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=======================================================2021.08.17 

専修学校の「いま」を知る あなたの「未来」がここにある 

専修学校 #知る専           メールマガジン 第 9 号 

=============================================================== 

※本メールマガジンは、事務局に情報提供のご依頼をいただいた方及びご登録いただいた方に送付して

います。お心当たりのない方は、事務局までご一報ください。 

 

＜＜＜ 本日の配信内容 ＞＞＞ 

■#知る専リレーコラム［前鼻 英蔵（学校法人西野学園 理事長）］ 

■【9 月 3 日応募〆切】「#知る専」ロゴマーク募集のお知らせ 

■本日の事業成果紹介［専修学校における留学生への教育の在り方とは］ 

■文部科学省からのお知らせ 

１．専修学校教育振興室の体制の変更について 

２．専修学校等が主体となって実施する新型コロナワクチンの職域接種の実施に当たっての留意点等

について（令和 3 年 8 月 4 日付生涯学習推進課事務連絡） 

３．抗原検査簡易キットの配布及び活用について 

４．社会人の学びのポータルサイト「マナパス」に新機能が近々実装！ 

■専修学校教職員向けセミナー・イベント等の情報提供のお願い 

■記事ご提供のお願い 

■Web ページ「専修学校 #知る専」更新のお知らせ 

 

 

=============================================================== 

■#知る専リレーコラム［前鼻 英蔵（学校法人西野学園 理事長）］ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

専修学校の情報発信の現状と課題を考える 

（前鼻 英蔵（学校法人西野学園 理事長）） 

 

 私たち専修学校業界は社会の即戦力たる人材を育成する事を事業としています。無論、継続的人材育

成の場として社会貢献としての役割があります。一方、学校法人は非営利組織として様々な制約と共に

非営利組織ならではの様々な免除や補助があります。学校という継続的事業を推進していく事でこの免

除や補助に対しての責務を負っているといえます。 

 日本における教育は多くを私学が担っており、特に幼稚園と専門学校各種学校は同族経営が主流です。

そのため、公私の境目がなく自法人の財務を公表することは自分の財布の中身を見せることと同義とし

て長らく捉えられてきました。そのため、どちらかというと自分らに有利な情報以外は出さない傾向が

強くあります。一方、同じ高等教育機関である大学・短大は私学助成金の介入や高等教育局の強力な指

導により常に情報の透明性を迫られていました。特に平成 16年に改正された学校法人法改正(※1)以降

情報開示についてのガイドラインの厳重な遵守は大原則であり、校内掲示のみであった事が HP 上での

開示が必須になり、世界中誰でも閲覧できる状況になっています。 

 しかし、専修学校業界においては職業実践専門課程の認定事項としての情報開示義務が初めて必須事

項となるまでは積極的に情報は開示されていません。以前から各都道府県専各連においての広報誌掲載

事項にどこまでの情報を載せられるか、高校側からの要望と学校側の情報の不発出に各都道府県広報委

員は大変悩んでおりました。それがこの職業実践専門課程認定において別紙様式４での情報開示は画期

的な事と思っています。 
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 さて、では現在のこのままでいいのでしょうか。情報格差・不足による学生・生徒のミスマッチング

は常にこの業界での問題でもあります。また財務の健全性をアピールするにも適切な情報開示は特に利

害関係者に対しては重要です。一般企業において特に上場企業においては適切な情報開示は経営の透明

性、健全性を担保し経営者としての資質が問われる事項です。この度令和 2 年改正(※2)において経営

者責任、経営層責任が一層強化されました。学校法人の新たなガバナンスも中教審で審議されてもいま

す。これまでどちらかというと優遇されてきた事へ胡座をかいてきたツケが来ていると感じています。

これまでの経営の思想では立ち行きません。家族経営的発想から早々に脱却し、ガバナンス機能を持ち

得た新たな学校法人経営思想に転換する事がこれからの経営者に求められていることだと感じていま

す。 

 

