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基準１ 教育理念・目的・育成人材像等
点検大項目総括

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

本校の理念・目的・育成人材像は、学則等で明確に定めており、学校案内
や学生便覧等にわかりやすく、具体的に示しているので、学生・生徒・教職
員にもよく周知徹底されている。学外への公表は、主にホームページで行っ
ているが、必要な情報を整理するなど掲載に際して工夫をしており、比較的
好評である。今後もコンテンツの充実を図っていく。

本校の教育理念
・豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成。
・実際生活に必要な実践的かつ専門的な知識・技術の修得。
・社会に貢献し得る有能な人材の育成。

また、本校ではファッション IT 科及び情報ビジネス科の見直しを行った。
今後も関連業界の動向を見ながら学科・コース・、カリキュラムの編成など
を見直していく必要がある。その中で、本校の教育の特色を強くアピールし
ていきたい。
現在、本校にとって最も重要な問題は、少子化時代を迎え、収容定員の減
少傾向が続いていることである。このための有効な対策を見出すのはなかな
か難しいが、学内でプロジェクトを立ち上げ組織的な検討を開始し、学校の
中期的な構想を描きながら、教職員が一体的な取組みを展開できるようにし
ていきたい。

最終更新日付

1

平成３０年４月１日

記載責任者

宮野

幸博

1-1 （1/1）

1-1

理念・目的・育成人材像の定め
点検小項目

ア

考え方・方針・目標

イ 現状・具体的な取組等

1-1-1 学校が教育を行
う理念・目的・育成人
材像などが、明確に定
められているか

理念・目的は学則に明記し、育
理念・目的・育成人材像は、
学校運営、教育活動の基本とな 成人材像は、学校案内などに解
るもので明確にし、学内等へ周 りやすい表現で明確に示してい
知徹底することは重要である。 る。

1-1-2 理念・目的・育成
人材像を実現するため
の具体的な計画・方法
を持っているか

理念・目的等を実現するため
にカリキュラムの編成など教
育活動において計画的に取り
組む必要がある。

1-1-3 理念・目的は、時
代の変化に対応し、そ
の内容を適宜見直され
ているか

各学科のカリキュラム編成会
議で、理念等の実現について討
議して、方針を立て、カリキュ
ラム編成を工夫し、教育活動を
通して実現を図っている。
各学科と関連がある業界が必
目的・教育人材像は、社会環
境に応じて変化し、現状につい 要とする人材を育成するため、
て常に見直しを図る必要性を 設置科目の現況を検討し、見直
しを行っている。
認識している。

1-1-4 理念・目的・育成
人材像等は、教職員に
周知され、また学外に
も広く公表されている
か

理念・目的等に基づく教育活
動を確実に行うため教職員、学
生・生徒保護者等へ周知すると
ともに、理解と協力のものと、
学校運営を行う必要がある。

学校案内等に明記するととも
に学内の目立つところに教育理
念を掲げている。保護者会にお
いては、理念等をわかりやすく
紹介している。

点検中項目総括
理念・目的・育成人材は、学校案内等に明確に示している。目的・育成人
材像は、平易な言葉で具体的に示しているので、学生・生徒・保護者への周
知も十分である。
しかし、カリキュラムに実効性の評価や業界の動きを的確に把握するため
の仕組みに改善の余地があり、今後の課題である。

ウ

課題と解決方向

特になし

理念等が実現できているか、
カリキュラム編成等教育活動
を評価する仕組みが必要であ
り、次期の編成に向けて検討す
る。
関連業界の動向を的確に把
握するための取組みを計画的
に、継続的に進めるため、学内
に組織体制を構築する必要が
ある。
特になし

エ

イの参照資料等

学則
学校案内
学生便覧
学校のホームページ
学則
学校案内・履修案内
カリキュラム編成の組
織体制
編成会議議事録
カリキュラムの編成の
組織体制
編成会議議事録
関連業界との連携を示
す文書等
学校案内、学生便覧
校内の写真
学校のホームページ

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）
本校の教育理念の中で、
「実際生活に必要な実践的かつ専門的な知識・技術
の修得」は創立以来変わらぬ理念として堅持している。

