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1
教

学校の理念、教育目標

育 理 念

教

育 目 標

多様化社会を生き、個々の人間性を認め合い、

言語や技術を越えたコミュニケーション力、

他者のために、他者と共にあろうとする

次のステップに進めるための言語基礎力、

人材の育成

そして、社会のニーズに応えられる人間力を育成する

最終更新日付

１

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

袴田 靖子

2

本年度の重点目標と達成計画

2020 年度重点目標

達成計画・取組方法

基準３ 教育活動
3-9-2 教育課程について外部の意見を反映しているか
就職先への意見聴取を徹底するとともに、卒業生への意見聴取を実施し、キ
ャリア教育の整備、充実を図っていきたい。

基準３ 教育活動
3-9-2 教育課程について外部の意見を反映しているか
引き続き企業説明会参加企業へのアンケートを実施する。卒業生への意見聴取を
SNS などを通じて行えるようにしていく。

基準５ 学生支援
5-19-1 学生の経済的側面に対する支援体制を整備しているか
日本学生支援機構奨学金の新制度への対応が遅れているので、2021 年度生か
ら導入できるようにする。

基準５ 学生支援
5-19-1 学生の経済的側面に対する支援体制を整備しているか
日本学生支援機構による新たな奨学金制度に対応すべく、2019 年度中に準備を進
めてきた。2021 年度生から導入できるように申請を行う。

基準６ 教育環境

基準６ 教育環境

6-22-1 教育上の必要性に十分対応した施設・設備・教育用具等を整備し
ているか

6-22-1 教育上の必要性に十分対応した施設・設備・教育用具等を整備して
いるか

設置基準、関係法令を満たす施設・設備等を設置しているが、インターネットの

通信状況などに問題が発生することがあるため、インターネット環境と講師用・

通信状況などに問題が発生することがあり、オンライン授業に対応するに 学生用のパソコンの整備を進め、オンライン授業にも十分対応できるようにする。
は十分ではない。

基準９ 法令の遵守

9-35-1 教育情報に関する情報公開を積極的に行っているか
現状大きな問題はないが、学校のホームページはしばらく全体の更新が行わ
れていないため、見直しと整備を行いたい。

基準９ 法令の遵守
9-35-1 教育情報に関する情報公開を積極的に行っているか
最新の情報は、アップされており現状大きな問題はないが、より効果的で魅力的
な内容にするため、全体的に見直しと整備を行う。

最終更新日付

２

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

袴田 靖子

3

評価項目別取組状況

３

基準１ 教育理念・目的・育成人材像
総括と課題

今後の改善方策

教育理念と理念に基づく育成人材像の再定義を学
校関係者評価委員会の意見等を取り入れながら行
い昨年度より学校案内への明記など文書化を行っ
ている。その際、多言語、ビジネススキルと国際コ
ミュニケーション力の習得を特性として定義した。

□教育理念及び育成人材像について他校との差別
化を図る形で作成したものを、内容は変更せず表現
をよりわかりやすいものにした。学校案内に載せ、
学生・保護者・関連業界への情報発信は行っている
が、今後さらに多くのツールへの記載していく。あ
わせて、教職員に周知・徹底すべく校内にも掲示し
ていきたい。

理念、育成人材像の実現のためにカリキュラム編成
委員会を中心に具体的な目標・計画・方法の策定を
行っている。

□現状教育課程編成委員会、学校関係者評価委員会
の委員と企業の方の意見を取り入れ、引き続き最適
化に努めていく。

教員採用にあたっては関連業界からの紹介等を受
けてはいないが関連業界経験者の採用を行ってい
る。

□関連業界出身の外国語講師自体の母数が少なく
採用には苦労しているが、今後も引き続き採用の間
口を広げていく。

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

関連業界関係者に具体的な教材選定等にもアドバ □今後も定期的に関連業界関係者に具体的な教材
イスいただき、人材ニーズの最適化に努めている。 選定等にもアドバイスいただき、人材ニーズの最適
化に努めていく。
中期的な視点で学校の将来構想を定めているが、周
知にまでには至っていない。

□グループ全体の中でのバランスを見ながら状況
の変化に対応し具体的な中期計画を策定し、中長期
的な将来構想の見直しを行うとともに、教職員をは
じめ、学生、保護者、関連業界への周知に努める。

最終更新日付

４

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

袴田 靖子

1-1 （1/2）1-1 理念・目的・育成人材像
小項目

チェック項目

評定

現状の取組状況

課題と今後の改善方策

1-1-1
理念・目
的・育成人材像
は、定められてい
るか

①理念に沿った目的・育成人
材像になっているか
②理念等は文書化するなど
明確に定めているか
③理念等において専門分野
の特性は明確になっている
か
④理念 等に応じた課程 ( 学
科）を設置しているか
⑤理念等を実現するための
具体的な目標・計画・方法を
定めているか
⑥理念等を学生・保護者・関
連業界等に周知しているか
⑦理念等の浸透度を確認し
ているか
⑧理念等を社会の要請に的
確に対応させるため、適宜見
直しを行っているか

４

①教育理念と理念に基づ
く育成人材像の再定義済
み
②学校案内への明記など
文書化済み
③多言語、ビジネススキ
ルと国際コミュニケーシ
ョン力の習得を特性とし
て定義した
① 設置している
⑤カリキュラム編成委員
会を中心に具体的な目
標・計画・方法の策定を
行っている
⑥学校案内、ホームペー
ジ、広報誌などを通して
周知に努めている
⑦⑧適宜学内で確認し見
直しを図っている

□教育理念及び育成人材像について関連業界の
ニーズに応じる形で再定義済み

1-1-2 育成人材像 ①課程(学科)毎に、関連業界
は 専 門 分 野 に 関 等が求める知識・技術・技
連 す る 業 界 等 の 能・人間性等人材要件を明確
人 材 ニ ー ズ に 適 にしているか
②教育課程・授業計画(シラ
合しているか

４

①学校関係者評価委員会
の意見等を取り入れなが
ら育成人材像を明確化し
た
②教育課程編成員会、学
校関係者評価委員会の皆
様の協力を得ている

□現状教育課程編成委員会、学校関係者評価委員
会の委員の意見を取り入れて最適化に努めてい
るが、引き続き授業を担当いただいている企業の
方や卒業生を採用していただいている企業の方
の意見も積極的に取り入れていく。

バス)等の策定において、関
連業界等からの協力を得て
いるか

４
４

４
４

４
４

４

４

参照資料
学校案内
ホームページ
広報誌

□引き続き、学生・保護者・関連業界へ浸透させ
るべく、できるだけ多くのツールに記載し、情報
発信を行っていく。教職員にも周知・徹底すべく、
校内にも掲示する。

1-1 （2/2）
５

小項目
1-1-2 続き

1-1-3 理念等の達
成に向け特色あ
る教育活動に取
組んでいるか

チェック項目

評定

③専任・兼任(非常勤)にかか
わらず、教員採用において、
関連業界等から協力を得て
いるか
④学内外にかかわらず、実習
の実施にあたって、関連業界
等からの協力を得ているか
⑤教材等の開発において、関
連業界等からの協力を得て
いるか
①理念等の達成に向け、特色
ある教育活動に取組んでい
るか
②特色ある職業実践教育に
取組んでいるか

３

1-1-4 社会のニー ①中期的（3～5 年程度）な
ズ 等 を 踏 ま え た 視点で、学校の将来構想を定
将 来 構 想 を 抱 い めているか
②学校の将来構想を教職員
ているか
に周知しているか
③学校の将来構想を学生・保
護者・関連業界等に周知して
いるか

３

現状の取組状況
③関連業界からの紹介等を
受けてはいないが関連業界
経験者の採用を行っている
④実習の実施にあたって
は、関連業界の協力を得て
いる
⑤関連業界関係者に現使用

課題と今後の改善方策

参照資料

□関連業界出身の外国語講師自体の母数が少な
く採用には苦労しているが、今後も引き続き採用
の間口を広げていく。
□学内外とも積極的に関連業界の協力を得なが
ら実習を行っているが企業との日時調整が難し
い場合が多く長期計画の中で設定していく必要
がある。
□いただいたご意見を反映していく。

３

教材を公開し、選定への参
考意見を伺う機会を設け
た

３

①多国籍の学生の積極募
集等、理念等達成の環境
づくりに取組んでいる
②卒業生採用企業との提
携などに取組んでいる

□多言語でコミュニケーションできる環境づく
りのために中国人、韓国人、英語圏の学生の積極
募集が必要であり、教員についてもマルチリンガ
ル教員の積極採用が必要である。
□多様な業種との提携授業拡大が必要である。

①定めている
②会議等で周知している
③理念・育成人材像の周
知には務めているが、将
来構想の周知までには至
っていない

□中期的な視点での将来構想は定めているが、具
体的ではない。
□より具体的な中長期授業計画を策定し、周知を
行っていきたい。
□次年度以降の課題としてグループ全体の中で
のバランスを見ながら取り組む。

３
４

４
３

中項目総括
グループ全体の中でのバランスを見ながら状況の変化に対応し具体的な中期
計画を策定し、中長期的な将来構想の見直しを行うとともに、教職員をはじ
め、学生、保護者、関連業界への周知に努める。

