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ＯＣＡ大阪デザイン＆ＩＴ専門学校 
大阪スクールオブミュ－ジック専門学校 
大阪ダンス＆アクターズ専門学校 
大阪スクールオブミュージック高等専修学校 
放送芸術学院専門学校 

大阪アニメーションスクール専門学校 

札幌放送芸術＆ミュージック・ダンス専門学校 

札幌アニメ・声優専門学校 

大阪 ECO 動物海洋専門学校 
大阪キャリナリー製菓調理専門学校 

大阪ウェディング＆ホテル・観光観光専門学校 

東京デザインテクノロジーセンター専門学校 

神戸・甲陽音楽＆ダンス専門学校 

神戸・甲陽音楽ダンス＆アート高等専修学校 



 

１．法人の概要  
①法人の沿革           OCA：OCA 大阪デザイン＆ＩＴ専門学校 

OSM：大阪ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾐｭｰｼﾞｯｸ専門学校  
 DA 大阪：大阪ダンス＆アクターズ専門学校 
ＯＳＭ高等専修：大阪ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾐｭｰｼﾞｯｸ高等専修 
ＢＡＣ：放送芸術学院専門学校 

                      ＯＡＳ：大阪ｱﾆﾒｰｼｮﾝｽｸｰﾙ専門学校 
ＳＳＭ：札幌放送芸術＆ﾐｭｰｼﾞｯｸ・ﾀﾞﾝｽ専門学校 
ＳＢＡ：札幌アニメ・声優専門学校 
ＯＥＣ：大阪ＥＣＯ動物海洋専門学校 
ＯＣＵ：大阪キャリナリー製菓調理専門学校 

 ＪＳＨ：大阪ウェディング＆ホテル・観光専門学校 

 ＴＥＣＨ.Ｃ.：東京デザインテクノロジーセンター専門学校 
ＫＯＹＯ：神戸・甲陽音楽＆ダンス専門学校 

ＫＯＹＯ高専：神戸・甲陽音楽ダンス＆アート高等専修学校 

 
昭和６２年 大阪スクールオブミュージック 創立（大阪市福島区） 

 

昭和６３年 学校法人コミュニケーションアート設置認可 

 大阪スクールオブミュージック専門学校 開校（現、四ツ橋第 1校舎に移転） 

（商業音楽科、総合音楽科） 

大阪コミュニケーションアート専門学校 開校（現、四ツ橋第 1校舎） 

（産業デザイン科・広報科） 

 

平成 元年 ＯＣＡ：観光科 設置 

 

平成 ２年 四ツ橋第２校舎新設、 

 ＯＳＭ：カレッジ音楽科 設置 

 ＯＣＡ：観光科をコミュニケーション科に改称 

 

平成 ３年 北堀江校舎新設 

 ＯＳＭ：プロミュージシャン科設置 

 ＯＣＡ：産業デザイン科を工業デザイン科及びデザイン科に改称 

 

平成 ４年 ＯＳＭ：ダンス＆スポーツ科 設置 

 ＯＣＡ：デザイン科をグラフィックデザイン科に改称 

平成 ５年 四ツ橋第３校舎、島之内校舎（大阪市中央区）新設 

 ＯＳＭ：ダンス＆スポーツ科をダンス＆インストラクター科に改称 

 ＯＣＡ：コミュニケーション科にゲーム並びにアナウンス系各コース増

設 

平成 ６年 ＯＣＡ：ペットビジネス科 設置 

 

平成 ８年 ＯＳＭ：放送・タレント科、音楽ビジネス研究科 設置 

ダンス＆インストラクター科をダンス＆ミュージカル科に改称 

ＯＣＡ：工業デザイン科を自動車デザイン科・産業デザイン科・     

生活デザイン科に改称 

コミュニケーション科をマルチメディアアート科に改称 



マンガ科設置 

 

平成 ９年 ＯＳＭ：エレクトリックオルガン科、ギタークラフト科設置 

カレッジ音楽科を音楽プロデューサー科に改称 

放送・タレント科をアナウンスアカデミー科に改称 

ＯＣＡ：マルチメディアアート科をゲームクリエーター科とＣＧアニ

メーター科に改称 

産業デザイン科をインテリアデザイン科に改称 

イラストプロフェッショナル科設置、広報科を総合雑誌編集

科に改称 

ＴＶ映像科設置 

 

平成１０年 ＯＳＭ：メイク＆スタイリスト科設置 

ＯＣＡ：北堀江第２校舎新設 

自動車デザイン科を自動車＆プロダクトデザイン科に改称 

総合雑誌編集科をマスコミ科に改称、ＴＶ映像科をデジタル

映像科に改称 

動物飼育調教科設置 

 

平成１１年 ＯＳＭ：音楽雑誌＆ＰＲデザイン科、タレントデビュー科設置 

音楽プロデューサー科を音楽プロデュース科に改称 

アナウンスアカデミー科をアニメ声優科に改称 

ＯＣＡ：北堀江に実習専用校舎（夢工房校舎）新設 

動物飼育調教科・ペットビジネス科校舎着工 

 

平成１２年 ＯＣＡ：四ツ橋にエコ系校舎新設、 

生活デザイン科に自然環境専攻設置 

 

平成１３年 ＯＣＡ：四ツ橋にエコ第２校舎新設（野田校舎を統廃合） 

北堀江に第３校舎設置（夢工房校舎を統廃合） 

 

