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Ⅰ 法人の概要  

平成５年設立の本校では、平成３１年度に学園理事長が稲積文子から稲積実佳子へ、校

長が小野一幸から林要喜知へと引継がれ、学園最高責任者および学校長の交代による新体

制がスタートした。 

前理事長（創立者）による「愛情あふれる医療人を育成し、地域社会に貢献する」とい

う建学の精神は新体制においても踏襲され、さらに、地域医療の現場で活躍できる人材を

今後も輩出し続けるため３つの教育目標が掲げられた。すなわち（１）信頼されるプロに

育て上げます（２）学生と教員もお互い学び合います（３）チャレンジを楽しめる教育を

提供します、という具体的な目標である。 

少子高齢化が著しい北海道では、新たなニーズに対応した医療職養成教育や地域社会が

求める人間性豊かな人材育成はもはや不可欠なものとなっている。本校の教育環境を現代

の社会的要請に対応できるものに改善するため、ハードとソフトの両面から様々な見直し

を進めていく基本方針を明確にしてきた。 

そこで、令和２年度では、この基本方針のロードマップとして新たな４カ年計画となる

中期計画（中期ビジョン）を策定した。全教職員がこのビジョンに掲げる経営理念や教育

目標を共有しながら、それぞれの立場から教育活動や学校運営に取り組み始めている。 

 

１）名称及び所在地 

 

 

 

 

 

２）沿革  

平成 ５年 ３月 学校法人稲積学園設立 

平成 ５年 ４月 北都保健福祉専門学校 介護福祉学科設置開校   

理事長・初代校長に稲積文子就任 

平成 ７年 ４月 北都保健福祉専門学校 理学療法学科設置 

平成 ８年 ４月 北都保健福祉専門学校 作業療法学科設置 

第２代校長に小野一幸就任 

平成１３年 ４月 北都保健福祉専門学校 精神社会福祉学科設置 

平成２０年 ４月 北都保健福祉専門学校 精神社会福祉学科募集停止 

北都保健福祉専門学校 社会福祉学科に変更設置 

北都保健福祉専門学校 看護学科設置 

平成２０年１２月 北都保健福祉専門学校 社会福祉学科募集停止 

平成２２年 ３月 北都保健福祉専門学校 精神社会福祉学科廃止 

平成２４年 ８月 北都保健福祉専門学校 介護福祉学科募集停止 

平成２６年 ３月 北都保健福祉専門学校 介護福祉学科廃止 

名   称 学校法人稲積学園北都保健福祉専門学校 

所 在 地 北海道旭川市緑が丘東１条２丁目１番２８号 
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平成３１年 ４月 第２代理事長稲積実佳子就任 

第３代校長林要喜知就任 

令和 ２年 ９月 修学支援新制度対象機関として認定 

令和 ２年１０月 北都保健福祉専門学校中期ビジョン策定 

令和 ２年１１月 勤労学生控除の対象校として指定認定 

令和 ２年１２月 学生納付特例事務法人として指定認定 

令和 ３年 ３月 令和２年度卒業証書授与式挙行（規模縮小開催） 

令和 ３年 ４月 令和３年度入学式挙行（規模縮小開催） 

 

３）設置学科等 

令和３年５月１日現在 

学科の名称 修業年限 収容人数 学生数 昼・夜別 

理学療法学科 ４年 １６０人 ７６人 昼間部 

作業療法学科 ４年 １２０人 ５１人 昼間部 

看護学科 ３年 １２０人 １１９人 昼間部 

 

４）役員（理事、監事、評議員） 

職 名 氏 名 任期の始期・終期 現在の職業 

理事長 稲 積 実佳子 
令和３年４月３０日～ 

令和７年４月２９日 
学校法人稲積学園 理事長 

理 事 

稲 積 文 子 
令和３年４月３０日～ 

令和７年４月２９日 
学校法人稲積学園 前理事長 

林   要喜知 
令和３年４月３０日～ 

令和７年４月２９日 

学校法人稲積学園 

北都保健福祉専門学校校長 

渋 谷 正 子 
令和３年４月３０日～ 

令和７年４月２９日 

無職 

（元専門学校教員）（外部理事） 

秋 元 忠 雄 
令和３年４月３０日～ 

令和７年４月２９日 
会社役員     （外部理事） 

堀 中   泉 
令和３年４月３０日～ 

令和７年４月２９日 
堀中歯科医院副院長（外部理事） 
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監 事 

