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１．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、工業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 

・ 豊かな人間性と個性の伸張 

・ 誠実で心豊かな人間性の育成 

・ 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 

      ・コロナ感染症の影響による「オンライン授業体制」における学生の 

「やる気」向上心の持たせ方が不十分だった。 

       

 

② 今後の対応または改善 

      ・全体研修は、引き続き継続して研修を実施していく。また、新任教員

の研修は、全体研修にプラスして個別に対応し、学生管理や実績の向

上に活かしてもらう。 
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  ＜学校関係者評価委員記入欄＞ 

     ・オンラインの弱点とも言える意思疎通の欠落が難問。 

     ・学生、新任教員両者の研修の継続は、指導する側・される側双方が良い 

      方向への向上に効果を上げると期待できる。 

     ・コロナ渦も落ち着いてきたから研修の機会が増える事に期待。 

     ・リアル集合研修、オンライン集合研修、ｅランニングとそれぞれを使い 

      分けること。効果的な研修を受けてもらいたい。 

     ・学生が選んだ場所でオンライン授業を受けられたのかどうか。質問等 

      双方向のやり取りが行われたか。 

     ・コロナ渦で人との関わりがないことなど教育の質に関わる課題等ら不満

はないか？ 

     ・新任教員は特に学生の声を丁寧に聞き、教員自身の質の向上に努める必

要があるのでは。 

  

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 

・授業の一環として、学生一人に対して月二回の「個別面談授業」を取入れて 

 学生個人の心の動きを早めに察知する体制と取っているが、精神的な問題で 

 波のある学生に対しては、黄色信号を出す前にいきなり赤信号になってしま

う学生がいて対応に苦慮している。 

     

② 今後の対応または改善 

・精神的な問題を抱える生徒の対応は、ドロップアウト対策委員会を設けて 

 責任者が本人や保護者と面談すると共に、学校医と相談しながら対応する。 

 

 ＜学校関係者評価委員記入欄＞ 

   ・月２回の個別面談授業はコミュニケーションをはかる上での最良方法と思う。 

   ・個別面談の安心感に加え、毎日の何気ない場面での一言声掛けの頻度を高め 

ることも、より学生の安心感に繋がる。 

   ・個別面談指導のアイデアは素晴らしい。 

   ・web 授業はもとより、教室内では気付けない生徒の変化に対応できる。 

   ・１ｏｎ１ミーティングのようなもの。 

   ・生徒の悩みだけでなく、成長にも期待できそうで期待が持てる。 

   ・精神的な問題を抱えている生徒の対応ですが、心理職のカウンセラーを導入 

    してみては？ 

   ・生徒と先生が情報を共有しながら継続的に予防対策や早期対応する取り組み 

    を通し、ドロップアウトゼロの低減に努めることが大切。 
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   ・ドロップアウトに至る生徒の傾向の分析をする事が必要。 

    そして卒業生の話を聞き具体的な施策をつなげていく必要がある。 

 

 

 

  

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 

  3 

 

   ※４：適切、３：ほぼ適切、２：やや不適切、１：不適切 

   ①課題 

・「専門技術や技能の習得」「豊かな人間性と個性の伸張」「誠実で心 

豊かな人間性の育成」「広い視野と優れた創造性を育む」「たゆまぬ 

努力と貪欲な研究心・向上心の育成」など「社会の中で生きる力」 

を植えつけるため日々教職員は努力しているが完全とはいえない。 

 

②今後の対応または改善 

・コロナ禍において企業との連携を図ることが難しい１年だったので 

今後は、コロナ終息を待って、企業の人材ニーズを捉えて対応しな 

ければならない。 

 ＜学校関係者評価委員記入欄＞ 

    ・先生方お一人お一人のさらなる工夫と努力の継続を頂きたい。 

    ・コロナ前後で求められる人物像が少し変わっったと思う。ニーズに応え 

     続けられるよう、企業担当者とのつながりをより大切にしてほしい。 

    （会うことのハードルの高さを他の方法でカバーしつつ） 
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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   3 