平成１４年 ＯＳＭ：音楽ビジネス科をカレッジ音楽科に改称 

音楽プロデュース科を商業音楽科に改称 

ダンス＆ミュージカル科をダンスプロフェッショナル科に改称 

ＯＣＡ：生活デザイン科・ビジュアルデザイン科・マスコミ科を 

クリエーティブデザイン科に統一・改称 

ゲームクリエーター科・ＣＧアニメーター科を 

デジタルクリエーティブ科に統一・改称 

 

平成１５年 ＯＳＭ：メイク＆スタイリスト科をパフォーミオングアーツ科に改称 

放送クリエーター科を商業音楽科に改称 

音楽雑誌＆ＰＲ科をカレッジ音楽科に改称 

ダンスプロフェッショナル科をパフォーミングアーツ科に改称 

タレントデビュー科をパフォーミングアーツ科に改称 

アニメ声優科をパフォーミングアーツ科に改称 

ＯＣＡ：動物飼育調教科・ペットビジネス科・生活デザイン科を 

エココミュニケーション科に統一・改称 

 



 

平成１６年 ＯＳＭ：高等課程開設（総合音楽科） 

ＯＣＡ：エコスペシャリスト科設置 

 

平成１８年 大阪スクールオブミュージック専門学校から、大阪ダンス＆アクターズ専門

学校として分離・開校 
 
平成２０年 ＯＣＡ：農業専門課程 食品資源学科設置 

 

平成２２年 ＯＣＡ：食品資源学科を健康農食科に改称 

  ハイ・コンセプトアート科を学科廃止 
 
平成２３年 ＯＳＭ：高等課程（総合音楽科）を大阪スクールオブミュージック高等

専修学校として分離・開校 
 
平成２４年 同法人に以下の専門学校を開校 

・札幌スクールオブミュージック専門学校 
・札幌放送芸術専門学校 
・放送芸術学院専門学校 
・大阪アニメーションスクール専門学校 

 
大阪コミュニケーションアート専門学校の以下の学科において入学区分

を昼間・夜間→昼間Ⅰ部・昼間Ⅱ部に変更 
・ エココミュニケーション科 
・ エコ・スペシャリスト科 
・ クリエーティブデザイン科 
・ デジタルクリエーエィブ科 
・ マンガ科 
・ 研究科 
 

平成２５年 ＯＡＳ：総合エンターティメント科 昼間 1 部、2 部共に募集停止 
  ＯＣＡ：北堀江校舎 移転 

 
 平成２６年 ＯＣＡ：エコ系学科を、大阪ＥＣＯ動物海洋専門学校として分離・独立 

ＯＣＡ：以下の学科において名称変更並、学科設置、学科廃止並びに 
課程廃止 
 

 ・クリエーティブデザイン科→クリエーター科 改称（昼間Ⅰ部、Ⅱ部） 
 ・デジタルクリエーティブ科→ゲーム・ＣＧクリエーター科 改称 

（昼間Ⅰ部、Ⅱ部） 
 ・マンガ科 →マンガ・アニメ・小説科 改称（昼間Ⅰ部、Ⅱ部） 
 ・コミックイラスト科 昼間Ⅰ部、Ⅱ部 学科設置 
 ・エコスペシャリスト科、エココミュニケーション科 学科廃止 
  （大阪 ECO 動物海洋専門学校へ編入学） 
 ・農業専門課程 健康農食科 課程・学科廃止 

（大阪 ECO 動物海洋専門学校へ編入学） 
 
 



 
Ｄ Ａ：ダンス＆アクターズ科の入学区分を昼間・夜間 

→昼間Ⅰ部・昼間Ⅱ部に変更 
 

ＯＳＭ高等専修：総合音楽科の入学区分を昼間・夜間 
→昼間Ⅰ部・昼間Ⅱ部に変更 
 

  ＯＳＭ：以下の学科の夜間部を廃止 
     カレッジ音楽科、商業音楽科、プロミュージシャン科 
 
  ＯＡＳ：高等課程 総合エンターテイメント科（昼間Ⅰ部、Ⅱ部） 

H27.3 卒業をもって課程並びに学科廃止 
               
 

平成２７年 ＳＳＭ：札幌スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 に校名変更 
 

ＯＳＭ高等専修：第 2 校舎増設 
      

同法人に以下の専門学校を開校 
ＯＣＵ：大阪キャリナリー製菓調理専門学校 開校 
ＪＳＨ：滋慶おもてなし＆ブライダル・観光専門学校 開校 

 
平成２８年 ＯＥＣ：エコスペシャリスト科昼間Ⅱ部（3 年制）を H27.3.31 を以て

学科廃止。 
  
  
            

  平成２９年  学校法人早稲田電子学園（東京デザインテクノロジーセンター専門学校）

との法人合併 
          （平成 29 年 4 月 1 日付／平成 28 年 12 月 28 日認可） 
 
          ＢＡＣ：スーパーメディアクリエイター科 （昼間Ⅰ部） 学科設置 

（平成 29 年 4 月 1 日付） 
 

ＯＣＵ：日本の「和食」科を製菓・調理師科に改称 

（平成 29 年 4 月 1 日付） 
 

 
ＯＣＡ：クリエーター科 昼間Ⅱ部（3 年制）、コミュニケーションア

ート研究科 昼間Ⅰ部、Ⅱ部（1 年制） を H29.3.31 を以て

学科廃止。 

  
 平成３０年 ＯＣＡ：・ＯＣＡ大阪デザイン＆ＩＴ専門学校に校名変更(H30 年 4 月 1 日付) 
   ・スーパーゲームＩＴ科 昼間Ⅰ部 4 年制  
   学科設置(H30 年 4 月 1 日付) 
  ＯＥＣ：学科改組 (H30 年 4 月 1 日付) 
   ペットスペシャリスト科 昼間Ⅰ部 （3 年制）  