上 草 義 輝 
令和３年４月３０日～ 

令和７年４月２９日 
無職（元衆議院議員） 

皆 川 岳 大 
令和３年４月３０日～ 

令和７年４月２９日 
旭川総合法律事務所（弁護士） 

評議員 

稲 積 実佳子 
令和３年４月３０日～ 

令和７年４月２９日 

稲積学園北都保健福祉専門学校 

理事長 

稲 積 文 子 
令和３年４月３０日～ 

令和７年４月２９日 

稲積学園北都保健福祉専門学校 

前理事長 

林   要喜知 
令和３年４月３０日～ 

令和７年４月２９日 

稲積学園北都保健福祉専門学校 

校長 

渋 谷 正 子 
令和３年４月３０日～ 

令和７年４月２９日 
無職（元専門学校教員） 

秋 元 忠 雄 
令和３年４月３０日～ 

令和７年４月２９日 
会社役員 

堀 中   泉 
令和３年４月３０日～ 

令和７年４月２９日 
堀中歯科医院副院長 

菊 川 拓 郎 
令和３年４月３０日～ 

令和７年４月２９日 

稲積学園北都保健福祉専門学校 

教員 

小 橋 泰 文 
令和３年４月３０日～ 

令和７年４月２９日 

稲積学園北都保健福祉専門学校 

教員 

北 村   勝 
令和３年４月３０日～ 

令和７年４月２９日 

稲積学園北都保健福祉専門学校 

教員 

冨 永 恵 理 
令和３年４月３０日～ 

令和７年４月２９日 

稲積学園北都保健福祉専門学校 

教員 

川 上 和 敏 
令和３年４月３０日～ 

令和７年４月２９日 

稲積学園北都保健福祉専門学校 

教員 

三 浦 公 仁 
令和３年４月３０日～ 

令和７年４月２９日 

稲積学園北都保健福祉専門学校 

職員 

山 本 真 弓 
令和３年４月３０日～ 

令和７年４月２９日 

稲積学園北都保健福祉専門学校 

職員 
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５）教職員数 

令和３年５月１日現在 

教員数 非常勤教員数 職員数 

２３名 １５９名 ９名 

 

Ⅱ 事業の概要  

１）中期計画の策定 

本校が抱える問題のひとつは、１８歳人口の減少に伴い理学療法士や作業療法士を目指

す学生数が減少傾向で推移していることである。また、地域社会が求める医療人育成を使

命としているが、一部学生の学習レベルの到達度は必ずしも期待どおりではない状況も顕

在化しつつある。 

そこで、平成３１年／令和元年では各種アンケート調査を実施し、それらの結果から本

校が直面している問題や課題を洗い出すことから始めた。具体的には、新入生アンケー

ト、入学辞退者アンケート、在学生（学生）アンケート、保護者アンケート、学校説明会

での高校生アンケート、オープンキャンパス参加者アンケート等を実施して、最近の状況

を分析してきた。それらの結果を基に専門家の意見を取り入れ、１）学生の満足度を向上

させ魅力ある学校に改善する、２）国家試験合格率を高め、卒業後のプランが実現できる

ようにする、３）教職員のモチベーションが高まる職場環境にする、４）学校経営をより

安定的なものに改善していく、などを大きな目標とした中期計画を策定した。 

本計画では、理念、教育目標、行動指針に基づき、重点施策として（１）部署をまたい

だビジョン推進プロジェクトの設置、（２）人事異動による組織改革（目標達成型組織へ

の改革）、（３）予算管理の導入による業績意識の向上、（４）教職員への投資による成

長促進、の４つの柱としている。また、より具体的なアイデイアを教職員から募集し、学

内で共有しながら、一部実施している。令和３年度からの学校方針としてこれら重点施策

を積極的に推進していくために、令和２年度中に全体説明会を２度開催し、前倒しで本計

画に取り掛かっている。 

 

