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１．学校評価制度の義務化 

            平成平成平成平成 19191919 年年年年 12121212 月月月月にににに学校教育法学校教育法学校教育法学校教育法がががが改正改正改正改正されされされされ、、、、4444 年制大学年制大学年制大学年制大学やややや短期大学短期大学短期大学短期大学とととと並並並並んでんでんでんで専修学校専修学校専修学校専修学校    

        においてもにおいてもにおいてもにおいても学校評価制度学校評価制度学校評価制度学校評価制度（（（（内部評価及内部評価及内部評価及内部評価及びびびび外部評価外部評価外部評価外部評価））））がががが義務付義務付義務付義務付けられましたけられましたけられましたけられました。。。。    

            それにそれにそれにそれに先立先立先立先立ってってってって、、、、平成平成平成平成 14141414 年年年年 4444 月月月月にはにはにはには、、、、専修学校設置基準専修学校設置基準専修学校設置基準専修学校設置基準のののの一部改正一部改正一部改正一部改正によりによりによりにより、、、、専門専門専門専門        

        学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける「「「「自己点検自己点検自己点検自己点検・・・・評価評価評価評価」」」」及及及及びびびび「「「「結果結果結果結果のののの公表公表公表公表」」」」がががが努力義務化努力義務化努力義務化努力義務化されていますされていますされていますされています。。。。    

 

２．本校での取り組み 

            こうこうこうこうしたしたしたした動動動動きをきをきをきを受受受受けけけけ、、、、本校本校本校本校はははは平成平成平成平成 16161616 年年年年 4444 月月月月にににに「「「「自己点検自己点検自己点検自己点検・・・・評価評価評価評価のののの実施及実施及実施及実施及びびびび情報情報情報情報のののの            

        提供提供提供提供」」」」をををを学則学則学則学則にににに加加加加ええええ（（（（学則第学則第学則第学則第 4444 条条条条）、）、）、）、さらにさらにさらにさらに、、、、平成平成平成平成 18181818 年度年度年度年度よりよりよりより「「「「自己点検自己点検自己点検自己点検・・・・評価委員評価委員評価委員評価委員    

        会規程会規程会規程会規程」」」」をををを制定制定制定制定しししし評価制度評価制度評価制度評価制度のののの導入導入導入導入にににに取取取取りりりり組組組組んできましたんできましたんできましたんできました。。。。    

            本校本校本校本校はははは、、、、教育教育教育教育のののの質向上質向上質向上質向上とととと学生学生学生学生サービスサービスサービスサービスというというというという点点点点からからからから、、、、15151515 年以上前年以上前年以上前年以上前よりよりよりより授業担当者授業担当者授業担当者授業担当者がががが

授業授業授業授業のののの改善改善改善改善やややや今後今後今後今後のののの指導方法指導方法指導方法指導方法のののの見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行うことをうことをうことをうことを目的目的目的目的にににに、、、、学生学生学生学生によるによるによるによる「「「「授業授業授業授業アンケアンケアンケアンケ

ートートートート」」」」をををを実施実施実施実施ししししててててきましたきましたきましたきました。。。。これをこれをこれをこれを受受受受けけけけ、、、、授業担当者授業担当者授業担当者授業担当者はははは「「「「授業総括授業総括授業総括授業総括シートシートシートシート」」」」をををを作成作成作成作成しししし、、、、

授業改善授業改善授業改善授業改善にににに取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。これらはこれらはこれらはこれらは、、、、授業改善授業改善授業改善授業改善へのへのへのへの教員教員教員教員のののの自自自自己評価己評価己評価己評価とととと対応対応対応対応にににに関関関関すすすす

るるるる報告書報告書報告書報告書ともいえるものですともいえるものですともいえるものですともいえるものです。。。。    

しかししかししかししかし、、、、今今今今回回回回のののの法律改正法律改正法律改正法律改正をををを機機機機によりによりによりにより本格的本格的本格的本格的なななな点検作業点検作業点検作業点検作業にににに取取取取りりりり組組組組むこととしむこととしむこととしむこととし、、、、第第第第１１１１回回回回

自己点検自己点検自己点検自己点検・・・・評価評価評価評価をををを平成平成平成平成 20202020 年年年年 10101010 月月月月よりよりよりより翌年翌年翌年翌年６６６６月月月月までまでまでまで実施実施実施実施、、、、平成平成平成平成 21212121 年年年年７７７７月月月月にににに外部公表外部公表外部公表外部公表

ししししましたましたましたました。。。。今回今回今回今回、、、、第第第第２２２２回回回回をををを行行行行うにあたりうにあたりうにあたりうにあたり、、、、前回使用前回使用前回使用前回使用したしたしたした「「「「自己点検自己点検自己点検自己点検ブックブックブックブック」」」」をををを見直見直見直見直しししし

平成平成平成平成 25252525 年年年年７７７７月月月月よりよりよりより作業作業作業作業をををを開始開始開始開始、、、、11111111 月月月月までまでまでまで実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。。。。    

 

３．実施の方針 

（１）自己点検ブックの活用  

                今回今回今回今回のののの点検点検点検点検・・・・評価評価評価評価のののの実施実施実施実施にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては、、、、「「「「客観性客観性客観性客観性のののの確保確保確保確保」」」」をををを目指目指目指目指すこととしすこととしすこととしすこととし、、、、第第第第

１１１１回回回回自己点検自己点検自己点検自己点検・・・・評価評価評価評価でででで活用活用活用活用したしたしたした「「「「自己点検自己点検自己点検自己点検ブックブックブックブック」（」（」（」（特定特定特定特定非営利活動法人私立専門非営利活動法人私立専門非営利活動法人私立専門非営利活動法人私立専門

学校等評価研究機構学校等評価研究機構学校等評価研究機構学校等評価研究機構））））のののの様式様式様式様式でででで実施実施実施実施することとすることとすることとすることとしましたしましたしましたしました。。。。    

 

（２）委員会の設置 

第一次点検者第一次点検者第一次点検者第一次点検者としてとしてとしてとして、、、、学校評価委員会学校評価委員会学校評価委員会学校評価委員会（（（（校務会校務会校務会校務会メンバーメンバーメンバーメンバー））））をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげ学科長学科長学科長学科長をををを中中中中

心心心心にににに「「「「自己点検自己点検自己点検自己点検ブックブックブックブック」」」」をををを検証検証検証検証しましたしましたしましたしました。。。。    

                （㊟（㊟（㊟（㊟校務会校務会校務会校務会メンバーメンバーメンバーメンバー：：：：校長校長校長校長、、、、教務教務教務教務・・・・学生部長学生部長学生部長学生部長、、、、企画部長企画部長企画部長企画部長、、、、進路進路進路進路・・・・渉外部長渉外部長渉外部長渉外部長、、、、入学広入学広入学広入学広

報部長報部長報部長報部長、、、、事務部長事務部長事務部長事務部長、、、、電子機械工学科長電子機械工学科長電子機械工学科長電子機械工学科長、、、、自動車整備工学科長自動車整備工学科長自動車整備工学科長自動車整備工学科長、、、、建築環境学科長建築環境学科長建築環境学科長建築環境学科長、、、、

経営情報学系長経営情報学系長経営情報学系長経営情報学系長、、、、幼児保育学科長幼児保育学科長幼児保育学科長幼児保育学科長、、、、医療情報医療情報医療情報医療情報・・・・健康福祉健康福祉健康福祉健康福祉スポーツスポーツスポーツスポーツ学科長学科長学科長学科長のののの 11112222名名名名））））                    
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４．実施の概要 

（１）実施の目的 

                平成平成平成平成 19191919 年年年年 12121212 月月月月にににに学校教育法学校教育法学校教育法学校教育法がががが改正改正改正改正されされされされ、、、、同法同法同法同法 42424242 条条条条のののの中中中中でででで、、、、大学大学大学大学やややや短大短大短大短大とととと同様同様同様同様