※1 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/gijiroku/attach/1412368.htm 

http://zen.lolipop.jp/youran/monka/monka-160723.htm?gclid=EAIaIQobChMI5--

ukZit8gIVUNeWCh2APgpzEAAYASAAEgJ7I_D_BwE 

 

※2 

https://www.mext.go.jp/content/1422184_01.pdf 

http://souken.shingakunet.com/college_m/2019_RCM217_20.pdf 

 

 

=============================================================== 

■【9 月 3 日応募〆切】「#知る専」ロゴマーク募集のお知らせ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

7 月 12 日より、「専修学校 #知る専」のロゴマークを募集しています。 

「#知る専」を多くの中高生等に周知し、親しみを持っていただけるデザインをお待ちしています。 

全国の専門学校・高等専修学校・高校の生徒のみなさんならどなたでもご応募いただけます。 

最も評価の高かった作品は文部科学大臣賞として選定し、本プロジェクトのロゴマークとして使用しま

す！！ 

応募は 9 月 3 日（金）17:00〆切です。 

詳細は【https://shirusen.mext.go.jp/news/logo-contest/】をご覧ください。 

 

 

=============================================================== 

■本日の事業成果紹介［専修学校における留学生への教育の在り方とは］ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

本項目では毎回、文部科学省より委託された専修学校関連の事業成果を紹介しています。 

 

第 9 回の本日のテーマは「専修学校における留学生への教育の在り方とは」です。 

 

専修学校では近年、留学生（特に非漢字圏からの留学生）が増加しています。この状況等を踏まえ、専

修学校と日本語教育機関、企業等との連携を強化し、優秀な留学生の受入れを促進するとともに、日本

あるいは母国で活躍できる専門職業人を育成することが目指されています。 

 

令和 2 年度には、専修学校における留学生の動向や卒業後の就職状況、特定技能取得者に対する企業か

らの支援等について、調査・分析を行いました。 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/gijiroku/attach/1412368.htm
http://zen.lolipop.jp/youran/monka/monka-160723.htm?gclid=EAIaIQobChMI5--ukZit8gIVUNeWCh2APgpzEAAYASAAEgJ7I_D_BwE
http://zen.lolipop.jp/youran/monka/monka-160723.htm?gclid=EAIaIQobChMI5--ukZit8gIVUNeWCh2APgpzEAAYASAAEgJ7I_D_BwE
https://www.mext.go.jp/content/1422184_01.pdf
http://souken.shingakunet.com/college_m/2019_RCM217_20.pdf
https://shirusen.mext.go.jp/news/logo-contest/
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本事業の概要や成果については、下記をご覧ください。 

 

〇事業概要 

https://www.mext.go.jp/content/20200508-mxt_shougai01-000007053_1.pdf 

 

〇成果物一覧 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/20210630-mxt_kouhou02-1280784_4.pdf 

 

※今回ご紹介した事業は下記です。 

 令和 2 年度「専修学校グローバル化対応推進支援事業（専修学校に係る留学状況等に関する継続的な

実態把握等）」 

 

 

=============================================================== 

■文部科学省からのお知らせ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

１．専修学校教育振興室の体制の変更について 

 

 令和元年 9月より約 2年間、専修学校教育振興室長を勤めた金城太一前室長に代わり、8月より新た

に岡貴子室長が着任いたしました。新体制のもと、さらに専修学校教育の振興に取り組んでまいりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 【岡 新室長より】 

この度、8月 4日付けで専修学校教育振興室長に着任いたしました岡と申します。 

専修学校は、社会が変革していく中、社会のニーズに対応した多種多様な実践的教育が行われ、重要

な人材養成機能を担っています。また、地域における中核的な人材養成の拠点であり、地域課題解決

に資する教育機関であると思います。多くの学生さん達の夢や目標を実現し、たくさんの可能性が広

がる専修学校教育の振興に向けて、全力で取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 
 

２．専修学校等が主体となって実施する新型コロナワクチンの職域接種の実施に当たっての留意点等

について（令和 3年 8月 4日付生涯学習推進課事務連絡） 

 