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

関連業界関係者に具体的な教材選定等にもアドバイスいただき、人材ニーズの最
適化に努めている。
最終更新日付

６

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

袴田 靖子

基準２ 学校運営
総括と課題

今後の改善方策

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

運営方針

運営方針

教育理念、育成人材像について社会のニーズにあわせ
て改定した。今後は、その周知と共に浸透度の確認手
法を確立しなければならない。

□昨年度、運営方針の改定を行ったので教職員への周
知に努める。

事業計画

事業計画

単年度の事業計画と予算執行状況を 3 ヶ月ごとに事務
局に報告し、6 ヶ月ごとに理事会で審議する体制を作
っている。

□現状大きな課題はない。

運営組織

運営組織

学校運営組織として大きな問題は生じていないが、現
状に満足することなく学生満足度の向上を目指せる運
営形態であるか常に確認し最適化を図っていく。

□現状に満足することなく常に学生満足度の向上を目
指せる運営形態を目指し最適化を図っていく予定で
ある。

人事・給与制度
採用基準・採用手続きについては適切に行われている
が、採用後の昇任・昇給の規定や人事考課制度の試験
的導入をした。2020 年度は本格的に運用していく。

人事・給与制度

意思決定システム

意思決定システム

意思決定システムは機能しているといえるが、規則・
規定については未整備である。

□未整備の規則・規定については引き続き中期計画の
中で整備していく。

□人事考課制度の整備に法人全体として取り組み、
2019 年度は試験的に導入した。2020 年度より本格的
に運用を開始した。さらに、人事・給与等に反映する
制度の整備を進めたい。

最終更新日付

７

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

袴田 靖子

2-2 （1/1）

2-2 運営方針
小項目

チェック項目

評定

現状の取組状況

課題と今後の改善方策

2-2-1 理念に沿っ
た運営方針を定
めているか

①運営方針を文書化するな
ど明確に定めているか
②運営方針は理念等、目標、
事業計画を踏まえ定めてい
るか
③運営方針を教職員等に周
知しているか
④運営方針の組織内の浸透
度を確認しているか

４

①重点目標として運営方
針の文書化を行っている
②運営方針は理念等、目
標、事業計画を踏まえて
定めている
③④全体講師会で周知を
図り、個別面談で浸透度
の確認を行っている

□運営方針の教職員への理解と周知を引き続き図
っていく。
□全体講師会などで周知し、個別面談で浸透度の
確認を行い、徹底している。

４

３

３

参照資料

３

中項目総括

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

２
教育理念、育成人材像について社会のニーズにあわせて改定した。その周知は全体
講師会などの機会に行い、浸透度の確認は個別面談を通して行っているが、今後は
さらに徹底させていきたい。

最終更新日付

８

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

袴田 靖子

2-3 （1/1）

2-3 事業計画
小項目

チェック項目

評定

現状の取組状況

2-3-1 理念等を達
成するための事
業計画を定めて
いるか

①中期計画（3～5 年程度）
を定めているか
②単年度の事業計画を定め
ているか
③事業計画に予算、事業目標
等を明示しているか
④事業計画の執行体制、業務
分担等を明確にしているか
⑤事業計画の執行・進捗管理
状況及び見直しの時期、内容
を明確にしているか

４

①中期計画を定めてい
る。
②単年度の事業計画を定
めている。
③ 事業計画に予算,事業
目標を明示している。
④執行体制・業務分担は
明確にしている。
⑤事業の執行進捗状況、
及び見直しの時期は明確
にしている。

４
４
４
４

中項目総括

課題と今後の改善方策

参照資料

□事業計画については計画にしたがって作成さ
れ、執行体制、業務分担も明確にされている。
□事業計画と予算執行状況は 3 ヶ月ごとに事務局
に報告し 6 ヶ月ごとに理事会で審議する体制をと
っている。
□現状、大きな課題はないがより短いスパンでの
執行・進捗管理が行われる体制が今後必要であ
る。

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

現状大きな課題はないが、単年度の事業計画と予算執行状況を 3 ヶ月ごとに事務
局に報告し、6 ヶ月ごとに理事会で審議する体制を作っている。

最終更新日付

９

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

袴田 靖子

2-4 （1/2）

2-4 運営組織
小項目

チェック項目

評定

現状の取組状況

2-4-1 設置法人は
組織運営を適切
に行っているか

①理事会、評議員会は寄附行
為に基づき適切に開催して
いるか
②理事会等は必要な審議を
行い、適切に議事録を作成し
ているか
③寄附行為は、必要に応じて
適正な手続きを経て改正し
ているか

４

①2 ヶ月毎に定期的に開
催されている。
②適切に議事録を作成し
必要な審議を行ってい
る。
③寄附行為は、適正な手
続きを経て改正されてい
る。

□2019 年度は適正に行われている。

①学校運営に必要な事務及
び教学組織を整備している
か
②現状の組織を体系化した
組織規程、組織図等を整備し
ているか
③各部署の役割分担、組織目
標等を規程等で明確にして
いるか
④会議、委員会等の決定権
限、委員構成等を規程等で明
確にしているか
⑤会議、委員会等の議事録
（記録）は、開催毎に作成し
ているか
⑥組織運営のための規則・規
程等を整備しているか
⑦規則・規程等は、必要に応
じて適正な手続きを経て改
正しているか

４

①事務及び教学組織を整
備している。

４

②組織規定、組織図等は
整備している。

３

③各部署の役割分担組織
目標は文書化されている
が規定化はされていない
④会議等の決定権限は文
書化されているが全てが
規定化されているわけで
はない。
⑤議事録は作成されてい
る。

□学校運営に必要な事務及び教学組織は整備さ
れており、組織規定、組織図等は整備されている。
□各部署の役割分担は、規定化、文書化がまだ完
成しておらず引き続き整備が必要である。
□全ての会議、委員会等の決定権限、委員会構成
について規定等で明確にされているわけではな
く中期計画の中で整備していく予定である。

2-4-2 学校運営の
ための組織を整
備しているか

４

４

３

４

３
４

⑥整備されているが完璧
であるとはいえない。
⑦必要に応じて改定して
いる。

１０

課題と今後の改善方策

参照資料

2-4 （2/2）
小項目
2-4-2 続き

チェック項目

評定

現状の取組状況

課題と今後の改善方策

⑧学校の組織運営に携わる
事務職員の意欲及び資質の
向上への取組みを行ってい
るか

４

⑧学外研修への積極的な
参加を呼びかける、学生
との接触機会を増やし学
生ニーズを把握するなど
の取組みを行っている。

□学校目標の浸透と組織目標の設定、環境整備を
行い、学生満足度の高い事務部門としての改善を
行っていく。

中項目総括

参照資料

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

寄附行為については、必要に応じて適切な手続きを経て改正した。それ以外の
学校運営組織として大きな問題は生じていない。現状に満足することなく学生満
足度の向上を目指せる運営形態であるか常に確認し最適化を図っていく。

最終更新日付

１１

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

袴田 靖子

2-5 （1/1）

2-5 人事・給与制度
小項目

チェック項目

評定

現状の取組状況

課題と今後の改善方策

2-5-1 人事・給与
に関する制度を
整備しているか

①採用基準・採用手続きにつ
いて規程等で明確化し、適切
に運用しているか
②適切な採用広報を行い、必
要な人材を確保しているか
③給与支給等に関する基
準・規程を整備し、適切に運
用しているか
④昇任・昇給の基準を規程等
で明確化し、適切に運用して
いるか
⑤人事考課制度を規程等で
明確化し、適切に運用 して

３

①採用基準・採用手続き
については規定等を明確
化し適切に運用している
②欠員時は適切な採用広
報を行い、人材を確保し
ている。
③給与支給等に関する基
準等は整備され適切に運
用されている。
④昇任・昇給基準は規定
化されていない。
⑤人事考課制度について
試験的に運用を開始し
た。

□採用基準、採用手続きは現状適切に行われてお
り大きな問題はないが、今後規定の整備に取り組
む予定である。

いるか

４

４

２
３

中項目総括

参照資料

□昇任・昇給の規定や人事考課制度の整備に法人
全体として取り組み、2019 年度は試験的に導入
した。2020 年度より本格的に運用を開始した。
さらに、人事・給与等に反映する制度の整備を
進めたい。

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

採用基準・採用手続きについては適切に行われているが、採用後の昇任・昇給の
規定や人事考課制度の導入が遅れていた。人事考課制度の整備に法人全体として
取り組み、2019 年度は試験的に導入を行った。2020 年度より本格的に運用を開
始した。さらに、人事・給与等に反映する制度の整備を進めたい。

最終更新日付

１２

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

袴田 靖子

2-6 （1/1）

2-6 意思決定システム
小項目

チェック項目

評定

現状の取組状況

課題と今後の改善方策

2-6-1 意思決定シ
ステムを整備し
ているか

①教務・財務等の事務処理に
おいて、意思決定システムを
整備しているか
②意思決定システムにおい
て、意思決定の権限等を明確
にしているか
③意思決定システムは、規
則・規程等で明確にしている
か

４

①意思決定のプロセスで
の文書化、押印など意思
決定について整備してい
る。
②部門権限、最終権限等
明確にしている。
③組織図等で文書化され
ているが規定化されてい
るわけではない。