専門専門専門専門学校学校学校学校ににににおいてもおいてもおいてもおいても「「「「自己点検自己点検自己点検自己点検・・・・評価評価評価評価のののの実施実施実施実施とととと公表公表公表公表」」」」がががが義務付義務付義務付義務付けられけられけられけられましましましましたたたた。。。。これこれこれこれ

をををを受受受受けけけけ、、、、本校本校本校本校でででではははは第第第第１１１１回回回回自己点検自己点検自己点検自己点検・・・・評価評価評価評価をををを平成平成平成平成 21212121 年年年年にににに実施公表実施公表実施公表実施公表しましたしましたしましたしました。。。。今回今回今回今回、、、、

第第第第２２２２回目回目回目回目をををを実施実施実施実施するするするするにあたりにあたりにあたりにあたり、、、、前回前回前回前回のののの問題点問題点問題点問題点をををを洗洗洗洗いいいいさらなるさらなるさらなるさらなる「「「「学校運営学校運営学校運営学校運営のののの適正化適正化適正化適正化」」」」

及及及及びびびび「「「「教育内容教育内容教育内容教育内容のののの充実充実充実充実」」」」をををを図図図図ることとしることとしることとしることとしましたましたましたました。。。。    

 

（２）実施期間 

            平成平成平成平成 22225555 年年年年７７７７月月月月～～～～平成平成平成平成 22225555 年年年年 11111111 月月月月    

 

（３）実施組織 

            ①①①①名名名名    称称称称        

                    学校評価委員会学校評価委員会学校評価委員会学校評価委員会    

            ②②②②構構構構    成成成成    

                    校務会校務会校務会校務会メンバーメンバーメンバーメンバー    

 

（４）実施の経緯 

            ①①①①第第第第１１１１回自己点検回自己点検回自己点検回自己点検・・・・評価評価評価評価    

                平成平成平成平成 20202020 年年年年 10101010 月月月月７７７７日日日日            第第第第１１１１回自己点検回自己点検回自己点検回自己点検・・・・評価実施評価実施評価実施評価実施開始開始開始開始    

平成平成平成平成 21212121 年年年年７７７７月月月月 10101010 日日日日            第第第第１１１１回自己点検回自己点検回自己点検回自己点検・・・・評価外部公表評価外部公表評価外部公表評価外部公表（（（（ホームページホームページホームページホームページ））））    

            ②②②②第第第第２２２２回自己点検回自己点検回自己点検回自己点検・・・・評価評価評価評価    

平成平成平成平成 22225555 年年年年７７７７月月月月４４４４日日日日    第第第第４４４４回回回回校務会校務会校務会校務会（（（（学校評価学校評価学校評価学校評価のののの実施実施実施実施についてについてについてについて））））    

７７７７月月月月 16161616 日日日日    学校評価委員会学校評価委員会学校評価委員会学校評価委員会開催開催開催開催    

８８８８月月月月９９９９日日日日    夏期研修会夏期研修会夏期研修会夏期研修会    

学校評価学校評価学校評価学校評価についてのについてのについてのについての報告報告報告報告        

９９９９月月月月４４４４日日日日    第第第第５５５５回校務会回校務会回校務会回校務会（（（（自己点検自己点検自己点検自己点検・・・・評価評価評価評価のののの検証検証検証検証））））    

10101010 月月月月２２２２日日日日    第第第第６６６６回校務会回校務会回校務会回校務会（（（（自己点検自己点検自己点検自己点検・・・・評価評価評価評価のののの検証検証検証検証））））    

                                    11111111 月月月月６６６６日日日日    第第第第７７７７回校務会回校務会回校務会回校務会（（（（自己点検自己点検自己点検自己点検・・・・評価評価評価評価のののの検証検証検証検証））））    

                                                    11111111 月月月月末末末末日日日日                    第第第第２２２２回回回回自己点検自己点検自己点検自己点検・・・・評価評価評価評価外部外部外部外部公表公表公表公表（（（（ホームページホームページホームページホームページ））））    
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５．自己点検・評価の結果 

            今回実施今回実施今回実施今回実施したしたしたした「「「「自己点検自己点検自己点検自己点検・・・・評価評価評価評価」」」」はははは、、、、特定非営利活動法人私立専門学校等評価研究特定非営利活動法人私立専門学校等評価研究特定非営利活動法人私立専門学校等評価研究特定非営利活動法人私立専門学校等評価研究

機構機構機構機構のののの様式様式様式様式にににに準拠準拠準拠準拠しししし、、、、「「「「大項目大項目大項目大項目 10101010 項目項目項目項目」」」」、、、、「「「「中項目中項目中項目中項目 47474747 項目項目項目項目」」」」、、、、「「「「小項目小項目小項目小項目 242242242242 項目項目項目項目」」」」につにつにつにつ

いていていていて実施実施実施実施しししし、、、、「「「「報告書報告書報告書報告書」」」」（（（（総総総総ページページページページ数数数数 106106106106 ページページページページ））））ににににまとめまとめまとめまとめましたましたましたました。。。。そこでのそこでのそこでのそこでの「「「「大項目大項目大項目大項目

10101010 項目項目項目項目」」」」総括総括総括総括はははは以下以下以下以下のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。    

基準１ 教育理念・目標 

①①①①本校本校本校本校はははは「「「「産学協同産学協同産学協同産学協同」」」」をををを設立理念設立理念設立理念設立理念とするとするとするとする教育機関教育機関教育機関教育機関でででで、、、、設置基準設置基準設置基準設置基準でででで定定定定められているめられているめられているめられている「「「「工工工工

業業業業」「」「」「」「商業実務商業実務商業実務商業実務」「」「」「」「教教教教育育育育・・・・社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉」」」」のののの３３３３つのつのつのつの専門課程専門課程専門課程専門課程のののの認可認可認可認可をををを受受受受けているけているけているけている「「「「総合総合総合総合

専門学校専門学校専門学校専門学校」」」」であるであるであるである。。。。    

②②②②専門学校専門学校専門学校専門学校のののの持持持持つつつつ産業構造産業構造産業構造産業構造やややや雇用形態雇用形態雇用形態雇用形態のののの変化変化変化変化にににに的確的確的確的確にににに対応対応対応対応できるようできるようできるようできるよう社会社会社会社会ののののニーズニーズニーズニーズ

をををを調査調査調査調査しししし、、、、学系学系学系学系・・・・学科学科学科学科のののの見直見直見直見直しをしをしをしを含含含含めためためためた教育内容教育内容教育内容教育内容のののの改善改善改善改善とととと充実充実充実充実をををを図図図図っているっているっているっている。。。。    

③③③③職業教育職業教育職業教育職業教育のののの重視重視重視重視がががが叫叫叫叫ばれるなかばれるなかばれるなかばれるなか、、、、現在現在現在現在、、、、つくばというつくばというつくばというつくばという立地性立地性立地性立地性をををを活活活活かしたかしたかしたかした特色特色特色特色のものものものも

とにとにとにとに、、、、新新新新しいしいしいしい人材育成人材育成人材育成人材育成というというというという構想構想構想構想のののの実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた対応対応対応対応にににに取組取組取組取組むなどのむなどのむなどのむなどの姿勢姿勢姿勢姿勢はははは常常常常にににに

前向前向前向前向きであるきであるきであるきである。。。。    

④④④④本校本校本校本校のののの教育目標教育目標教育目標教育目標やややや育成人材像等育成人材像等育成人材像等育成人材像等はははは、、、、教職員教職員教職員教職員によるによるによるによる活動活動活動活動のほかのほかのほかのほか、、、、周年記念誌周年記念誌周年記念誌周年記念誌やややや定期定期定期定期