最終更新日付

2

平成３０年４月１日

記載責任者

宮野

幸博

1-2 （1/1）

1-2

学校の特色
点検小項目

1-2-5 学校の特色とし
て挙げられるものがあ
るか

ア

考え方・方針・目標

イ 現状・具体的な取組等

理念・目的等の実現に向け、
施設・設備の更新計画により最
教育内容の向上を目指してい 新設備を導入し、実習環境を整
る。特に高度な技術を付与する 備している。4 年から 5 年ごとに
ための実習設備機器を充実さ 更新している。
せる必要があると考えている。

点検中項目総括
6 年前から施設・設備更新計画を定め、予算とリンクして計画的に施設設
備の更新を行うようになったので、業界の最新設備を導入できるようになっ
た。これにより、教育内容も大きくレベルアップした。

ウ

課題と解決方向

設備・機器類の定期的なメンテナ
ンスや故障時の対応など、実習担
当教員と設備担当の職員の連携
が十分とは言えず、定期的な意思
疎通の場が必要である。

エ

イの参照資料等

施設設備更新計画書

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）
専修学校高等課程で最新の設備を持っているのは他にあまりないと思う。

最終更新日付

3

平成３０年４月１日

記載責任者

宮野

幸博

1-3 （1/1）

1-3

学校の将来構想
点検小項目

1-3-6 学校の将来構想
を描き、3～5 年程度先
を見据えた中期的構想
を抱いているか

ア

考え方・方針・目標

学科が目指す関連業界の動向
を見据え、少子化による定員充
足率の低下に適切に対応する
ため現状の分析を踏まえた将
来構想の策定が必要である。

イ 現状・具体的な取組等
収容定員の減少により、学生・
生徒数の予測等に基づく、中長
期的な計画の策定が困難であ
り、単年度計画のみの策定に留
まっている。

点検中項目総括
中期的構想を立て、学内で目標を定めて取り組む必要を認識している。
具体的で詳細な入学者の目標数値などが、設定困難であるが、収容定員の減
少原因等の分析を行うために学内に検討組織を立ち上げる。

ウ

課題と解決方向

関連業界の動向と収容定員の減
少傾向についての分析を行い今
後の、学校運営・教育活動の目標
となる中期計画策定するための
学内組織を立ち上げる。

エ

イの参照資料等

事業計画書
入学者の推移表
就職実績
資格取得率
授業評価

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）
特になし

最終更新日付

4

平成３０年４月１日

記載責任者

宮野

幸博

基準２ 学校運営
点検大項目総括

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

・ 学校の管理運営にあたって、毎年事業計画をできる限り詳細に立案し
その計画に基づいて実行し、各月ごとに点検し管理運営にあたっている。
特に本校の高等課程においては愛知産業大学三河高等学校と技能連携して
いる関係もあって、それに伴う年間の学校行事の円滑な遂行を最優先し運営
にあたっている。
また、本校は情報処理技術を中心とする資格取得に最大の目標を置いてい
るため、運営についてはその都度、資格取得状況を踏まえて各種の検定結果
の検証を行い、次の検定対策を講じている。
平成 29 年度については概ね遅滞なく計画通りに遂行し、検定資格取得も前
年度よりも向上し、良い結果に繋がっている。

・年度事業計画書の周知と実行の検証結果報告。
・事業目標達成のためのチーム編成及び再編。
・事業目標達成のための遂行状況確認及び徹底化を図る。

最終更新日付

5

平成３０年４月１日

記載責任者

宮野

幸博

2-4 （1/1）

2-4

運営方針の定め
点検小項目

ア

考え方・方針・目標

イ 現状・具体的な取組等

2-4-1 学校の目的、目標
に基づき、学校運営方
針は明確に定められて
いるか

学校の運営にあたって、事業
計画の優先順位を確認し、その
遂行のために方針を明確に定
めている。

2-4-2 学校運営方針は
教職員に明示され、伝
わっているか

学校運営方針は職員会議を通 毎週開催される職員会議で、学
じて確認し、書面伝達・連絡に 校運営状況の確認及び情報共有
遺漏がないように徹底化を図 の徹底化を図っている。
３
る。

