平成２９年度事業報告

平成２９年度に実施した主な事業の概要は次のとおりである。
１、愛知県及び豊橋市・豊川市の専修学校に対する補助金の状況について
私学教育の健全なる発展と経営の安定化を図るとともに、併せて教育費の父母
負担の軽減と教育条件向上のため、愛知県より平成２９年度の経常費補助金とし
て、11,787,000 円が計上され、高等課程生徒一人当たり 155,092 円が計上された。
また、高等課程に対する愛知県の授業料軽減補助金は 18,875,400 円、豊橋市・
豊川市私立学校授業料補助金は 521,380 円が計上された。
【専修学校高等課程授業料軽減補助金実施状況】
●第一四半期支払
●第二四半期支払
●第三四半期支払
●第四四半期支払

7月 3日
１０月 3 日
１２月１１日
３月２２日 の年 4 回に分けて実施された。

１年生（年額）
甲Ⅰ
甲Ⅱ
乙Ⅰ
乙Ⅱ

２年生（年額）

３７５，６００円
３６０，０００円
３７５，６００円
３６０，０００円
２４９，６００円
２４９，６００円
１８７，２００円
１８７，２００円
その他 １１８，８００円
１１８，８００円
※上記金額は就学支援金を含む。

３年生（年額）
３６０，０００円
３６０，０００円
２４１，２００円
１８１，２００円
１１８，８００円

２、愛知産業大学三河高等学校技能連携におけるスクーリングの実施について
毎年、技能連携校である愛知産業大学三河高等学校と年３回スクーリングを
実施し、各回とも生徒全員が出席し各学年・教科目ごとの課題を履修した。
【実施状況】
第１回
５月１３日（土）
第２回
７月 ８日（土）
第３回 １１月１８日（土）
３、体験入学・オープンスクール・学校説明会（中学校開催含む）の実施について
毎年、高等課程・専門課程の課程別に学校活動内容の広報及び生徒・学生募集
活動の一環のために体験入学・オープンスクール・学校説明会を実施した。
【高等課程】～主に中学生３年生を対象
５月１５日～５月１８日、５月２３日～５月２６日、５月２９日～６月２日、
６月１３日～６月１６、６月２３日、７月２８日、８月２５日、９月１４日

～９月１５日、９月１９日～２２日、９月２６日～９月２９日、１０月３日
～１０月１１日、１０月１２日～１３日、１１月１日、１１月８日、
１１月１１日、１１月１７日、１２月２日、１２月９日、１２月１６日の
４６日間実施した。 延べ参加人数：約５，１００名
【専門課程】～主に高校３年生・一般を対象
４月２２日、５月１３日、５月２７日、６月１０日、７月１日、７月２９日、
８月５日、８月２６日、９月１６日、１０月２１日、１１月１１日、
１２月１６日、１月２７日、２月２４日、３月３日、３月２４日の１６日間
実施した。 延べ参加人数：約４０名
４、学校の広報活動について
毎年、各中学校校長からの要請を受け東三河中心に各中学校の訪問ならびに
校内進路説明会に参加した。
【高等課程） ５月、６月、７月、９月、１０月、１１月、１２月、２月、３月
中学校進路説明会ならびに校内進路説明会に参加し４５校訪問した。
【専門課程】 ４月、５月、６月、７月、８月、９㋃、１０月、１１月、１２月
１月、２月、３月
各高等学校校内進路説明会・進路ガイダンスに４０校訪問した。
【広 報 誌】 進学ガイド誌２社、新聞広告３紙、インターネット２社に掲載し
広報活動の促進を図った。
５、愛知県中学校校長会主催高等専修学校合同説明会の参加について
毎年、専修学校高等課程の進路促進及び学校内容の理解促進の一環として
名古屋市教育センター大講堂において入試及び学校の特色などを説明した。
県内中学校４３０校進路指導担当者約６００名が参加した。
【実施日】 １０月１２日（木）
１０月１３日（金） ２日間
６、地域との活動・交流について
【高等課程】毎年、社会教育活動の一環として清掃ボランティア活動を実施した。
実 施 日： ９月２９日（金）
場
所： 豊橋公園周辺一帯清掃活動。
生徒・教職員全員が参加した。
【専門課程】毎年、学生の校外活動の一環として蒲郡商工会議所主催の「くらふと
フェアー」に参加した。
実 施 日：１０月２８日(土)・２９日（日）の２日間
場
所：蒲郡商工会議所前海浜公園
来場者数：約３０，０００人
学生・教員１２名参加