機関誌機関誌機関誌機関誌、、、、学校学校学校学校ホームページホームページホームページホームページ等等等等によりによりによりにより広広広広くくくく地域社会地域社会地域社会地域社会にににに発信発信発信発信されてされてされてされておりおりおりおり、、、、そのそのそのその積極的積極的積極的積極的

なななな対応対応対応対応はははは評価評価評価評価できるできるできるできる。。。。    

⑤⑤⑤⑤教育理念教育理念教育理念教育理念はははは、、、、社会社会社会社会のののの動動動動きにきにきにきに適切適切適切適切にににに対応対応対応対応しししし、、、、適宜見直適宜見直適宜見直適宜見直しがしがしがしが図図図図られているられているられているられている。。。。しかししかししかししかし、、、、

各資料各資料各資料各資料にばらつきがにばらつきがにばらつきがにばらつきが見見見見られるられるられるられる面面面面もありもありもありもあり、、、、更更更更なるなるなるなる周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底のためにはのためにはのためにはのためには理念理念理念理念・・・・目的目的目的目的・・・・

育成人材像等育成人材像等育成人材像等育成人材像等にににに関関関関してしてしてして、、、、よりよりよりより統一統一統一統一したしたしたした記載記載記載記載とととと整理整理整理整理がががが課題課題課題課題としてとしてとしてとして残残残残るるるる。。。。    

基準２ 学校運営 

①①①①本校本校本校本校のののの事業計画事業計画事業計画事業計画はははは、、、、将来構想将来構想将来構想将来構想をををを基本基本基本基本にににに毎年各部門毎年各部門毎年各部門毎年各部門・・・・学科学科学科学科とのとのとのとのヒアリングヒアリングヒアリングヒアリングをををを経経経経てててて作作作作

成成成成されされされされ、、、、理事会理事会理事会理事会・・・・評議員会承認評議員会承認評議員会承認評議員会承認のののの手続手続手続手続きをとっているきをとっているきをとっているきをとっている。。。。次年度次年度次年度次年度のののの運営組織運営組織運営組織運営組織はははは前年前年前年前年

度度度度のののの 1111 月月月月にににに決定決定決定決定されされされされ、、、、そのもとでそのもとでそのもとでそのもとで新年度新年度新年度新年度へのへのへのへの円滑円滑円滑円滑なななな移行移行移行移行をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    

②②②②運営方針運営方針運営方針運営方針はははは、、、、年度初年度初年度初年度初めやめやめやめや年末年末年末年末・・・・年始年始年始年始にににに理事長及理事長及理事長及理事長及びびびび校長校長校長校長よりよりよりより全教職員全教職員全教職員全教職員にににに対対対対しししし直接伝直接伝直接伝直接伝

達達達達されるされるされるされる。。。。またまたまたまた、、、、恒例恒例恒例恒例のののの夏期教職員研修会夏期教職員研修会夏期教職員研修会夏期教職員研修会においてにおいてにおいてにおいて事業計画事業計画事業計画事業計画のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況のののの確認確認確認確認がががが

行行行行われわれわれわれ、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じじじじ計画計画計画計画のののの修正修正修正修正がなされるなどがなされるなどがなされるなどがなされるなど丁寧丁寧丁寧丁寧なななな運営運営運営運営がなされているがなされているがなされているがなされている。。。。    

③③③③本校本校本校本校のののの意思決定意思決定意思決定意思決定システムシステムシステムシステムはははは、、、、法人法人法人法人とととと学校学校学校学校でででで明確明確明確明確にににに分分分分けられけられけられけられ運用運用運用運用されているされているされているされている。。。。学校学校学校学校

においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、階層別階層別階層別階層別にににに企画会議企画会議企画会議企画会議、、、、校務会議校務会議校務会議校務会議、、、、学科会議学科会議学科会議学科会議のほかのほかのほかのほか全教職員全教職員全教職員全教職員をををを対象対象対象対象とすとすとすとす

るるるる職員会議職員会議職員会議職員会議がががが設置設置設置設置されされされされ、、、、定期的定期的定期的定期的またはまたはまたはまたは適宜開催適宜開催適宜開催適宜開催によりによりによりにより必要事項必要事項必要事項必要事項のののの決定決定決定決定をををを速速速速やかにやかにやかにやかに

行行行行っているっているっているっている。。。。またまたまたまた、、、、運営方法運営方法運営方法運営方法をををを常常常常にににに見直見直見直見直すなどすなどすなどすなど努力努力努力努力しているしているしているしている点点点点がががが見見見見られるられるられるられる。。。。    

④④④④賃金賃金賃金賃金やややや昇格等昇格等昇格等昇格等のののの人事人事人事人事にににに関関関関するするするする制度制度制度制度はははは整備整備整備整備されされされされているがているがているがているが、、、、全教職員全教職員全教職員全教職員にににに周知周知周知周知しているしているしているしている

とはとはとはとは言言言言いがたいいがたいいがたいいがたい。。。。今後今後今後今後はははは必要必要必要必要にににに応応応応じじじじ公開公開公開公開するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    
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⑤⑤⑤⑤情報情報情報情報システムシステムシステムシステム化化化化についてはについてはについてはについては、、、、入学入学入学入学・・・・教務教務教務教務・・・・進路進路進路進路・・・・事務等事務等事務等事務等のののの部門別部門別部門別部門別にににに早早早早くからくからくからくから開発開発開発開発

導入導入導入導入をををを図図図図りりりり業務業務業務業務のののの効率化効率化効率化効率化をををを図図図図ってきたってきたってきたってきた。。。。そのそのそのそのシステムシステムシステムシステムはははは時代時代時代時代のののの変遷変遷変遷変遷にににに伴伴伴伴うううう学科学科学科学科のののの

改編等改編等改編等改編等にににに応応応応じてじてじてじて逐次更新逐次更新逐次更新逐次更新されされされされ、、、、常常常常にににに現状現状現状現状にににに対応対応対応対応したしたしたした内容内容内容内容となっているとなっているとなっているとなっている。。。。学校管理学校管理学校管理学校管理

システムシステムシステムシステムについてはについてはについてはについては、、、、今後今後今後今後ともともともともメンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンスがががが必要必要必要必要であるがであるがであるがであるが、、、、早急早急早急早急にににに新新新新システムシステムシステムシステム

導入導入導入導入にににに向向向向けてのけてのけてのけての検討検討検討検討にににに入入入入るるるる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    

基準３ 教育活動 

①①①①本校本校本校本校はははは、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会のののの発展発展発展発展にににに貢献貢献貢献貢献するするするする人材人材人材人材をををを輩出輩出輩出輩出するためするためするためするため、、、、電子機械電子機械電子機械電子機械、、、、自動車整備自動車整備自動車整備自動車整備、、、、

建築建築建築建築環境環境環境環境、、、、経営情報経営情報経営情報経営情報、、、、幼児保育幼児保育幼児保育幼児保育、、、、医療医療医療医療・・・・福祉福祉福祉福祉のののの各分野各分野各分野各分野においてにおいてにおいてにおいて、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの学科学科学科学科

のののの特色特色特色特色をををを打打打打ちちちち出出出出したしたしたしたカリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラムのもとのもとのもとのもと専門教育専門教育専門教育専門教育がががが実施実施実施実施されているされているされているされている。。。。またまたまたまた、、、、教育教育教育教育

方針方針方針方針やややや学生指導方針学生指導方針学生指導方針学生指導方針はははは学校全体学校全体学校全体学校全体としてとしてとしてとして統一統一統一統一のののの取取取取れたものとなっているれたものとなっているれたものとなっているれたものとなっている点点点点はははは評価評価評価評価