運営方針を書面化
事業遂行進捗状況の把握
常に情報の共有化と教職員間の
コミュニケーションの教化を図
っている。 ３

ウ

課題と解決方向

エ

イの参照資料等

情報共有の間で齟齬もあり、更 事業計画書
なる徹底化を図る。
運営方針、その他参考とな
る書類
３
運営にあたっての情報確認の
反復と日常のコミュニケーシ
ョンの円滑化が必要である。
３

学校行事年間一覧表
会議一覧
その他参考となる書類

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない
点検中項目総括
特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）
特になし
ほぼ当初の計画通りに事業は行われ、大きな問題点はなかったが、事業を
遂行する途中で一部問題点が明らかになった事業もあったが、早期の発見と
手当で問題点が修正でき、当初の計画通りに遂行できた。計画以外に一部追
加事業を行った。
*

最終更新日付

6

平成３０年４月１日

記載責任者

宮野

幸博

2-5 （1/1）

2-5

事業計画の定め
点検小項目

ア

考え方・方針・目標

イ 現状・具体的な取組等

ウ

課題と解決方向

エ

イの参照資料等

2-5-3 学校の目的、目標
を達成するための事業
計画が定められている
か

学校の目的、目標の達成のた
めに長期、中期、短期の 3 段階
の事業計画の策定が必要であ
る。

短期・中期の事業計画の目標達
成はできたが、長期の策定につ
いては大幅な変更を余儀なくさ
れた。

長期・中期事業計画について 長期事業計画文書
は環境変化と見込策定相違の 中期事業計画文書
差が大きく、今後は中期策定を 短期事業計画文書
中心に見直しが必要である。

2-5-4 学校は事業計画
に沿って運営されてい
るか

事業計画については、常にそ
の執行状況を把握し、適時計画
を修正する体制を整え、事業計
画に沿って学校運営する必要
がある。

短期の事業計画の執行状況は
概ね計画通りに推移し、運営上
問題点はなかった。中期事業計
画についてはその都度修正を加
え達成できた。

中期事業計画については適 中期事業計画書
時の修正が必要で、その都度執 その他参考となる書類
行状況を検証しながら計画を
進める必要がある。

点検中項目総括
短期事業計画の執行状況は当初の策定に沿って学校運営がなされた。中期
事業計画の執行状況は当初の策定どおりにはいかず、その都度修正・検証を
経て計画修正を加えて、概ね達成できた。

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）
中期・長期事業計画の一部修正を図った。

最終更新日付

7

平成３０年４月１日

記載責任者

宮野

幸博

2-6 （1/1）

2-6

情報システム化等による業務の効率化
点検小項目

2-6-5 業務効率化を図
る情報システム化がな
されているか

ア

考え方・方針・目標

情報をシステム化することで
業務の効率化と人員の効率化
を最大の目標にしている。

イ 現状・具体的な取組等
特に学務管理に最大の時間が消
費されるため、最新のＰＣ設備
の導入により業務の大幅な改善
が見られた。

点検中項目総括
人的効率を上げるために、平成 29 年度はＰＣ設備の最新化（機器およびソ
フトの充実）を図った。従来よりも大幅な改善が見られた。

ウ

課題と解決方向

エ

イの参照資料等

運営上まだ非効率な面が多々 業務マニアル
あるため、教職員の改善提案等 職務分掌
を含め、業務の一層の効率化を
図る必要がある。

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）
特になし

最終更新日付

8

平成３０年４月１日

記載責任者

宮野

幸博

基準３ 教育活動
点検大項目総括

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

教育活動の最大の目的は、設置学科の目標、人材像が対応する業界におい
て求められる専門知識、技術などを常に調査・把握し、これらに焦点を合わ
せたものとして構成されなければならない。
情報処理関連の資格取得が学科の最大の目標であり、育成人材像について
もその資格を有することや資格の内容が示す技能や知識要件によって全体の
かなりの部分が構成される学科がある。この場合、学生・生徒が卒業後、資
格をもって活躍することになる職種・業界の現状や今後の動向、またその資
格が作られた本来の意義に照らして、常に資格を検証する視点を学科として
持つ必要がある。
その視点から、資格の取得がそのまま学科の目標であり、資格の示す人材
像が学科の育成人材像であるのか、あるいは別に追加すべき人材要件などが
あり学科の目標や人材像をそれらの要件も含めて構成するのか、を検討する
必要がある。

