）/中央大（経済）/明治学院大（社会）/近畿大（経

営）/近畿大（経済）/近畿大（法）/甲南大（経済）/甲南大（法）/龍谷大（経

済）/龍谷大（国際）/龍谷大（社会）/龍谷大（政策）/龍谷大（文）/龍谷大

（法）/京都産業大（文化）/京都産業大（経済）/日本大（芸術）/日本大（経

済）/追手門学院大(経済)/桃山学院大（国際教養）/桃山学院大（法）/摂南大(外
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国語）/佛教大(社会)/大阪経済大（人間科）/大阪経済大（経営 2部）/京都女子

大(現代社会)/京都女子大（文）/関西外国語大（英語国際）/関西外国語大(外国

語）/神奈川大(外国語）/大阪経済法科大（法）/名古屋外国語大（世界共生）/甲

南女子大（人間科）/神戸女子大（文）/京都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女子大（国際言語文化）/京

都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女子大（心理）/神戸芸術工科大（芸術工） 

※実績合計＝152名 ＊全体の合格決定率＝96.1％（100名/104名） 

※昨年度実績合計＝140名 ＊全体の合格決定率＝97.2％（103名/106名） 

 

４．その他特記事項 

（１）国際交流および海外研修 

   アシアナ航空韓国研修、エバー航空台湾研修、アメリカ・オーストラリアオペア留

学、セブ島語学留学、カナダ・オーストラリア・イギリス･韓国語学留学、国際親

善車椅子バスケットボールボランティア通訳、グローバルカレッジネットワーク提

携継続（世界 17 団体加盟)、大阪観光局提携 

（２）大阪府国際化戦略実行委員会 グローバル体験プログラム＝2,326名の中学・高

校生が参加 

 

以上  



 6 

Ⅰ－３．留学生事業部（２０１８年度事業報告） 

 

１．総括 

2018年度 4月生と 10月生の正規生入学者(留学ビザ及び在留の日本語・進学系

コース)は 545名（前年 531名）と前年比 102.6％であった。またビザ申請許可率

は、99％以上を保っており、学生の質（学習意欲、経費支弁力）は国内の日本語

学校でも高水準と思われる。専門課程に関しては日本ビジネス専攻、ビジネス＆

マネジメント専攻、日本観光ビジネス専攻の留学生合計 56名を受入れ、就職対象

コースは合計 76名と拡大した。 

教育成果を測る一つの指標である日本留学試験では、国立大学を狙える留学試

験 300点以上取得者は、73名（前年 71名）350点以上取得者は 10 名（前年 4

名）となり、留学生の大学・大学院合格実績につながる結果となった。大学・大

学院合格者総数は、192名（前年 188 名）、国公立及び私立大学院の合格者数は 52

名（前年 47名）国公立及び難関私立大学の合格者数は 48名（前年 45名）となっ

た。また、外部組織からの表彰としては、第 31回全国専門学校日本語学習外国人

留学生日本語弁論大会にて審査員特別賞受賞、日本語学校が選ぶ留学生に進学さ

せたい専門学校として、「日本留学アワーズ 2018」に入賞（西日本トップ 5）し、

日本留学アワーズは、通算 5度目の受賞となった。 

日本人と留学生が混じる BUDDY（仲間）制度ではのべ 3726 名（前年 4,111 名）

と前年比 90.6％となり、集客面の課題を残したが、次年度に向けて BUDDY（仲

間）チームを発足させ集客面、内容・イベントを強化している。日本語学科、進

学系コースでは明確な日本語教育の目標基準を定め、進級率、日本語能力試験、

学生満足度の数値をもとにコースデザイン会議にて PDCA をまわし今後も教育力の

向上を図っていく。 

 

２．学事報告 2018 年 4月～2019 年 3月  

4月 ・ 大学進学コース入学式 ・ 日本語学科春季入学式  

・ ビジネス３専攻（日本ビジネス・ビジネス＆マネジメント・日

本観光ビジネス）入学 

5月 ・ 健康診断  ・校外学習  

6月 ・ 日本語学科春季中間試験 ・日本留学試験 

7月 ・ 第一回日本語能力試験 

・ ビジネス３専攻期末試験 ・大学進学コース期末試験 

8月 ・ 関関同立＆大学進学説明会   

・ ビジネス３専攻インターンシップ 

9月 ・ 日本語学科春季期末試験 ・ビジネス３専攻インターンシップ  

・ 日本語学科春季修了日  

10月 ・ 日本語学科秋季入学式  ・日本語学科秋季授業開始日 

・ 日本ビジネス インターンシップ成果発表会 

11月 ・ 第二回日本留学試験     ・健康診断 ・校外学習 

12月 

 