   動物＆海洋学科 昼間Ⅰ部、昼間Ⅱ部 （2 年制） 
   動物医療学科 昼間Ⅰ部、昼間Ⅱ部 （2 年制） 
   ペットビジネス科 昼間Ⅰ部、昼間Ⅱ部 （2 年制） 
    
  ＯＣＵ：製菓・調理科 昼間Ⅱ部 学科廃止（平成 30 年 3 月 31 日付） 
  
  ＪＳＨ：大阪ウェディング＆ホテル・観光専門学校 に校名変更 
    (H30 年 4 月 1 日付) 

      
ＳＢＡ：札幌アニメ・声優専門学校 に校名変更 (H30 年 4 月 1 日付) 

学科改組 (H30 年 4 月 1 日付) 
 デジタルテクノロジー科 昼間Ⅰ部 （3 年制） 
 エンターテイメント総合科 昼間Ⅰ部（2 年制） 
 クリエイティブデザイン科 昼間Ⅱ部（3 年制） 
 クリエイティブデザイン科 昼間Ⅰ部（2 年制） 

 
ＳＳＭ：札幌放送芸術＆ミュージック・ダンス専門学校 に校名変更 

 (H30 年 4 月 1 日付) 
学科改組 (H30 年 4 月 1 日付) 
 専門課程） 
 放送芸術音楽科 昼間Ⅰ部 （2 年制） 
 音楽ビジネス科 昼間Ⅰ部 （3 年制） 
 パフォーミングアーツ科 昼間Ⅰ部、昼間Ⅱ部 （2 年制） 
 高等課程） 
 総合芸術科 昼間部 （3 年制） 

    
 

平成３１年 同法人に以下の専門学校を開校 
 
ＫＯＹＯ：神戸・甲陽音楽＆ダンス専門学校 
ＫＯＹＯ高専：神戸・甲陽音楽ダンス＆アート高等専修学校 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



②組織目的 
ＯＳＭ・ＯＣＡ・ＤＡ大阪・ＯＳＭ高等専修・ＢＡＣ・ＯＡＳ・ＳＳＭ・ＳＢＡ

ＯＥＣ、ＯＣＵ、ＪＳＨ、TECH.C. 、ＫＯＹＯ、ＫＯＹＯ高専は、滋慶学園グル

ープの一員として、業界に直結した職業教育を通じて、社会に貢献していくことを

使命とし、「実学教育」･「人間教育」･「国際教育」の 3 つの教育理念のもと、音楽、

クリエーティブ、エコ、ダンス、放送、まんが、アニメ、製菓調理・観光・ホテル・

観光葬祭の各業界と共に、スキル（専門技術：知識）のみならず、マインド（身構

え・気構え・心構え、サービス等）をしっかり体得した即戦力として業界が望む人

材を育成していくことを目的とします。 
また、この職業教育を通して「学生」・「業界」・「高校」・「地域」から信頼される

オンリー・ワンの学校作りを目指します。 
 
 
 

③ 運営方針 
ゆるぎない専門学校運営の基盤構築と音楽・クリエーティブ・エコ・ダンス・放

送・まんが・アニメ・製菓調理・観光・ホテル・観光葬祭の各業界の人材育成にお

けるオンリー・ワンの学校を目指し、「強い組織作り」と「満足度アップ」を指針と

し、スタッフ全員が 
1. コミットメント 

2. チーム・ワーク 

3. 予算 

4. コンプライアンス 

の意識を常に持って、業務に邁進してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



④実行方針（2018 年度実施報告）  

2018年度の目標達成すべく、下記方針の元に業務を行って参りました。 

 

●広報 

・広報目標を達成する為に進学決定の早期化を目指し、Ｍｙスクール登録制度及

びＡＯ入学制度の実施。 

・イベント企画など教務、就職、高校センターとのコラボレーションをより充実

させる。また、高校への情報提供をよりきめ細かく対応する。 

・資料請求数の確保に伴い、web広報の充実を図る。 

 

●教育 

・産学協同教育でのカリキュラムの更なる充実。 

・学生の DOを少なくしていく為に、学校の環境、研修等を通して担任力のレベ

ルアップ、授業の内容など学生満足度ＵＰを図る。 

・学生の技術力、社会人としての人間性のスキルアップを行って行く。 

・業界が求める人材育成の為のカリキュラムの改善。 

 

●就職 

・合同企業説明会での参加企業数のＵＰを図る。 

・早期就職対策授業を徹底し、学生の就職へのモチベーションをアップする。 

・キャリアセンターの充実を図り、早期就職 100％を実現する。 

・業界でのパイプを太くし、産業界と専門教育の相互ニーズを反映していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



