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０． はじめに 

 

職業実践専門課程ポートレートシステムには、職業実践専門課程認定様式に記載されている認

定学科の「別紙様式４」のデータを入力する。「別紙様式４」をここでは、「基本情報」と呼び、この入

力方法について説明する。 

 基本情報は大きく 3 つの様式に分かれているが、この 3 様式の各部分の入力については、下図

に示す章の説明を参照されたい。 
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〔図〕基本情報 1 

 

 

  

昼夜

年

有

資格・検定名 種別 受験者数 合格者数

基本情報技術者試験 ③ 32人 8人

人

人
人

％ ####

％

（平成 28

4 名 4.7 ％

■中退防止・中退者支援のための取組
クラスワーク(友達づくり)、担任面談の実施、出席管理(欠席者への電話連絡）、保護者会の実施、補習、補講

経済的支援
制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：　　　　　　無
※有の場合、制度内容を記入

■専門実践教育訓練給付：　　　　　給付対象・非給付対象
※給付対象の場合、前年度の給付実績者数について任意記載

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価：　　　　　　無
※有の場合、例えば以下について任意記載
（評価団体、受審年月、評価結果又は評価結果を掲載したホームページＵＲＬ）

平成28年4月1日時点において、在学者８５名(平成28年4月1日入学者を含む)

平成29年3月31日時点において、在学者８１名(平成29年3月31日卒業者を含む)

■中途退学の主な理由

体調不良・経済的理由・学習意欲の低下

当該学科の
ホームページ

ＵＲＬ

https://portraits.qaphe.com/

平成29年5月1日 時点の情報）

中途退学
の現状

■中途退学者 ■中退率

■就職指導内容
履歴書添削・面接指導・模擬面接・求人情報紹介・マナー指導・業
界セミナー開催・学内企業説明会の実施・合同企業説明会の実施・
作品発表会の実施・筆記試験対策
■卒業者数　　　　　　　　： 31

■就職希望者数　　　　　： 31

■主な就職先、業界等（平成２８年度卒業生）

主な学修成果
（資格・検定等）

※３

■国家資格・検定/その他・民間検定等

日本AA(株)・BBシステム(株)・CC情報システム(株)・DDインターネッ
ト(株)　等

（平成28年度卒業者に関する平成29年5月1日時点の情報）

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいず
れかに該当するか記載する。
①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの
②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの
③その他（民間検定等）

■自由記述欄
・ICTトラブルシューティングコンテスト1位
・専門学校セキュリティコンテスト　BEST10入賞
・技能五輪　全国大会出場(東京都代表)

・進学者数　　　　　　　　　　　　　　　　0人

年度卒業者に関する

応用情報技術者試験 ③ 22人 6人

■就職者数　　　　　　　　：

■就職率　　　　　　　　　：

31

100
■卒業者に占める就職者の割合

： 100

■その他

長期休み

■学年はじめ：4月11日
■夏　　　季：8月3日～9月12日
■冬　　　季：12月21日～1月9日
■学　年　末：3月31日

卒業・進級
条件

(卒業の要件)卒業該当学年の各コースに設定された単位のうち、54
単位を修得しているものに対して、学年末に卒業判定会議を開催し、
学校長が卒業を認定する。
(進級の要件)進級該当学年の各コースに設定された単位のうち、58
単位を修得しているものに対して、学年末に進級判定会議を開催し、
学校長が進級を認定する。

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

■課外活動の種類

■個別相談・指導等の対応 スポーツ大会、クラス交流会、文化祭（PHE際）、海外語学留学(英
語)、海外インターンシップ、E3ツアー、東京ゲームショウツアー、ク
リ博ツアー、ゲーム会社ツアー、IT最先端企業ツアー、卒業生交
流会、ベトナム海外研修、東京作品発表会等

・クラス担任による出欠の確認、電話による対応
・担任による個別面談
・保護者会
・ホームルームでのクラスワーク
・入学前教育講座（ドリル教材・専門授業体験・クラスワーク) ■サークル活動：