厚生労働省において武田／モデルナ社の新型コロナワクチンの接種対象年齢が，現行の「18 歳以上」

から「12歳以上」に引き下げられたことを踏まえ，大学拠点接種における取扱いについて，考え方及び

留意点等が本事務連絡の別添（「大学拠点接種」実施に当たっての留意点等について（周知）令和３年

８月４日付文部科学省高等教育局高等教育企画課・厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡）のと

おり取りまとめられております。これを踏まえ，各専修学校や専修学校を設置する法人が主体となって

実施する新型コロナワクチンの職域接種における取扱いについて，考え方及び留意点等をお知らせする

とともに，ワクチンの接種に伴う生徒の出欠等の取扱いについて，本事務連絡にてお知らせしておりま

す。 

 

○詳細はコチラ 

https://www.mext.go.jp/content/20210805-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf 

 

 

 

 

https://www.mext.go.jp/content/20200508-mxt_shougai01-000007053_1.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/20210630-mxt_kouhou02-1280784_4.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20210805-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf
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３．抗原検査簡易キットの配布及び活用について 

 

文部科学省においては、クラスターの大規模化や医療のひっ迫を防ぐ観点から、新型コロナウイル

ス感染症の軽症状者に対して迅速かつ簡易な抗原検査を実施するためのキット（抗原簡易キット）

を、希望する専修学校の皆さまに配布し、学校内における感染対策に活用いただくこととしていた

ところです。 

このため、令和３年６月１７日付事務連絡「専修学校における抗原検査簡易キットの活用について

（周知・調査）」をもって、各専修学校の皆さまに対し同キットの利用について、希望する各専修学

校の学校規模の調査を実施させていただきました。 

このたび、当該調査結果を踏まえた抗原簡易キットの配布の準備が整いましたので、順次各専修学

校の皆さまにお配りをさせていただいております。 

 

◆多くの学校から配布個数等についてお問合せをいただいておりますが、配布個数は、上記事務連

絡でも明記しております通り、希望学校数及び学校規模等を勘案したうえで配布数を決定しており

ます。 

また、用途等については、上記事務連絡にあります「専修学校における抗原簡易キットの活用の手

引き」を今一度よくご覧ください。◆ 

 

各地域の感染の状況等を踏まえ、高い感染リスクが見込まれる地域から、 

順次配布を行いますので、到着までいま少しお待ちをいただければ幸いです。 

 

○詳細はコチラ 

https://www.mext.go.jp/content/20210729-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf 

 

 

４．社会人の学びのポータルサイト「マナパス」に新機能が近々実装！ 

 

 文部科学省では社会人の学びを後押しするため、「マナパス」というポータルサイトを運営してお

ります。「マナパス」では 4000以上の社会人向け講座情報（うち 1500以上は専門学校）、自身の学

びのモデル発見を助ける修了生インタビュー、「女性活躍×社会人の学び」、「就職氷河期世代の学

び」といった社会人の学びと社会的に関心の高いテーマを掛け合わせた特集記事も公開しています。 

そんな「マナパス」に近々マイページ機能が実装されます。マイページ機能は順次充実していく予定

ですが、例えば自身の大学・専修学校等での学習記録や関心に応じておすすめ講座表示機能等が実装

される予定です！ 

実装された際は、学生の方はご自身の学習の管理用に、専門学校職員の方は社会人学生への周知にご

協力ください！ 

月 2回程度のマナパスメルマガでは引き続きホットな学びに関する情報も発信中ですのでそちらもご

登録ください！ 

 

○マナパスについて 

https://manapass.jp 

 

https://www.mext.go.jp/content/20210729-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf
https://manapass.jp/
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○マナパスメールマガジンの登録はこちらから 

https://manapass.jp/portal/ezine/form 

 
 

 

=============================================================== 

■専修学校教職員向けセミナー・イベント等の情報提供のお願い 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