入学 総

定員 定員

カレッジ音楽科 3年 昼間部 40 120

商業音楽科 2年 昼間部 120 240

プロミュージシャン科 2年 昼間部 160 320

音楽ビジネス研究科 1年 昼間部 40 40

キャリアプログラム科 2年 夜間部 20 40

クリエーター科 3年 昼間Ⅰ部 40 120

昼間Ⅰ部 40 120

昼間Ⅱ部 40 120

昼間Ⅰ部 40 120

昼間Ⅱ部 40 120

昼間Ⅰ部 40 120

昼間Ⅱ部 40 120

エコスペシャリスト科 3年 昼間Ⅰ部 40 120

昼間Ⅰ部 200 400

昼間Ⅱ部 240 480

農業専門課程 健康農食科 3年 昼間部 40 120

昼間Ⅰ部 120 240

昼間Ⅱ部 120 240

昼間Ⅰ部 80 240

昼間Ⅱ部 80 240

スーパーメディアクリエイター科 3年 昼間Ⅰ部 40 120

昼間Ⅰ部 120 240

昼間Ⅱ部 120 240

昼間Ⅰ部 40 80

昼間Ⅱ部 40 80

昼間Ⅰ部 80 160

昼間Ⅱ部 80 160

昼間Ⅰ部 40 80

昼間Ⅱ部 40 80

昼間Ⅰ部 40 80

昼間Ⅱ部 40 80

昼間Ⅰ部 40 80

昼間Ⅱ部 40 80

文化・教養高等課程 総合芸術科 3年 昼間部 40 120

放送芸術科 2年 昼間Ⅰ部 40 80

昼間Ⅰ部 40 80

昼間Ⅱ部 40 80

クリエィティブデザイン科 2年 昼間Ⅰ部 40 80

昼間Ⅰ部 40 80

昼間Ⅱ部 40 80

昼間Ⅰ部 40 80

昼間Ⅱ部 40 80

昼間Ⅰ部 40 80

昼間Ⅱ部 40 80

調理師科 2年 昼間部 40 80

昼間Ⅰ部 40 80

昼間Ⅱ部 40 80

昼間Ⅰ部 40 80

昼間Ⅱ部 40 80

昼間Ⅰ部 40 80

昼間Ⅱ部 40 80

昼間Ⅰ部 40 120

昼間Ⅱ部 40 120

昼間部一 40 160

昼間部二 40 160

昼間部一 40 120

昼間部二 40 120

昼間部一 40 80

昼間部二 40 80

ＴＥＣＨ．Ｃ.研究科 1年 昼間部一 40 40

札幌放送芸術
専門学校

文化・教養
専門課程

大阪ｷｬﾘﾅﾘｰ製菓調理
専門学校

衛生専門課程

ＩＴ・デザイン
コミュニケーション科

東京デザイン
テクノロジーセンター専
門学校

工業専門課程

スーパーＩＴ科

滋慶おもてなし＆
ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ・観光

専門学校

文化・教養
専門課程

タレント総合科

文化・教養
高等課程

文化・教養
専門課程

放送芸術学院
専門学校

大阪ｱﾆﾒｰｼｮﾝｽｸｰﾙ
専門学校

文化・教養
専門課程

札幌ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾐｭｰｼﾞｯｸ&ﾀﾞﾝ
ｽ専門学校

文化・教養
専門課程

2年

大阪ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾐｭｰｼﾞｯｸ
専門学校

文化・教養
専門課程

OCA大阪ﾃﾞｻﾞｲﾝ&
IT専門学校

文化・教養
専門課程

大阪ECO動物海洋
専門学校

文化・教養
専門課程

大阪ﾀﾞﾝｽ＆ｱｸﾀｰｽﾞ
専門学校

文化・教養
専門課程

大阪ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾐｭｰｼﾞｯｸ
高等専修学校

トラベル＆レジャー科 2年

ホテル＆リゾート科 3年

4年

ＩＴ・デザイン科 3年

カフェ総合科 2年

製菓・調理科 2年

ブライダル総合科 2年

心のおもてなし科 2年

2年

製菓・製パン科 2年

商業音楽科 2年

パフォーミングアーツ科 2年

タレント科 2年

声優科 2年

クリエーティブデザイン科 2年

ダンス＆アクターズ科 2年

総合音楽科 3年

メディアクリエイト科 2年

エココミュニケーション科 2年

ゲーム・CGクリエーター科 3年

コミックイラスト科 3年

マンガ・アニメ・小説科 3年

区分

２　法人の設置する学校・学科（2018年4月）

校　　名 課　程 学　　　　科 修業年限



３　広報・教育・就職の結果報告

※2019年3月31日現在

広報 教育 就職

入学者数 D.O.率 就職率

ＯＣＡ大阪デザイン＆ＩＴ専門学校 306 4.1% 93.5%

大阪スクールオブミュージック専門学校 272 9.8% 94.2%

大阪ダンス＆アクターズ専門学校 209 8.7% 50.0%

大阪スクールオブミュージック高等専修学校 98 4.7% 33.3%

放送芸術学院専門学校 348 6.0% 92.8%