有

学期制度
■前期：4月1日～9月30日
■後期：10月1日～㋂31日

成績評価

■成績表：
■成績評価の基準・方法
授業出席率が75％以上であること。
総合評価が50点以上であること。

390人 85人 4人 9人 15人 24人

0時間 0時間
単位時間

生徒総定員 生徒実員 留学生数（生徒実員の内数） 専任教員数 兼任教員数 総教員数

3 昼間 2730時間 1380時間 1350時間 0時間

認定年月日 平成27年3月31日

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 実技

工業 情報処理 A学科
平成20年文部科学大臣

告示第○○○号
-

学科の目的
IT及びゲーム業界で必要とされるソフトウェア開発技術、知識及び実践教育を通じて、高度な技術・柔軟な思考力・豊かな人間性を有し、想像力・リーダーシップ・問
題解決力に優れた企業及び社会が必要とする人材を育成することを目的とする。

03-3403-3432
分野 認定課程名 認定学科名 専門士 高度専門士

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

QAPHE学園 平成23年2月23日 六本木　太郎
東京都港区六本木6-2-33

（電話）

COMET1専門学校 昭和60年4月4日 港区　次郎
東京都港区六本木6-2-33

（電話） 03-3403-3432

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

２．設置者の登録 

４．学校情報の登録変更 

５．学科の登録、変更 

７．１． 学科履修年度の登録 

７．２．学科実績年度の登録 

６．１．１．学科資格の登録、変更 
７．３．学科資格年度の登録 

 

        10 

７．３．学科資格年度の登録 

７．４．学科評価年度の登録 
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〔図〕基本情報２―１ 

 

 
 

  

種別

（年間の開催数及び開催時期）

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

　※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

（開催日時（実績））

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課程の編成
を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本方針

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿
平成○年○月○日現在

名　前 所　　　属 任期

６．３．学科教育課程編成委員基本情報の登録、変更 
８．１．２．学科教育課程編成委員の年度登録 

８．１．教育課程編成委員会の登録 

８．２．企業連携概要の登録 

８．２．２．学科科目企業連携年度の登録 
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〔図〕基本情報２―２ 

 

  

種別

（１１）その他
※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法

（８）学校の財務
（９）学校評価
（１０）国際連携の状況

（５）様々な教育活動・教育環境
（６）学生の生活支援
（７）学生納付金・修学支援

（２）各学科等の教育
（３）教職員
（４）キャリア教育・実践的職業教育

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目 学校が設定する項目

（１）学校の概要、目標及び計画

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する
情報を提供していること。」関係

※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）学校関係者評価結果の活用状況

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿
　　　平成○年○月○日現在

名　前 所　　　属 任期

（９）法令等の遵守
（１０）社会貢献・地域貢献
（１１）国際交流

（６）教育環境
（７）学生の受入れ募集
（８）財務

（３）教育活動
（４）学修成果
（５）学生支援

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目
（１）教育理念・目標
（２）学校運営

②指導力の修得・向上のための研修等

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。また、評
価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

②指導力の修得・向上のための研修等

（３）研修等の計画
①専攻分野における実務に関する研修等

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針

（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等

８．３． 教員研修の登録 

６．４． 学校関係者評価委員基本の登録、変更 
８．４．２． 学校関係者評価委員の登録 

８．４． 学校関係者評価委員会の登録 

８．５．学校関係者情報提供の登録 
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〔図〕基本様式３ 

 

  

必
　
　
修

選
択
必
修

自
由
選
択

講
　
　
義

演
　
　
習

実
験
・
実
習
・
実
技

校
　
　
内

校
　
　
外

専
　
　
任

兼
　
　
任

　　　科目

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

１学年の学期区分 期

１学期の授業期間 週

（留意事項）

合計 単位時間(      単位)

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

授業科目等の概要

（○○専門課程○○学科）平成○○年度

分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
携

９．学科科目の一覧 

６．２． 科目基本情報の登録、変更 
９．１． 学科科目概要年度の登録 
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１． ログイン 

【画面 ID：10】トップページでログインをクリックする 

 