□教務・財務の意思決定システムは整備され機能
しているといえるが、規則・規定等で明確にされ
ておらず中期計画の中で整備していく。

４

３

中項目総括

参照資料

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

意思決定システムは機能しているといえるが、規則・規定については未整備であ
る。中期計画の中で整備していく。

最終更新日付

１３

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

袴田 靖子

2-7 （1/1）

2-7 情報システム
小項目
2-7-1 情報システ
ム化に取組み、業
務の効率化を図
っているか

チェック項目
①学生に関する情報管理シ
ステム、業務処理に関する
システムを構築しているか
② こ れら シス テム を活 用
し、タイムリーな情報提供、
意思決定が行われているか
③学生指導において、適切
に（学生情報管理）システ
ムを活用しているか
④データの更新等を適切に
行い、最新の情報を蓄積し
ているか
⑤システムのメンテナンス
及びセキュリティ管理を適
切に行っているか

評定
３

３

３

４

４

現状の取組状況

課題と今後の改善方策

①学校サーバ内での共有
フォルダで管理されてい
る。
②常勤教職員は常時閲覧
可能であり情報提供、意
思決定に活用されている
③部門ごとに分断されて
いるデータが散見されて
いる。
④スケジュールを確認し
ながら常にアップデート
に努めている。
⑤強固な UTM を設定し
原則学内のみ閲覧可能と
しセキュリティ対策も行
っている

□学生に関する情報管理、業務管理について
は、学内の専用サーバ内の共有フォルダを通し
て作業できるようにしている。また学生個人情
報に係る文書については全てパスワード化さ
れている。
□学内のシステムについては、定期的にメンテ
ナンスをし、強固な企業向け UTM の設定、セ
キュリティ対策を行っている
□メンテナンス協力会社とは常に問題点の洗
い出しに努めており現状大きな課題は見つか
っていないが、システム関連に１００％はな
く、常に最新の情報を得ることができるよう努
めている。
□部門ごとに分断されたデータの統合に着手
した。今後、さらにデータの統合と整理を進め
ていく。

中項目総括

参照資料

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

現在の組織体では、十分なデータを扱える共有サーバとセキュリティ対策を行っ
ている。部門ごとに分断されたデータの統合に着手した。今後、さらにデータの
統合と整理を進めていく。

最終更新日付

１４

2020 年 5 月 29

記載責任者

袴田 靖子

基準３ 教育活動
総括と課題
目標の設定

今後の改善方策

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

目標の設定

職業教育に関する方針を H29 年度中に文書化したが、 □企業と連携した演習・実習の充実を図る。
企業と連携した演習・実習の実施は不十分である。
□引き続き、学生の資質向上に伴いクラスや担当の枠
学生の資質向上に伴いクラスや担当の枠を超え、資格 を超えて、資格取得に向けての支援指導を行う体制を
さらに強化する。
取得に向けての支援指導をさらに強化する。

教育方法・評価等

教育方法・評価等

就職指導部と連携して企業説明会参加企業へのアン
ケートを実施したが、就職先や卒業生への意見聴取は
行っていない。

□就職先への意見聴取も徹底していきたい。また、今
後は卒業生の意見聴取も実施し、キャリア教育の整
備、充実を図っていきたい。

評価アンケートの結果を授業改善に役立てられるよ
う教員からのフィードバックを行い、さらに、教科内
で情報共有のためのミーティングを実施している。

成績評価・単位認定等

成績評価・単位認定等

成績評価について、客観性・統一性をさらに高めてい
きたい。

□教科ごと評価項目とその割合を定め、シラバス等に
明記していきたい。

教員・教員組織
教員募集・採用手続き等の規定を法人本部と連携し整
備している。
学外研修参加を奨励しているが、参加状況は十分とは
言えない。

教員・教員組織
□今後も法人本部と連携し、整備を進めていく。

最終更新日付

１５

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

山内 美里

3-8 （1/1）

3-8 目標の設定
小項目

チェック項目

評定

現状の取組状況

課題と今後の改善方策

3-8-1 理念等に沿
った教育課程の
編成方針、実施方
針を定めている
か
3-8-2 学科毎の修
業年限に応じた
教育到達レベル
を明確にしてい
るか

①教育課程の編成方針、実施
方針を文書化するなど明確
に定めているか
②職業教育に関する方針を
定めているか

４

①教育課程の編成方針、
実施方針は文書化した。

□職業教育に関する方針を H29 年度中に文書化し
たが、企業と連携した演習・実習の実施は不十分
である。

３

②職業教育に関する方針
も文書化した。

４

①教科毎に目標到達レベ
ルを定めている。
②教育到達レベルは達し
つつある。
③取得の意義を指導して
おり、事前指導とフォロ
ーアップ体制を整えてい
る。
④取得指導、支援体制を
整備している。

①学科毎に目標とする教育
到達レベルを明示している
か
②教育到達レベルは、理念等
に適合しているか
③資格・免許の取得を目指す
学科において、取得の意義及
び取得指導・支援体制を明確
にしているか
④資格・免許取得を教育到達
レベルとしている学科では、
取得指導・支援体制を整備し
ているか

３
４

４

中項目総括

参照資料
１成績評価基準

□クラスや担当の枠を超えて、担当教科（言語な
ど）ごとに全体の教育到達レベルを周知させて、
効果的な利用法や工夫をさせていく。
□資格免許の取得に関しては、学生の資質向上に
伴い、教科の枠を超えて資格取得に向けての支援、
指導を行う体制をさらに強化していく。

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

職業教育に関する方針を H29 年度中に文書化したが、企業と連携した演習・実
習の実施は不十分である。
学生の資質向上に伴いクラスや担当の枠を超え、資格取得に向けての支援指導を
さらに強化する。

最終更新日付

１６

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

山内 美里

3-9 （1/3）

3-9 教育方法・評価等
小項目

チェック項目

評定

現状の取組状況

課題と今後の改善方策

参照資料

3-9-1 教育目的・
目 標に 沿った 教
育 課程 を編成 し
ているか

①教育課程を編成する体制
は、規定などで明確にして
いるか
②議事録を作成するなど教
育課程の編成過程を明確に
しているか
③授業科目の開設におい
て、専門科目、一般科目を
適切に配分しているか
④授業科目の開設におい
て、必修科目、選択科目を
適切に配分しているか
⑤修了に係る授業時数、単
位数を明示しているか
⑥授業科目の目標に照ら
し、適切な教育内容を提供
しているか
⑦授業科目の目標に照ら
し、講義・演習・実習等、
適切な授業形態を選択して
いるか
⑧授業科目の目標に照ら
し、授業内容・授業方法を
工夫するなど学習指導は充
実しているか
⑨職業実践教育の視点で、
授業科目内容に応じ、講
義・演習・実習等を適切に
配分しているか

３

①規定化していないが、
カリキュラム編成委員会
を設置している。
②会議議事録は作成して
いる。

□学則などでカリキュラム編成委員の設置を明
確にする。

1 教育課程編成委員
会規定
2 学校関係者評価委
員会

３

４

４

４

４

□正式な会議記録の作成をし、編成過程を明確に
する。

③新カリキュラムにおい
ても専門、一般科目は適
切に配分している。
④新カリキュラムにおい
ても必修、選択科目は適
切に配分している。
⑤修了単位数を明示して
いる。
⑥適切な授業内容を提供
している。

３

⑦授業科目の目標に照ら
し合わせて講義が多い。

□適宜、演習を増やす工夫を続ける。

□学校として授業内容・授業方法の工夫に取り組

４

⑧各教員による工夫を行
い、教科でも取り組んで
いる。

⑨講義に比べ実習、演習
が少ない。

□実習演習を増やすべく、引き続き連携する企業
を開拓している。

３

１７

むため、2018 年度より学内において模擬授業や
実践報告という形での講師研修を年 1 回実施し
ている。

3-9 （2/3）
小項目
3-9-1 続き

3-9-2 教育課程に
ついて、外部の意
見 を反 映して い
るか

3-9-3 キャリア教
育 を実 施して い
るか

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

課題と今後の改善方策

⑩職業実践教育の視点で教
育内容・教育方法・教材等
工夫しているか
⑪単位制の学科において、
履修科目の登録について適
切な指導を行っているか
⑫授業科目について、授業
計画（シラバス・コマシラ
バス）を作成しているかを
⑬教育課程は定期的に見直
し改定を行っているか
①教育課程の編成及び改定
において、在校生・卒業生
の意見聴取や評価を行って
いるか
②教育課程の編成及び改定
において、関連する業界・
機関等の意見聴取や評価を
行っているか
③職業実践教育の効果につ
いて、卒業生・就職先等の
意見聴取や評価を行ってい
るか

３

⑩教育課程の改編を 2017
年度生から実施してい
る。
⑪適切な指導をしてい
る。

□連携する企業をさらに開拓し、職業実践教育の
内容充実を図る。

①キャリア教育の実施にあ
たって、意義・指導方法等
に関する方針を定めている
か
②キャリア教育を行うため
の教育内容・教育方法・教
材等について工夫している
か

４

４

⑫授業計画を作成してい
る。

□学期ごと、講師ごと、クラスごと、バラバラに
作成されていたシラバスの統合を行った。2020
年度からは学校ホームページで公開する。

３

⑬定期的ではないが改定
を行っている。

□今後は制度化し、定期的な見直し、改定を行っ
ていく。

３

①在校生等の意見聴取は
行った。

□東アジア言語学科は講師ごと、国際文化学科は
科目ごと毎学期学生による授業評価アンケート
を行っている。

３

②教育課程編成委員会に
おいて意見聴取を行って
いる。

３

③就職指導部を通じて卒
業生・就職先等の意見聴
取を一部行っている。

□就職指導部と連携して企業説明会参加企業へ
のアンケートを実施した。さらに、就職先への意
見聴取も徹底していきたい。また、今後は卒業生
の意見聴取も実施していきたい。