【高等課程】新城市立東郷中学校主催による「職業教育」の一環としての
講演会に参加した。
実 施 日：３月１４日(水)
場
所：新城東郷中学校体育館
講
師：宮野幸博（校長）～専修学校教育と資格の有用について
参加人数：２年生・保護者約３００名
【高等課程】毎年、救急救命の保健教育活動の一環として講習会（ＡＥＤ講習）
を実施した。
実 施 日：３月１２日(月)
場
所：本校２号館２階普通教室
講
師：豊橋市中消防署救急救命隊員４名
対

象：生徒２年生・担任・教科担当職員が参加した。

７、慈善活動について
●毎年恒例の高等課程学園祭「チャリティ募金」活動を実施する。

豊橋善意銀行にチャリティ募金 7,910 円を寄附する。～１０月
【高等課程】
●毎年恒例の「全校歳末助け合い募金」活動を実施する。
中日新聞社会事業団にチャリティ募金 10,714 円を寄付する。～１２月
【高等課程】
●毎年恒例の「全校歳末助け合い募金」活動を実施する。

中日新聞社社会事業団に 1,656 円を寄附する。～１２月
【専門課程】
８、研修旅行・修学旅行について
毎年、社会教育および自己啓発の一環として各課程で実施した。
【専門課程】実 施 日：１１月３日（１日）
旅 行 先：東京（文化服装学院・西日暮里他）
学生・教員全員が参加する。
【高等課程】実 施 日：６月７日～６月９日（２泊３日）
旅 行 先：沖縄本島
参 加 者：３年生徒全員、教員２名、添乗員１名
９、学生・教員研修について
毎年、自己啓発の一環として各研修に参加した。
【専門学生】
●５月の中旬に名古屋中心部でマーケッティング活動を実施した。
実 施 日：５月１５日、５月２８日、９月１７日
場
所：名古屋・栄 百貨店・専門店など
目
的：「2016 夏物ファッショントレンド動向調査」
参 加 者：学生全員・教員

●１１月初旬に東京ファッション研修旅行を実施した。

実 施 日：１１月１日(水)
場
所：文化服装学院・文化女子大「文化祭」を見学。
目
的：「ファッションショー・作品展」の研究。
参 加 者：学生全員・教員
【教
員】
●文化服装学院主催「夏期特別講座」に参加した。
実 施 日：７月２５日（火）
場
所：文化服装学院
目
的：「ﾊﾟﾀｰﾝﾃﾞｻﾞｲﾝとﾊﾟﾀｰﾝの研究」講座。
●「プルミエールビジョン」トレンドセミナーに参加する。

実 施 日：９月２４日(日)、３月１０日（土）
場
所：ナディアパーク３階（ﾅｺﾞﾔﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ）
１０、ファッションコンテスト・ファッションショーの参加について
●「第 17 回 YKK ファスニングアワード」に参加。
５月１１日
応募作品：５，２１６点
●「第 37 回ナゴヤファッションコンテスト２０１７」に参加。
５月２５日
応募作品：４，００７点
●「日暮里ファッションデザインコンテスト２０１７」に参加。
７月

７日

応募作品：２，４３３点
本学生藤井ひかり「入選」した。
●「第 7 回全国ファッションデザインコンテスト in さばえ」に参加。
７月 5 日
応募作品：５９４点
本校学生藤井ひかり「福井新聞社賞」受賞。
●「JFA ファーデザインコンテスト２０１７」に参加。
９月 5 日
応募作品：２，２１７点
●「第 32 回文化服装学院連鎖校協会ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ画ｺﾝｸｰﾙ」に参加。
９月 ８日
応募作品：３３１点
●「第 24 回浜松シティファッションコンペ」に参加。
９月１２日
応募作品：３，３０２点
●「第 28 回ザッカデザイン画コンペティション」に参加。
９月３０日
応募作品：２，３９６点
●「第 19 回千年大賞」に参加する。
９月３０日
応募作品：４，１６５点
●「ファッションシューズコンテスト２０１８」に参加。
１０月 ２日
応募作品：約１，０００点
●「全国服飾学校第 33 回ファッション画コンクール」に参加。
１０月３１日
応募作品：５３１点
●「カセラサラ・フェスタ第 4 回ﾌｧｯｼｮﾝｺﾝﾃｽﾄ」に参加。
１１月１７日