 

【画面 ID：10.10】ユーザ ID とパスワードを入力してログインする。 

 
 

ログイン完了画面 

  

ログインを

クリック 

ID、パスワードを入力して

ログインボタンをクリック 

画面 ID 

氏名の表示 

権限に対応した

メニューの表示 

正常にログインできたことを確認 
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２． 設置者の登録 

「設置者登録」が済んでいない場合は、《設置者登録》をクリックする 

 

【画面 ID：10.40】設置者登録画面 

 

設置者を登録できたことを確認して【画面 ID：10】に戻る 

  

設置者が追加できたことを確認し

《トップに戻る》をクリック 

ここをタッチ 

必要事項を入力し、 

《登録》をクリック 
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３． 設置者一覧の表示 

 

 

 

３．１． 設置者年度の登録 

【画面 ID：10.50】設置者の年度の情報を登録する 

 

 

 

  

登録をクリック 

登録者一覧をクリック 
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【画面 ID：10.50.20】設置者年度登録画面 

登録する年度の基本情報に記載された設置者についてのデータを登録する。 

 

 

過去のデータをコピーしたいときは、その年度を選択してコピーをクリックする。 

「〔図〕基本情報１」の表の黄色の部分で「代表者名」「所在地」などに変更がないか確認する。 

 

 

コピーしたい年度を選択

してコピーをクリック 
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データが追加できたことを確認して《設置者一覧に戻る》をクリックして【画面 ID：10.50】設置者一覧

画面に戻る。 

 

 

  

登録をクリック 

変更点を修正 

変更内容と追加できたことを確

認して戻る 
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４． 学校情報の登録変更 

４．１． 学校情報の登録 

【画面 ID：10.50】で「学校」の欄の《登録》をクリックする。 

 

 

【画面 ID：10.50.40】で学校情報の登録を行う。「学校コード」は、01、02、…など、任意の番号でよ

い。設置者登録と同様「学校コード」「学校名」「設置認可年月日」を入力して《登録》する。 

 

４．２． 学校情報の変更 

【画面 ID：10.50】「学校」の《一覧》をクリックする。 

 

 

  

学校一覧を

クリック 

登録を選択 
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【画面 ID：10.50.50】学校一覧画面で「学校」の《変更》をクリックする。 

 
 

【画面 ID：10.50.50.10】で「学校名」「設置認可年月日」などの変更、訂正が行える。ただし、「学校

コード」の変更はできない。 

 

 

４．３． 学校年度の登録、変更 

４．３．１ 学校年度の登録 

【画面 ID：10.50.50】学校一覧画面で「学校年度」の《登録》をクリックする。 

 
 

 

 

  

登録をクリック 

変更をクリック 
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【画面 ID：10.50.50.20】学校年度登録画面 

登録する年度の基本情報に記載された学校にについてのデータを登録する。 

既に登録してある過去のデータを利用したい場合は、「設置者年度」の登録と同様に、コピーした

い年度を選択して《コピー》をクリックする。 

  

 

 

【画面 ID：10.50.50.20】過去のデータをコピーしたいときは、その年度を選択してコピーをクリックす

る。 

「〔図〕基本情報１」の表の緑色の部分で「校長名」「所在地」などに変更がないか確認する。 

 

変更が終了したら《登録》をクリックする。 

データが追加できたことを確認して《学校一覧に戻る》をクリックして【画面 ID：10.50.50】学校一覧

画面に戻る。 

  

コピーしたい年度を選択

してコピーをクリック 

登録する年度に変更する 

変更点があれば修

正して登録する 



17 

 

４．３．２ 学校年度の変更 

【画面 ID：10.50.50】で「学校年度」の《一覧》をクリックすると、登録された学校年度情報の一覧【画

面 ID：10.50.50.30】が表示される。 

 
入力済みの年度情報を変更したい場合は、《変更》をクリックすると、【画面 ID：10.50.50.30.10】が

表示され、その画面で変更、修正が行える。また、《削除》をクリックすると、年度の情報が削除され

る。 

 