２）新型コロナウイルス感染防止対策 

２０１９年の年末ごろから新型コロナ感染症がパンデミックになっていく中、日本国内

では２０２０年の４月に緊急事態宣言が発出された。 

本校では臨時休業措置をとり、オンライン授業の設備環境が整うまでの１ヶ月半は、通

常年度では実施したことのない様々な対応に追われた。 

具体的な取り組みとしては、学内全域で利用可能なＷｉ－Ｆｉ環境の整備から手掛け

た。さらに、ＺＯＯＭを用いた授業や録画によるオンデマンド授業を可能とする環境整

備、学外実習（臨地実習・臨床実習）中止にともなう学内代替実習のプログラム作成、感

染防止対策のためのマニュアルや行動指針の策定、対面授業再開後の感染防止啓発教育と

学内消毒の励行徹底、教職員のテレワーク導入などを実行した。      
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また、コロナ禍において、学内でインフルエンザの予防接種をはじめて実施し、学生お

よび教職員個々人がワクチン接種のため、各医療機関に出向くことによる感染リスクの低

減を図った。 

本校では学生１名が新型コロナ陽性となったが、学内でクラスターに至らなかったこと

は、感染対策の徹底が奏功したものと捉えている。この一年間の経験により、今後再び感

染拡大が起こっても、高レベルの対応ができるところまでのノウハウを蓄積できたと考え

ている。 

 

３）国家試験合格率の向上  

これまでの各学科の取り組みは比較的望ましい結果をもたらしていた。（表１参照） 

３学科に共通する対応としては、教員作成の模擬試験、業者模擬試験、全国養成校統一

模擬試験などを複数回実施すると共に、少人数グループでの自発的学習の習慣化を図って

きたことである。また、各グループの学習の進捗状況を教員がモニターしながら、理解度

を高める様々な働きかけを行ってきた。２０１９年度では、理学療法学科と作業療法学科

の卒業生合格率１００％ を達成できた。看護学科も健闘しており、合格率が全国平均に近

いところを維持していた。 

 しかしながら、２０２０年度の国家試験では、本校の平均合格率が大きく低下してしま

った。特に、理学療法学科では全国平均から２０％ほども低い合格率となった。作業療法

学科でも、例年の高い実績と比較すると、合格率の有意な低下が認められた。コロナ禍の

令和２年度では、国試の追い込み時期まで例年のような個別対応ができなかったことがマ

イナス要因であったと考えている。当時、新型コロナウイルス感染症による国試の受験機

会喪失を危惧し、三密回避を優先する感染対策を厳格に履行していた。そのため、本校の

強みである個別対応を十分継続できなかった。また、前年度の合格率が１００％であった

ことから、学生や教員にも多少の気持ちの緩みなども、災いしたものと考える。 

一方、看護学科はほぼ平均に近い合格率を確保できただけでなく、合格者数の実数が増

加した。３９名が受験し３７名の合格という結果は注目すべき結果である。細心の注意を

払った感染対策を行いながら、学習が遅れ気味のグループに対して指導を継続してきた。

その成果が看護学科で顕れたためといえよう。また、早期から国試対策の基礎を固めるた

め、ＬＩＮＥによる課外学習を１～２年生に対しても進めている。日頃から学習内容に興

味と関心を持ってもらう一助になることを期待しており、現在７０数名の看護学科の学生

が利用している。 

表１. ５年間の国家試験合格率 

年 度 理学療法学科 作業療法学科 看護学科 ３学科平均 

２０２０年度 ６１．５０％ ７７．８０％ ９４．９０％ ８１．１０％ 

２０１９年度 １００  ％ １００  ％ ８６．２０％ ９２．６０％ 

２０１８年度 ８６．２０％ １００  ％ ９２．９０％ ９０．１０％ 

２０１７年度 ８２．１０％ １００  ％ ９６．６０％ ９１．４０％ 

２０１６年度 １００  ％ ９０．９０％ ９１．３０％ ９４．５０％ 
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４）退学・留年の抑制  

