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学校の現状 

Ⅰ.学校の教育目標 

  1.専門学校としての使命と目的 

    学校教育法第 124 条、及び第 125 条の規定に基づき、社会人として必要な教

養と専門知識を有する有能な人材を育成し、文化教養及び商業経済の発展に

貢献できる人材の育成を使命・目的とする。 

2.教育目標 

    使命、目的、教育方針のもと、教育目標を下記のように定める。 

・ 専門技術や技能の習得 

・ 豊な人間性と個性の伸張 

・ 誠実で心豊な人間性の育成 

・ 広い視野と優れた創造性を育む 

・ たゆまぬ努力とどんよくな研究心・向上心の育成 

    これらを育むことにより自信をつけさせ「社会での生きる力」を 

    植えつける。 

  

Ⅱ.重点的に取組むことが必要な目標（教育重点項目） 

   1.学生の「やる気」向上の実現 

   2.ドロップアウト・ゼロの実現 

 

重点項目 評価項目 評価※ 

1-1 学生の「やる気」を向上させるための研修は行わ

れているか 

 ３ 

   ※４：適切、３：ほぼ適切、２：やや不適切、１：不適切 

 ①課題 

      学生の理解度を向上させるためには「やる気」を持たせる必要がある。 

      本校では数年前からグループ活動を取り入れ、学生間同士で学び合うア

クティブ学習を取り入れているが、教員のアクティブ学習指導の熟練度

にまだまだ差がある。（新任の教員など）また、コミュニケーションを取

ることが苦手な学生の対応に課題が残る。令和３年度も新型コロナ感染

防止のため積極的な学生によるグループ活動がやや欠けた。 

    

②今後の対応または改善 

      コミュニケーションづくりの研修を継続して実施していく。また、学生

と担任教員との面談を通して教員は傾聴に心がけコミュニケーションを

図り、信頼関係を構築して、「やる気を起こしその気にさせる」や「社会

へ出ての夢」を持たせ学生の自信及び実力を高めていく。 
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   ＜学校関係者評価委員記入欄＞ 

 

    ・学生指導に対するスキルアップを図るための研修が適切に行われている。 

    ・コロナ禍という状況の中では、コミュニケーションを密にするのが 

     なかなか難しい状況なだけに、学生に疎外感を持たせないよう今後も 

     努力していって下さい。 

 

        

重点項目 評価項目 評価※ 

2-1 ドロップアウト対策は計画的に行われているか  ３ 

   ※４：適切、３：ほぼ適切、２：やや不適切、１：不適切 

   

① 課題 

・クラス学生と担任との定期的（少なくとも月１回以上）な面談を実施してい

るが、家庭環境の変化などによる経済面など、学生本人の意思に反して退学

せざるを得ない状況での、学生への対応をいかにすべきかが問題である。 

国による修学支援(減免減額・給付型）を活用していたがドロップアウト人数

は昨年より全体で２名増えた。１年次は４名増え２年次は２名減った 

・ 中学、高校時代に不登校の経験がある学生が、本校に入学して順調に登校す

るもＧ．Ｗや夏休みを過ぎ、疲労困憊や緊張が緩和した後、不登校になる学

生が若干出てくる。そのような学生に対するケアの方法に苦慮する。 

・ 学生間の技能習熟度に差が出てくることで学科コース別到達目標を維持す

る事に苦慮する。 

 

   ②今後の対応または改善 

・ 国の教育支援や日本学生支援機構の案内を積極的に勧めることや、保護者と

の三者面談の実施を図っていく。 

・ 精神的な問題を抱える学生には、学校での対応及び公共機関の専門家と共に

心のケアの充実を図っていく。 

・ 技能力には先天的、後天的があり学生個々に特徴がある。個々の伸びしろを

いかに高めるかを主体にしてやる気を維持させていく。 

 

＜学校関係者評価委員記入欄＞   

   ・定期的に学生、保護者面談が行われており、カウンセリングを行っている 

    公共施設の紹介や奨学金の案内も行われている点は評価できる。 

   ・ドロップアウトは、様々な要因があり、学校だけの努力ではどうにもならな 

    いことがあるだけに、難しい問題です。その中では、学校として十分な対応 

    をしていると思います。経済的な問題には学校としても国などの機関に強く 

    働きかけ教育支援環境がもっと充実されるようプッシュしてほしいと思い

ます。 
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Ⅲ.評価項目の達成及び取組み状況 

１.教育理念・目標 

 