 

５． 学科の登録、変更 

５．１． 学科登録 

【画面 ID：10.50.50】学校一覧画面で「学科」の《登録》をクリックする。 

 
 

  

変更点があれば修

正して登録する 

登録をクリック 
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【画面 ID：10.50.50.40】登録画面に「〔図〕基本情報１」の表の水色の部分の情報「学科名」「認定年

月日」などを入力し《登録》する。学科コードは、01、02、…など、任意に設定できる。 

 

 

 

５．２． 学科の変更 

【画面 ID：10.50.50】学校一覧に戻って「学科」の《一覧》を選択をすると、登録された学科の一覧

【画面 ID：10.50.50.50】が表示される。 

 

登録した学科の内容を変更するときは、「学科」の《変更》をクリックし、表示される【画面 ID：

10.50.50.50.10】から内容を変更することができる。 

学科が登録できたら、【画面 ID：10.50.50.50】画面に戻る。 

※ 「学科基本情報」を登録してから、各年度の情報を登録すると効率的である。 

  

学科の登録内容を変更

したいとき選択 

〔図〕基本情報１の水色の情報を入力 

学科コードは任意 
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６． 学科基本情報の登録変更 

 

各年度で共通であることが多い「資格」「科目」「教育課程編成委員」「学校関係者評価委員」の

元データを、基本情報としてあらかじめ登録しておくことで、それらを各年度の登録の際に選択・コ

ピーでき、登録の効率化が図れる。 

ここでは、「資格」「科目」「教育課程編成委員」「学校関係者評価委員」の基本情報を登録する。 

なお、基本情報の登録・変更は、各年度のデータ登録を行う前に行っておくと有効活用できる。 

 

６．１． 学科基本情報の表示 

 

【画面 ID：10.50.50】学校一覧に戻って、「学科基本情報」の《一覧》をクリックする。 

 
 

【画面 ID：10.50.50.60】学科基本情報一覧が表示される。 

この画面から各学科で取得できる資格、履修する科目、教育課程編成委員、学校関係評価委員

の各基本情報を登録することができる。 

 

  

一覧をクリック 
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【画面 ID：10.50.50.60】学科基本情報一覧 

 

 

６．１．１． 学科資格の登録、変更 

【画面 ID：10.50.50.60】画面で「基本資格」の《登録》をクリックする。 

【画面 ID：10.50.50.60.10】画面で「〔図〕基本情報１」紺色の部分に該当する資格情報を登録する。

資格コードは 01、02、…など任意につける。 

 

登録できた資格は「資格基本」の《一覧》を選択して、【画面 ID：10.50.50.60.20】で確認できる。

登録内容を変更したいときは、変更したい資格の《変更》をクリックして【画面 ID：10.50.50.60.20.10】

で変更できる。ただし、資格コードは変更できない。 

  

資格コードは任意 

資格名を入力し、

資格種別を選択 

登録済みの利用できる資格

があれば選択してコピー 
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６．２． 科目基本情報の登録、変更 

 

６．２．１． 学科科目の登録 

【画面 ID：10.50.50.60】で「科目基本」の《登録》をクリックする。 

 

「科目資格」の《登録》をクリックする。 

【画面 ID：10.50.50.60.30】画面で「〔図〕基本情報３」赤色の部分に該当する「授業科目等の概要」

情報を登録する。科目コードは 01、02、…など任意につける。 

すでに登録した科目で同様の内容の科目があれば、その科目をコピーすることができる。コピー後、

異なる点を変更して登録する。 

 

 

  

「〔図〕基本情報３」の

赤で囲んだ情報を入力 

科目コードは任意 
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６．２．２． 学科科目の一覧表示と変更 

【画面 ID：10.50.50.60】で「科目基本」の《一覧》をクリックすると、登録された科目の一覧が表示さ

れる。（【画面 ID：10.50.50.60.40】） 

 

ここから科目の変更・削除ができる。 

《変更》をクリックすると表示される【画面 ID：10.50.50.60.40.10】画面は、科目の登録の【画面 ID：

10.50.50.60.30】と、ほとんど同じである。ただし、科目コードを変更することはできない。 

 