２

①キャリア教育の方針は
定めていない。

□キャリア教育の方針についてできるだけ早い
時期に文書化する。

２

②キャリア教育について
カリキュラム編成委員で
検討を始めた。

□文書化されたキャリア教育の方針に基づき具
体的な教育内容を決定する。

１８

参照資料
１シラバス
２授業時間割

3-9 （3/3）
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

課題と今後の改善方策

3-9-3 続き

③キャリア教育の効果につ
いて卒業生・就職先等の意
見聴取や評価を行っている
か

２

③就職先の意見聴取は行
っているが、卒業生の意
見聴取は行っていない。

□効率的に卒業生の意見聴取を行うシステムを
整備していく。

3-9-4 授業評価を
実施しているか

①授業評価を実施する体制
を整備しているか
②学生に対するアンケート
等の実施など、授業評価を
行っているか
③授業評価の実施におい
て、関連業界等との協力体
制はあるか
④教員にフィードバックす
る等、授業評価結果を授業
改善に活用しているか

４

①授業評価を行う体制を
作った。
②学生アンケートを実施
した。

□評価アンケートの結果を授業改善に役立てら
れるよう教員へのフィードバックと教員からの
フィードバックを行った。さらに、教科内で情報
共有のためのミーティングを実施した。今後も継
続していく。

４

2

４

参照資料

③関連業界による授業評
価は実施していない。

□関連業界による授業評価は実施していないが、

④教科ごとのフィードバ
ックを行った

学校関係者評価委員と教育課程編成委員による
授業見学会を年 1 回実施しており、その際に意見
聴取を行っている。

中項目総括

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

今後ともキャリア教育の整備、充実を図っていきたい。
就職指導部と連携して企業説明会参加企業へのアンケートを実施した。さらに、
就職先への意見聴取を徹底していきたい。また、今後は卒業生の意見聴取も実施
していきたい。
評価アンケートの結果を授業改善に役立てられるよう教員へのフィードバックと
教員からのフィードバックを行った。さらに、教科内で情報共有のためのミーテ
ィングを実施した。今後も継続していく。
最終更新日付

１９

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

山内 美里

3-10 （1/1）

3-10 成績評価・単位認定等
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

3-10-1
成 績 評
価・修了認定基準
を明確化し、適切
に運用している
か

①成績評価の基準について、
学則等に規定するなど明確
にし、かつ、学生等に明示し
ているか

４

②成績評価の基準を適切に
運用するため、会議等を開く
など客観性・統一性の確保に
取組んでいるか
③入学前の履修、他の教育機
関の履修の認定について、学
則等に規定し、適切に運用し
ているか
①在校生のコンテスト参加
における受賞状況、研究業績
等を把握しているか

４

①成績評価基準は学則に
規定している。また、オ
リエンテーション、
Student Handbook にて
明示している
②担任会議において成績
評価の統一性を確保して
きた。

3-10-2 作 品 及 び
技術等の発表に
おける成果を把
握しているか

課題と今後の改善方策

参照資料
１成績評価基準

□客観性・統一性をさらに高めるため、教科ごと
評価項目をシラバスに明記した。割合について
も、全ての科目で明記していきたい。

③本校に該当せず

４

①学生の課外活動につ
ても把握している。

中項目総括

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

成績評価について、客観性・統一性をさらに高めるため、教科ごと評価項目をシ
ラバスに明記した。割合についても、全ての科目で明記していきたい。

コンテスト参加や受賞状況などをホームページに掲載している。

最終更新日付

２０

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

山内 美里

3-11 （1/1）

3-11

資格・免許取得の指導体制
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

課題と今後の改善方策

3-11-1 目 標 と す
る資格・免許は、
教育課程上で、明
確に位置づけて
いるか

① 取得 目標 とし てい る資
格・免許の内容・取得の意
義について明確にしている
か
①資格・免許の取得に関連
する授業科目、特別講座の
開設等について明確にして
いるか

３

①目標とする資格免許を
明確にしている。

□目標とする資格免許を明確にし、担当講師への
周知はなされている。今後はその科目以外の全講
師への周知、徹底を図っていく。

４

②明確にして、学生にも
周知徹底している。

3-11-2 資格・免許 ①資格・免許の取得につい
取得の指導体制 て、指導体制を整備してい
るか
はあるか

４

②不合格者及び卒業後の指
導体制を整備しているか

３

① 試験前の対策授業な
ど指導体制を作ってい
る。
と
② 常勤講師、就職部で対
応している。

中項目総括

参照資料

□ 教科ごと今後も必要に応じ指導体制を強化し
ていく。

□今後さらにきめ細かい指導体制を整える。

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

指導体制が整いつつあるので、今後はさらなる充実を図っていく。

最終更新日付

２１

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

山内 美里

3-12 （1/2）

3-12 教員・教員組織
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

3-12-1 資格・要件
を備えた教員を
確保しているか

①授業科目を担当するため、
教員に求める能力・資質等を
明確にしているか
②授業科目を担当するため、
教員に求める必要な資格等
を明示し、確認しているか
③教員の知識・技術・技能レ
ベルは、関連業界等のレベル
に適合しているか
④教員採用等人材確保にお
いて、関連業界等と連携して
いるか
⑤教員の採用計画・配置計画
を定めているか
⑥専任・兼任（非常勤）、年
齢構成、男女比など教員構成
を明示しているか
⑦教員の募集、採用手続、昇
格措置等について規程等で
明確に定めているか
⑧教員一人当たりの授業時
数、学生数等を把握している
か

３

① 授業担当能力・資格を

課題と今後の改善方策

文書化している。
４

②教員に求める資格等
は、確認している。

４

③教員の知識等を関連業
界等のレベルと適合して
いる。
④教員採用に当たり、関
連業界にも案内してい
る。
⑤教員の採用・配置計画
は定めていない。
⑥教員の構成を明示して
いる。
⑦教員の募集採用手続き
については内規として規
定しているが、明確にし
ていない。
⑧講師担当表などを作成
し、授業時間数、学生数
などを把握している。

３

３
４

３

４

２２

□今後は長期的視野に立ち、配置計画を定める。

□法人本部と連携し、募集採用手続きについては
担当者を定め、整備しつつある。

参照資料

3-12 （2/2）
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

課題と今後の改善方策

3-12-2 教 員 の 資
質向上への取組
みを行っている
か

①教員の専門性、教授力を把
握・評価しているか
②教員の資質向上のための
研修計画を定め、適切に運用
しているか
③関連業界等との連携によ
る教員の研修・研究に取組ん
でいるか
④教員の研究活動・自己啓発
への支援など教員のキャリ
ア開発を支援しているか
①分野毎に必要な教員体制
を整備しているか
②教員組織における業務分
担・責任体制は、規程等で明
確に定めているか
③学科毎に授業科目担当教
員間で連携・協力体制を構築
しているか
④授業内容・教育方法の改善
に関する組織的な取組があ
るか
⑤専任・兼任（非常勤）教員
間の連携・協力体制を構築し
ているか

３

①採用時に教員の能力等
は、把握している。
②長期的な研修計画は定
めていない。

□現在は教員評価制度がないため、今後教員評価
システムを導入していく。
□短期的な研修と併せて、長期的な研修計画を定
める。

２

③関係業界との連携によ
る研修は十分ではない。

□関連業界と連携し、教員の研修研究を充実させ
る。

２

④教員のキャリア開発へ
の支援がやや不足してい
る。

□学外研修参加を奨励しているが、参加状況は十
分とは言えない。

４

①分野ごとに教員体制を
整備している。
②業務分担・責任体制は
規程化されていない。

□各分野の担当者の判断で学期に 1～2 度程度の
ミーティングを行っている。今後は定期的な研修
会や打ち合わせを実施する。
□業務分担・責任体制について大まかな規定を定
めることから始める。

3-12-3 教 員 の 組
織体制を整備し
ているか

３

２

４

③教員間の連携・協力体
制はある。

３

④授業内容・教育方法の
評価について組織的な取
り組みはしていない。
⑤専任・兼任教員間の連
携・協力体制はある。

４

中項目総括

参照資料

□教員の資質向上を図るための学内研修制度を
整え、授業内容・教育方法の改善や評価に組織的
に取り組んでいきたい。

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

教員募集・採用手続き等の規定を法人本部と連携し整備している。
学外研修参加を奨励しているが、参加状況は十分とは言えない。
教員組織における業務分担・責任体制について大まかな規定から着手する。

最終更新日付

２３

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

山内 美里

基準４ 学修成果
総括と課題

今後の改善方策

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

就職率

就職率

学生一覧を作成して就職活動の状況を把握し、内定ま
でをフォローしている。

□留学生については、ビザ取得までが就職活動であり、
企業開拓からビザ取得のフォローまでよりきめ細かく
行っている。就職担当のみならず、教職員全体が協力
し、情報共有を行い、支援体制を強化していく。

資格・免許の取得率

資格・免許の取得率

資格、検定合格率向上のための対策授業等を行ってい
る。

□現在以上の合格率確保のために次年度も引き続きき
め細かな対策授業を行っていく。

卒業生の社会的評価

卒業生の社会的評価

現在は、新卒の学生および採用企業への訪問を中心に
行っている。

□就職後 3 年の卒業生および企業訪問などを通して卒
業後の実態を把握するよう努めていく。

最終更新日付

２４

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

熊井 美貴

4-13 （1/1）

4-13 就職率
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

課題と今後の改善方策

4-13-1 就 職 率の
向上が図られて
いるか

①就職率に関する目標設定
はあるか
②学生の就職活動を把握し
ているか
③専門分野と関連する業界
等への就職状況を把握して
いるか
④関連する企業等と共催で
「就職セミナー」を行うな
ど、就職に関し関連業界等
と連携しているか
⑤就職率等のデータについ
て適切に管理しているか