本校の教育目標
・学則に各学科の目標や育成人材像を示している。
・学則に学科別・学年別の総時間数が示され、その配分が示されている。
・各学科の主要科目の内容と位置づけは本校のホームページ上で示してい
る。
・カリキュラム編成に関しては、業界及び連携する専門学校並びに大学等
の協力の下、教科担当教員が具体的に示しており教材等のツール作成も
示している。

最終更新日付

9

平成３０年４月１日

記載責任者

宮野

幸博

3-7 （1/1）

3-7

各学科の教育目標、育成人材像、その学科に対応する業界の人材ニーズに向けての正しい方向付け
点検小項目

3-7-1 各学科の教育目
標、育成人材像は、そ
の学科に対応する業界
の人材ニーズに向けて正
しく方向付けられているか

ア

考え方・方針・目標

イ 現状・具体的な取組等

学科の目標、人材像は対応す
業界とのコンタクトを経てニ
る業界において求められる専 ーズを把握している。特に近年
門知識、技術に焦点を合わせた は業界からの要請・要望があり、
内容で構成する必要がある。
それにこたえ得る専門の知識・
技術の向上に努力している。

点検中項目総括
情報処理資格の取得が最大の目標であり、資格の内容が示す技能や知識要
件の全体の部分が学生・生徒が卒業後、活躍することになる職種・業界の現
状や今後の動向を検証する必要がある。また、追加すべき人材要件や人材像
も検討しなければならない。

ウ

課題と解決方向

エ

イの参照資料等

専門知識・技術の即時の有用 履修要項・シラバス
性は大きな課題のため、出来る 業界からの協力書類
限りの範囲内で向上に努め、企 教材ツール
業との信頼性を高める必要が
ある。
特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

特になし

最終更新日付

10

平成３０年４月１日

記載責任者

宮野

幸博

3-8 （1/1）

3-8

カリキュラムの体系的編成
点検小項目

3-8-2 学科のカリキュ
ラムは、目標達成に向
け十分な内容でかつ体
系的に編成されている
か
3-8-3 カリキュラムの
内容について、業界な
ど外部者の意見を反映
しているか
3-8-4 カリキュラムを
編成する体制は明確に
なっているか
3-8-5 カリキュラムを
定期的に見直している
か

ア

考え方・方針・目標

イ 現状・具体的な取組等

目標達成に向けたカリキュラ
情報処理技術は実技時間の確
ムが必要時間数を満たし、体系 保が重要であり、十分確保され
的に編成することが必要であ ている。各学期期末試験後は特
る。
別な時間割編成をし、確保して
いる。
カリキュラムの編成にあたり
関連する業界関係者との定期
その内容に関連する業界関係 的な接触並びに関連分野に就職
者や卒業生からの具体的な意 した卒業生からの直接意見を聴
見を聴取し、それらを反映する 取し、カリキュラムに反映して
必要がある。
いる。
カリキュラムは、相応の組織
教務主任が中心となって、各情
が責任をもって編成する必要 報関連科目担当者からの意見・
がある。
要望を聴視して、編成している。

カリキュラムは、環境の変化
に伴う業界ニーズを反映した
ものにするために定期的な見
直しが必要である。

ＩＴ業界関係者との定期的な
コンタクトを通してニーズを把
握している。その情報を元にカ
リキュラムに反映している。

点検中項目総括
毎年、資格取得の最大化が大きな目標で、そのためのカリキュラム編成は
柔軟性をもってやっている。各学期途中での資格取得状況を見ながらその都
度検定結果を検証し、当初編成を修正して対応している。平成 29 年度はその
効果が反映され良い結果に繋がった。