応募作品：約３００点
本学生金丸奈津希「一般部門一次審査通過」

●「一宮七夕まつりミスドレスデザイン画コンテスト」に参加。

１月 ９日
応募作品：約１，５００点
●「Spring&Summer２０１８T シャツデザインコンテスト」に参加。
１月１０日
応募作品：約３，０００点
●「しまむら第 3 回学生応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ２０１８ﾚﾃﾞｨｰｽｼｬﾂｺﾝﾃｽﾄ」に参加。
２月２０日
応募作品：約２，０００点
１１、各種検定試験の実施について～専門課程・高等課程
● ４月２６日 ｻｰﾃｨﾌｧｲ Illustrator クリエイター能力認定試験（高等）
● ６月 ３日 パターンメイキング理論検定試験を実施。
（専門）
● ６月１８日 全商電卓実務検定試験を実施する。
（高等）
● ６月２４日 ファッションビジネス能力検定試験を実施。
（専門）
● ６月２５日 ＡＦＴ色彩検定試験を実施。
（専門）
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

６月２５日
７月 １日
７月 ２日

全商簿記実務検定試験を実施。（高等）
ファッション色彩検定試験を実施。（専門）
全商ビジネス文書実務検定試験を実施。（高等）

７月１０日
７月１２日
７月１３日
７月１８日
７月１８日
７月１９日

日検プレゼンテーション作成検定試験を実施。（高等）
日検プレゼンテーション作成検定試験を実施。（高等）
日検日本語ﾜｰﾌﾟﾛ検定試験を実施。（高等）
日検ホームページ作成検定試験を実施。（高等）
ｻｰﾃｨﾌｧｲ Excel 表計算処理技能認定試験を実施。（高等）
ｻｰﾃｨﾌｧｲ PowerPoint ﾌﾟﾚｾﾞﾝ技能認定試験を実施。（高等）

７月１９日
７月２０日
７月２２日
７月１９日
９月 ９日
９月２４日
９月２８日
９月２９日

ｻｰﾃｨﾌｧｲコミュニケーション検定試験を実施。（高等）
日検プレゼンテーション作成検定試験を実施。（高等）
ファッション販売検定試験を実施。（専門）
ｻｰﾃｨﾌｧｲｲﾗｽﾄﾚｲﾀｰ能力検定試験を実施。（専門）
パターンメイキング実技検定試験を実施。（専門）
全商情報処理検定試験を実施。（高等）

●１０月１８日
●１０月１９日
●１０月２０日

ｻｰﾃｨﾌｧｲ Acccess ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ技能認定試験を実施。
（高等）

ｻｰﾃｨﾌｧｲ Illustrator ｸﾘｴｲﾀｰ能力認定試験を実施。（高等）
日検文書デザイン検定試験を実施。（高等）
日検ﾊﾟｿｺﾝｽﾋﾟｰﾄﾞ（日本語）認定試験を実施。（高等）

９日
●１２月１４日
●１２月１５日
●１２月１５日

日本漢字能力検定試験を実施。（高等）
硬筆書写検定試験を実施。（高等）
ＡＦＴ色彩検定試験を実施。（専門）
硬筆書写検定試験を実施。（高等）
ファッションビジネス能力検定試験を実施。（専門）
全商ビジネス文書実務検定試験を実施。（高等）
ファッション販売能力検定試験を実施。（専門）
日検プレゼンテーション作成検定試験を実施。（高等）
日検ﾊﾟｿｺﾝｽﾋﾟｰﾄﾞ（英文）認定試験を実施。（高等）
ｻｰﾃｨﾌｧｲｲﾗｽﾄﾚｲﾀｰ能力検定試験を実施。（高等）

●１２月１８日

日検情報処理技能ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定試験を実施。（高等）

●１１月１０日
●１１月１２日
●１１月１３日
●１１月１８日
●１１月２６日
●１２月

●１２月１８日
●１２月１９日
●１２月１９日

ｻｰﾃｨﾌｧｲ Excel 表計算処理技能認定試験を実施。（高等）
日検情報処理技能ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定試験を実施。（高等）
ｻｰﾃｨﾌｧｲﾌﾗｼｭ能力検定試験を実施。（高等）