４

①前年を振り返り毎年設
定している。
②一覧を作成し全て把握
している。
③把握している。

□当校は留学生の就職ケアを日本人学生と同
様に行っている。留学生については内定、即採
用とはならず、その後、毎年 12 月以降より在
留資格（ビザ）変更手続きをしなければならず、
卒業までにビザの結果が出ない場合が多い。

４
４

４

④学校及び企業と連携し □学生への就職機会をより増やすべく、より積
た独自の「就職セミナー」 極的な企業開発は継続的に行っていく。
を開催している。

４

⑤定期的にメンテナンス
し管理している。

中項目総括

参照資料

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

学生一覧を作成して就職活動の状況を把握し、内定までをフォローしている。留
学生については、ビザ取得までが就職活動であり、今年度以上に企業開拓からビ
ザ取得のフォローまでよりきめ細かく行っていく。就職担当のみならず、教職員
全体が協力し、情報を共有し、支援体制を強化している。

最終更新日付

２５

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

熊井 美貴

4-14 （1/1）

4-14 資格・免許の取得率
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

課題と今後の改善方策

4-14-1 資格・免許
の取得率の向上
が図られている
か

①資格・免許取得率に関す
る目標設定はあるか
②特別講座、セミナーの開
講等授業を補完する学習支
援の取組はあるか
③合格実績、合格率、全国
水準との比較など行ってい
るか
④指導方法と合格実績との
関連性を確認し、指導方法

４

①各資格、検定ごとに目
標設定をしている。
②資格、検定対策のため
に特別授業などを定期的
に行っている。
③合格実績、合格率を出
している。
④合格実績にもとづき指
導方法の改善や特別授業
の設定を行っている。

□資格、検定取得に関する目標設定を行い、検
定合格率向上のための対策授業等の設定を行
っている。
□合格率向上のためのよりきめ細かな対策授
業の設定を継続して行っていく。

４

４

４

参照資料

の改善を行っているか

中項目総括

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

資格、検定合格率向上のための対策授業等を行っているが、現在以上の合格率確
保のために引き続ききめ細かな対策授業を行っていく。

最終更新日付

２６

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

熊井 美貴

4-15 （1/1）

4-15 卒業生の社会的評価
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

課題と今後の改善方策

4-15-1 卒業生の社
会的評価を把握し
ているか

①卒業生の就職先の企
業・施設・機関等を訪問す
るなどして卒後の実態を
調査等で把握しているか
②卒業生のコンテスト参
加における受賞状況、研究
業績等を把握しているか

４

①卒業生の就職先の訪
問することで卒業生お
よび採用担当者よりの
ヒアリングを行ってい
る。
②卒業生の研究実績や
仕事上の業績などを把
握するよう努めている。

□現在は、新卒の学生および採用企業への訪問
を中心に行っているが、就職後 3 年の卒業生お
よび企業訪問などを通して卒業後の実態を把
握するよう努めていきたい。

４

中項目総括

参照資料

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

現在は、新卒の学生および採用企業への訪問を中心に行っているが、今後は就職
後 3 年の卒業生および企業訪問などを通して卒業後の実態を把握するよう努めて
いきたい。

最終更新日付

２７

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

熊井 美貴

基準５ 学生支援
総括と課題
就職等進路

今後の改善方策

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

就職等進路

就職指導担当者の交代に伴い、事務部と教務部の連携 □就職指導の専門家による指導を取り入れ、キャリア
を強化し、担当者だけではなく教職員全員が協力して、 アップクラスでの指導内容や年間計画の再構成を行っ
進路に関する支援を行う体制を 2019 年度中に整備し った。
た。

中途退学への対応
中途退学への対応
担任会議などで学生の状況については常に情報共有す
ることにより中途退学低減の努力をしている。

□学生へのメンタルケアの重要性を感じており、引き
続き教職員へのカウンセラー資格取得を勧めていく。

学生相談
学生相談
留学生の生活状況を含め在籍管理などの生活指導は全
校をあげて取組んでいる。

□留学生の就職、進学については在留資格（ビザ）と
の関連性が深く、今後も教職員には法令遵守など独自
の対応が必要であり担任会議などできめ細かな情報共
有に努めている。昨年度より学生相談カードの明確な
管理を行っている。

学生生活
奨学金等の経済的支援制度は、整備されているが潤沢
に予算が作れないのが現状である。日本学生支援機構
奨学金の新制度への対応の準備を行っている。

学生生活
□日本学生支援機構奨学金の新制度への対応も遅れて
いるので、2021 年度生から導入できるように準備を進
めている。

保護者との連携
現状大きな問題は発生していない。

保護者との連携

卒業生・社会人

□より緊密な連携体制を中長期計画の中で整備してい
く。

留学生を中心に任意の強固なネットワークを保持して
おり学校公式 SNS を媒介として積極的に利用しても
らっている。

卒業生・社会人
□定期的に就職者を中心とした同窓会を実施したい。
最終更新付

２８

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

熊井 美貴

5-16 （1/1）

5-16 就職等進路
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

課題と今後の改善方策

5-16-1 就 職 等進
路に関する支援
組織体制を整備
しているか

①就職など進路に関する支
援のための組織体制を整備
しているか
②担任教員と就職部門の連
携など学内における連携体
制を整備しているか
③学生の就職活動の状況を
学内で共有しているか
④関連する業界等と就職に
関する連携体制を構築して
いるか
⑤就職説明会等を開催して
いるか
⑥履歴書の書き方、面接の
受け方など具体的な就職指
導に関するセミナー・講座
を開講しているか
⑦就職に関する個別の相談
に適切に応じているか

４

①進路に関する支援のた
めの組織体制を整備して
いる。

□就職指導担当者の交代に伴い、事務部と教務
部の連携を強化し、担当者だけではなく教職員
全員が協力して、進路に関する支援を行う体制
を整備した。

４

４
４

４

４

②就職指導室、教務部、事
務部が連携できる仕組み
を整備している。
③担任会議などで情報を
共有している。
④就職実績企業などの情
報をできるだけ把握する
よう努めている。
⑤当校独自の就職説明会
を開催している。
⑥学内ではキャリアアッ
プクラスを開講、学外講座
の紹介も積極的に行って
いる。

参照資料

□就職指導の専門家による指導を取り入れ、キ
ャリアアップクラスでの指導内容や年間計画
の再構成を行った。

４
⑦できるだけきめ細かに
相談には応じている。

中項目総括

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

就職指導担当者の交代に伴い、事務部と教務部の連携を強化し、担当者だけでは
なく教職員全員が協力して、進路に関する支援を行う体制を整備した。
就職指導の専門家による指導を取り入れ、キャリアアップクラスでの指導内容や
年間計画の再構成を行った。2019 年度の実績を踏まえ、2020 年度はさらに本校
の実情に合わせて改善していく。
最終更新日付

２９

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

熊井 美貴

5-17 （1/1）

5-17 中途退学への対応
小項目

チェック項目

評定

5-17-1 退 学 率の
低減が図られて
いるか

①中途退学の要因、傾向、
各学年における退学者数等
を把握しているか
②指導経過記録を適切に保
存しているか
③中途退学の低減に向けた
学内における連携体制はあ
るか
④退学に結びつきやすい、
心理面、学習面での特別指
導体制はあるか

４

４
４

４

現状・具体的な取組等
①把握している
②担任、事務、校長との
面談を経て最終記録を保
管している。
③教務部、事務部が連携
し 早 期 対 策 に努 め てい
る。
④教職員にメンタルカウ
ンセラーの資格取得を勧
めている。

中項目総括

課題と今後の改善方策

参照資料

□担任会議などで学生の状況については常に
情報共有することにより、中途退学低減の努力
をしている。
□学生へのメンタルケアの重要性を感じてお
り、教職員へのカウンセラー資格取得を勧めて
いる。

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

担任会議などで学生の状況については常に情報共有することにより中途退学低減
の努力をしている。
学生へのメンタルケアの重要性を感じており、教職員へのカウンセラー資格取得
を勧めている。

最終更新日付

３０

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

熊井 美貴

5-18 （1/2）

5-18 学生相談
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

課題と今後の改善方策

5-18-1 学 生 相談
に関する体制を
整備しているか

①専任カウンセラーの配置
等相談に関する組織体制を
整備しているか
②相談室の設置など相談に
関する環境整備を行ってい
るか
③学生に対して、相談室の
利用に関する案内を行って
いるか
④相談記録を適切に保存し
ているか
⑤関連医療機関等との連携
はあるか
⑥卒業生からの相談につい
て、適切に対応しているか

４

①専任カウンセラーの配
置はないが、担任制をと
っており学生相談に応じ
や す い 環 境 を整 え てい
る。
②個別相談が行える部屋
を持っている。
③入学時のオリエンテー
ションなどで案内してい
る。
④相談記録を書庫に保管
している。
⑤いくつかの医療機関と
連携している。
⑥卒業生からの相談にも
対応している。

□担任制をとることで学生相談に応じやすい
環境を作ると同時に、担任会議等で問題につい
ての情報共有に努めている。
□学生相談シートのフォームを統一し運用す
ると同時に鍵のかかる書庫に保管している。