表２に過去５年間の退学者数をまとめた。毎年、臨地実習・臨床実習などの学外実習で

は、何人かの学生が医療現場に十分馴染めず、留年あるいは休学する原因となっていた。

本校では、このような点を何とか改善できないかと、学外実習の事前学習、実習中の指

導、実習後の授業の進め方などに関して、各学科で毎年のように議論を重ねてきた。 

理学療法学科や作業療法学科では、ひとつの実習施設に於いて、１人の学生が実習を行

うため、実習先では、学生自身の力で全てに対応しなければならない。そのため、学外実

習で学生がつまずくことがしばしばあった。そのような場合、教員や臨床指導者間で連絡

を取り合い、実習生が必要とする様々なサポートを行ってきた。特に、学生が抱える問題

点を考慮し、学生が実習内容に集中できるような環境を構築する取り組みを行ってきた。

それでも実習がうまくいかない場合、教員が新たな実習先を選択し、学生の再実習がより

スムーズに進むよう実習施設との折衝などの配慮を重ねてきた。 

看護学科では、数名がひとつの実習先で臨地実習を行うため、学生のグループ・ダイナ

ミックスが機能するメンバーでグループ構成をしてきた。また、実習前の準備にも様々な

創意工夫を行っている。これらの対応は、この２～３年で、実習が原因となる退学率を少

しずつ減らす結果に至ったと考えられる。（表２参照） 

２０２０年度で理学作業療法学科の退学者が少なかったもう一つの理由としては、学生

に緊張感を与える学外実習から学内代替実習に切り替えたことが多少なりとも影響してい

ることが考えられる。学外実習では緊張することが多いため、学生が抱えるストレスは相

当なものである。ただ、学外実習は将来医療職として働くためには教育効果が高いことは

確かであるため、学生がスムーズに学外実習に入るための更なる創意工夫は今後も必要と

考えられる。 

また、留年や休学、あるいは、退学をする学生では、極端な学業不振、メンタルな問

題、進路変更をしたいと考えているモラトリアムなどが悪影響を与えることが多い。それ

ぞれに特有の事情であることも少なくないため、１）入学後の早い段階から、学生が抱え

る問題を見つけるための個別対応を行う、２）三者面談などによって学習継続の妨げとな

る原因を取り除く、さらには３）進路変更する場合納得できる対応をとっていく、などの

きめ細かな対応をしていくべきと考えている。 

 

表２.  ５年間の退学率 

年 度 理学療法学科 作業療法学科 看護学科 ３学科平均 

２０２０年度 ５．８０％  ２．３０％ ４．１０％ ４．３０％ 

２０１９年度 ９．４０％  ８．５０％ ４．１０％ ６．７０％ 

２０１８年度 ６．２０％ １０．００％ ５．９０％ ６．８０％ 

２０１７年度 ４．５０％  ５．９０％ ９．２０％ ６．７０％ 

２０１６年度 ６．００％ １０．００％ ７．００％ ７．４０％ 
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５）教育環境の改善と教職員の資質向上  

   学生が抱える就学上の問題を解決し、意欲的な学生生活を過ごすことが誰にとっても望

ましいことである。就学上の問題に関する基礎データを得るため、学生及び保護者に対す

るアンケートを昨年と同様に実施した。また、学生による授業評価を実施し、学生が教育

や教員に期待する内容を調査した。これらの調査結果をふまえ、学生の教育環境を改善し

ながら、学生生活支援を強化する細やかな対応を進めている。 

一方、教職員の資質向上を目指した研修制度への参加やモチベーションを高める新たな

取り組みを令和２年度に検討してきた。 大学院進学や大学研究生としての学術活動、学

会・研究会・研修会等への出席、職能団体や地域公共団体等への参画、さらには、専門性

や地域貢献などに寄与する兼業やボランテイアなどに関しては、これまでも一定のルール

で実施しているが、より参加しやすい条件については今後も継続的に検討すべきと考えて

いる。特に、臨床現場での研鑽や学生サークル活動などに顧問として参加することは、教

職員から強い要望がある。 

令和２年度で実施できたことには、教職員が各種オンライン研究会やワークショップの

参加を奨励してきたことがある。また、具体的な目標達成度を明示した上で、インセンテ

ィブを付与する人事考課も実施してきた。この制度にはまだまだ改善すべき問題があるた

め、今後も継続的な改善をしていく予定である。 

改善学生アンケートや保護者アンケートは、別添資料としてホームページ上で公開して

いる〈 https://hokuho.ac.jp/csr/ 〉。コロナ禍の対応には不十分なところもあるが、令

和元年度に指摘された内容に対して、看護学科で進めた改善策が効果を見せ始め、３学科

の評価はほぼ同様なレベルになってきている。 

 