 ・ 第二回日本語能力試験  

 ・ 日本語学科秋季中間試験 

2月 ・ 大進コース後期期末試験 ・大学進学コース修了日・卒業式  

3月 

 

・ 日本語学科秋季期末試験 

・ 日本語学科秋季修了日・卒業式 
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３．実績報告  

 （１）進学実績 

 ●大学院  52名 

（国公立） 24名：大阪大学、神戸大学、和歌山大学、金沢大学、北陸先端科学技

術大学院大学、筑波大学、北海道大学、名古屋大学、東京大学公共政策大学院、新潟

大学、一橋大学、静岡大学、大阪市立大学、神戸市外国語大学、愛知県立芸術大学、

滋賀県立大学、横浜市立大学、埼玉大学 

 

（私立） 28名：関西学院大学、関西大学、立命館大学、上智大学、近畿大学、大

阪経済大学、京都造形芸術大学、京都外国語大学、神戸芸術工科大学、城西国際大

学、東京工科大学、青山学院大学、大阪工業大学、大阪商業大学、甲南女子大学、

京都情報大学 

 

 ●大学 140名 

（国公立） 18名：大阪教育大学、京都工芸繊維大学、奈良女子大学、和歌山大学

滋賀大学、岡山大学、高知大学、名古屋大学、静岡大学、三重大学、大阪府立大

学、京都府立大学、滋賀県立大学、下関市立大学 

（難関私立）30名：関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学、早稲田大

学、立教大学 

（他私立）  92名：京都産業大学、近畿大学、龍谷大学、摂南大学、神戸学院大学、

追手門学院大学、桃山学院大学、大阪産業大学、大阪工業大学、大阪観光大学、京

都外国語大学、京都精華大学、流通科学大学、大阪学院大学、大阪女学院大学、他 

●専門学校  124 名：ECC 国際外語、ECC コンピュータ、エール学園、関西外語、辻調

理師、辻製菓など 

 

（２）2018 年度 日本語能力試験・日本留学試験の結果 

  日本語教育結果（日本語学科・国際コミュニケーション合計数値） 

日本語能力試験：N1：58/104 合格率 55.8％（昨年 55.1％） 

N2：102/184 合格率 55.4％（昨年 63.4％） 

日本留学試験：250 点以上：164名（昨年 171名） 

300 点以上：73名（昨年 71 名） 

350 点以上：10名（昨年 4 名） 

 

以上 
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Ⅰ－４．ＥＣＣコンピュータ専門学校（２０１８年度事業報告） 

 

１．総括 

   入学者数は２０１７年度３６９名、２０１８年度４２７名で前年比１１５．７％

であった。入学者の中における４年制コースの比率が５６．０％になり、また在籍

者数に対する比率が５７．８％になった。進級率は９０．１％で前年よりも２．１

ポイント低下した（前年 93.2％）。これに伴い在籍者総数は１３４名増の１１３２

名で、２００７年度以来１１年ぶりに１０００名を超えた。また留学生入学者は１

３名増え６７名になり、全留学生数は４８名増の１４５名になった。（在籍者対比

12.8％） 

   教務面に関しては、日本ゲーム大賞アマチュア部門に５年連続の入賞を果たし、

大賞授賞することはできなかったが、３作品が入賞した。また基本情報技術者試験

では６７名の合格者を出し（昨年 61 名）、IT１年生の合格率は 28.5％であった。

（昨年 33.3％） 

また、情報処理関係の国家資格「応用情報（レベル３：応用的知識・技能）」試験で

合格者１６名（昨年 11名）を出し、また「レベル４：高度な知識・技能」では合格

者５名（昨年 6名）を出すことができた。企業連携授業は９５回実施し（昨年 93回）、

夏（7月）、冬（1月）、東京（3月）の作品発表会では合計２１５社（昨年 212社）、６

１４名（昨年 532 名）の参加者があった。 

 国際力強化に関しては EGP 参加者が１８８名を超え過去最高になり、フィンランド

ゲーム短期留学（Oulu 科学技術大学）では９月にフィンランド学生６名が来校し本校

学生とゲームジャムを実施した。また２回目の留学は８名が参加した（2 月）。但し、

英会話授業満足度は３．４３と低く課題が残る。 

教職員の授業力・指導力向上（FD・SD）に関しては、８月に宿泊研修を実施

し、各教員の研究テーマのプレゼンテーションを行い、専門力の向上を図った。

ワークショップによりチームビルディング向上も図った。 

   進路面では、内定率が９９．２％（98.9％）であった。また、各分野の業界内定

率はゲーム・CG 分野は５５．６％（55.5％）、IT 分野が９３．５％（90.0％）、デ

ザイン分野が９２．９％（66.7％）と、大きく向上した。留学生の内定率は１００％

（31人/31 人）であった。 

     