●１２月１９日～２０日
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

P 検検定試験を実施。（高等）
P 検検定試験を実施。（高等）
洋裁技術検定試験を実施。（専門）
ｻｰﾃｨﾌｧｲ Word 文書処理技能検定試験を実施。（高等）
ファッション色彩能力検定試験を実施。（専門）
全商情報処理検定試験を実施。（高等）

１月１２日
１月１４日
１月１７日
１月２０日
１月２１日
１月２４日 ｻｰﾃｨﾌｧｲ Access ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ技能認定試験を実施。（高等）
1 月２５日 ｻｰﾃｨﾌｧｲｹｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ検定試験を実施。（高等）
１月２６日 日検情報処理技能表計算検定試験を実施。（高等）
１月２６日 日検ﾊﾟｿｺﾝｽﾋﾟｰﾄﾞ（英文）認定試験を実施。（高等）
１月２８日
１月２９日
１月２９日

全商簿記実務検定試験を実施。（高等）
日検情報処理技能ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定試験を実施。（高等）
日検日本語ワープロ検定試験を実施。（高等）

１月２９日
２月 ４日
２月 ８日
２月１４日
２月１７日
２月２２日

日検ホームページ作成検定試験を実施。（高等）
全商商業経済検定試験を実施。（高等）
ｻｰﾃｨﾌｧｲｹｱ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ検定試験を実施。（高等）
ｻｰﾃｨﾌｧｲｲﾗｽﾄﾚｲﾀｰ・ﾌｫﾄｼｮｯﾌﾟ検定試験を実施。（専門）
日検日本語ﾜｰﾌﾟﾛ検定試験を実施。（高等）
日検情報処理技能・日本語ﾜｰﾌﾟﾛ検定試験を実施。（高等）

３月 １日
３月 ２日
３月 ５日
３月 ５日
３月 ６日
３月 ７日
３月 ８日
３月１４日

ｻｰﾃｨﾌｧｲ Word 文書処理技能認定試験を実施。（高等）
日検文書デザイン検定試験を実施。（高等）
日検ﾊﾟｿｺﾝｽﾋﾟｰﾄﾞ（日本語）認定試験を実施。（高等）
P 検検定試験を実施。（高等）
日検ホームページ作成検定試験を実施。（高等）
日検情報処理技能ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定試験を実施。（高等）
ｻｰﾃｨﾌｧｲ PowerPoint ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ技能認定試験を実施。（高等）

ｻｰﾃｨﾌｧｲ Excel 表計算処理技能認定試験を実施。（高等）

１２、校外学習の実施について
毎年、社会教育の一環として校外学習を実施した。
【高等課程】実 施 日：５月１９日（金）
場
所：ナガシマスパーランド
参 加 者：生徒・教職員全員参加した。
１３、学園祭・総合作品展について
毎年、学生・生徒の日頃の学習成果を発表する場として高等祭を開催実施する。
【高等課程】実 施 日：１０月２８日（土）
場
所：豊橋市公会堂、学園本部・第２号館 ２ｶ所
内
容：映像・ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ・作品展示・体験ｺｰﾅｰ、体験授業など

１４、理事会・評議員会の開催について
平成２９年度の開催の会議は次のとおりである。
（１）理事会
２回
（２）評議員会
（３）監査会

２回
１回

【第１回監査会】
５月２０日（土）本校（学園本部）１階会議室において開催され、平成２８
年度の学校法人宮野学園の業務ならびに財産の状況について監査を実施した。
監査の結果、業務ならびに財産の状況は適正なものと承認された。
【第１回理事会・評議員会】
５月２７日(土) 本校（学園本部）１階会議室においてそれぞれ開催され
平成２８年度事業報告承認及び決算報告ならびに監査報告承認について協議
の結果、いずれも原案通り可決承認された。
【第２回理事会・評議員会】
３月２４日（土）本校（学園本部）１階会議室に於いてそれぞれ開催され
宮野学園の平成２９年度収支予算書補正承認の件ならびに平成３０年度収支
予算承認の件及び改任・再任理事の承認の件について協議の結果いずれも原
案通り可決承認された。
１５、平成２９年度の事業計画の進捗状況について
年度当初に立てた事業計画及び収支予算は、一部計画を修正して当初の計画
とおりに進行し、遂行した。
なお、高等課程情報ビジネス科の資格取得能力検定で一部追加事業を行った。