項 目 評価項目 評価※ 

 1-1 教育理念・目標・育成人材像は定められているか   4 

 1-2 学校における職業教育は何か   4 

 1-3 社会経済のニーズ等を踏まえた学校の将来構想を抱

いているか 

  4 

 1-4 学校の教育理念・目標・育成人材・特色・将来構想な

どが学生・保護者に周知されているか 

  3 

 1-5 各学科の教育目標、育成人材像は、学科等に対応する

業界のニーズに向けて方向づけられているか 

  4 

 

   ※４：適切、３：ほぼ適切、２：やや不適切、１：不適切 

    

①課題 

・1-4 学校の教育理念、目標、育成人材、特色、将来構想などが学生、 

保護者に周知されているかについては、学生への周知は入学後 

ガイダンス期間に「学生のてびき」を通して説明しているが 

保護者に対しては学生を通してなので完全な周知とはいえない。 

 

   ②今後の対応または改善 

・今後は印刷物また学校ホームページなどに開示していくよう改善 

していく 

 

 

＜学校関係者評価委員記入欄＞  

   ・適切に行われている。 

   ・保護者の方にまで完全な周知をすることはなかなか難しいもの 

    ですが、今の努力を引き続けて行い、更に良い結果が出ることを 

    めざして行って下さい。 
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2.学校運営 

項 目 評価項目 評価※ 

 2-1 目的等に沿った運営方針が策定されているか   4 

 2-2 運営方針に沿った事業計画が策定されているか   4 

 2-3 運営組織や意思決定機能は、規則等において明確化さ

れているか、また、有効に機能しているか 

  4 

 2-4 人事、給与に関する規定等は整備されているか   4 

 2-5 教務・財務等の組織整備など意思決定システムは整備

されているか 

  4 

 2-6 業界や地域社会等に対するコンプライアンス体制が

整備されているか 

  3 

 2-7 教育活動等に関する情報公開が適切になされている

か 

  4 

 2-8 情報システム化等による業務の効率化が図られてい

るか 

  ４ 

   ※４：適切、３：ほぼ適切、２：やや不適切、１：不適切 

    

①課題 

・2-6 多くの事象においてコンプライアンス体制は整っているが、特異 

的なトラブル事象においてはケースバイケースの意思決定が施され 

ている。 

・2-8 業務部門においては適宜機能している。教務部門なども適宜機能 

 してきているが、情報システム運用の不慣れ解消に若干時間を要する。 

    

②今後の対応または改善 

・すべての事象におけるコンプライアンス体制を整えていく必要がある。  

・ペーパーレスはもとより教職員間の情報共有化、伝達速度のスピード 

アップのためにシステム化は必要と言える。 

・Ｔｅａｍｓ（ＳＮＳ）を教員、学生が利用してシステム化を図った。 

・新型コロナウイルス感染拡大防止のための体制も整備化された。 

 

＜学校関係者評価委員記入欄＞ 

 

・新型コロナウイルス感染予防対策が整備され、問題なく運営が行われ 

ている。 

・コンプライアンス体制は整っているようなので、あとは事象ごとに 

 適切な対応･運用ができるかどうかなので、更なる努力を求めたいと 

 思います。 
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3.教育活動 

項 目 評価項目 評価※ 

 3-1 教育理念に沿った教育課程の編成・実施方針等が策定

されているか 

  4 

 3-2 教育理念、育成人材像や業界のニーズを踏まえた学科

の修業年限に対した教育到達レベルや学習時間の確保

は明確にされているか 

  3 

 

 3-3 学科等のカリキュラムは体系的に編成されているか 

 

  4 

 3-4 キャリア教育・実践的な職業教育の視点に立ったカリ

キュラムや教育方法の工夫・開発などが実施されてい

るか 

  3 

 3-5 関連分野の企業・関係施設等や業界団体との連携によ

り、カリキュラムの作成・見直し等が行われているか 

  4 

 3-6 関係分野における実践的な職業教育が体系的に位置づ

けられているか 

  4 

 3-7 授業評価の実施・評価体制はあるか 

 

