
■

■

教育計画の方針
職業実践専門課程等のもと、教育課程編成委員会の活動を通して、教育目
的・教育目標・教育課程の最適化と教育の徹底を教職員全員で行う。

就職指導・支援計画の方針
就職希望者と採用希望者の双方にとって最適な就職内定となるよう、適切
な就職指導と支援を教職員全員で行う。

概要 学校案内書・ホームページに記載。

教育方針 「専門性の追求」、「道徳性・人間性の育成」、「動物福祉の実践」

学校運営計画の方針
法令順守のもと、目的・目標・手段を適切に設定し、行動の徹底と検証・改善
を目的・目標の実現まで行い続け、学校運営と教育の質の最大化に努める。

学生募集計画の方針
変化し続ける入学対象者の情報の受け方に対応した情報発信を行い続け、
来校したＯＣ参加者の不安・不満をなくし、満足度を高める行動を教職員全
員で行う。

学校の沿革 学校案内書・ホームページに記載
学校の特色 学校案内書・ホームページに記載

目標及び計画

教育理念 「心を大切に 感謝の気持ちで自然を思い 人と動物の真の共存共生」

理事長名 下薗 惠子
校長名 下薗 惠子

設置認可日 １９９７年(平成９年) １月２７日

学校名 国際動物専門学校
所在地 (本部) 〒154-0011 東京都世田谷区上馬4-3-2

連絡先 電話 03-5430-4400　FAX 03-5430-4448

２０２０年度 国際動物専門学校 基本情報

( 「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」に基づく項目と情報 )

(１) 学校の概要・目標及び計画

学校の概要

設置者名 学校法人シモゾノ学園
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□ 本学が求める基礎学力と倫理観を備える者。

□ 将来の職業として、動物関連業界に強い関心と熱意のある者。

□ 動物愛護と動物福祉の精神に深い理解を持つ者。

□

□

□

□

□

□

□

人と動物の真の共存共生に自ら主体的・積極的に取り組むとともに、社会・企業等から高い評
価が得られる成果を収める職業社会人であること。

人生を生き抜く多様な力と自分と周りの命 (人生) を大切にする心を持ち、心豊かに活きて生
きる資質と力を持つ者であること。

卒業後に社会・企業等から高い評価が得られる人財となるよう、専門的な知識力・技術力に
加え、適切な人間力・社会人力を備えた職業社会人となる教育課程を編成する。

学生の知識・技術・多様な能力の質の向上を図るべく、定期的に達成度 (学習成果) を図り、
検証と改善を踏まえた教育を行う。

Ｄｉｐｌｏｍａ Ｐｏｌｉｃｙ (ディプロマポリシー)

【 卒業認定や学位授与についての基本的な考えを示すもの 】

厳格な成績評価を行い、所定の単位を修得した者に卒業を認定し、専門士を授与する。

人と動物の真の共存共生について自分の考えを持つとともに、多様な他者の考えにも理解を
示せる者であること。

３つのポリシー

Ａｄｍｉｓｓｉｏｎ Ｐｏｌｉｃｙ (アドミッションポリシー)

【 入学に対する受入れ方針や入学者に求める事柄 】

Ｃｕｒｒｉｃｕｌｕｍ Ｐｏｌｉｃｙ (カリキュラムポリシー)

【 教育目標に対する、教育課程や教育方法についての基本的な考えを示すもの 】

教育目的とする育成人財像を掲げ、教育目標を 「専門性の追求、道徳性・人間性の育成、
動物福祉の実践」 の３つに区分けて明文化し、学生の立場に立ち、適切な教育課程(学内授
業・学内外研修・企業連携実習)と教育方法にて教育を行う。
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課外活動等の状況
修学中の専門的知識・技術等を活かせるボランティア活動等を通し、学習成
果の質の向上と学校生活をより有意義なものとすべく取り組む。