①留学生の相談等に対応す
る担当の教職員を配置して
いるか
②留学生に対して在籍管理
等生活指導を適切に行って
いるか
③留学生に対し、就職・進
学等卒業後の進路に関する
指導・支援を適切に行って
いるか
④留学生に関する指導記録
を適切に保存しているか

４

①留学生担当の職員を配
置している。

４

②留学生の在籍管理等生
活指導を行っている。

□留学生の生活状況を含め在籍管理などの生
活指導は全校をあげて取組んでいる。
□留学生の就職、進学については在留資格（ビ
ザ）との関連性が深く、教職員には法令遵守な
ど独自の対応が必要であり担任会議などで情
報共有に努めている。

４

③留学生に対する就職・
進学指導を行っている。

5-18-2 留 学 生に
対する相談体制
を整備している
か

４

３

４
４
４

４

④指導状況に応じて文書
化し保存している。

３１

参照資料

5-18 （2/2）
中項目総括

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

留学生の生活状況を含め在籍管理などの生活指導は全校をあげて取組んでいる。
留学生の就職、進学については在留資格（ビザ）との関連性が深く、教職員には
法令遵守など独自の対応が必要であり担任会議などで情報共有に努めている。
学生用相談シートの活用について整備され適切に保管されている。

最終更新日付

３２

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

熊井 美貴

5-19 （1/2）

5-19 学生生活
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

課題と今後の改善方策

5-19-1 学 生 の経
済的側面に対す
る支援体制を整
備しているか

①学校独自の奨学金制度を
整備しているか
②大規模災害発生時及び家
計急変時等に対応する支援
制度を整備しているか
③学費の減免、分割納付制
度を整備しているか
④公的支援制度も含めた経
済的支援制度に関する相談
に適切に対応しているか
⑤全ての経済的支援制度の
利用について学生・保護者
に十分情報提供しているか
⑥全ての経済的支援制度の
利用について実績を把握し
ているか

４

①入学前の特別奨学生制
度、入学後の「ことば奨
学金」を設けている。
②大規模災害発生時及び
家系急変時の支援制度を
設けている。
③学費の減免、分納制度
を整備している。
④公的支援制度を含め定
期的に案内や相談受付を
している。
⑤学生への案内は十分で
ある。
⑥利用実態を把握してい
る。

□学生への経済的支援制度は整備されている
が、留学生を受け入れている学校特性もありで
きるだけ多くの学生支援の必要性を感じてい
るが潤沢な予算が確保できず、少額のみの支援
に限定されているのが現状である。

①学校保健計画を定めてい
るか
②学校医を選任しているか
③保健室を整備し専門職員
を配置しているか
④定期健康診断を実施して
記録を保存しているか
⑤有所見者の再健診につい
て適切に対応しているか

４

① 保 健 計 画 を定 め てい
る。
②学校医を選任していな
い。
③ 保 健 室 は 整備 し てい
る。
④定期健康診断を実施し
て記録を保存している。
⑤再検診についても対応
している。

□保健室の整備、定期健康診断等、学生の健康
管理体制は整備されている。
□学校医の選任は行っていないが、学校法人の
理事の一人である医師に必要に応じて助言を
もらっている。
□保健室の専門職員の配置は行っていないが、
医療機関との連携、職員の同行などで適切に対
応できている。

5-19-2 学 生 の健
康管理を行う体
制を整備してい
るか

４

４
４
４

４

３
４
４
４

３３

□日本学生支援機構による新たな奨学金制度
に対応すべく、準備を進めている。

参照資料

5-19 （2/2）
小項目
5-19-2 続き

5-19-3 学 生 寮の
設置など生活環
境支援体制を整
備しているか

5-19-4 課 外 活動
に対する支援体
制を整備してい
るか

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

課題と今後の改善方策

⑥健康に関する啓発及び教
育を行っているか
⑦心身の健康相談に対応す
る専門職員を配置している
か
⑧近隣の医療機関との連携
はあるか

４

⑥入学時オリエンテーシ
ョン等を通して行ってい
る。
⑦有資格職員を配置して
いる。
⑧症例別医療機関と連携

□健康に関する相談を気軽に行える環境と適
宜職員が病院に同行するなどの体制を整えて
いる。

①遠隔地から就学する学
生のための寮を整備して
いるか
②学生寮の管理体制、委
託業務、生活指導体制等
は明確になっているか
③学生寮の数、利用人員、
充足状況は、明確になっ
ているか
①クラブ活動等の団体の
活動状況を把握している
か
②大会への引率、補助金
の交付等具体的な支援を
行っているか
③大会成績など実績を把
握しているか

３

①学校法人グループとし
て保有している。

３

②グループ校に専任職員
を配置している。

３

③明確になっている。

□寮は原則、グループ校の日本語学校の学生に
優先的に利用してもらっているので、当校の入
寮者は少ない。しかしながら当校の学生を安い
家賃で入居できるアパートや不動産会社と連
携しできるだけ学生に負担のかからないよう
にしている。
□今後学生数が増加すれば、独自寮の設置も検
討したい。

４

①専任の担当職員を配置
し把握している。
②引率、補助金含め積極
的に行っている。
③全て把握している。

４
４

４

参照資料

□現在設置されているクラブ活動数の範囲で
は十分支援できる体制がある。
□今後、学生の要望でクラブ数が増加すれば担
当職員数問題になるので対応に限界がある可
能性も想定できる。

４

中項目総括

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

奨学金等の経済的支援制度は、整備されているが潤沢に予算が作れないのが現状
である。日本学生支援機構奨学金の新制度への対応も遅れているので、2021 年度
生から導入できるよう準備を進めている。学生の健康管理体制、寮、アパート、
クラブ活動については現状規模では大きな問題はない。

最終更新日付

３４

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

熊井 美貴

5-20 （1/1）

5-20 保護者との連携
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

課題と今後の改善方策

5-20-1 保 護 者 と
の連携体制を構
築しているか

①保護者会の開催等、学校
の教育活動に関する情報提
供を適切に行っているか
②個人面談等の機会を保護
者に提供し、面談記録を適
切に保存しているか
③学力不足、心理面等の問
題解決にあたって、保護者
と適切に連携しているか
④緊急時の連絡体制を確保
しているか

３

① 進 級 時 の保 護 者面 談
等を行っている。定期的
に 学 校 活 動を 報 告す る
広報誌を送付している。
②保管している。
③ 問 題 が 大き く なる 前
に 保 護 者 と連 携 し対 策
を取っている。
④ 連 絡 体 制を 確 保し て
いる。

□現状特に大きな問題は発生していない。
□留学生を受け入れている学校として海外の
保護者への情報提供や連携が難しく課題とな
っているが、問題時に連絡を取ることぐらいし
か対応策が見いだせていない。

３

４

４

中項目総括

参照資料

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

現状大きな問題は発生していないが、留学生の保護者への情報提供や連携につい
ては最適な解決策が見いだせていない。

最終更新日付

３５

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

熊井 美貴

5-21 （1/2）

5-21 卒業生・社会人
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

課題と今後の改善方策

5-21-1 卒 業 生へ
の支援体制を整
備しているか

①同窓会を組織し、活動状
況を把握しているか
②再就職、キャリアアップ
等について卒後の相談に適
切に対応しているか
③卒業後のキャリアアップ
のための講座等を開講して
いるか
④卒業後の研究活動に対す
る支援を行っているか

４

①同窓会委員を組織し同
窓会を開催している。
②卒業後も在校生同様に
対応している。
③卒業後の就職対応クラ
スを開講している
④申し出があった際に対
応している。

□留学生を中心に強固なネットワークをもっ
ており学校の公式 SNS 等を活用し活動状況を
把握している。また、2016 年度より同窓会を
組織し同窓会パーティを実施した。今後は定期
的に開催していきたい。

5-21-2 産 学 連携
による卒業後の
再教育プログラ
ムの開発・実施に
取組んでいるか

①関連業界・職能団体等と
再教育プログラムについて
共同開発等を行っているか
②学会・研究会活動におい
て、関連業界等と連携・協
力を行っているか

２

①再教育プログラムの共
同開発は行っていない。
②学会・研究活動につい
て特に関連業界と連携は
していない。

□卒業後の再就職支援を学校独自で行ってい
るが、職能団体との再教育プログラムの開発な
どは行っていない。
□中長期計画の中で今後の開発の必要性につ
いて判断する。

5-21-3 社 会 人の
ニーズを踏まえ
た教育環境を整
備しているか

①社会人経験者の入学に際
し、入学前の履修に関する
取扱いを学則等に定め、適
切に認定しているか
②社会人学生に配慮し、長
期履修制度等を導入してい
るか
③図書室、実習室等の利用
において、社会人学生に対
し配慮しているか
④社会人学生等に対し、就
職等進路相談において個別
相談を実施しているか

２

①社会人経験者の受入は
積極的に行っているが、
特別な履修制度は設けて
いない。
②長期履修制度は導入し
ていない。

□特に社会人経験者向けに特別な履修制度は
設けていないが、必須科目は原則午前中に集中
させており、業種によっては就業を継続しなが
ら学習できるよう配慮している。
□引き続き、社会人学生の入学制度、履修制度
の整備を行っていきたい。