  4 

 3-8 職業教育に対する外部関係者からの評価を取り入れて

いるか 

  3 

 3-9 成績評価・単位認定、進級・卒業判定の基準は明確に

なっているか 

  4 

 3-10 資格取得等に関する指導体制、カリキュラムの中での

体系的な位置づけはあるか 

  4 

 3-11 人材育成の目標の達成に向け授業を行うことができる

要件を備えた教員を確保しているか 

  4 

 3-12 関連分野における業界との連携において優れた教員を

確保するなどマネジメントがおこなわれているか 

  3 

 3-13 関連分野における先端的な知識・技能等を修得するた

めの研修や教員の指導力育成など資質向上のための取

組みは行なわれているか 

  4 

 3-14 職員の能力開発のための研修等は行われているか 

 

  4 

   

 ※４：適切、３：ほぼ適切、２：やや不適切、１：不適切 
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① 課題 

・3-2 学習時間の確保においては、新型コロナウイルス感染防止のため 

学校行事が縮小されることがあったが、学習時間は確保できた。 

・3-4 スポーツ分野など資格取得など体系的なカリキュラムの中で、 

学習能力不足学生に対しての指導カリキュラムの検討を要する。 

・3-8 昨年同様関連分野の企業・関係施設等や業界団体との連携に 

よるカリキュラムの作成・見直し等は、全ての学科で行われている 

わけではないので今後、検討を要する。 

職業教育に対する外部関係者からの評価は一部の学科に留まり 

 全ての学科で行っているわけではないのが現状である。 

・3-12 業界との連携において優れた教員の確保は、難しいのが現状 

 である。 

 

②今後の対応または改善 

・全ての学科での企業・関連施設など業界団体との連携を検討する。 

    ・関連分野における業界との連携をさらに深めつつ、教員のスキル 

アップを業界団体の支援をいただき学校としてマネジメントできる 

体制作りをすすめる。  

  

＜学校関係者評価委員記入欄＞ 

     

    ・昨年度に引き続き、新型コロナの影響で校内外での活動が減ってしま 

     ったが、そのような環境の中でも学生のスキルを高めるように実施した 

     点は評価できる。 

    ・より良き教育は、より良き指導者づくりから…。そのためにも関連分野 

     における業界との連携強化･深度を図り、更なる体制づくりをすすめて 

     いくことを期待します。 

 

4.学修成果 

項 目 評価項目 評価※ 

 4-1 就職率の向上が図られているか   4 

 4-2 資格取得率の向上が図られているか   4 

 4-3 退学率の低減が図られているか   4 

 4-4 卒業生・在校生の社会的な活躍及び評価を把握してい

るか 

  3 

 4-5 卒業後のキャリア形成への効果を把握し学校の教育

活動の改善に活用しているか 

  3 

 

※４：適切、３：ほぼ適切、２：やや不適切、１：不適切 
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① 課題 

・4-1 就職率に変化はないがコロナ情勢の中、求人停止などで希望する 

職種につけないケースがある。 

・4-4 在校生の場合は情報把握できているが、卒業した生徒に関しては、 

自己申告で連絡をもらえるケースもある。すべては把握できない。 

・4-4 卒業生の社会的活躍及び評価は改善の余地ありと認識している。 

・4-5「卒業後のキャリア形成への効果を把握」については全学科が 

できているとは言えない。 

 

②今後の対応または改善 

・今後、就職先企業とも連携を図り、卒業生の活躍の把握と評価を 

 確立するための仕組みづくりを行う。 

・芸術系で独立している卒業生に、現況報告を依頼して活躍の把握に 

努め在学生の進路決定に役立たせる。  

  

＜学校関係者評価委員記入欄＞ 

     

    ・コロナ禍の大変な状況の中でも高い就職率を維持している。 

    ・芸術･芸能、スポーツ等、特殊な分野なだけに、その業界で活躍しつづ 

     けることは厳しいものがある。進路決定に向けて、卒業生たちの現状 

     報告を聴き、意識改革を図らせることはすばらしいことだと思います。 

     一人でも多くの学生が希望の場で活躍できることを期待しています。 

 

 

 5.学生支援 

項 目 評価項目 評価※ 

 5-1 進路・就職に関する支援体制は整備されているか   4 

 5-2 学生相談に関する体制は整備されているか   4 

 5-3 学生に対する経済的な支援体制は整備されているか   4 

 5-4 学生の健康管理を担う組織体制はあるか   4 

 5-5 課外活動に対する支援体制は整備されているか   3 

 5-6 学生の生活環境への支援は行われているか   4 

 5-7 保護者と適切に連携しているか   3 

 5-8 卒業生への支援体制はあるか   4 

 5-9 社会のニーズを踏まえた教育環境が整備されている

か 

  3 

 5-10 高校・高等専修学校との連携によるキャリア教育・職

業教育の取組みが行われているか 

  3 

   ※４：適切、３：ほぼ適切、２：やや不適切、１：不適切 
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  ①課題 