できるできるできるできる。。。。    

②②②②一級一級一級一級・・・・二級建築士二級建築士二級建築士二級建築士（（（（建築環境学科建築環境学科建築環境学科建築環境学科））））及及及及びびびび一級一級一級一級・・・・二級整備士及二級整備士及二級整備士及二級整備士及びびびび車体整備士養成関車体整備士養成関車体整備士養成関車体整備士養成関

連連連連（（（（一級自動車整備一級自動車整備一級自動車整備一級自動車整備・・・・二級自動車整備二級自動車整備二級自動車整備二級自動車整備・・・・車体整備車体整備車体整備車体整備））））のののの学科学科学科学科ではではではでは国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省のののの認可認可認可認可

基準基準基準基準にににに則則則則ったったったったカリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラムにににに沿沿沿沿ってってってって授業授業授業授業がががが適正適正適正適正にににに実施実施実施実施されているされているされているされている。。。。またまたまたまた短大短大短大短大とのとのとのとの

併修学科併修学科併修学科併修学科（（（（幼児保育学科幼児保育学科幼児保育学科幼児保育学科））））においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、本校教員本校教員本校教員本校教員をををを提携校提携校提携校提携校であるであるであるである大学大学大学大学（（（（近畿大学近畿大学近畿大学近畿大学

豊豊豊豊岡短期大学岡短期大学岡短期大学岡短期大学・・・・近大姫路大学近大姫路大学近大姫路大学近大姫路大学））））のののの非常勤講師非常勤講師非常勤講師非常勤講師としてとしてとしてとして認定認定認定認定しししし授業授業授業授業をををを行行行行なっているなっているなっているなっている。。。。

認定学科認定学科認定学科認定学科のののの届届届届けけけけ出等事務手続出等事務手続出等事務手続出等事務手続きについてはきについてはきについてはきについては遅滞遅滞遅滞遅滞なくなくなくなく行行行行うよううよううよううよう今後今後今後今後ともともともとも努力努力努力努力するこするこするこするこ

とがとがとがとが望望望望まれるまれるまれるまれる。。。。    

③③③③授業運営授業運営授業運営授業運営についてはについてはについてはについては、、、、学学学学生生生生によるによるによるによる「「「「授業授業授業授業アンケートアンケートアンケートアンケート」」」」とそれにとそれにとそれにとそれに基基基基づくづくづくづく「「「「授業総括授業総括授業総括授業総括」」」」

をををを実施実施実施実施しししし、、、、学科学科学科学科責任者責任者責任者責任者がががが授業授業授業授業のののの実態実態実態実態をををを把握把握把握把握しししし改善改善改善改善をををを図図図図っているっているっているっている。。。。実施方法実施方法実施方法実施方法についについについについ

てもてもてもても適宜見直適宜見直適宜見直適宜見直しがしがしがしが図図図図られられられられ、、、、学科学科学科学科のののの特色特色特色特色をををを取取取取りりりり入入入入れれれれ学学学学生生生生のののの声声声声をををを反映反映反映反映するためにするためにするためにするために努力努力努力努力

しているしているしているしている点点点点がががが評価評価評価評価できるできるできるできる。。。。今後今後今後今後さらにさらにさらにさらに効率的効率的効率的効率的なななな方法方法方法方法にににに向向向向けてのけてのけてのけての検討検討検討検討がががが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。    

④④④④単位履修方法単位履修方法単位履修方法単位履修方法やややや成績評価成績評価成績評価成績評価のののの基準基準基準基準はははは入学時入学時入学時入学時ののののオリエンテーションオリエンテーションオリエンテーションオリエンテーションでででで説明説明説明説明するほかするほかするほかするほか、、、、

学則学則学則学則やややや学生便覧学生便覧学生便覧学生便覧にににに明記明記明記明記されておりされておりされておりされており、、、、学生学生学生学生へのへのへのへの徹底徹底徹底徹底がががが図図図図られているられているられているられている。。。。今後今後今後今後はははは、、、、学年学年学年学年

途中途中途中途中でのでのでのでの確認等確認等確認等確認等もももも検討検討検討検討するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    

⑤⑤⑤⑤シラバスシラバスシラバスシラバスにおいてにおいてにおいてにおいて資格資格資格資格やややや免許免許免許免許につながるにつながるにつながるにつながる教科教科教科教科のののの概要概要概要概要もももも体系的体系的体系的体系的・・・・具体的具体的具体的具体的にににに示示示示されてされてされてされて

いるいるいるいる。。。。    

基準４ 学修成果  

①①①①本校本校本校本校はははは、、、、卒業生全員卒業生全員卒業生全員卒業生全員のののの就職就職就職就職にににに向向向向けてけてけてけて担任担任担任担任、、、、学科常勤学科常勤学科常勤学科常勤、、、、進路指導担当者進路指導担当者進路指導担当者進路指導担当者がががが連携連携連携連携をとをとをとをと

りりりり実施実施実施実施しているしているしているしている。（。（。（。（本校本校本校本校のののの就職率就職率就職率就職率のののの算出方法算出方法算出方法算出方法はははは分母分母分母分母をををを就職希望者就職希望者就職希望者就職希望者ではなくではなくではなくではなく、、、、卒業卒業卒業卒業

生全員生全員生全員生全員としているとしているとしているとしている））））就職希望就職希望就職希望就職希望のないのないのないのない学生学生学生学生にににに対対対対してはしてはしてはしては職業意識職業意識職業意識職業意識のののの涵養涵養涵養涵養からはじめからはじめからはじめからはじめ、、、、

学生全員学生全員学生全員学生全員にににに対対対対してしてしてして履歴書履歴書履歴書履歴書のののの書書書書きききき方方方方、、、、模擬面談模擬面談模擬面談模擬面談のののの実施等実施等実施等実施等きめきめきめきめ細細細細かいかいかいかい指導指導指導指導をををを行行行行っていっていっていってい

るるるる点点点点はははは十分十分十分十分なななな対応対応対応対応がとられているがとられているがとられているがとられている。。。。しかししかししかししかし、、、、毎年数名毎年数名毎年数名毎年数名のののの未内定者未内定者未内定者未内定者がありがありがありがあり就職率就職率就職率就職率
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100100100100％％％％とならないのがとならないのがとならないのがとならないのが現状現状現状現状でありでありでありであり更更更更なるなるなるなる努力努力努力努力がががが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。またまたまたまた、、、、毎年数名毎年数名毎年数名毎年数名のののの進進進進

学希望者学希望者学希望者学希望者がおりがおりがおりがおり大学大学大学大学３３３３年次編入年次編入年次編入年次編入にににに向向向向けたけたけたけた指導指導指導指導によりによりによりにより希望希望希望希望のののの大学大学大学大学にににに進学進学進学進学しておりしておりしておりしており、、、、

少数少数少数少数ではあるがこれらへのではあるがこれらへのではあるがこれらへのではあるがこれらへの対応対応対応対応もももも引引引引きききき続続続続きききき十分十分十分十分にににに行行行行うううう必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    

②②②②進路指導進路指導進路指導進路指導のののの具体的方法具体的方法具体的方法具体的方法についてはについてはについてはについては学科学科学科学科ごとのごとのごとのごとの特性特性特性特性がありがありがありがあり、、、、進路相談室進路相談室進路相談室進路相談室はははは企業窓口企業窓口企業窓口企業窓口

としてとしてとしてとして、、、、教員教員教員教員のののの支援的立場支援的立場支援的立場支援的立場にににに立立立立ってってってって担任指導担任指導担任指導担任指導ををををサポートサポートサポートサポートしているしているしているしている。。。。このこのこのこの方式方式方式方式はははは現現現現

在在在在のところのところのところのところ良好良好良好良好にににに機能機能機能機能しているがしているがしているがしているが、、、、今後今後今後今後ともともともとも学科学科学科学科とととと進路相談室進路相談室進路相談室進路相談室のののの更更更更なるなるなるなる連携連携連携連携がががが求求求求