４

４

３

２

２

３

４

③社会人学生、一般学生
と も 同 条 件 で利 用 でき
る。
④一般学生同様個別相談
に応じている。

３６

参照資料

5-21 （2/2）
中項目総括

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

同窓会の設立は当校の課題ではあるが、留学生を中心に任意の強固なネットワー
クを保持しており学校公式 SNS を媒介として積極的に利用してもらっている。
2016 年度に同窓会委員を組織し同窓会を行った。今後定期的な開催が望まれる。
引き続き、社会人学生の入学制度、履修制度の整備を行っていきたい。

最終更新日付

３７

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

熊井 美貴

基準６ 教育環境
総括と課題

今後の改善方策

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

施設・設備等

施設・設備等

現状の施設は、設置基準・関係法令を満たす施設であ
るが、バリアフリー対策が未整備である。
図書室については、2018 年度改装を行い、マルチリ
ンガル図書室として整備し、充実を図った。
インターネットの 通信状況などに問題が発生する

□バリアフリー対策が未整備であり、中長期計画の中
で整備していく。
図書室が整備され、多言語の多読用の本も充実させ
たので、ネイティブスピーカーによる読み聞かせなど
を行うことで、周知させ有効活用している。また、更
なる図書の充実を図る。
通信状況などに問題が発生することがあるため、イ
ンターネット環境と講師用・学生用のパソコンの整備
を進め、オンライン授業にも十分対応できるようにす
る。

ことがあり、オンライン授業に対応するには十分で
はない。

学外実習、インターンシップ等

学外実習、インターンシップ等

学外実習、インターンシップ、海外研修は積極的に実
施しているが、十分とは言えない。
「インターンシップ履修に関する規定」を整備した。
インターンシップ、研修期間中に関わらず学生の安全
及び研修先での損害賠償に対応するために「学生 24
時間共済」に全員加入することとした。
学外実習等について、意義や教育課程上の位置づけ
等について実施要綱・マニュアルは整備されていない。

□インターンシップの内容については、満足度も教育
効果も高くなるよう、就職指導の専門家と連携し、受
け入れ先を増やし、適切なガイダンスやフィードバッ
クを行った。今後、さらなる充実を図っていく。

防災・安全管理

防災・安全管理

防災体制については定期的、計画的に行われており現
状大きな課題はない。

□防災訓練については、あらゆる防災に対応できるよ
う毎年見直しを行うようにする。

最終更新日付

３８

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

袴田 靖子

6-22 （1/2）

6-22 施設・設備等
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

課題と今後の改善方策

6-22-1 教 育 上 の
必要性に十分対
応した施設・設
備・教育用具等を
整備しているか

①施設・設備・機器類等は設
置基準、関係法令に適合し、
かつ、充実しているか
②図書室、実習室など、学生
の学習支援のための施設を
整備しているか
③図書室の図書は専門分野
に応じ充実しているか
④学生の休憩・食事のための
スペースを確保しているか
⑤施設・設備のバリアフリー
化に取組んでいるか
⑥手洗い設備など学校施設
内の衛生管理を徹底してい
るか
⑦卒業生に施設・設備を提供
しているか
⑧施設・設備等の日常点検、
定期点検、補修等について適
切に対応しているか
⑨施設・設備等の改築・改
修・更新計画を定め、適切に
執行しているか

４

①設置基準、関係法令を満た
す施設・設備等を設置してい
る。
②学習支援のための施設は
整備されている。
③図書室は、マルチリンガ

□教育上の施設については現状大きな課題はな
いが、バリアフリー対策については長期計画の
中で整備する。
□図書室が整備され、多言語の多読用の本も充
実させたので、ネイティブスピーカーによる読
み聞かせなどを行うことで、周知させ有効活用
している。また、更なる図書の充実を図る。
□通信状況などに問題が発生することがあるた
め、インターネット環境と講師用・学生用のパ
ソコンの整備を進め、オンライン授業にも十分
対応できるようにする。

４

４

３
２
４

４
４

４

ル図書室として整備し、充
実を図った。
④休憩・食事のためのスペー
スは確保されているが、より
快適なスペースが必要であ
る。
⑤バリアフリー対策は未整
備である。
⑥定期的な清掃を行い、衛生
管理を行っている。
⑦卒業生の施設利用に制限
はない。
⑧日常点検は行われ、必要に
応じで迅速に補修を行って
いる。
⑨中長期計画の中で、改築・
改修を行っている。

３９

参照資料

6-22 （2/2）
中項目総括

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

現状の施設は、設置基準・関係法令を満たす施設であるが、バリアフリー対策が
未整備であり、長期計画の中で整備していく。
図書室が整備され、多言語の多読用の本も充実させたので、ネイティブスピーカ
ーによる読み聞かせなどを行うことで、周知させ有効活用している。また、更な
る図書の充実を図る。
通信状況などに問題が発生することがあるため、インターネット環境と講師用・
学生用のパソコンの整備を進め、オンライン授業にも十分対応できるようにする。
最終更新日付

４０

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

袴田 靖子

6-23 （1/2）

6-23 学外実習、インターンシップ等
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

課題と今後の改善方策

6-23-1 学外実習、
インターンシッ
プ、海外研修等の
実施体制を整備
しているか

①学外実習等について、意
義や教育課程上の位置づけ
を明確にしているか
②学外実習等について、実
施要綱・マニュアルを整備
し、適切に運用しているか
③関連業界等との連携によ
る企業研修等を実施してい
るか
④学外実習について、成績
評価基準を明確にしている
か
⑤学外実習等について実習
機関の指導者との連絡・協
議の機会を確保しているか
⑥学外実習等の教育効果に
ついて確認しているか
⑦学校行事の運営等に学生
を積極的に参画させている
か
⑧卒業生・保護者・関連業
界等、また、学生の就職先
に行事の案内をしているか

３

①明確にし、実施要綱等
整備した。
② 実 施 要 綱 等を 整 備し
た。
③企業研修等を実施して
いる。
④実施要綱等への記載な
ど整備した。

□インターンシップ、研修期間中に関わらず学
生の安全及び研修先での損害賠償に対応する
ために「学生 24 時間共済」に全員加入するこ
ととした。
□インターンシップの内容については、満足度
も教育効果も高くなるよう、就職指導の専門家
と連携し、受け入れ先を増やし、適切なガイダ
ンスやフィードバックを行った。今後さらなる
充実を図っていく。

３

３

３
⑤連絡・協議の機会を確
保している。
４

４
４

４

⑥確認している。
⑦学生が運営に主体的に
参加できるよう配慮して
いる。
⑧広報誌等を活用し積極
的に案内している。

４１

参照資料

6-23 （2/2）
中項目総括

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

学外実習、インターンシップ、海外研修は積極的に実施している。
インターンシップ、研修期間中に関わらず学生の安全及び研修先での損害賠償に
対応するために「学生 24 時間共済」に全員加入することとした。
インターンシップの内容については、満足度も教育効果も高くなるよう、就職指
導の専門家と連携し、受け入れ先を増やし、適切なガイダンスやフィードバック
を行った。今後さらなる充実を図っていく。

最終更新日付

４２

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

袴田 靖子

6-24 （1/2）

6-24 防災・安全管理
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

課題と今後の改善方策

参照資料

6-24-1 防 災 に対
する組織体制を
整備し、適切に運
用しているか

①学校防災に関する計画、
消防計画や災害発生時にお
ける具体的行動のマニュア
ルを整備しているか
②施設・建物・設備の耐震
化に対応しているか
③防災・消防施設・設備の
整備及び保守点検は法令に
基づき行い、改善が必要な
場合は適切に対応している
か
④防災（消防）訓練を定期
的に実施し、記録を保存し
ているか
⑤備品の固定等転倒防止な
ど安全管理を徹底している
か
⑥ 学生 、教 職員 に防 災教
育・研修を行っているか
①学校安全計画を策定して
いるか
②学生の生命と学校財産を
加害者から守るための防犯
体制を整備し、適切に運用
しているか
③授業中に発生した事故等
に関する対応マニュアルを
作成し、適切に運用してい
るか

４

①学校防災計画、行動マニ
ュアルを整備している。

□防災体制については定期的、計画的に行わ
れており現状大きな課題はない。

□学校防災計画
□防災行動マニュアル
□防災訓練

４

②耐震化に対応している。

４

③対応している。

４

④定期的に実施され記録
を保存している。

３

⑤安全管理を行っている
が常時見直しが必要。

４

⑥定期的に行っている。

４

①策定している。

４

②セキュリティ会社と連
携し適切に運用されてい
る。

３

③安全計画にもとづき迅
速に対応している。

6-24-2 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

□安全管理体制については、現在大きな課題
はない。

４３

6-24 （2/2）
小項目
6-24-2 続き

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

④薬品等の危険物の管理に
おいて、定期的にチェック
を行うなど適切に対応して
いるか
⑤担当教員の明確化など学
外実習等の安全管理体制を
整備しているか

４

④適切に対応している。

４

⑤担当教員を明確化し整
備している。

中項目総括

課題と今後の改善方策

参照資料

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

防災体制については定期的、計画的に行われており現状大きな課題はない。
防災訓練については、あらゆる防災に対応できるよう毎年見直しを行うようにす
る。

最終更新日付

４４

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

袴田 靖子

基準７ 学生の募集と受入れ
総括と課題

今後の改善方策

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

学生募集活動

学生募集活動

募集時期、募集活動は専修学校団体の自主規制に即し
て適切に行われている。
学校案内を含め学生募集ツールは、よりわかりやすく
特徴を伝えるために募集対象者に応じて複数作成され
る必要性を感じている。