大阪アニメーションスクール専門学校 179 5.6% 91.8%

札幌放送芸術＆ミュージック・ダンス専門学校 120 10.6% 100.0%

札幌アニメ・声優専門学校 35 6.9% 100.0%

大阪ＥＣＯ動物海洋専門学校 562 2.1% 86.7%

大阪ウェディング＆ホテル・観光専門学校 163 8.2% 100.0%

大阪キャリナリー製菓調理専門学校 143 5.6% 100.0%

東京デザインテクノロジーセンター専門学校 267 6.8% 98.3%

神戸・甲陽音楽＆ダンス専門学校 99

神戸・甲陽音楽ダンス＆アート高等専修学校 9

学校名



４　理事会･評議員会の開催状況

回数 日時 参加者 議案

（1）平成29年度事業報告の件

（2）平成29年度決算報告承認の件

（3）評議員任期満了につ改選の件

（4）理事（寄付行為6条1項3号選任）任期満了につき改選の件

（5）監事任期満了につき改選の件

（6）理事長及び常務理事改選の件

（7）学則変更の件

（大阪スクールオブミュージック専門学校・大阪ダンス＆アクターズ専門学校・大阪スクールオブミュージッ
ク高等専修学校・放送芸術学院専門学校・大阪アニメーションスクール専門学校・大阪キャリナリー製菓調理
専門学校・大阪ウェディング＆ホテル・観光専門学校・札幌放送芸術＆ミュージック・ダンス専門学校・札幌
アニメ・声優専門学校・東京デザインテクノロジーセンター専門学校）

（8）学則変更の件（ＯＣＡ大阪デザイン＆ＩＴ専門学校）

（9）学則変更の件（大阪ＥＣＯ動物海洋専門学校）

（10）大阪キャリナリー製菓調理専門学校隣地購入の件

（11）借入承認に関する件

（12）担保提供に関する件

(1)平成30年度上半期事業報告および下半期事業計画の件

(2)平成30年度上半期収支報告および平成28年度補正予算承認の件

(3)学則変更（学科設置並びに学費変更）の件（大阪スクールオブミュージック専門学校）

(4)学則変更(学科設置並びに学費変更）の件（大阪ダンス＆アクターズ専門学校）

(5)学則変更(学科廃止、学科設置、学科名称変更）の件（ＯＣＡ大阪デザイン＆ＩＴ専門学校）

(6)学則変更(学費変更）の件（ＯＣＡ大阪デザイン＆ＩＴ専門学校）

(7)学則変更(学科設置、学科名称変更、定員変更）の件（大阪ＥＣＯ動物海洋専門学校）

(8)学則変更(学費変更）の件（大阪ＥＣＯ動物海洋専門学校）

(9)学則変更（学科設置、学科名称変更、学科廃止）の件（大阪キャリナリー製菓調理専門学校）

(10)学則変更(学費変更）の件（大阪キャリナリー製菓調理専門学校）

(11)校名変更件（大阪ウェディング＆ホテル・観光専門学校）

(12)学則変更（学科設置、学科名称変更、学科廃止）の件（大阪ウェディング＆ホテル・観光専門学校）

(13)学則変更（学費変更）の件（大阪ウェディング＆ホテル・観光専門学校）

(14)学則変更（教育課程変更、学費変更）の件（放送芸術学院専門学校）

(15)学則変更（学科設置、定員変更、学費変更）の件（大阪アニメーションスクール専門学校）

(16)校舎改装の件（大阪アニメーションスクール専門学校）

(17)学則変更（定員、学費、条文変更）の件（東京デザインテクノロジーセンター専門学校）

(18)校舎改装の件（東京デザインテクノロジーセンター専門学校）

(19)学則変更（教育課程変更、学費変更）の件（札幌放送芸術＆ミュージック・ダンス専門学校）

(20)学則変更（教育課程変更、学費変更）の件（札幌アニメ・声優専門学校）

(1)平成30年度事業現況報告に関する件

(2)平成30年度補正予算承認に関する件

(3)平成31年度事業計画承認に関する件

(4)平成31年度収支予算承認に関する件

(5)学則変更の件(東京デザインテクノロジーセンター専門学校)

(6)校名変更の件(大阪アニメーションスクール専門学校)

(7)学科名称変更の件（大阪スクールオブミュージック専門学校)

(8)甲陽音楽学院の事業譲渡に関する件

理事会の開催状況（日時、参加者、議題）

第１回 平成30年5月28日 7名

第2回 平成30年11月19日 7名

第3回 平成31年3月5日 7名



回数 日時 参加者 議案

（1）平成29年度事業報告の件

（2）平成29年度決算報告承認の件

（3）評議員任期満了につ改選の件

（4）理事（寄付行為6条1項3号選任）任期満了につき改選の件

（5）監事任期満了につき改選の件

（6）学則変更の件

（大阪スクールオブミュージック専門学校・大阪ダンス＆アクターズ専門学校・大阪スクールオブミュージッ
ク高等専修学校・放送芸術学院専門学校・大阪アニメーションスクール専門学校・大阪キャリナリー製菓調理
専門学校・大阪ウェディング＆ホテル・観光専門学校・札幌放送芸術＆ミュージック・ダンス専門学校・札幌
アニメ・声優専門学校・東京デザインテクノロジーセンター専門学校）