２．学事報告 

４月 ・２年生３２８名、３年生２４１名、４年生１２６名進級 

・１年生４２７名の入学式を挙行（4/2） 

５月 ・クラブ、サークル紹介（5/7-8） 

６月 ・地震初動訓練実施（6/6） 

・基本情報技術者試験午前免除試験実施（6/10） 
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・E3見学ツアー実施（6/10-17） 

・保護者会実施（6/30） 

７月 ・学生アンケート、前期期末試験を実施 

・基本情報技術者試験午前免除試験実施（7/22） 

・第１回教育課程編成委員会（４分野）実施 

・前期作品制作発表会（7/28） 

・PGスキルアップセミナー開始（全７回 ～12月） 

・技能五輪選考会（7/30-31） 

８月 ・若年者ものづくり選手権出場（8/1-2） 

・教職員宿泊研修：琵琶湖（8/7-8） 

・CEDEC2018 見学ツアー（8/21-24） 

９月 ・第１回学校関係者評価委員会（9/7） 

・東京ゲームショー出展、東京ゲーム業界卒業生交流会実施、日本

ゲーム大賞表彰式（9/21～24） 

 ・フィンランド OGL学生来校、ゲームジャム＆TGS（9/17-23） 

・SIC夏期集中対策講座（9/3～9/13） 

・後期オリエンテーション（9/14） 

10

月 

・U 22プログラミングコンテスト表彰式（10/21） 

・基本情報試験直前集中対策講座実施（10/16-20） 

・秋情報処理技術者試験実施（10/21） 

・クラス別クラス交流会を実施（10/24） 

11

月 

・防災訓練（火災）実施（11/8） 

・第２回校友会総会開催（11/4） 

12

月 

・保護者会を実施（12/1） 

・3校合同地球祭を実施（12/20） 

・カプコン学内インターンシップ（CG 分野 12/18-21） 

・2020年度募集プレミアムオープンキャンパススタート（12/15～） 

１月 

 

・AO入学前教育講座（1/12） 

・学生アンケート、後期期末試験を実施 

・後期作品発表会実施（1/27） 

２月 ・卒業制作発表会：IT／デザイン（2/2） 

・第２回教育課程編成委員会（４分野）実施 

・ＩＴ卒業生講演会、交流会を実施（2/16） 

・フィンランドゲーム交換留学（2/10-2/17） 

・ECC EXPO＆卒業生交流会開催（2/22-23） 

・SPIC春期集中講座（2/19-2/28） 

・Global Education Awards開催（2/28） 

３月 ・第 17回卒業式を挙行（3/6）卒業認定者 261名 
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・福岡ゲームコンテスト GFF（3/7） 

・作品発表会 in東京（東京：3/7-8） 

・教育成果（研究成果）発表会（3/11-15） 

・Web共同制作：ﾄﾗｲﾃﾞﾝﾄｺﾝﾋﾟｭｰﾀ専門学校（3/25-27） 

 ３．実績報告 

 （１）就職実績 

   就職希望者数…２４３名  就職内定者数…２４１名 【内定率：９９．２％】 

    □ＩＴ業界 

富士ソフト、エイチーム、ＴＩＳシステムサービス、NTTデータ SBC2、近

鉄情報システムズ、タイムテック、インテックソリューションパワー、FPT

ジャパン、ソフトウェアサービス、センコー情報システム、明治安田生命

システム他 

□ゲーム・CG 業界 

カプコン、セガゲームズ、セガインタラクティブ、Cygames、レベルファイ 

ブサイバーコネクトツー、SNK、インテリジェントシステムズ、ディンプス、

ゼニマックス・アジア、デジタルフロンティア、Animation Cafe、他 

□デザイン・Ｗｅｂ業界 

メンバーズ、四季デザイン、フェンリル、ミツエーリンクス、SANYO-CYP 

他 

 