 

６．３． 学科教育課程編成委員基本情報の登録、変更 
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６．３．１． 学科教育課程編成委員基本情報の登録 

【画面 ID：10.50.50.60】で「教育課程編成委員基本」の《登録》をクリックする。 

【画面 ID：10.50.50.60.50】画面で「〔図〕基本情報２-１」赤色の部分に該当する「教育課程編成

委員」情報を登録する。委員コードは、01、02、…など任意につける。 

 
 

 

６．３．２． 学科教育課程編成委員基本情報の変更 

【画面 ID：10.50.50.60】画面で「教育課程編成委員基本」の《一覧》をクリックすると、登録された

委員の一覧が表示される。（【画面 ID:10.50.50.60.60】） 

 

「〔図〕基本情報２－１」の

赤で囲んだ情報を入力 
委員コードは任意 
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ここから委員情報の変更・削除ができる。 

《変更》をクリックすると表示される【画面 ID: 10.50.50.60.60.10】画面は、委員情報の登録の【画

面 ID：10.50.50.60.50】と、ほとんど同じである。ただし、委員コードを変更することはできない。 

 

６．４． 学校関係者評価委員基本の登録、変更 

【画面 ID：10.50.50.60】で「学校関係者評価委員基本」の《登録》をクリックする。 

【画面 ID：10.50.50.60.70】画面で「〔図〕基本情報２-２」緑色の部分に該当する「学校関係者評

価委員」情報を登録する。委員コードは、01、02、…など任意につける。 

 

 

教育課程編成委員会の委員情報の変更・削除と同様、学科基本情報一覧【画面

ID:10.50.50.60】の「学校関係者評価委員基本」の《一覧》をクリックすると、登録された委員の一覧

が表示される。（【画面 ID:10.50.50.60.８0】） 

この一覧から委員情報の変更・削除ができる。 

 

  

委員コードは任意 

「〔図〕基本情報２－２」の

緑で囲んだ情報を入力 
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７． 学科一覧からの年度登録 

【画面 ID：10.50.50】学校一覧から「学科」の《一覧》を選択して【画面 ID：10.50.50.50】学科一覧を

表示する。この画面から年度ごとの各情報の登録を行う。 

 

 

７．１． 学科履修年度の登録 

「学科履修年度」の《登録》で【画面 ID：10.50.50.50.20】を表示する。 

 

 「〔図〕基本情報１」の下方の黄色で囲まれた部分、「履修年度」の情報を登録する。前年度の情

報が利用できる場合は、コピーする。 

 学科履修年度一覧の表示、登録内容の変更はこれまでの操作と同様である。 

 

  

既存データがあればコピーできます 

登録年度と「〔図〕基本情報１」の

下の黄色で囲んだ部分の情報を入力 

この画面から登録したい年度の情報

を選択して登録、変更します 
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７．２． 学科実績年度の登録 

 【画面 ID：10.50.50.50】学科一覧から、「学科実績年度」の《登録》をクリックして【画面 ID：

10.50.50.50.40】を表示し、「〔図〕基本情報 1」の赤い部分の情報を登録する。 

 

 学科実績年度一覧の表示、登録内容の変更はこれまでの操作と同様である。 

 

 

７．３． 学科資格年度の登録 

【画面 ID：10.50.50.50】学科一覧から、「学科資格年度」の《登録》をクリックして【画面 ID：

10.50.50.50.60】を表示し、「〔図〕基本情報 1」の紫部分の情報を登録する。 

 

 

  

既存データがあればコピーできます 

登録年度と「〔図〕基本情報１」の

下の赤で囲んだ部分の情報を入力 

既存データがあればコピーできます 

登録年度と「〔図〕基本情報１」の

下の紫色で囲んだ部分の情報を入力 
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 「学科資格年度」の《登録》をクリックして【画面 ID：10.50.50.50.70】を表示する。 

 

 ここで登録したい年度の「学科資格実績」の《登録》を行う。 

 