ウ

課題と解決方向

エ

イの参照資料等

科目によっての多少の偏り
があるため、平準化に努めた
い。

カリキュラム編成
教育理念・教育目標
専門教育と一般教育
の配分表

業界ニーズの即時の有用性
はなかなか難しいため、現状の
ステージで最大限の技術の向
上を目指している。

特になし

各教科目の取得単位数の関 カリキュラム編成組織図
連もあって、各教科目の全ての 履修要項
強化・向上には限界がある。

日々進化する業界現場での
状況把握（ﾘｱﾘﾃｨさ）が大きな
課題である。

カリキュラム編成の問題
点と解決方向の書類

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）
特になし

最終更新日付

11

平成３０年４月１日

記載責任者

宮野

幸博

3-9 （1/1）

3-9

授業評価の実施･評価体制
点検小項目

ア

考え方・方針・目標

イ 現状・具体的な取組等

3-9-6 学生・生徒による
授業評価を実施してい
るか

授業評価から得られる情報は
教育システムの確立・見直しに
大変有用である。

3-9-7 授業内容の設計
や教授法等の現状につ
いて、その適否につき学
科や学校として把握・評
価する体制があるか

シラバス及び教授法につい
カリキュラムごとに実施して
て、学校や学科の中でその設計 いるため問題点が明確に把握で
や適否に関与し、改善・修正を き、次の授業内容の設計改善を
指示し成果を把握する体制が 図っている。
必要である。

毎学期ごとに実施し、授業等の
問題点を収集し、次の授業改善
に役立てている。

点検中項目総括
毎年実施しているが、年ごとに評価ポイントを絞り授業評価を実施したた
め評価結果の改善に効果がでていた。各学期、各学年一様の授業評価には見
直しの検討に値する。今後のより一層の工夫が必要である。

ウ

課題と解決方向

エ

イの参照資料等

評価内容がマンネリ化する 授業評価アンケート
ため定期的に、評価ポイントを
絞って実施することも検討す
る必要がある。
データから見えるものと見
えないものがあり、今後は細分
化したデータの取得が必要に
なる。

授業評価結果報告書

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）
特になし

最終更新日付

12

平成３０年４月１日

記載責任者

宮野

幸博

3-10 （1/1）

3-10

成績評価・単位認定基準の明確化
点検小項目

ア

考え方・方針・目標

イ 現状・具体的な取組等

ウ

課題と解決方向

エ

イの参照資料等

3-10-8 成績評価・単位
認定の基準は明確にな
っているか

成績評価基準を明確に定め、
教職員はその基準に従って、成
績を適正に評価する必要があ
る。

各学年・各学期に定期試験を実
施し、成績評価基準に沿って適
正に評価している。

成績評価システムソフトを 学則等の規定
導入してより一層正確に、適正 成績評価基準書
に評価できるようになった。

3-10-9 他の高等教育機
関との間の単位互換に
関する明確な基準があ
るか

各学年・各学期に定期試験を実
単位認定基準を明確に定め、
教職員はその基準に従って、単 施し、合格基準を満たした者に
単位認定基準に基づいて認定し
位を認定する必要がある。
ている。

技能連携校による単位の互 学則等の規定
換性運用に留意が必要になる。 履修規程
単位評価基準書
科目別単位一覧

点検中項目総括
評価システムの導入により、成績評価・単位認定の実務がスムーズになり
遅滞なく作業ができ正確性が担保できるようになった。

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）
特になし

最終更新日付

13

平成３０年４月１日

記載責任者

宮野

幸博

3-11 （1/1）

3-11

資格取得の指導体制
点検小項目

3-11-10 目標とする資
格はカリキュラムの上
で明確に定められてい
るか
3-11-11 目標とする資
格の取得をサポートで
きる教育内容になって
いるか

ア

考え方・方針・目標

イ 現状・具体的な取組等

資格取得は学科の最大の目標
資格取得の内容によって指導
のであり、カリキュラムごとに する情報処理室を明確に分け、
明確に目標資格を設定する必 それぞれの専門の担当者がカリ
要がある。
キュラムに沿って指導してい
る。
目標となる資格取得をサポー
全員が目標資格取得の達成を
トするために、資格内容ごとに 目指しているため、知識・技能
カリキュラムを設定し、目標達 の習熟度別に編成して指導にあ
成のために各教科担任がサポ たっている。
ートする必要がある。