６）施設・設備の拡充  

コロナ禍でのオンライン授業を早期に進めるため、学内全域にＷｉ－Ｆｉ設備を敷設

し、専用スタジオ３室、臨時スタジオ室４室、ＺＯＯＭ配信用パソコン８台の設置、動画

撮影装置・編集セットなどを整備した。また、学外実習の中止にともなう代替授業実施を

サポートする実習機材等の補充や修理修復を優先させた。これらの対応により、５月中旬

から授業をオンラインや一部対面方式で実施することが可能となった。 

このほか校内においては、対面授業や学内実習用の教室、図書館や自習室、トイレ、共

通スペースなどで、飛沫感染や接触感染を予防する感染対策を常に講じてきた。２０１９

年度に１階に移設した保健室利用の増加が予想されたため、体調不良の学生が利用しやす

く消臭対策や感染対策を進めた。保健室の隣には障害者水洗トイレも新設し、保健室利用

学生のみならず、看護学科や理学・作業療法学科の学内実習にも活用してきた。 

このほか、老朽化や故障のため対応が必要となった設備や実習における備品類も順次交

換や修理をしてきた。 
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７）研究倫理規程の策定と学術貢献  

各学科のカリキュラムには卒業研究があり、教員によるヒトを対象とした研究も進めら

れている。教員研究は主に外部研究者との共同研究である。昨年策定した研究倫理規定及

び倫理審査委員会規定に従い、２０２０年度では３件の研究計画に対して研究倫理審査が

なされた。いずれも昨年度からの延長申請であり、現在のコロナ禍の影響で研究活動を中

止せざるを得なかったことが原因となっている。学術成果としては、Ｗｅｂ会議での学会

発表が、合計３件なされている。 

卒業研究に対しては倫理審査をする必要性はないが、教育的な配慮から審査の仕組みを

学んでもらっている。複雑化する現代社会における個人情報保護という観点から、研究遂

行における様々な留意点を学ぶ研究倫理教育になると考えているからである。 

また、教員２名が国内誌あるいは国際誌のピアレビューを毎年数回から１４回ほど行な

っている。そのため、本校でも研究活動が次第に盛んになることが期待される。また、大

学院への進学および大学研究員となる教員も若干名存在する。このような経験が学術貢献

や社会貢献だけでなく、学生教育の質的向上に資する方策として発展させていきたい。 

 

８）地域貢献 

地域に対する教育貢献の一環として、医療に関心の高い中高生を本校に招いて、医療業

務の紹介、医療専門職の地域における役割、若い世代の医療人材育成の重要性などに関す

る講義や実技などの職業体験を行なっており、中高生から理解を深められたという好評価

を頂いている。２０２０年度の実績として、２１校（中学校１７校、高等学校３校）の生

徒に医療職の紹介や体験授業を行ってきた。 

一方、教職員による本校派遣講座では特に、理学療法士、作業療法士、及び看護師教員

に対して、地域の様々な団体（市役所、社会福祉協議会、高齢者の勉強会、地域住民の任

意団体）などから講師派遣依頼があり、その全てに対応した。 

これらの活動の一部には、昨年度に引き続き本校学生も参加している。教職員による社

会貢献ばかりではなく、自主性や社会性の資質を育てる実践的教育が本校学生にとっても

有益であると考えているからである。これらの活動を通じて学生は地域貢献を体験する機

会を得ており、今後も、地域社会の様々な団体からの要請にできるだけ多く応えたいと考

えている。 

 

Ⅲ 学生募集・広報活動  

急速に進む少子化においても大学等の教育機関の増加が進みつつある今日、大学全入時

代が到来している。そのため、本校を含めた専門学校においては、定員割れが理学療法学

科や作業療法学科で起こり、学生募集は本校にとっても喫緊の課題となっている。 

看護師、理学療法士、及び、作業療法士を求める医療機関や介護施設は多く、社会的要

請は極めて高い。医療職希望者を増やすため、高等学校訪問等の頻度を高めたり、次世代

人材職業体験を利用した中学生への対応を進めてきた。また、派遣講座などで高校生が求

める情報提供を丁寧に行いながら、全教職員が協力して広報活動に参画できる体制づくり
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を行った。２０２０年度は、コロナ禍の環境にもかかわらず、多くの学校からの要望に答