【画面 ID：10.50.50.50.70.20】で学科資格基本情報からコピーして「〔図〕基本情報 1」の紺色の部

分から実績の数値を登録する。実績のある資格の数だけ登録を繰り返す。 

 

 

 

 学科資格年度一覧の表示、登録内容の変更はこれまでの操作と同様である。 

  

「〔図〕基本情報１」の紺色

で囲んだ部分の情報を入力 

学科資格基本に登録してある情報

をコピーするとこの部分に入る 
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７．４． 学科評価年度の登録 

【画面 ID：10.50.50.50】学科一覧から、「学科評価年度」の《登録》をクリックして【画面 ID：

10.50.50.50.80】を表示し、「〔図〕基本情報 1」の下の水色部分の情報を登録する。 

 

 

 学科評価年度一覧の表示、登録内容の変更はこれまでの操作と同様である。 

 

 

 

８． 学科企業連携の登録 

【画面 ID：10.50.50】学校一覧に戻って、「学科企業連携」の《一覧》をクリックする。 

【画面 ID：10.50.50.70】学科企業連携一覧が表示される。 
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８．１． 教育課程編成委員会の登録 

 【画面 ID：10.50.50.70】学科企業連携一覧で「教育課程編成委員会」の《登録》をクリックすると

【画面 ID：10.50.50.70.10】教育課程編成員会の年度登録が表示される。 

 

【画面 ID：10.50.50.70.10】で「〔図〕基本情報２－１」の水色部分の情報を登録する。 

 

 

８．１．１． 教育課程編成委員会の一覧の表示 

【画面 ID：10.50.50.70】学科企業連携一覧の「教育課程編成委員会」の《一覧》をクリックして

【画面 ID：10.50.50.70.20】学科教育課程編成委員会年度一覧を表示する。 

 

 

  

年度と「〔図〕基本情報２－１」

の水色で囲んだ部分の情報を入力 

前年度などの既存データ

があればコピーできます 

８．１．で登録した内容

をここで変更できます 
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８．１．２． 学科教育課程編成委員の年度登録 

【画面 ID：10.50.50.70.20】学科教育課程編成委員会年度一覧の画面で「学科編成委員」の《登

録》をクリックし、【画面 ID：10.50.50.70.20.20】を表示して、「〔図〕基本情報２－１」の赤部分の情報

を登録する。事前に登録した教育課程編成委員の基本情報の中から、登録年度の教育課程編成

委員を選択してコピーし、登録する。 

 

「学科編成委員」の一覧の表示、登録内容の変更はこれまでの操作と同様である。 

 

８．２． 企業連携概要の登録 

 【画面 ID：10.50.50.70】学科企業連携一覧で「企業連携概要」の《登録》をクリックすると【画面

ID：10.50.50.70.30】学科科目企業連携概要年度登録が表示される。 

 

この画面から「〔図〕基本情報２－１」の黄色部分の情報を登録する。  

登録したい年度の委員を選

択してコピーし登録する 

年度と「〔図〕基本情報２－１」の

黄色で囲んだ部分の情報を入力 

 

前年度などの既存データ

があればコピーできます 
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８．２．１． 学科科目企業連携概要年度一覧の表示 

【画面 ID：10.50.50.70】学科企業連携一覧の画面で、「企業連携概要」の《一覧》をクリックして

【画面 ID：10.50.50.70.40】学科科目企業連携概要年度一覧を表示する。 

 

 

 

８．２．２． 学科科目企業連携年度の登録 

 【画面 ID：10.50.50.70.40】学科科目企業連携概要年度一覧の画面で、「学科企業授業連携年

度」の《登録》をクリックして、【画面 ID：10.50.50.70.40.20】学科科目企業連携年度登録を表示する。 

 

「〔図〕基本情報２－１」の緑部分の情報を入力し登録する。学科科目基本情報にこの科目も登

録しておくと、この画面の入力も速やかに行える。 

登録した授業は、《一覧》から参照できる。 

 

 

  

８．2．で登録した内容をここで変更できます 

 