（２）各種検定資格取得実績（2018/4-2019/3） 

□情報処理安全確保支援士合格・・・２名 

□データベーススペシャリスト合格・・・２名 

□ネットワークスペシャリスト合格・・・１名 

□応用情報技術者試験合格・・・・・・１６名 

□基本情報技術者試験合格・・・・・・６７名 

□Ｃ言語検定３級合格率・・・・・・６８．１％ 

 

４．その他特記事項 

   ・日本ゲーム大賞 アマチュア部門 ５年連続入賞 佳作受賞（３作品） 

   ・Ｕ２２プログラミングコンテスト 局長賞受賞 

   ・福岡ゲームコンテスト（GFF） 大賞受賞 

・学生ＣＧコンテスト 優秀賞受賞 

・若年者ものづくり競技大会 銅賞受賞（ＷＥＢ分野） 

・専門学校 HTML5 作品アワード 入賞（3作品） 

・専門学校セキュリティコンテスト全国大会出場 ７位入賞 

 以 上  



 11 

Ⅰ－５．ＥＣＣアーティスト美容専門学校（２０１８年度事業報告） 
 
１．総括 

募集面では、入学者数が 2018 年度 344 名と前年度 322 名に対して 106.8％であ

った。メイクコース、ビューティアドバイザーコース、特殊メイクコースの入学者

増により入学者数を押し上げた。在籍者数は前年 626 名から 2018 年度は 707 名と

前年比で 112.9％となった。 

教務面では進級率が前年の 89.8％から 88.0％と減少した。無断欠席者への対応

や退学希望者へ早期対応を試みたが、改善にはつながらなかった。また、授業総合

満足度アンケート結果は、課題の一つであった英語教科はアクティブラーニング形

式の導入で改善することができた。総合満足度では前年度平均が 4.34 に対して

4.25 と下げた。コンテストではネイルコース生が 7月の全国大会で昨年に引き続き

個人優勝し、出場 2年目の専門学校対抗戦では全国２位に入った。また、ヘアメイ

クのコンテストでは、プロとアマが同じステージで競う「ヘッドアートアカシ」に

おいて１位を獲得、IMATS のロサンゼルスの大会においては、念願だった特殊メイ

ク部門でグランプリを獲得した。 

就職面では、全コースに業界研究授業の導入と進路課と担任との連携強化により

５年連続内定率 100％の全員就職と業界就職率 99.6％を達成した。 

国際力強化では、学内 EIP を積極的に利用するなど英会話力の向上を実感した学

生が増えている。英語を得意とする IBP クラスははじめてオンラインを利用した。

ネイティヴ教員によるマンツーマンレッスンで英語力を引き上げる環境は出来た

が、専門授業との両立ができない学生が出て課題は残った。 

   企業連携においてはビューティアドバイザーコースの学内コンテストに企業１

０社が審査員で参加、本校生の授業の成果を高く評価していただく機会となり、

企業連携が大きく前進した。今後も企業や業界との絆をさらに強くし、企業や社

会のニーズに応えるための「質保証」を実現するためＤＰ、ＣＰを明確にし、2020

年度の第三者評価受審にむけた内部質保証システムの確立と体制づくりを進め

る。 

 
２．学事報告 

4月 

 

 

・学内/健康診断実施（新入生 4/4・4/5、進級生 4/2） 

・入学式挙行 345名（4/3）、2年生 270 名・3年生 73 名進級、プロ専科生 19名 

・新学期オリエンテーション、学内マナー研修実施・学生交流会の実施（4/25） 

6月 ・保護者会（5/20）、スポーツ大会実施（6/26：大阪中央体育館） 

7月 ・七夕まつり（7/6） 

10月 ・就職保護者会（10/7） ・ハロウィンパーティ（10/26） 

12月 ・ECCコレクション（12/2 堂島リバーフォーラム）・地球祭実施（12/18、12/19） 

2月 ・美容師国家試験（実技試験 2月上旬、筆記試験 3/3） 

3月 ・卒業式（3/7）挙行 卒業認定者 278名   

 

３．実績報告 
（１）就職実績 

就職希望者数…252 名､就職内定者数…252 名（内定率 100％） 

・ヘアメイクアーティストコース 

＜美容師＞…GARDEN、LIM、資生堂美容室、KAINO、遊人、モードケイズ、アルテフ

ィーチェ、at the garden Tokyo(シドニー) 他 
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＜メイクアップアーティスト＞…チャコット、THE FACE、サラコーポレーション、