えることができたのは、本校内の対応とこれまでの中高学校との信頼関係によるものと考

えている。 

一方、学校案内を高校生にとって魅力ある内容に改めるために、広報企画委員会を中心

に掲載内容の検討し、新年度分の学校案内を作成した。さらに、日常的に中学・高校生に

アピールするＹｏｕＴｕｂｅやＳＮＳなどの内容改善を目指した検討も進めてきた。次第

にフォロワー数が増加してきており、若干ではあるが手応えを感じている。 

また、コロナ禍などで経済的な問題を抱える方々に対する資料として、本校入学を前提

とした自立修学プランやそのためのＱ＆Ａを作成した。修学支援新制度、日本学生支援機

構の各種制度、さらには、北海道の地方公共団体提供の各種奨学金を利用して自立した学

生生活を目指す新入生に有益な情報となっている。 

さらに、入試制度の見直しも行ってきた。昨年、復活させた指定校入試制度の拡大案や

新たな入試制度（オンライン入試や特別選抜入試制度）導入の概略をまとめた。これらは

令和４年度入学の入試から実施を予定している。 

 

１）オープンキャンパス 

オープンキャンパスは高校生にとって各専門職の内容や教育環境を理解する上で極めて

有意義なイベントといえる。本校の年間計画として、令和２年度は６回の開催予定であっ

たが、新型コロナウイルス感染拡大により２回の開催を中止し、また、実施した場合も規

模の縮小化やオンライン化による個別対応とした。 

感染対策を施しながらの実施と中止は以下の通りである。 

 

・実施した日程 

第２回（７月２３日）、第３回（８月８日）、第４回（９月１２日）、第６回

（３月２７日）  

・中止した日程 

第１回（５月２３日）、第５回（１２月１９日）  

２）出前講座・職業講話・キャリア教育 

・次世代人材職業体験（中学校） 

〇上川管内１２校【神居東、東陽、永山南、当麻、中富良野、忠和、北星、東神楽、 

神居、明星、東鷹栖、旭川】 

〇釧路・根室管内３校【啓雲、光洋、歯舞】 

〇空知管内１校【砂川】 

・出前講座５校【美幌高校、美深高校、羽幌高校、一已中学校、神楽中学校】 

３）進学相談会への参画（ブース参加）  

・キッズコーポレーション（６会場） 

・日本ドリコム （５会場） 

・栄美通信 （５会場） 
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・ライセンスアカデミー （３会場） 

・ダイヤ書房 （６会場） 

・オービイ（１会場） 

・モンテカルロ商事（１会場） 

４）雑誌等媒体への掲載 

北海道経済、メディアあさひかわ、グラフ旭川 

 

Ⅳ 就職状況  

医療職の就職率は好調さを堅持している。本校では国試合格者が希望する就職先を確実

に見つけられるように、早くから就職情報を学内掲示するとともに、就職相談会を学校内

でも開催している。また、就職に関するあらゆる個別相談や就職試験に対する準備などに

も学年担任が中心になって関わってきた。これらの結果、本校の卒業生の就職実績は極め

て良好であった。（表３参照） 

表３.  ５年間の就職率 

年 度 理学療法学科 作業療法学科 看護学科 ３学科平均 

２０２０年度 ８８．５０％ ８８．９０％ ９４．９０％ ９１．９０％ 

２０１９年度 １００  ％ １００  ％ １００  ％ １００  ％ 

２０１８年度 ９３．１０％ １００  ％ １００  ％ ９８．４０％ 

２０１７年度 ８９．２８％ １００  ％ １００  ％ ９５．７０％ 

２０１６年度 １００  ％ ９０．９０％ １００  ％ ９７．２０％ 

 

ただ、残念ながら国家試験に合格できなかった学生に対しても医療職の助手としての就

職先の相談や紹介を行ってきた。また、次年度の国試対策にも希望者全員に必要な情報提

供とサポートを行っている。   

さらに、就職した卒業生が事情により転職することもある。そのようなケースにおいて

もいつでも相談を受けることができる体制を整え、必要な情報やアドバイスは送り続けて

いる。 

これまで３学科ともに就職率１００％であり、卒業生全員が希望する就職先を見つける

ことができていたが、今年度は国家試験合格率が低下してしまったことが影響し、表３の

結果となった。「コロナ禍での影響が特に本校では国試合格率や就職率で厳しい結果とな

った」と考えている。 

次年度に向けて、国試合格率及び就職率が共に１００％を達成できるような対応を早い

段階から強化していきたい。また、今後も過年度卒業生の就職先に関する学生のフォロー

アップをしていく予定である。 