められるめられるめられるめられる。。。。    

③③③③資格取得率資格取得率資格取得率資格取得率のののの向上向上向上向上にににに向向向向けてはけてはけてはけては、、、、授業以外授業以外授業以外授業以外にににに無料無料無料無料のののの「「「「対策講座対策講座対策講座対策講座」」」」等等等等をををを実施実施実施実施しししし、、、、取得取得取得取得

率率率率のののの向上向上向上向上をををを図図図図っているっているっているっている。。。。対策講座対策講座対策講座対策講座はははは、、、、長期休業期間長期休業期間長期休業期間長期休業期間やややや試験直前試験直前試験直前試験直前などをなどをなどをなどを利用利用利用利用してしてしてして実実実実

施施施施されされされされ効果効果効果効果をあげているをあげているをあげているをあげている。。。。学科学科学科学科ごとのごとのごとのごとの目標資格特目標資格特目標資格特目標資格特にににに国家資格国家資格国家資格国家資格のののの取得取得取得取得にににに向向向向けてはけてはけてはけては、、、、

全国平均全国平均全国平均全国平均やややや他校他校他校他校のののの実績実績実績実績とのとのとのとの比較比較比較比較によりによりによりにより成果成果成果成果をををを評価評価評価評価しているがしているがしているがしているが、、、、一部不十一部不十一部不十一部不十分分分分なななな資格資格資格資格

もありそのもありそのもありそのもありその取得率向上取得率向上取得率向上取得率向上がががが今後今後今後今後のののの課題課題課題課題であるであるであるである。。。。    

④④④④退学者退学者退学者退学者のののの減少減少減少減少にににに向向向向けてはけてはけてはけては全学全学全学全学でででで取組取組取組取組んでおりんでおりんでおりんでおり一定一定一定一定のののの成果成果成果成果をををを挙挙挙挙げているげているげているげている。。。。退学率退学率退学率退学率のののの

目標目標目標目標をををを５５５５％％％％以内以内以内以内にににに設定設定設定設定したがしたがしたがしたが、、、、ここここここここ数年数年数年数年６６６６％％％％前後前後前後前後でででで推移推移推移推移してきたしてきたしてきたしてきた。。。。平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度にににに

おいておいておいておいて退学率退学率退学率退学率 4444....8888％％％％とととと目標値目標値目標値目標値をををを達成達成達成達成したがしたがしたがしたが、、、、本校本校本校本校へのへのへのへの入学者入学者入学者入学者のののの質的変化質的変化質的変化質的変化やややや経済的経済的経済的経済的

理由理由理由理由などなどなどなど、、、、対応対応対応対応すべきすべきすべきすべき課題課題課題課題はははは多多多多いいいい。。。。    

⑤⑤⑤⑤本校本校本校本校にはにはにはには輝峰同窓会輝峰同窓会輝峰同窓会輝峰同窓会というというというという同窓会組織同窓会組織同窓会組織同窓会組織がありがありがありがあり、、、、学校学校学校学校とのとのとのとの連携連携連携連携をををを目指目指目指目指しているしているしているしている。。。。ここここ

れまでれまでれまでれまで学校創立学校創立学校創立学校創立 10101010 周年周年周年周年、、、、20202020 周年周年周年周年というというというという節目節目節目節目にににに「「「「同窓会会員名簿同窓会会員名簿同窓会会員名簿同窓会会員名簿」」」」をををを発行発行発行発行しししし会員会員会員会員

間間間間ののののネットワークネットワークネットワークネットワークのののの形成形成形成形成をををを図図図図ってきたってきたってきたってきた。。。。しかしながらそれしかしながらそれしかしながらそれしかしながらそれ以外以外以外以外のののの活動状況活動状況活動状況活動状況はははは活発活発活発活発

とはとはとはとは言言言言えずえずえずえず、、、、そのそのそのその活性化活性化活性化活性化がががが今後今後今後今後のののの課題課題課題課題となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

  基準５ 学生支援 

①①①①専門学校専門学校専門学校専門学校としてのとしてのとしてのとしての本校本校本校本校のののの大大大大きなきなきなきな役割役割役割役割はははは、、、、ミスマッチミスマッチミスマッチミスマッチのののの無無無無いいいい就職先選定就職先選定就職先選定就職先選定とととと、、、、そこにそこにそこにそこに

向向向向けてのけてのけてのけての学生学生学生学生のののの就職活動就職活動就職活動就職活動をををを支援支援支援支援することにあるすることにあるすることにあるすることにある。。。。就職先選定就職先選定就職先選定就職先選定にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、求人求人求人求人

先先先先データデータデータデータのののの職種別整理職種別整理職種別整理職種別整理、、、、学生学生学生学生にににに対対対対するするするする求人情報求人情報求人情報求人情報のののの速速速速やかなやかなやかなやかな提供提供提供提供、、、、卒業生動向卒業生動向卒業生動向卒業生動向のののの的的的的

確確確確なななな把握等把握等把握等把握等のののの観点観点観点観点からからからから業務業務業務業務をををを遂行遂行遂行遂行しているしているしているしている。。。。本校本校本校本校はははは、、、、学生学生学生学生のののの学習学習学習学習・・・・生活生活生活生活・・・・就職活就職活就職活就職活

動動動動にいたるまでにいたるまでにいたるまでにいたるまで担任担任担任担任がががが主主主主としてとしてとしてとして面倒面倒面倒面倒をををを見見見見るるるる担任主導担任主導担任主導担任主導のののの形形形形をとっているをとっているをとっているをとっている。。。。勿論勿論勿論勿論、、、、全全全全

てのてのてのての責任責任責任責任がががが一担任一担任一担任一担任にににに集中集中集中集中するわけではなくするわけではなくするわけではなくするわけではなく、、、、学科学科学科学科・・・・部門部門部門部門がそれをがそれをがそれをがそれをバックバックバックバックアップアップアップアップすすすす

るるるる体制体制体制体制がががが特色特色特色特色であるであるであるである。。。。    

②②②②学生学生学生学生のののの経済的側面経済的側面経済的側面経済的側面にににに対対対対するするするする支援支援支援支援としてはとしてはとしてはとしては、、、、本校独自本校独自本校独自本校独自のののの奨学金奨学金奨学金奨学金やややや修学支援資金制度修学支援資金制度修学支援資金制度修学支援資金制度

にににに加加加加ええええ、、、、日本学生支援機構奨学金日本学生支援機構奨学金日本学生支援機構奨学金日本学生支援機構奨学金のののの取扱取扱取扱取扱やややや地元銀行地元銀行地元銀行地元銀行とのとのとのとの提携提携提携提携ローンローンローンローンなどをなどをなどをなどを備備備備ええええ対対対対

応応応応しているしているしているしている。。。。またまたまたまた、、、、学生学生学生学生のののの健康管理面健康管理面健康管理面健康管理面についてはについてはについてはについては、、、、学校医学校医学校医学校医をををを置置置置きききき（（（（常駐常駐常駐常駐ではなではなではなではないいいい））））

学校保健学校保健学校保健学校保健安全安全安全安全法法法法のののの定定定定めによるめによるめによるめによる定期健康診断定期健康診断定期健康診断定期健康診断をををを実施実施実施実施するほかするほかするほかするほか、、、、保健室保健室保健室保健室をををを設置設置設置設置してしてしてして日日日日

常的常的常的常的なななな対応対応対応対応をしているなどのをしているなどのをしているなどのをしているなどの対応対応対応対応はははは評価評価評価評価できるできるできるできる。。。。    
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③③③③遠隔地遠隔地遠隔地遠隔地のののの学生学生学生学生にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、学生寮学生寮学生寮学生寮をををを用意用意用意用意しししし安全安全安全安全････安心安心安心安心なななな学生生活学生生活学生生活学生生活をををを支援支援支援支援しているしているしているしている。。。。