スタジオリブ他 

＜ブライダルメイク＞…ベストアニバーサリー、タガヤ、クラウディアコスチュー

ムサービス、資生堂美容室、長沼 

＜ヘアメイク＞…劇団四季、プラスウィン、アトリエはるか、VIONADOR 他 

＜アイリスト＞…リビアス、ピアス、アンクロエ 他 

＜ビューティアドバイザー＞…資生堂 

＜インストラクター＞…ソーマ化粧品 

＜写真スタジオ＞…キシモト 

 

・トータルビューティスタイリストコース 

＜ヘアメイクアーティスト＞…さわらび 

＜美容師＞…ZEST、WILL、Lee、ラシェンテ、シャウルデッサン 他 

＜アイリスト＞…リビアス、Diva、REX 他 

＜ネイリスト＞…ライフビューティー(Nail Bar)、ピュアネイル、Diva 他 

＜美容部員＞…アルビオン、コーセー 

   

・ブライダルアーティストコース 

＜プランナー＞…ドリーマー 

＜ドレスコーディネイター＞…フォーシス＆カンパニー 

＜サービス＞…ひらまつ、パシフィックダイナーサービス 

＜総合職＞…日本セレモニー 

＜その他＞…レック 

 

・ビューティアドバイザーコース 

シャネル、パルファンクリスチャンディオール、アルビオン、イプサ、資生堂、 

日本ロレアル(イヴサンローラン・ランコム・ヘレナルビンスタイン・シュウウエ

ムラ・アルマーニ)、エキップ、コーセー、ELGC(クリニーク、エスティローダー、

ボビィブラウン、トムフォードビューティ)、LVMH(ジバンシィ、ゲラン、メイクア

ップフォーエバー)、近鉄百貨店 

 

・エステティシャンコース 

不二ビューティ(たかの友梨)、TBC グループ 、ソシエ、PMK メディカルラボ、アス

クビューティ 他 

 

・ネイルアーティストコース 

＜ネイルサロン＞…ピュアネイル、Doux、Diva 他 

＜トータルビューティサロン＞…MASHU、KAINO、AVANCE、ラシュエット、ジュノク

オーツ、ネイルガーデン 他 

＜美容師＞…SALTO 

 

・特殊メイクアーティストコース（プロ専科含） 

劇団四季、プライムワンスタジオ、Shiney art、みろ造形、オバケリア 他 

 

・特殊メイクアーティストコース 

ユー・エス・ジェイ、レフティーデザイン、京映アーツ サンズデコール、洛北義肢 

他 
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・美容科（プロ専科） 

At the garden Tokyo(シドニー・ワーホリ)、PEEK A BOO、Lee、brace、CAPA. 他 

 

・美容科 

＜美容師＞ モードケイズ、trico、Lee、資生堂美容室、Granmash、AUBE、F.O.F、

hairs BERRY、artefice、CARE 他 

＜アイリスト＞モードケイズ 

 

・ファッションアドバイザーコース：7 

マッシュスタイルラボ、ジャパンイマジネーション、玉屋、エス・グルーヴ、ヤン

グファッション研究所、P&M 

 

（２）各種検定資格取得実績  

     ・ネイリスト検定 1級 52.4% 

・ジェルネイル検定上級 72.2% 

・アジェステ上級エステティシャン 100% 

・JMAシニアアドバイザー資格 94.1% 

・JMAメイクアップ技術検定 2級 100% 

・アロマハンドリラックスライセンス 100% 

・IEA技能検定 2級（国際アイラッシュ協会） 95.9% 

・アシスタントブライダルコーディネーター（ABC）検定 100％ 

・美容師国家試験 昼間生 95.8% 

・美容師国家試験 通信生 87.0% 

   ・City ＆ Guilds LEVEL 2 100％ 

 

４．その他特記事項 
（１）各種受賞実績 

・アジアネイルフェスティバル ネイティフル部門：1、2、3 位 

 ネイルケア部門：1位   

専門学校対抗戦： 2位 

・全日本ネイリスト選手権西日本地区大会 ネイルケア学生部門：1位～3位 

ジュニア部門 1位 

・ヘッドアートアカシフォトコンテスト 学生部門：1 位 

ステージクリエイト：１位 

・IBFフォトコンテスト 1位 

・東京ネイルエキスポ  ネイティフル部門：2位、3位  

・IMATS（ロサンゼルス大会） 特殊メイク部門：1位 

 

以 上 

 