・5-5 課外活動に対する支援は更に充実すべきである。 

・5-7 保護者との適切な連携に関しては、年 2 回の通知での連絡をして 

いるものの、その他は欠席が目立つなど特定の学生のみになっている 

のが現状である。 

・5-9 一部の学科では、社会のニーズを踏まえた教育環境が整っているが 

 全てにおいてとはいい難い。 

・5-10 高校・高等専修学校との連携によるキャリア教育・職業教育の 

取組みは、まだ不十分といえる。 

 

②今後の対応または改善 

・5-3 学生に対する経済支援体制では国による修学支援（給付型等）を   

 最大限学生に案内支援している。 

・5-5 課外活動の場を企業・団体に投げかけ増やしていきたい。 

・5-7 保護者との適切な連携に関しては、今後、保護者会の実施に向け 

 検討していく。 

・5-9 全ての学科において、社会のニーズを踏まえた教育環境が整えら 

れるように今後研究して実践していく。 

・5-10 市内私立高校と提携し、ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ受け入れによる高校の授業に 

専門授業を取入れ講師を派遣している。 

     

＜学校関係者評価委員記入欄＞ 

 

・担当制をとり学生とのコミュニケーションを重視した運営が行われており、 

適宜面談を実施している点は評価できる。 

    ・学生に対する国の支援がもっと幅広く、高い給付が受けられるよう学校 

     としてもっと国にアプローチしていってほしいと思います。 

     少子化時代における教育支援はもっと厚くてしかるべきだと思います。 

 

６.教育環境 

項 目 評価項目 評価※ 

 6-1 施設・設備は、教育上の必要性に十分対応できるよう

整備されているか 

  4 

 6-2 学内外の実習施設、ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ、海外研修等について

十分な教育体制を整備しているか 

  3 

 6-3 防災に対する体制は整備されているか   3 

 6-4 学内における安全管理体制を整備し、適切に運用して

いるか 

  3 

   ※４：適切、３：ほぼ適切、２：やや不適切、１：不適切 
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  ①課題 

・6-2 全学科におけるｲﾝﾀｰﾝｼﾌﾟの実現は今後の課題といえる。 

 新型コロナウイルス感染防止のため校外学習時間が減少している。 

 海外研修については設置学科の状況から現時点での必要性は少ない 

ものと判断しているが、新型コロナウイルス収束後インバウンドなど 

グローバル化を元に検討の余地はある。 

・6-3 大規模な災害が発生した場合を想定して、避難訓練など実施して 

いるが回数を増やすなど安全第一を考えていかなければならない。 

    ・6-4 安全管理体制を作成しているが、細部を検討していかなければ 

ならない。 

 

② 今後の対応または改善 

・6-2 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ受入れ可能な企業の開拓を実施していく。 

・6-3 地域で行う防災訓練にも積極的に参加して、地域住民との連帯感 

      を育み、学生の安全確保を最優先で考えていく。  

    ・6-4 安全管理体制を整備しつつも,スムーズに機能していくために模擬 

訓練をさらに実施していかなければならない。 

 

  ＜学校関係者評価委員記入欄＞ 

 

    ・安全管理体制については、常にアップデートしていく必要がある。 

     気候変動や感染症に対する対応についても同様である。 

    ・今後の対応、改善に期待します。 

 

 

 

 

7.学生の募集と受入れ 

 

項 目 評価項目 評価※ 

 7-1 高等学校等接続する教育機関に対する情報提供に取

組んでいるか 

  3 

 7-2 学生募集活動は、適正に行われているか   4 

 7-3 学生募集活動において、教育成果は正確に伝えられて

いるか 

  4 

 7-4 学納金は妥当なものになっているか   4 

7-5 入学選考基準を明確化し、適切に運用しているか    4 

   ※４：適切、３：ほぼ適切、２：やや不適切、１：不適切 
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 ①課題 

・7-1 本校職員が高等学校進路担当教員に専門学校情報提供を実施 

している。また、高等学校から特異な生徒に対して引き継ぎ書など 

で情報共有化している。業者が主催する説明会に参加し高校生に 

直接情報提供しているが、希望するすべての生徒に提供できてい 

ない。 

・7-2 募集活動は適正に実施されているが、18 歳人口の減少、大学 

進学の増加、就職しやすさなど募集活動に工夫が必要と思われる。 

・7-3 体験入学（ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ）の際、本校の教育成果を報告している。 