（7）学則変更の件（ＯＣＡ大阪デザイン＆テクノロジー専門学校）

（8）学則変更の件（大阪ＥＣＯ動物海洋専門学校）

（9）大阪キャリナリー製菓調理専門学校隣地購入の件

（10）借入承認に関する件

（11）担保提供に関する件

(1)平成30年度上半期事業報告および下半期事業計画の件

(2)平成30年度上半期収支報告および平成28年度補正予算承認の件

(3)学則変更（学科設置並びに学費変更）の件（大阪スクールオブミュージック専門学校）

(4)学則変更(学科設置並びに学費変更）の件（大阪ダンス＆アクターズ専門学校）

(5)学則変更(学科廃止、学科設置、学科名称変更）の件（ＯＣＡ大阪デザイン＆ＩＴ専門学校）

(6)学則変更(学費変更）の件（ＯＣＡ大阪デザイン＆ＩＴ専門学校）

(7)学則変更(学科設置、学科名称変更、定員変更）の件（大阪ＥＣＯ動物海洋専門学校）

(8)学則変更(学費変更）の件（大阪ＥＣＯ動物海洋専門学校）

(9)学則変更（学科設置、学科名称変更、学科廃止）の件（大阪キャリナリー製菓調理専門学校）

(10)学則変更(学費変更）の件（大阪キャリナリー製菓調理専門学校）

(11)校名変更件（大阪ウェディング＆ホテル・観光専門学校）

(12)学則変更（学科設置、学科名称変更、学科廃止）の件（大阪ウェディング＆ホテル・観光専門学校）

(13)学則変更（学費変更）の件（大阪ウェディング＆ホテル・観光専門学校）

(14)学則変更（教育課程変更、学費変更）の件（放送芸術学院専門学校）

(15)学則変更（学科設置、定員変更、学費変更）の件（大阪アニメーションスクール専門学校）

(16)校舎改装の件（大阪アニメーションスクール専門学校）

(17)学則変更（定員、学費、条文変更）の件（東京デザインテクノロジーセンター専門学校）

(18)校舎改装の件（東京デザインテクノロジーセンター専門学校）

(19)学則変更（教育課程変更、学費変更）の件（札幌放送芸術＆ミュージック・ダンス専門学校）

(20)学則変更（教育課程変更、学費変更）の件（札幌アニメ・声優専門学校）

(1)平成30年度事業現況報告に関する件

(2)平成30年度補正予算承認に関する件

(3)平成31年度事業計画承認に関する件

(4)平成31年度収支予算承認に関する件

(5)学則変更の件(東京デザインテクノロジーセンター専門学校)

(6)校名変更の件(大阪アニメーションスクール専門学校)

(7)学科名称変更の件（大阪スクールオブミュージック専門学校)

(8)甲陽音楽学院の事業譲渡に関する件

評議員会の開催状況（日時、参加者、議題）

第１回 平成30年5月28日 11名

第2回 平成30年11月19日 11名

第3回 平成31年3月5日 11名



ＯＣＡ大阪デザイン＆ＩＴ

放送芸術学院

大阪アニメーションスクール

札幌アニメ・声優

大阪ＥＣＯ動物海洋

大阪ウェディング＆ホテル・観光

大阪キャリナリー製菓調理

東京デザインテクノロジーセンター

神戸・甲陽音楽＆ダンス

ＯＣＡ大阪デザイン＆ＩＴ

放送芸術学院

大阪アニメーションスクール

札幌アニメ・声優

大阪ＥＣＯ動物海洋

大阪ウェディング＆ホテル・観光

大阪キャリナリー製菓調理

東京デザインテクノロジーセンター

神戸・甲陽音楽＆ダンス

7月1日 7月1日 12月2日

大阪スクールオブミュージック専門学校 7月13日 7月13日 2月8日

５　2018年度　学校関係者評価委員会・教育課程編成委員会の開催状況

学校名 学校関係者評価委員会
教育課程編成委員会

第1回 第2回

7月20日 7月20日 2月9日

7月20日 7月20日 2月9日

大阪ダンス＆アクターズ専門学校 7月13日 7月13日 2月8日

大阪スクールオブミュージック高等専修 なし なし なし

2月2日 2月2日 なし

2月12日 2月12日 なし

札幌放送芸術＆ミュージック・ダンス 9月19日 9月19日 2月6日

9月19日 9月19日 2月6日

2019年4月開校のため為実施なし

神戸・甲陽音楽ダンス＆アート高等専修 2019年4月開校のため為実施なし

9月10日 9月10日 10月16日

7月7日 7月7日 2月12日

６　2018年度　消防避難訓練・防災避難訓練、健康診断の実施状況

学校名 消防避難訓練・防災避難訓練日程
健康診断日程

学生の実施日程 教職員の実施日程

大阪ダンス＆アクターズ専門学校 5月22日、11月６日 4月16日、4月17日 2018年10月16日（火）　11月13日（火）

大阪スクールオブミュージック高等専修学校 5月22日、11月６日 4月16日、4月17日 2018年10月16日（火）　11月13日（火）

2018年6月25日（月）、7月10日（火） 2018年4月7日（土） 2018年10月16日（火）　11月13日（火）

大阪スクールオブミュージック専門学校 5月22日、11月６日 4月16日、4月17日 2018年10月16日（火）　11月13日（火）

札幌放送芸術＆ミュージック・ダンス 6月19日 3月1日／4月6日 3月23日

6月19日 3月1日／4月6日 3月23日

5月16日 3月14日/4月6日 8月27日・29日

5月16日 3月14日/4月6日 8月27日・29日

8/29開催（7月予定が雨で延期のため） 4月14日 10月16日/11月13日

5月14日 4月10日 7月3日～6日

5月25日、1月18日 4月9，10日 10月16日、11月13日

6/25（月） 4/7（土） 10/16（火）・11/13（火）

2019年4月開校のため為実施なし

神戸・甲陽音楽ダンス＆アート高等専修 2019年4月開校のため為実施なし



大阪キャリナリー製菓調理専門学校 

2018 年度 事業報告書 

 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

 