点検中項目総括
情報ビジネス科の最大の目標は、情報処理関連の資格取得にある。個別指
導を含め徹底指導により、平成 29 年度は前年度より更にアップし、良い結果
に繋がっている。

ウ

エ

イの参照資料等

全員の技能向上を目指して 合格実績書類（各種検定）
いるが、習熟度の差が大きく今 合格率書類
後は指導方法の検討も必要に
なる。
少人数制にしてまた習熟度 資格取得のための履修時
別で指導にあたっているが、効 間数
率面でまだ改善の余地が残る。

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）
指導体制の強化

最終更新日付

14

課題と解決方向

平成３０年４月１日

記載責任者

宮野

幸博

基準４ 教育成果
点検大項目総括

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

・専門学校教育の中で最大の目的は、専門学科の知識・技術の修得ならび
に目標資格を取得することは言うまでもなく、それらの教育活動を通じて
得られた成果は大きなものでなければならない。特に教育成果は、教育活
動で得られた最終結果でもあり、専門教育活動の中核でもある。
そのためには、専門分野に対応する業界・業種への動向を日頃のコンタ
クトを通して正確に、組織的な把握に努めなければならない。
また、学生・生徒と就職スタッフと進路指導教員が対等な立場で円滑な
コミュニケーションを図り、就職活動を積極的に支援し目標設定および最
終結果を満足となるものにする必要がある。

学科における就職率向上の目標
・卒業生における就職者数の割合を示した文書作成
・就職希望者数に対する就職者数の割合を示した文書作成
・学科の専門分野に対応する業界・職種への就職者数を示した文書作成
・学生・生徒の希望する求人票を示した文書作成
・学科の育成人材に沿った業界セミナーの実施状況を示した文書作成
・企業との連携を示した文書作成

最終更新日付

15

平成３０年４月１日

記載責任者

宮野

幸博

4-12 （1/1）

4-12

就職率(卒業者就職率・求職者就職率・専門就職率)の向上
点検小項目

ア

考え方・方針・目標

イ 現状・具体的な取組等

4-12-1 就職率(卒業者
就職率・求職者就職
率・専門就職率)の向上
が図られているか

学生・生徒の就職の関する数値とし
て卒業者数に対する就職率・求職率
が挙げられる。専門分野に対応する
業界・職種への就職率の向上を図る
ことが必要とされる。

4-12-2 就職成果とその
推移に関する情報を明
確に把握しているか

学校は就職先、就職者数、就
就職成果の情報は全体的にデ
職率といった就職成果に関す ータを配布し、学生・生徒の就
る情報及びその推移を正確に 職活動を支援し個々に指導体制
把握し、就職活動支援に活用す を講じている。
ることが必要とされる。

毎年、前年度末に学生・生徒に就職
率・求職者就職率情報を開示し、学
生・生徒の就職に対する意識の向上と
具体的行動について個々に指導し、就
職率向上を図っている。

点検中項目総括
平成 29 年度はここ数年に類を見ないほど業界の環境が良く、求職者数、求
人数も多く就職率も大幅に向上し、就職率１００％を達成した。

ウ

エ

イの参照資料等

情報データの開示だけでは 過去 3 年間の就職者数・就
就職率の向上にはならないた 職率データ
め、業界分野の環境変化等を随
時情報開示し、意識の臨機対応
にも配慮し、指導している。
データはあくまで過去のも 就職活動報告書
ので、毎年就職状況が変化する
ため企業とのコンタクトを通
して現況を把握することが必
要である。
特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

特になし

最終更新日付

16

課題と解決方向

平成３０年４月１日

記載責任者

宮野

幸博

4-13 （1/1）

4-13

資格取得率の向上
点検小項目

ア

考え方・方針・目標

4-13-3 資格取得率の向
上が図られているか

学科がその資格を取得することや
課程の修了によって受験資格を得る
ことをカリキュラムの目標にしてい
るもの、専門的な仕事の就くために
必要な資格等があり資格取得率の向
上を図る対策が必要となる。