 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 

  3 

   ※４：適切、３：ほぼ適切、２：やや不適切、１：不適切 

   ①課題 

・意思決定システムは適宜機能しているが、全ての事項について常に 

決定されているとは言えない。 

   ・全ての情報公開が行き届いているわけではなく適切とは言い難い。 

 

   ②今後の対応または改善 

・業界や地域社会等に対するコンプライアンス体制を整えていく。 

 ・情報公開の在り方を模索して的確な対応をしなければならない。 

 

  ＜学校関係者評価委員記入欄＞ 

   ・外的観察としても、学内のコンセンサスが充分とれていると拝察する。 

 

 

 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 

  4 
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 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   3 

 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 

  2 

 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 

  3 

 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 

  3 

 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 

 ①課題 

・昨年度は、一昨年に続き、コロナ感染症の影響によりキャリア教育の 

一環である企業実習が実施できなかった。 

・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、全学科で行われているわけではない。 

・職業教育に対する外部関係者からの評価はまだまだ行われている 

 とは言い難いのが現状である。 

 

   ②今後の対応または改善 

・コロナ感染症の終息を睨みながら、企業と調整してキャリア教育 

 を充実させる。 

    ・関連分野における業界との連携をさらに深めつつ、学校として 

     マネジメントできる体制作りを進める。  

   

＜学校関係者評価委員記入欄＞ 
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    ・キャリア教育の企業実習が早く出来ることを望む。 

    ・企業実習が出来なくなったのは痛い。 

    ・学校の努力だけ何とかなる内容ではない為、業界団体と協議を重ねて 

     双方にメリットのある代案を模索して欲しい。 

    ・卒業生の社会的活躍等の把握については実名ＳＮＳ（Facebookや 

     LinkedIn）を探してみては。 

 

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   3 

 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 

  2 

 

 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 

  

① 課題 

・学校斡旋で就職した生徒に関しては、離職しない限り企業から状況を 

得られる体制だが、離職した場合は把握できていない。 

・在学生の社会的活躍等の把握はできているが、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。 

  ・精神的不安定な学生への支援   

 

   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。 

・卒業生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＞ 

    ・卒業生にとって迷った時の心の拠所があるのは心強い。 

    ・独立している卒業生に現状報告を依頼するのは面白い試み。 

     一歩進めて在学生や体験向けに軽く講演（もしくはインタビュー）を 

     動画にするのもジャンルによっては良いのではないか。 

    ・卒業生、在校生の活動等、アンケートによる分析をしてはどうか。 
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 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   2 

 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   3 

 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 

   ①課題 

・コロナ感染症の影響で、計画していた課外活動は全て中止・延期 

 となり実施不可能となった。 

・保護者との適切な連携に関しては、昨年に続き、未だ適切とはいい 

難い現状である。 

・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。 

・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、コロナ禍の影響で高校側からの依頼が減少した。 

      

② 今後の対応または改善 

・保護者との適切な連携に関しては、今後、引き続き保護者会の実施に 

向け模索していく。 

・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。 

     ・今後、県内の高校と連携を図りキャリア教育・職業教育を充実させる 

      ための専門学校としての役割を全うする。 

  ＜学校関係者評価委員記入欄＞ 

    ・保護者との連携については、姉妹校クラークでも常に取り組むべき 

     課題となっている。様々な事例と対処の実例を通じてノウハウを共有 

     したい。 

    ・課外活動自体のニーズがコロナで少なくなっているので仕方ない。 

    ・学校の生徒支援の今後の対応又は、改善策記載の通り適切に行って 

     いますか？ 
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 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 

  2 

 6-3 防災に対する体制は整備されているか   4 

   ※４：適切、３：ほぼ適切、２：やや不適切、１：不適切 

     

  ①課題 

・ｲﾝﾀｰﾝｼﾌﾟの実現はコロナの影響により中止を余儀なくされた。 

 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、今後は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。 

・大規模な災害が発生した場合を想定して、学生避難など安全第一を 

 考えていかなければならない。 

 

 