本メールマガジンでは、専修学校教職員に広く役立つセミナーやイベントのご紹介を予定しています。 

もし貴機関が主催されるセミナー・イベントで、掲載のご希望がありましたら、是非下記からお知らせ

ください。 

https://shirusen.mext.go.jp/contact/ 

 

※内容によっては、文部科学省と協議の上、お断りさせていただく場合もございます。予めご了承くだ

さい。 

 

 

=============================================================== 

■記事ご提供のお願い 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

現在、以下の記事の募集を行っております。ご協力いただける専修学校様におかれましては下記の要領

でご投稿いただけますと幸いです。なお、記事のご投稿に当たっては、個別の学校や学科の紹介に重点

を置いた内容でないこと等、各投稿規程をご参照（https://shirusen.mext.go.jp/contents/）ください。 

 

・web サイトに掲載させていただく卒業生インタビュー記事の投稿 

・web サイトに掲載させていただく学校の取組紹介記事の投稿 

 

記事については 2021 年 1 月まで随時投稿を受けつけております。記事投稿をご希望の方は、

【https://shirusen.mext.go.jp/contact/】より ID 登録申請をお願いいたします。 

 

※動画の 7 月分の受付は終了いたしました。今年度、もう一度募集期間を設けさせていただく予定で

すので、募集期間が近くなりましたら、改めて本メールマガジン等でお知らせいたします。 

※7 月中に動画をご提供いただいた学校様に関しては、現在、掲載手続を行っておりますので、少々お

待ちください。 

 

 

=============================================================== 

■Web ページ「専修学校 #知る専」更新のお知らせ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

メルマガ前号の配信から、Web ページ「専修学校 #知る専」にて以下を更新しました。 

 

・仕事ムービー（4 件） 

 https://shirusen.mext.go.jp/movie_graduate/ 

 

https://manapass.jp/portal/ezine/form
https://shirusen.mext.go.jp/contact/
https://shirusen.mext.go.jp/contents/
https://shirusen.mext.go.jp/contact/
https://shirusen.mext.go.jp/movie_graduate/
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・学校ムービー（2 件） 

 https://shirusen.mext.go.jp/movie/ 

 

・仕事記事（1 件） 

 https://shirusen.mext.go.jp/interview/ 

 

・学校記事（1 件） 

 https://shirusen.mext.go.jp/topics/ 

 

なお、メルマガ配信のタイミングにより、上記に掲載されていない更新もございます。あらかじめご了

承ください。 

 

 

=============================================================== 

 

「#知る専」メールマガジンに関する著作権は文部科学省・リレーコラム執筆者が有しています。 

商用目的又は営利目的での転載・複製は固くお断りいたします。 

バックナンバーをサイトにて公開しておりますので、専修学校関係者への共有にあたっては、サイトへ

のリンクをご利用ください。 

 

=============================================================== 

 

本メールマガジンの配信停止を希望される場合は、以下のお問い合わせから 

ご一報ください。 

https://shirusen.mext.go.jp/contact/ 

 

★===========================================================★ 

【専修学校 #知る専 事務局】 

株式会社三菱総合研究所 

（担当：久田、久保寺、山野内、沼田） 

〒100-8141 

東京都千代田区永田町二丁目 10 番 3 号 

https://shirusen.mext.go.jp/contact/ 

 

 Web ページ ： https://shirusen.mext.go.jp/ 

 Twitter  ： https://twitter.com/senshu_shirusen 

 YouTube ： https://www.youtube.com/channel/UCzqZYCFzxM0zrfAHToeNVXA/featured 

★===========================================================★ 

https://shirusen.mext.go.jp/movie/
https://shirusen.mext.go.jp/interview/
https://shirusen.mext.go.jp/topics/
https://shirusen.mext.go.jp/contact/
https://shirusen.mext.go.jp/contact/
https://shirusen.mext.go.jp/
https://twitter.com/senshu_shirusen
https://www.youtube.com/channel/UCzqZYCFzxM0zrfAHToeNVXA/featured