 

1 特色ある事業活動 

2 教職員研修 

3 総務・法務・リスクマネジメント 

4 式典 

5 学生活動/学校行事 
 

  



1．特色ある事業活動 

イ） 産学連携   
ホテルやカフェ、レストランのメニュー、ショップに並ぶ 

お菓子など商品開発に挑戦する「企業プロジェクト」、 

実際にお客様を迎えておもてなしできるよう学生が企画、製造、

販売する「ショップ演習」、 

一人ひとりが自分の技を磨き競い合う「コンテスト」など、 

イベントを通して実践的な授業を実施。 

 

【2 年生】 

担当学科 企業名 課題/テーマ 

製菓・製パン科 

フランス菓子 ラ・ポーズ 

 

ANAクランプラザホテル大阪 

 

ラサンテインターナショナル 

 

① ポーションケーキ商品企画 

② カフェラポーズのデセール商品企画 

① イースター限定 ポーションケーキ商品企

画 

① 今宮戎で販売する「えびすパン」提案 

② 大切な方に食べてもらいたいパン提案 

調理師科 
製菓・調理科 

㈱ベストプランニング 

大阪アートグレイスウェディ

ングコースと 

① 婚礼 2次会における鯛を使った温製の

ビュッフェ料理の提案 

② 婚礼 2次会におけるチョコレートを使

ったデザートビュッフェの提案 

カフェ総合科 
㈱トランジットジェネラルオ

フィス 

「ALL DAY COFFEE」 

① 朝食にもぴったりのサンドイッチメニ

ュー 

② 身体を温めてくれるコーヒー不使用の

ドリンクメニュー 

③ コーヒーによく合うパウンドケーキメ

ニュー提案 

④ 一目見ただけで「ALL DAY COFFEE」 

らしさが伝わる NYの冬をイメージした

ラテアレンジドリンクメニュー 

 
 
 
 
 
 
 

ロ） 特別講義   

特別講義では、なかなか通常授業にお越しいただけないトップクラ

スの方々を全国からお招きし、世界水準の技術や知識を学生の目

の前で披露されながら、体験談をもとに業界での心構えなどをご講

義いただき、学生にとって有意義な時間を過すことができた。 

 

 



タイトル、テーマ 開催日 対象学生 

「世界に誇る日本の食文化」 
平成 30 年 
4 月 11 日 

全学科 1 年生 

お菓子とパン両方学ぶ必要性 
平成 30 年 
4 月 12 日 

製菓・製パン科 
1 年生 

フランス料理 
デモンストレーション 

平成 30 年 
10 月 25 日 

製菓・調理科,調理師科 
1・２年生 

バリスタ 
デモンストレーション 

平成 30 年 
7 月 21 日 

カフェ総合科 1・2 年生 

ハ）海外研修 

昨年に続いて、フランスでのテロ発生など、治安状況の悪化に
より、フランス方面は全面中止となり、スイス・イタリア研修
を実施した。 
カフェ総合科、調理師科、製菓・製パン科 Cクラスは１０月に
実施。 
スイスにおいては、エコール・ホテリエ・ローザンヌ校の研修、
調理実習やサービスワークショップ、グループワーク、ワイナ
リー見学を行い、日本では学べない授業内容に貴重な経験を得
る事ができた。 
また、イタリアにおいては、イタリアンバールを訪問し、注文
方法や受取りまでのシステム、お店の歴史などを学ぶことがで
き、学生の満足度 UPに大変貢献できるものであった。 
 
製菓・製パン科 A・Bクラスは１２月に実施。 
スイスではショコラティエを見学した。 
 
 

学  科 期  間 研修先 

カフェ総合科 

調理師科 

10/29（月） 

～ 

11/5（月） 

スイス：エコール・ホテリエ・ローザンヌでの研修。

（ワイナリーもしくはショコラトゥリー訪問） 

イタリア：ドゥオモ、エマニュエルアーケードなど

市内観光。 

Taveggia（タヴェッジャ）、Bar Blu Sea（バール ブ

ルシー）、Vercelli（ヴェルチェッリ）訪問。 製菓・製パン科 

12/3（月） 

～ 

12/10（月） 

 

 

 

 



ニ）就職支援 

【合同企業説明会】 

◇2018年度は、合同企業説明会にて、50社を招聘。 

 

◇2019 年度も、各企業の採用活動が昨年度より速いスピードで

行われるため、春の合同企業説明会に集中させ、早期内定を

目指す。 

 

 

  

【就職対策講座】 

 

◇求人票の見方・自己分析・履歴書添削・面接指導・練習   

マネー教育・メイク講座・スーツ着こなし講座等、就職活動

準備だけでなく、就業後のビジネスマナーを取り入れた講座

内容となっている。 

 

 

 