今後今後今後今後はははは、、、、寮費寮費寮費寮費などのなどのなどのなどの経済的側面経済的側面経済的側面経済的側面のののの支援支援支援支援についてについてについてについて検討検討検討検討するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    

④④④④課課課課外活動外活動外活動外活動としてはとしてはとしてはとしては、、、、学生有志学生有志学生有志学生有志によるによるによるによる部活動部活動部活動部活動・・・・同好会同好会同好会同好会がありがありがありがあり、、、、それへのそれへのそれへのそれへの資金援助資金援助資金援助資金援助もももも

含含含含めめめめ学科学科学科学科・・・・学年学年学年学年をををを超超超超えたえたえたえた学生交流学生交流学生交流学生交流をををを促進促進促進促進しししし効果効果効果効果をあげているをあげているをあげているをあげている。。。。    

⑤⑤⑤⑤保護者保護者保護者保護者とのとのとのとの連携連携連携連携にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、日常的日常的日常的日常的にににに学生学生学生学生のののの出欠状況出欠状況出欠状況出欠状況のののの連絡連絡連絡連絡やややや必要必要必要必要のののの応応応応じたじたじたじた三者三者三者三者

面談面談面談面談、、、、成績表成績表成績表成績表のののの送付送付送付送付などによりなどによりなどによりなどにより緊密緊密緊密緊密なななな連絡連絡連絡連絡をををを取取取取っているっているっているっている。。。。またまたまたまた、、、、保護者会保護者会保護者会保護者会「「「「五籃五籃五籃五籃

会会会会」」」」をををを設置設置設置設置してしてしてして学校行事等学校行事等学校行事等学校行事等へのへのへのへの参加参加参加参加やややや研修旅行研修旅行研修旅行研修旅行をををを通通通通してしてしてして情報情報情報情報のののの交換交換交換交換にににに努努努努めるめるめるめる等学等学等学等学

校校校校とととと保護者保護者保護者保護者とのとのとのとの連携連携連携連携はははは十分十分十分十分になされているといえるになされているといえるになされているといえるになされているといえる。。。。    

⑥⑥⑥⑥今後今後今後今後のののの課題課題課題課題としてはとしてはとしてはとしては、、、、増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向にあるにあるにあるにある学生個人学生個人学生個人学生個人のののの精神的精神的精神的精神的・・・・肉体的側面肉体的側面肉体的側面肉体的側面におけるにおけるにおけるにおける悩悩悩悩

みみみみ等等等等にににに対対対対してしてしてして、、、、学校学校学校学校としてどこまでとしてどこまでとしてどこまでとしてどこまで対応対応対応対応するのするのするのするのかかかか等等等等をををを明確明確明確明確にするにするにするにする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    

基準６ 教育環境 

①①①①本校本校本校本校はははは、、、、7.7.7.7.4444 ヘクタールヘクタールヘクタールヘクタールのののの敷地敷地敷地敷地にににに４４４４つのつのつのつの教室棟教室棟教室棟教室棟とととと５５５５つのつのつのつの付属建物付属建物付属建物付属建物（（（（実習棟実習棟実習棟実習棟、、、、学食学食学食学食、、、、

倉庫等倉庫等倉庫等倉庫等））））をををを配置配置配置配置しししし、、、、緑豊緑豊緑豊緑豊かなかなかなかな教育環境教育環境教育環境教育環境のもとにのもとにのもとにのもとに専門教育専門教育専門教育専門教育をををを実践実践実践実践しているしているしているしている。。。。学生学生学生学生のののの

福利厚生面福利厚生面福利厚生面福利厚生面においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、学生専用学生専用学生専用学生専用 800800800800 台台台台のののの駐車場駐車場駐車場駐車場をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、低価格低価格低価格低価格でででで提供提供提供提供するするするする学学学学

生食堂生食堂生食堂生食堂をををを設置設置設置設置するなどするなどするなどするなど、、、、学生生活学生生活学生生活学生生活のののの向上向上向上向上とととと充実充実充実充実にににに努努努努めているめているめているめている。。。。    

②②②②施設施設施設施設・・・・設備設備設備設備はははは、、、、学生数学生数学生数学生数にににに十分十分十分十分にににに対応出来得対応出来得対応出来得対応出来得るるるる規模規模規模規模をををを有有有有しておりしておりしておりしており、、、、それらのそれらのそれらのそれらの維持管維持管維持管維持管

理理理理もももも計画的計画的計画的計画的にににに実施実施実施実施されているされているされているされている。。。。なおなおなおなお、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの建物建物建物建物のののの日常清掃日常清掃日常清掃日常清掃・・・・警備警備警備警備はははは外部団外部団外部団外部団

体体体体にににに委託委託委託委託しているしているしているしている。。。。    

③③③③本校本校本校本校はははは、、、、建物建物建物建物がががが点在点在点在点在しししし万一万一万一万一のののの火災発生時火災発生時火災発生時火災発生時においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、各建物各建物各建物各建物のののの防火責任者防火責任者防火責任者防火責任者のののの役割役割役割役割

がががが重要重要重要重要となっているとなっているとなっているとなっている。。。。防災防災防災防災にににに対対対対するするするする体制体制体制体制はははは｢｢｢｢規則規則規則規則｣｣｣｣によりによりによりにより定定定定められておりめられておりめられておりめられており、、、、災害災害災害災害にににに

対対対対するするするする総合的総合的総合的総合的なななな保険契約保険契約保険契約保険契約のののの締結締結締結締結、、、、教職員及教職員及教職員及教職員及びびびび学生学生学生学生によるによるによるによる全校防災訓練全校防災訓練全校防災訓練全校防災訓練のののの実施実施実施実施などなどなどなど

防災意識防災意識防災意識防災意識のののの高揚高揚高揚高揚をををを図図図図っているっているっているっている。。。。    

④④④④学生学生学生学生にににに対対対対してはしてはしてはしては｢｢｢｢学生便覧学生便覧学生便覧学生便覧｣｣｣｣をををを配布配布配布配布しししし、、、、日常日常日常日常のののの学校生活全般学校生活全般学校生活全般学校生活全般についてについてについてについて具体的具体的具体的具体的によりによりによりにより

分分分分かりやすくかりやすくかりやすくかりやすく説明説明説明説明しているしているしているしている。。。。防災対策等緊急時防災対策等緊急時防災対策等緊急時防災対策等緊急時のののの対応対応対応対応についてについてについてについて、、、、常日頃常日頃常日頃常日頃からのからのからのからの啓啓啓啓

蒙蒙蒙蒙がががが重要重要重要重要とととと認識認識認識認識しししし学生指導学生指導学生指導学生指導にににに当当当当たっているたっているたっているたっている。。。。    

基準７ 学生の受入れ募集 

①①①①本校本校本校本校はははは、、、、開校以来開校以来開校以来開校以来、、、、教育指導教育指導教育指導教育指導・・・・学生指導学生指導学生指導学生指導・・・・進路指導進路指導進路指導進路指導からからからから募集活動募集活動募集活動募集活動にににに至至至至るまでるまでるまでるまで、、、、真真真真

摯摯摯摯なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを実践実践実践実践してきたことでしてきたことでしてきたことでしてきたことで、、、、県内各高等学校県内各高等学校県内各高等学校県内各高等学校からからからから「「「「真面目真面目真面目真面目なななな信頼信頼信頼信頼できるできるできるできる

学校学校学校学校」」」」とのとのとのとの評価評価評価評価をををを得得得得ているているているている点点点点はははは評価評価評価評価できるできるできるできる。。。。少子化少子化少子化少子化・・・・大学全入時代等大学全入時代等大学全入時代等大学全入時代等、、、、専門学校専門学校専門学校専門学校

をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境がががが厳厳厳厳しいしいしいしい中中中中にあってにあってにあってにあって、、、、満足満足満足満足できるできるできるできる入学生入学生入学生入学生のののの確保確保確保確保とはまではとはまではとはまではとはまでは言言言言えなえなえなえな

いもののいもののいもののいものの、、、、堅実堅実堅実堅実なななな学校経営学校経営学校経営学校経営となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

②②②②募集活動募集活動募集活動募集活動へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは、、、、入学広報部入学広報部入学広報部入学広報部をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして全学協力体制全学協力体制全学協力体制全学協力体制のののの下下下下、、、、適材適所適材適所適材適所適材適所

のののの役割役割役割役割によりによりによりにより連携協力連携協力連携協力連携協力がががが図図図図られているられているられているられている点点点点はははは評価評価評価評価できるできるできるできる。。。。教育成果教育成果教育成果教育成果はははは正正正正しくしくしくしく伝伝伝伝えらえらえらえら
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れているかれているかれているかれているか、、、、入学選考入学選考入学選考入学選考はははは適正適正適正適正かかかか、、、、学納金学納金学納金学納金はははは妥当妥当妥当妥当かかかか等等等等、、、、学生募集活動学生募集活動学生募集活動学生募集活動がががが適正適正適正適正にににに行行行行わわわわ

れているかについてはれているかについてはれているかについてはれているかについては常常常常にににに検検検検証証証証をををを行行行行いいいい、、、、健全健全健全健全なななな募集活動募集活動募集活動募集活動がががが展開展開展開展開されているされているされているされている。。。。当然当然当然当然

ながらながらながらながら、、、、よりよりよりより良良良良いいいい「「「「学生学生学生学生のののの募集募集募集募集とととと受受受受けけけけ入入入入れれれれ」」」」をををを実践実践実践実践するうえでもするうえでもするうえでもするうえでも各項目各項目各項目各項目でででで指摘指摘指摘指摘ささささ

れたれたれたれた課題課題課題課題についてはについてはについてはについては早急早急早急早急にににに検討検討検討検討しししし工夫改善工夫改善工夫改善工夫改善していくことがしていくことがしていくことがしていくことが必要必要必要必要であるとであるとであるとであると同時同時同時同時にににに、、、、

活動活動活動活動一一一一つひとつつひとつつひとつつひとつについてについてについてについて質質質質のののの向上向上向上向上をををを目指目指目指目指すことがすことがすことがすことが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。    

基準８ 財務 

①①①①中長期的中長期的中長期的中長期的なななな財政基盤財政基盤財政基盤財政基盤はははは、、、、中期中期中期中期 5555 カカカカ年計画年計画年計画年計画をををを作成作成作成作成しししし、、、、取引金融機関取引金融機関取引金融機関取引金融機関とのとのとのとの折衝折衝折衝折衝をををを行行行行なななな

っておりっておりっておりっており、、、、健全運営健全運営健全運営健全運営のののの理解理解理解理解をををを得得得得ているているているている。。。。またまたまたまた、、、、年度毎年度毎年度毎年度毎のののの資金繰資金繰資金繰資金繰りについてもりについてもりについてもりについても、、、、予予予予

算算算算とととと対比対比対比対比しししし資金繰資金繰資金繰資金繰りのりのりのりの精度精度精度精度をををを高高高高めめめめ、、、、そのそのそのその運用運用運用運用にににに心掛心掛心掛心掛けているけているけているけている。。。。中期資金計画中期資金計画中期資金計画中期資金計画におにおにおにお

いてはいてはいてはいては、、、、年度収支予算年度収支予算年度収支予算年度収支予算によるによるによるによる収入収入収入収入・・・・支出及支出及支出及支出及びびびび設備予算設備予算設備予算設備予算のののの点点点点をををを基本基本基本基本にににに精度精度精度精度をををを高高高高めためためためた

資金計画資金計画資金計画資金計画をををを立案立案立案立案しているしているしているしている。。。。予算執行予算執行予算執行予算執行にににに当当当当たってはたってはたってはたっては｢｢｢｢決裁申請書決裁申請書決裁申請書決裁申請書｣｣｣｣のののの提出提出提出提出によるによるによるによる事前事前事前事前

確認確認確認確認をををを必要必要必要必要としておりとしておりとしておりとしており、、、、教職員全員教職員全員教職員全員教職員全員にににに周知周知周知周知されているされているされているされている。。。。    

②②②②監査監査監査監査についてはについてはについてはについては、、、、私立学校法私立学校法私立学校法私立学校法のののの規定規定規定規定にににに基基基基づくづくづくづく監事監事監事監事によるによるによるによる会計監査会計監査会計監査会計監査がががが行行行行なわれなわれなわれなわれ、、、、そそそそ

のののの結果結果結果結果についてはについてはについてはについては、、、、毎年毎年毎年毎年 5555 月理事会月理事会月理事会月理事会・・・・評議員会評議員会評議員会評議員会においてにおいてにおいてにおいて報告報告報告報告しているしているしているしている。。。。またまたまたまた、、、、公公公公

認会計士認会計士認会計士認会計士とととと会計指導委嘱契約会計指導委嘱契約会計指導委嘱契約会計指導委嘱契約をををを締結締結締結締結しししし、、、、そのそのそのその助言助言助言助言・・・・指導指導指導指導のもとにのもとにのもとにのもとに日常的日常的日常的日常的にににに適正適正適正適正なななな

会計処理並会計処理並会計処理並会計処理並びにびにびにびに財務運営財務運営財務運営財務運営にににに努努努努めているめているめているめている。。。。    

③③③③財務情報財務情報財務情報財務情報のののの公開公開公開公開についてはについてはについてはについては、、、、私立学校法第私立学校法第私立学校法第私立学校法第 47474747 条並条並条並条並びにびにびにびに学校法人筑波研究学園寄付学校法人筑波研究学園寄付学校法人筑波研究学園寄付学校法人筑波研究学園寄付

行為第行為第行為第行為第 39393939 条第条第条第条第 2222 項項項項にににに基基基基づきづきづきづき、「、「、「、「財務情報閲覧規程財務情報閲覧規程財務情報閲覧規程財務情報閲覧規程」」」」をををを平成平成平成平成 19191919 年度年度年度年度よりよりよりより設設設設けけけけ情報情報情報情報をををを

公開公開公開公開しているしているしているしている。。。。    

④④④④経費節減経費節減経費節減経費節減についてはについてはについてはについては、、、、学生数学生数学生数学生数にににに比例比例比例比例したしたしたした節減節減節減節減がががが理想理想理想理想ではあるがではあるがではあるがではあるが、、、、教育教育教育教育のののの質質質質のののの低下低下低下低下

をををを招招招招くことなくくことなくくことなくくことなく経費節減経費節減経費節減経費節減をををを行行行行なうことはなかなかなうことはなかなかなうことはなかなかなうことはなかなか難難難難しいしいしいしい。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、年度収年度収年度収年度収

入入入入はほぼはほぼはほぼはほぼ確定確定確定確定しておりしておりしておりしており、、、、効率的運用効率的運用効率的運用効率的運用によるによるによるによる「「「「経費節減経費節減経費節減経費節減」」」」にににに今後今後今後今後ともともともとも努力努力努力努力をををを要要要要するするするする。。。。    

基準９ 法令等の遵守 

①①①①本校本校本校本校はははは、、、、法令及法令及法令及法令及びびびび専修学校設置基準専修学校設置基準専修学校設置基準専修学校設置基準にににに基基基基づきづきづきづき適正適正適正適正にににに運営運営運営運営されているされているされているされている。。。。またまたまたまた、、、、自動自動自動自動

車整備工学科車整備工学科車整備工学科車整備工学科、、、、建築環境学科等建築環境学科等建築環境学科等建築環境学科等のののの認定学科認定学科認定学科認定学科においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、監督省庁監督省庁監督省庁監督省庁であるであるであるである国土交通国土交通国土交通国土交通