 また、本校職員が高等学校進路担当教員にも報告しているがﾘｱﾙﾀｲﾑ 

での報告は困難である。 

 

③ 今後の対応または改善 

        ・7-1 本校の分野に興味を持っている生徒に、直接説明できる機会を 

     更に設ける。 

・7-2 入学希望者が興味を持てるコースの設置とカリキュラム内容に 

工夫をして外部に向けｱﾋﾟｰﾙしていく。 

7-3 教育成果を出身高校の先生にも情報共有化するために学生による 

母校訪問を促していく。 

     

 

 ＜学校関係者評価委員記入欄＞ 

 

   ・設置する学部、学科について、需要に応じて新設、改廃が行われてお 

    り、スピード感も含めて素晴らしい。 

   ・今後の対応、改善に期待します。 

 

 

 

 

8.財務 

 

項 目 評価項目 評価※ 

 8-1 中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえる

か 

  3 

 8-2 予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか   4 

 8-3 財務について会計監査が適正に行われているか   4 

 8-4 財務情報公開の体制整備はできているか   4 

   ※４：適切、３：ほぼ適切、２：やや不適切、１：不適切 
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①課題 

・ 8-1 財政基盤の安定性は学校運営にあたり大切なことである。 

大学進学や就職の良さから定員の入学者数の確保はやや厳しい現状 

がある。 

近年コロナ禍で県外進学者が減少したため入学者が増加した。 

② 今後の対応または改善 

 

・ ４年制大学への進学は今後も高まっていくと思われるが、大学と 

専門学校の違いを外部にアピールして安定的に入学者数を確保して 

いく。 

・ 授業の内容密度を更に高め、学生の満足度を上げるためにも努力 

していく必要がある。 

    

＜学校関係者評価委員記入欄＞ 

・問題なく対応できている。 

   ・学生の満足度を上げていかなければ、この少子化時代に学生数を維持 

    することはできません。学校の魅力度アップは急務であると思います。 

 

9.法令等の遵守 

 

項 目 評価項目 評価※ 

 9-1 法令、専修学校設置基準等の遵守と適正な運営がなさ

れているか 

  4 

 9-2 個人情報に対し、その保護のための対策がとられてい

るか 

  4 

 9-3 自己評価の実施と問題点の改善を行っているか   3 

 9-4 自己評価結果を公開しているか   4 

   ※４：適切、３：ほぼ適切、２：やや不適切、１：不適切 

① 課題 

・9-3 早期に自己評価と問題把握をするために実施時期を６月に実施す 

ることができたが、問題点の改善にはより時間と工夫が必要。 

 

② 今後の対応または改善 

・今年度は自己評価と問題把握を早期に検討するために 6 月に実施し 

たが問題点の改善のためには検討委員会などで改善していく必要が 

ある。 
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 ＜学校関係者評価委員記入欄＞ 

・適切に行われている。 

・問題点改善のための努力に期待します。 

 

10.社会貢献 

項 目 評価項目 評価※ 

 10-1 学校の教育資源や施設を活用した社会貢献・地域貢献

を行っているか 

  3 

 

 10-2 学生ボランティア活動を奨励・支援しているか   3 

 10-3 地域に対する公開講座・教育訓練（公共職業訓練等含

む）の受諾等を積極的に実施しているか 

  3 

   ※４：適切、３：ほぼ適切、２：やや不適切、１：不適切 

     

   ①課題 

・10-3 社会貢献や地域貢献の参加度合いが学科により異なる。また、 

新型コロナ感染防止のため縮小されている。 

 

   ②今後の対応または改善 

    ・新型コロナウイルス感染収束の後、公開講座などの受け入れを地域 

に情報発信して受入を推進していく。 

・地域の各種イベントには、サポーターとして参加していく。 

 

 ＜学校関係者評価委員記入欄＞ 

 

    ・コロナの影響で学生のボランティア活動が中止となってしまった。 

     今後の状況によるが、以前のように積極的に社会貢献活動を行っていた 

     だきたい。 

    ・特別な情勢の中での活動だけに、理想どおりには行かなかったと思います。 

     まだ完全に収束したわけではないので、無理せずまずは安全第一を旨に、 

     小さな輪の中であってもできる最善の活躍を期待しています。 