【インターンシップ】 

◇１年次～２年次に進級する際の春休みに実施。 

大阪を含む関西圏にとどまらず、東京、中国、四国、首都圏

やリゾート地、地方出身者の Uターン就業も視野に入れての

インターンシップ先を選択するよう指導。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．教職員研修 

【JESC主催研修報告】 

開催日程 研修タイトル、テーマ等 

3/27(火)・28(水) 新入職者研修 

3/29(木) FDミクロレベル研修、新入職者広報研修 

6/25（月） FDセッションコーチ勉強会 

6/27(水) FDミクロレベル・フォローアップ研修 

6/27（水） キャリアサポートアンケート勉強会 

6/28（木） FDミドルレベル研修会 

7/23（月）・24（火） 学科長対象 FDミクロレベル研修 

7/25（水） 進路アドバイザー研修＆資格認定試験 

10/30（火）・31（水） 教職員カウンセリング研修１次・2次 

10/23(火) 広報力大会 

10/24（水） マネジメント研修 

11/20（火） フォローアップ研修 

12/5（水） JESC教育学会 

1/28（月） FDミクロレベルフォローアップ研修 

2/26（火） JESC講師研修会 

 

【COMグループ主催研修】 

開催日程 研修タイトル、テーマ等 

1/12（金）・13（土） 広報出陣式 

2/8（木） キャリナリー＆ホスピ合同勉強会 

2/8（木） COM教育分科会 

2/23（金） COM運営会議（拡大） 

4/10（火） D検証研修 

5/16（水） キャリナリー＆ブライダル分野勉強会 

5/24（木） COM運営会議（拡大） 

6/5（火） キャリナリー＆ブライダル分野新学科勉強会 

10/25（木） COM運営会議<拡大> 

10/26（金） キャリナリー＆ブライダル勉強会 

 

  



 

【学校主催研修・定例会議】 

開催日程 研修タイトル、テーマ等 対象 

隔週 大阪キャリナリー運営会議 スタッフ全員 

随時 広報ミーティング 広報スタッフ 

随時 教務ミーティング 教務スタッフ 

随時 教務アシスタントミーティング 
各学担当スタッフ、 

実習アシスタント 

随時 学科ミーティング 各学科担当スタッフ 

随時 キャリアセンター会議 
各校キャリアセンター 

スタッフ 

随時 食文化教育部会 
食文化系各校、 

教務部長、学科長 

 

３．総務・法務・リスクマネジメント  

◇平成 30年 7月、教職員を対象に、地震時の災害に備え迅速か

つ適切な緊急対応、及び被害軽減、二次災害抑止、早期復旧を

目的として防災訓練を実施。 

◇平成 30年 8月に教職員のみでおこなった地震時の災害にそな

えたシミュレーションで在校生・講師と共に訓練を実施 

 

◇平成 30年 8月に消火器取扱い説明や消化訓練・避難経路の確

認などを行い、防災に関する意識の向上を図った。 

 

            ◇学生を対象に平成 30年 6月のホームルームにて 

救急救命研修を実施。胸骨圧迫、ＡＥＤの使い方などを習得。 

４．式典     

【入学式】  ◇平成 30年 4月 19日(木)13：00より、大阪城ホールにて挙行。 

 

【卒業式】  ◇平成 30年度卒業式は、2019年 3月 5日(火)11：00より 

国際会議場にて挙行。本校第 3期生が列席。 

 

◇その後謝恩会を、隣接するリーガロイヤルホテル内の桐の間 

にて行う。学生の独自企画や花束贈呈など、心温まる謝恩会

となった。 

 

 



5．学生活動/学校行事    

◇学園祭 2018年 6月 16日、17日の 2日間で開催。 
保護者、友人の他、近隣を中心とした一般の方々も 
多く来場した。 

◇2 年生は飲食店を営業し、カフェ「メキシコ料理 HOLA！」、 
「逢莉珠アリス」、レストラン「Saison Nouvelle セゾン 
ヌーベル」、パティスリー 「パティスリーリッカ」、「パ

ティスリーブリス」ブーランジェリー「ﾌﾞｰﾗﾝｼﾞｪ 
モイ」の６店舗を展開。メニュー考案から店舗を企画、  

 デザイン、プロデュースまでを行った。 
【卒業・進級制作展】 

  ◇「We are Culinary 2019ALL OUT!  Do our best～」 
として 2018年 2月 3日、4日に本校校舎にて開催。 
 

◇全学生が 1年間、2年間の集大成として作品展示、プレゼン
テーションを発表。 

 
★作品展示【企業プロジェクト作品パネル展示】 
   
協力企業 

・フランス菓子 ラ・ポーズ 
  ・ANA クランプラザホテル大阪  
  ・㈱ラサンテインターナショナル 
  ・㈱トランジットジェネラルオフィス 
  ・㈱ベストプランニング 

 
★作品展示【卒業課題】 
 
 ・ブライダルコース料理展示 

テーブルコーディネート展示 
 ・製菓・製パン ディスプレイ展示 
 ・ONE DAY SHOP 展示 

 
                         ★その他作品展示 
 

・クープ・ジケイ・デュ・ラ・パティスリー 
  作品展示 
 ・大阪府洋菓子コンテスト 
  学生部門 最優秀作品及び出店作品展示 

 
 

★プレゼンテーション/コンテスト 
 
全学年：企業プロジェクトプレゼンテーション、 

 
2年生：JESC奨励賞 プレゼンテーション 

MyShop プランニング プレゼンテーション 
ONE DAY SHOP 営業結果プレゼンテーション 
 

            ★ショップ営業 
 
              1 年生：各クラスにて出店 

以 上 
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