学科科目基本情報に登録してある科目情報を

コピーするとこの部分に情報が入る。この年

度で変更する部分を変更して登録する。 
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８．３． 教員研修の登録 

 【画面 ID：10.50.50.70】学科企業連携一覧の画面で、「教員研修」の《登録》をクリックし、【画面

ID：10.50.50.70.50】学科教員研修年度登録画面を表示する。 

 

 「〔図〕基本情報２－２」の赤色の部分に該当する情報を登録する。。既存データがあれば、コピー

機能を利用できる。。「教員研修」の一覧表示、登録内容の変更はこれまでの操作と同様である。 

 

 

８．４． 学校関係者評価委員会の登録 

 【画面 ID：10.50.50.70】学科企業連携一覧画面の「学校関係者評価委員会」で《登録》をクリック

し、【画面 ID：10.50.50.70.70】学科学校関係者評価委員会年度登録画面を表示する。 

 

 この画面から「〔図〕基本情報２－２」の水色部分の情報を登録する。 

  

年度と「〔図〕基本情報２－２」

の赤で囲んだ部分の情報を入力 

 

年度と「〔図〕基本情報２－２」

の水色で囲んだ部分の情報を入力 
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８．４．１． 学校関係者評価委員会一覧の表示 

 【画面 ID：10.50.50.70】学科企業連携一覧画面の「学校関係者評価委員会」で《一覧》をクリック

し、【画面 ID：10.50.50.70.80】学校関係者評価委員会年度一覧を表示する。 

 

 

 

８．４．２． 学校関係者評価委員の登録 

 【画面 ID：10.50.50.70.80】学校関係者評価委員会年度一覧画面の「学校関係者評価委員」で

《登録》をクリックし、【画面 ID：10.50.50.70.80.20】学科学校関係者評価委員年度登録を表示する。 

 

 この画面で「〔図〕基本情報２－２」の緑色部分の情報を登録する。あらかじめ学校関係評価委員

基本情報を登録しておけば、それをコピーして速やかに登録できる。 

 「学校関係者評価委員」の一覧表示、登録内容の変更はこれまでの操作と同様である。 

 

  

８．４．で登録した内容をここで変更できます 

 

登録したい年度の委員を選択

してコピーし登録する 
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８．５． 学校関係者情報提供の登録 

 【画面 ID：10.50.50.70】学科企業連携一覧の「学校関係者情報提供」で《登録》をクリックし、【画

面 ID：10.50.50.70.90】学科学校関係者情報提供年度登録を表示する。 

 

 この画面で「〔図〕基本情報２－２」の黄色部分の情報を登録する。「学校関係者情報提供」の一

覧表示、登録内容の変更はこれまでの操作と同様である。 

  

年度と「〔図〕基本情報２－２」

の黄色で囲んだ部分の情報を入力 
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９． 学科科目の一覧 

 【画面 ID：10.50.50】学校一覧画面で「学科科目」の《一覧》をクリックし、【画面 ID：10.50.50.80】学

科科目一覧を表示する。 

 

 

９．１． 学科科目概要年度の登録 

 【画面 ID：10.50.50.80】学科科目一覧で「学科科目概要年度」の《登録》をクリックし、【画面 ID：

10.50.50.80.10】学科科目概要年度登録を表示する。 

 

 この画面で「〔図〕基本情報３」の黄色の部分を登録する。 

 

  

年度と「〔図〕基本情報３」の黄

色で囲んだ部分の情報を入力 
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 「学科科目概要年度」の《一覧》をクリックすると【画面 ID：10.50.50.80.20】学科科目概要年度一

覧が表示される。ここで「学科科目年度」の《登録》をクリックする。 

 
 

 

９．２． 学科科目年度登録 

【画面 ID：10.50.50.80.20.20】学科科目年度登録画面で、「６．２ 科目基本情報の登録、変更」で

登録した学科科目基本情報から該当年度の科目を選択してコピーし、登録する。 

 

登録した科目の一覧表示や変更、削除は、これまでの操作と同様である。 