4-13-4 資格取得者数と
その推移に関する情報
を明確に把握している
か

資格取得者数、資格合格率といった
資格取得の成果に関する情報及びそ
の推移を正確に把握し、資格取得を
支援する活動の資料として有効活用
が求められる。

イ 現状・具体的な取組等
業界・企業によっては資格取得
要件が就職エントリーの条件に
なっているところも多く、在学
中に必要資格取得のための個別
指導を徹底している。
学生・生徒には過去 3 年間の
各種目別の資格合格率などを開
示し、資格取得の為の対策等を
明示し有効活用している。

点検中項目総括
学科の最大の目標は資格取得にあり、平成 29 年度は昨年度よりも向上し各
種資格において合格者数、合格率とも大幅にアップしている。昨年度の資格
取得に対する検証、対策が効を奏している。

ウ

企業によっては新たな資格
を要請されるところも多く、業
界の動向に注目し、コンタクト
を通じて情報収集に努力する
必要がある。
資格の合格者数、合格率を向
上させるには個別指導が欠か
せない。そのカリキュラム設定
が必要となる。

エ

イの参照資料等

目標資格提示文書
資格合格までの特別講座

合格実績、合格率提示文書
（科目ごとデータ）

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）
実績はホームページに記載

最終更新日付

17

課題と解決方向

平成３０年４月１日

記載責任者

宮野

幸博

4-14 （1/1）

4-14

卒業生・在校生の社会的な活躍及び評価の把握
点検小項目

4-14-5 卒業生・在校生
の社会的活躍及び評価
を把握しているか

ア

考え方・方針・目標

イ 現状・具体的な取組等
在校生における社会的活躍は新
聞社取材で記事にしており、校内
で表彰制度を設けている。卒業生
については母校訪問を促し、社会
的活躍状況の把握に努めている。

4-14-7 在学生や卒業生
の作品や発表が、外部
のコンテスト等で評価
されたか

学校の長期的な評価は、卒業
生・在校生の評価に負うところ
が大きく、その専門分野で活躍
することは、専門学校教育の大
きな成果である。
卒業生のその後をフォロー
し、動静を正確に把握すること
は、教育内容の改善及び在校生
のモチベーションを高める上
で大きく役立つ。
専門学校における作品や研究
発表などの成果物がコンテス
トや発表会で受賞することは
直接的教育成果といえる。

4-14-8 在学生や卒業生
の作品や発表が、外部
のコンテスト等で評価
された例として特筆す
べきものを記述できるか

在校生や卒業生のコンテスト
や発表会における業績を正確
に把握することは教育内容の
改善ばかりではなく、在校生の
モチベーションを高める上で
大きく役立つ。

在校生・卒業生の活躍は学校全
体のモチベーションを高める効
果が大きいので努めて業績内容
を即時性でもって広報してい
る。

4-14-6 卒業生の例とし
て特筆すべきものを記
述できるか

ウ

課題と解決方向

在校生の動静は十分把握できる
が、卒業生のその後の動静に関して
の把握は難しく、同窓会のネットワ
ークでも把握は十分ではない。今後
はインターネットによる動静把握を
検討する必要がある。

エ

イの参照資料等

入学案内
学校ホームページ

卒業生のその後については企業
ならびに進学先とのコンタクトで
動静を 把握するよう に努めて い
る。特筆すべきものは学校ニュー
スで大きく取り上げている。

特になし

学校ホームページ
学校ニュース

在校生や卒業生の作品等が外部
コンテストで受賞されたときは業
界等のパンフレットや学校ニュー
スで大 きく取り上げ 広報して い
る。

特になし

外部コンテスト等パンフ
レット
学校ニュース

点検中項目総括
教育成果として、学生・生徒の就職率向上は最大の目標であり、常にその
対策と指導力が不可欠となる。また、在学中は勿論卒業後の社会的活躍の動
静の把握も大変重要で専門学校教育を推進する上で、モチベーション等の教
育効果を含め大きな位置づけとして絶えず認識する必要がある。

卒業生のネットワーク化が
今後の課題で早急な検討が必
要になる。

新聞記事
外部コンテスト等パンフ
レット
学校ニュース

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）
特になし

最終更新日付

18

平成３０年４月１日

記載責任者

宮野

幸博