(６) 学生の生活支援

学生の生活支援

学生への対応
クラス担任とその他の教職員とで連携を取りながら相手の立場に立った支援
を行うとともに、必要に応じて臨床心理士と協同して学生支援を行う。

就職支援・指導への取り組み
自分自身のライフプランの立案と採用する側の立場に立った就職活動を実
践できるように教育を行うとともに、就職支援を教職員全員で行う。

(５) 様々な教育活動・教育環境

様々な教育活動・教育環境の概要

学校行事への取り組み
教育計画をもとにした学校行事に則り、必要に応じて学生と協同して実施し、
学習成果の質の向上と学校生活をより有意義なものとすべく取り組む。

(４) キャリア教育・実践的職業教育

キャリア教育・実践的職業教育の概要

キャリア教育への取り組み
短期的視点だけでなく、長期的な視点も含めたライフプランの立案と目的・目
標を実現するのに必要な能力が身に付けられるように教育を行う。

企業等との実践的職業教育
教育課程編成委員会でのご意見等を利活用し、実地研修等の教育を通し
て、産学連携で次世代を担う人財育成を行う。

設置学科の概要 学校案内書・ホームページ (各学科 別紙 様式４等) に記載。

(３) 教職員

教職員の概要

教職員の概要 学校案内書・ホームページ (各学科 別紙 様式４等) に記載。

(２) 学科

設置学科の概要と受入れ

入学者の受入れ方針
入学者の選考については、募集要項に基づき、各学科の特性に配慮しつつ、
各学科の教育に足る資質・能力等を判定して行う。
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収入の部 合計 3,955,523,842 支出の部 合計 3,955,523,842

資金収入調整勘定 △ 588,211,793 次年度繰越支払資金 2,139,153,731

前年度繰越支払資金 2,092,695,043

前受金収入 597,075,940 その他の支出 472,354,233

その他の収入 612,337,195 資金支出調整勘定 △ 65,208,348

雑収入 5,354,303 借入金等利息支出 2,613,418

借入金収入 0 資産運用支出 402,341,590

附属事業収入 22,579,000 設備関係支出 33,494,914

受取利息等収入 21,254 借入金等返済支出 30,000,000

補助金収入 423,000 管理経費支出 222,357,686

資産売却収入 0 施設関係支出 47,400,130

学生生徒等納付金収入 1,199,261,000 人件費支出 551,963,645

手数料収入 13,988,900 教育研究経費支出 119,052,843

(８) 学校の財務

２０１９年度(令和２年度) 資金収支計算書

( 単位 円 ) 

収入の部 支出の部

区分 金額 区分 金額

(７) 学生納付金・就学支援

学生納付金・就学支援

学生納付金 学校案内書・ホームページに記載。

就学支援
公的な支援に加え、学校独自の就学支援を整備し、就学が困難な学生にも
学校として支援を行っている。
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前年度 繰越収支差額 320,699,009
基本金取崩額 22,910,833
翌年度 繰越収支差額 236,528,272

基本金組入前当年度収支差額 10,925,678
基本金組入額合計 △ 118,007,248
当年度 収支差額 △ 107,081,570

その他の支出 9,720
教育活動外支出 計 3,188,430

特別収支差額 △ 1,691,204

その他の収入 1,497,226
教育活動外収入 計 1,497,226

事業活動支出の部
資産処分差額 3,178,710

経常収支
経常収支差額 12,616,882

特別収支
事業活動収入の部

資産売却差額 0

その他の支出 0
教育活動外支出 計 2,613,418

教育活動外収支差額 -2,592,164

その他の収入 0
教育活動外収入 計 21,254

事業活動支出の部
借入金等利息 2,613,418

教育活動収支差額 15,209,046

教育活動外収支
事業活動外収入の部

受取利息等収入 21,254

管理経費 437,132,886
その他の支出 37,000,000
教育活動支出 計 1,224,899,931

教育活動収入 計 1,240,108,977
事業活動支出の部

人件費 561,963,645
教育研究経費 188,803,400

経常費等補助金 423,000
附属事業収入 22,579,000
その他の収入 3,857,077

教育活動収支
事業活動収入の部

学生生徒等納付金 1,199,261,000
手数料 13,988,900

２０１９年度(令和２年度) 資金収支計算書

( 単位 円 ) 
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その他の情報 ホームページに記載

自己点検・評価 学校案内書・ホームページに記載

学校関係者評価 学校案内書・ホームページに記載

(１０) その他

学校運営に関するその他の情報

純資産の部 合計 4,749,899,682
負債・基本金・繰越収支差額の合計 6,573,323,376

(９) 学校評価

学校評価

純資産の部
基本金 4,513,371,410

翌年度繰越収支差額 236,528,272

資産の部 合計 6,573,323,376 負債の部 合計 1,823,423,694

流動資産 2,237,249,697

その他の固定資産 656,143,900
流動負債 1,216,977,673

有形固定資産 3,279,929,779
特定資産 400,000,000

２０１９年度(令和２年度) 資金収支計算書

( 単位 円 ) 
資産の部 負債の部

固定資産 4,336,073,679 固定負債 606,446,021