省省省省やややや茨城県茨城県茨城県茨城県のののの認定基準認定基準認定基準認定基準にににに沿沿沿沿ってってってって必要必要必要必要なななな届届届届けけけけ出出出出をををを実実実実施施施施しているしているしているしている。。。。今後今後今後今後ともこれらともこれらともこれらともこれら手手手手

続続続続きにきにきにきに関関関関してはしてはしてはしては遺漏遺漏遺漏遺漏なくなくなくなく実施実施実施実施するするするする体制体制体制体制のののの維持維持維持維持がががが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。    

②②②②個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、法法法法にににに定定定定められためられためられためられた内容内容内容内容にににに基基基基づきづきづきづき学内情報学内情報学内情報学内情報のののの管理管理管理管理をををを行行行行ってってってって

いるいるいるいる。。。。またまたまたまた、、、、学生学生学生学生にににに対対対対してもしてもしてもしても法法法法のののの意義意義意義意義をををを徹底徹底徹底徹底するとするとするとすると同時同時同時同時にににに過剰過剰過剰過剰なななな情報管理情報管理情報管理情報管理によるによるによるによる

自己自己自己自己のののの不利益等不利益等不利益等不利益等についてのについてのについてのについての指導指導指導指導もももも合合合合せてせてせてせて実施実施実施実施しておりしておりしておりしており、、、、現在現在現在現在のところこれらにのところこれらにのところこれらにのところこれらに関関関関

するするするする問題問題問題問題はははは発生発生発生発生してないしてないしてないしてない。。。。    

③③③③自己点検自己点検自己点検自己点検・・・・評価評価評価評価についてはについてはについてはについては、、、、第第第第１１１１回実施回実施回実施回実施をををを平成平成平成平成 21212121 年年年年にににに行行行行いいいい、、、、今回第今回第今回第今回第２２２２回目回目回目回目となるとなるとなるとなる。。。。

またまたまたまた、、、、毎毎毎毎期期期期「「「「授業授業授業授業アンケートアンケートアンケートアンケート」」」」をををを実施実施実施実施するなどするなどするなどするなど授業改善等授業改善等授業改善等授業改善等にににに積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで
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いるいるいるいる。。。。今後今後今後今後はははは、、、、学校関係者評価学校関係者評価学校関係者評価学校関係者評価をををを含含含含めめめめ、、、、情報情報情報情報をををを外部外部外部外部にににに発信発信発信発信していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    

基準 10 社会貢献・地域貢献  

①①①①本校本校本校本校はははは「「「「産学協同産学協同産学協同産学協同」」」」をををを設立主旨設立主旨設立主旨設立主旨としておりとしておりとしておりとしており、、、、地域地域地域地域のののの産業界産業界産業界産業界とのとのとのとの連携連携連携連携をををを推進推進推進推進していしていしていしてい

るるるる。。。。そのそのそのその一環一環一環一環としてこれまでにもとしてこれまでにもとしてこれまでにもとしてこれまでにも土浦市教育委員会土浦市教育委員会土浦市教育委員会土浦市教育委員会やややや茨城県中小企業振興公社等茨城県中小企業振興公社等茨城県中小企業振興公社等茨城県中小企業振興公社等

からのからのからのからの委託委託委託委託をををを受受受受けけけけ「「「「社会人向社会人向社会人向社会人向けのけのけのけのパソコンパソコンパソコンパソコン講座講座講座講座」」」」やややや「「「「二級建築士速習講座二級建築士速習講座二級建築士速習講座二級建築士速習講座」「」「」「」「CADCADCADCAD

利用講座利用講座利用講座利用講座」「」「」「」「ホームヘルパーホームヘルパーホームヘルパーホームヘルパー養成講座養成講座養成講座養成講座」」」」等数多等数多等数多等数多くくくく開講開講開講開講してきたしてきたしてきたしてきた。。。。    

②②②②ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動についてはについてはについてはについては、、、、建築環境建築環境建築環境建築環境・・・・幼児保育幼児保育幼児保育幼児保育・・・・健康福祉健康福祉健康福祉健康福祉スポーツスポーツスポーツスポーツ学科学科学科学科のののの学学学学

生生生生等等等等がががが積極的積極的積極的積極的にににに参加参加参加参加しししし、、、、社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献とととと同時同時同時同時にににに学生自身学生自身学生自身学生自身ののののホスピタリティホスピタリティホスピタリティホスピタリティのののの向上向上向上向上にににに役役役役

立立立立てているてているてているてている。。。。    

  

６．学校関係者評価に向けて 

（１）学校関係者評価への取り組み 

                今回今回今回今回のののの作業作業作業作業はははは、、、、第第第第１１１１回自己点検回自己点検回自己点検回自己点検・・・・評価報告書評価報告書評価報告書評価報告書（（（（平成平成平成平成 20202020年年年年５５５５月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））をををを受受受受けけけけ、、、、    

課題課題課題課題となったとなったとなったとなった問題点問題点問題点問題点をををを洗洗洗洗いいいい出出出出しししし、、、、そのそのそのその改善改善改善改善をををを通通通通してしてしてして将来将来将来将来にににに向向向向けけけけてててて本校本校本校本校のののの基盤基盤基盤基盤のののの充実充実充実充実    

をををを図図図図るるるる目的目的目的目的でででで実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。。。。今回今回今回今回のののの第第第第２２２２回自己点検回自己点検回自己点検回自己点検・・・・評価報告書評価報告書評価報告書評価報告書についてについてについてについて、、、、学校関学校関学校関学校関    

係者評価係者評価係者評価係者評価委員会委員会委員会委員会をををを開催開催開催開催しししし、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる教育内容教育内容教育内容教育内容のののの充実充実充実充実にににに向向向向けてけてけてけて努力努力努力努力したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えますえますえますえます。。。。    

 

（２）内部充実への更なる努力 

                本校本校本校本校がががが常常常常にににに変化変化変化変化するするするする環境環境環境環境にににに適切適切適切適切にににに対応対応対応対応しししし、、、、総合専門学校総合専門学校総合専門学校総合専門学校としてのとしてのとしてのとしての社会的使命社会的使命社会的使命社会的使命をををを果果果果                

たすためたすためたすためたすため、、、、学校関係者学校関係者学校関係者学校関係者評価評価評価評価委員会委員会委員会委員会においてにおいてにおいてにおいて、、、、改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点としてとしてとしてとして示示示示されたされたされたされた諸事案諸事案諸事案諸事案にににに

ついてついてついてついて十分検討十分検討十分検討十分検討しししし、、、、今後今後今後今後もももも教育内容教育内容教育内容教育内容のののの充実充実充実充実とととと学校学校学校学校のののの発展発展発展発展にににに向向向向けたけたけたけた努力努力努力努力をををを積積積積みみみみ重重重重ねてねてねてねて

まいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

 

（３）報告書の閲覧 

                なおなおなおなお、、、、このこのこのこの点検点検点検点検・・・・評価評価評価評価についてのについてのについてのについての詳細詳細詳細詳細はははは報告書報告書報告書報告書にまとめてありますにまとめてありますにまとめてありますにまとめてあります。。。。そのそのそのその内容内容内容内容をををを

ごごごご覧覧覧覧になりたいになりたいになりたいになりたい方方方方はははは事務局事務局事務局事務局までごまでごまでごまでご連絡願連絡願連絡願連絡願いますいますいますいます。。。。併併併併せてせてせてせて、、、、このこのこのこの結果結果結果結果にににに対対対対するするするする関係各関係各関係各関係各

位位位位のののの忌憚忌憚忌憚忌憚のないごのないごのないごのないご意見意見意見意見ををををおおおお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。    

以上 