 ②今後の対応または改善 

 

・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟはコロナ感染症の終息を待って、再度実施していく。 

・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。  

 

 

  ＜学校関係者評価委員記入欄＞ 

   ・人間形成に必要な事の大部分がコロナによって反故にされてしまった。 

    スキンシップであれ、コミュニケーションであれ絶対必要な事がＮＯに 

    なってしまった。これから若い人達は挽回し頑張って欲しい。 

 

   ・災害可能性と頻度の高まりが見られる今日ですので、防災訓練も今迄 

    以上に必要。 

   ・学校だけで何とかかる内容ではないので状況は厳しい。 

   ・コロナ渦の終息が待ち遠しい。 

   ・コロナ渦の環境で今後の対応・改善は慎重に取り組むべきです。 
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 7.学生の募集と受入れ 

 

項 目 評価項目 評価※ 

 7-1 学生募集活動は適正に行われているか   4 

 7-2 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 

 7-3 学納金は妥当なものになっているか   4 

   ※４：適切、３：ほぼ適切、２：やや不適切、１：不適切 

   

① 課題 

・学生募集において、外国人の受け入れ態勢は不十分と言える。 

  

 

② 今後の対応または改善 

・外国人を受け入れてない訳ではない（日本語検定２級以上）が、 

 外国語（英語・中国語など）に精通した職員を採用することにより 

 受け入れ態勢を整えていくべきと考える。 

 

  ＜学校関係者評価委員記入欄＞ 

    ・第二外国語絶対必要。 

    ・外国語教育、特に英語以外の着目はより他校との差別化として良い 

     と思う。 

    ・長期的な対応に期待。 

    ・言語だけではなく、文化（その国の常識）もフォローする必要がある 

     大変だと思うが頑張って欲しい。 

    ・オンラインでの学校説明について、入学希望者に対し情報発信の質と 

     量検証は行っていますか?又は参加者のアンケートによる分析も。 

 

 

 

   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 
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 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   3 

   ※４：適切、３：ほぼ適切、２：やや不適切、１：不適切 

   ①課題 

・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、学科によっては、定員の入学者数の 

確保は厳しい現状がある。 

 

②今後の対応または改善 

・高校生のニーズをしっかり捉え、新規学科の設立および、衰退学科の 

 廃科など、柔軟な対応をしていく必要性を感じる。 

 

 

  

 ＜学校関係者評価委員記入欄＞ 

    ・新しいニーズの発掘、対応は大変だと思う。頑張って欲しい。 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  3 

 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 

・自己評価の先生方へのフィードバックがきちんとなされているか 

      に関しては十分とは言えない現状である。 
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②今後の対応または改善 

・先生方に自己点検評価の実施の有無をしっかりと理解してもらい 

     自己改善の材料の一つにしてもらえるような体制づくりをする。 

 

  ＜学校関係者評価委員記入欄＞ 

    ・自己評価の機会を通じて自己改善を行う事は大切。 

    ・「生徒が先生を評価する」というのは、マンネリを避ける意味では 

     効果は大きいと思う。 

    ・集計に手書きではなく、ブラウザ、アプリ等を使う事で、より正直な 

     コメントを引き出せるのではないか。 

    ・今後の対応又は、改善策は適正ですか。 

     先生方の自己点検評価を元に自己改善に努めてほしい。 

 

 

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 

  4 

 10-2 学生ボランティア活動を奨励・支援しているか   2 

 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 

・一昨年に続き、昨年度もコロナ感染症の影響により、地域企業への 

施設の貸し出しやボランティア活動の奨励は自粛せざるを得なかった。 

 

   ②今後の対応または改善 

・コロナ感染症の終息に伴い、積極的にボランティア参加を奨励する。 

 

       

 

  ＜学校関係者評価委員記入欄＞ 

    

・コロナ感染症の落ち着きを見ながら積極的な社会貢献の経験をさせる事は 

 是非推し進めるべき。 

・コロナ渦によるニーズの減少は仕方ない。 

・コロナ感染症の終息後で良いと思う。 