□学校規模の広報予算から、制作物については限定せ
ざるを得ない。中長期計画の中で見直しを図っていく。

入学選考

入学選考

入学選考基準は明確化されており、公平性が保たれる
よう教務部、事務部が連携し合否判定体制を整備し、
入学選考基準、方法の文書化を行った。

□入学選考基準、方法は、文書化したが、年度による
変動があるため、詳細には規定していない。

学納金
同種類・規模校の水準を把握しできるだけ学生に負担
をかけない学納金の設定を行っている。

学納金
□現状大きな課題はない。

最終更新日付

４５

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

熊井 美貴

7-25 （1/2）

7-25 学生募集活動
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

課題と今後の改善方策

7-25-1 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

①高等学校等における進学
説明会に参加し教育活動等
の情報提供を行っているか
②高等学校等の教職員に対
する入学説明会を実施して
いるか
③ 教員 又は 保護 者向 けの
「学校案内」等を作成して
いるか

４

①高等学校の進学説明会
に参加し教育活動等の情
報提供を行っている。
②要望のある高校等の教
職員に対し、入学説明会
を実施している。
③専用の印刷物はないが
適宜、資料を作成してい
る。

□高等学校等で行う進学説明会には積極的に参
加しており、情報提供にも努めている。
□高等学校での説明会は現在、静岡県内と一部県
外に限定されており、中期計画の中で県外での募
集活動を積極的に行う。

①入学時期に照らし、適切
な時期に願書の受付を開始
しているか
②専修学校団体が行う自主
規制に即した募集活動を行
っているか
③志願者等からの入学相談
に適切に対応しているか
④学校案内等において、特
徴ある教育活動、学修成果
等について正確に、分かり
やすく紹介しているか
⑤広報活動・学生募集活動
において、情報管理等のチ
ェック体制を整備している
か

４

①専修学校団体が定める
適切な募集時期に願書受
付を開始している。
②自主規制に則した募集
活動を行っている。
③志願者からの入学相談
には電話、メール、SNS
や来校時に適切に対応し
ている。
④学校案内やホームペー
ジを通して分かりやすい
情報提供に努めている。
⑤入学対象者の個人情報
については 1 台の PC 限
定されたソフトでのみ閲
覧できるようなどのセキ
ュリティ対策を行ってい
る。

□募集時期、募集活動は専修学校団体の自主規制
に即して適切に行われている。
□学校案内を含め学生募集ツールはよりわかり
やすく特徴を伝えるために募集対象者に応じて
複数作成される必要性を感じているが、学校規模
の広報予算から、制作物については限定せざるを
得ない。中長期計画の中で見直しを図っていく。

7-25-2 学 生 募集
を適切かつ効果
的に行っている
か

３

３

４

４
４

４

４６

参照資料

7-25 （2/2）
小項目
7-25-2 続き

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

⑥体験入学、オープンキャ
ン パ スな どの 実施 にお い
て、多くの参加機会の提供
や実施内容の工夫など行っ
ているか
⑦志望者の状況に応じて多
様な試験・選考方法を取入
れているか

４

⑥学校説明会の毎月の開
催、大型イベントなどの
実施を行っている。

４

⑦留学生、県外受験者の
ための試験・選考方法を
取り入れている。

中項目総括

課題と今後の改善方策

参照資料

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

募集時期、募集活動は専修学校団体の自主規制に即して適切に行われている。
学校案内を含め学生募集ツールは、よりわかりやすく特徴を伝えるために募集対
象者に応じて複数作成される必要性を感じているが、学校規模の広報予算から、
制作物については限定せざるを得ない。中長期計画の中で見直しを図っていく。

最終更新日付

４７

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

熊井 美貴

7-26 （1/2）

7-26 入学選考
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

課題と今後の改善方策

7-26-1 入 学 選考
基準を明確化し、
適切に運用して
いるか

①入学選考基準、方法は、
規程等で明確に定めている
か
②入学選考等は、規程等に
基づき適切に運用している
か
③入学選考の公平性を確保
するための合否判定体制を
整備しているか

４

①募集要項等を通して明
確に定めている。
②入学選考等は、規定に
もとづき適切に運用して
いる。
③教務部、事務部が連携
し公平な合否判定体制を
整備している。

□入学選考基準は明確化されており、公平性が
保たれるよう教務部、事務部が連携し合否判定
体制を整備している。
□入学選考基準、方法は、文書化したが、年度
による変動があるため、詳細には規定していな
い。

①学科毎の合格率・辞退率
などの現況を示すデータを
蓄積し、適切に管理してい
るか
②学科毎の入学者の傾向に
ついて把握し、授業方法の
検討など適切に対応してい
るか
③学科別応募者数・入学者
数の予測数値を算出してい
るか
④財務等の計画数値と応募
者数の予測値等との整合性
を図っているか

４

①学科コースごとの入学
専攻データは適切に管理
している。

□対象者への接触数と出願に至る予測数値が
見えるようになってきたが最適化されている
とは言えず、今後３年程度は、最適化までの摸
索期間が継続される。

４

②レベル別の授業を行う
など入学者の傾向に出来
るだけ対応している。

４

③募集計画を作成し目標
数値達成に向けて募集活
動 を 常 時 見 なお し てい
る。

7-26-2 入 学 選考
に関する実績を
把握し、授業改善
等に活用してい
るか

４

４

４

④入学予想者数と財務等
の計画数値の整合性に努
めている。

４８

参照資料

7-26 （2/2）
中項目総括

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

入学選考基準は明確化されており、公平性が保たれるよう教務部、事務部が連携
し合否判定体制を整備している。入学選考基準、方法は、文書化したが、年度に
よる変動があるため、詳細には規定していない。

最終更新日付

４９

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

熊井 美貴

7-27 （1/1）

7-27 学納金
小項目

チェック項目

評定

7-27-1 経 費 内容
に対応し、学納金
を算定している
か

①学納金の算定内容、決定
の過程を明確にしているか
②学納金の水準を把握して
いるか
③学納金等徴収する金額は
すべて明示しているか

４

①明確にしている。

４

②同種類・同規模校の水
準を把握している。

①文部科学省通知の趣旨に
基づき、入学辞退者に対す
る授業料の返還の取扱いに
対して、募集要項等に明示
し、適切に取扱っているか

４

7-27-2 入 学 辞退
者に対し、授業料
等について、適正
な取扱を行って
いるか

現状・具体的な取組等

課題と今後の改善方策

参照資料

□同種類・規模校の水準を把握し、できるだけ
学生に負担をかけない学納金の設定を行って
いる。

４
③全て募集要項に明示し
ている。
①入学辞退者等に対する
授業料の返還規程につい
て は 募 集 要 項等 で 明示
し、適切に運用している。

中項目総括

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

同種類・規模校の水準を把握しできるだけ学生に負担をかけない学納金の設定を
行っている。

最終更新日付

５０

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

熊井 美貴

基準８ 財 務
総括と課題

今後の改善方策

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

財務基盤

財務基盤

平成 29 年度に教室稼働と定員のバランスが最適化さ
れた。これに伴い収入と支出のバランスも最適な状態
となっている。課題とされていたキャッシュフローデ
ータの毎月の管理も実行されている。

□中・長期計画に沿った予算を策定するために基本金
組み入れ額などについても再検討をする。

予算・収支計画

予算・収支計画

予算策定及び執行管理は適切に行われているが、予算
規定の整備が遅れている。

□予算規定の整備を行う。

監査

監査

学校規模から鑑みて監査は適切に実施されている。

□外部監査については、中長期計画の中で整理してい
く。

財務情報の公開

財務情報の公開

財務情報についてはホームページに公開している。
財務公開規定は整備されていない。中期計画の中で整
備する。

□財務公開規定を整備する。

最終更新日付

５１

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

金子 くみ子

8-28 （1/2）

8-28 財務基盤
小項目

チェック項目

評定

8-28-1 学 校 及び
法人運営の中長
期的な財務基盤
は安定している
か

①応募者数・入学者数及び
定員充足率の推移を把握し
ているか
②収入と支出はバランスが
とれているか
③貸借対照表の翌年度繰越
収入超過額がマイナスにな
っている場合、それを解消
する計画を立てているか
④消費収支計算書の当年度
消費収支超過額がマイナス
となっている場合、その原
因を正確に把握しているか
⑤設備投資が過大になって
いないか
⑥負債は返還可能の範囲で
妥当な数値となっているか

４

①把握している。

４

② バ ラ ン ス が取 れ てい
る。

４

⑥負債は、返還可能で妥
当な数値である。

①最近 3 年間の収支状況
（消費収支・資金収支）に
よる財務分析を行っている
か
②最近 3 年間の財産目録・
貸借対照表の数値による財
務分析を行っているか

４

①分析は行われている

４

②分析は行われている。

8-28-2 学 校 及び
法人運営に係る
主要な財務数値
に関する財務分
析を行っている
か

現状・具体的な取組等

参照資料
決算書
予算書
中期事業計画書

４
③マイナスではない。

４

課題と今後の改善方策

④マイナスではない。

⑤特に過大投資はない。
４

５２

8-28 （2/2）
小項目
8-28-2 続き

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

③最近 3 年間の設置基準等
に定める負債関係の割合推
移データによる償還計画を
策定しているか
④キャッシュフローの状況
を示すデータはあるか
⑤教育研究費比率、人件費
比率の数値は適切な数値に
なっているか
⑥コスト管理を適切に行っ
ているか
⑦収支の状況について自己
評価しているか
⑧改善が必要な場合におい
て、今後の財務改善計画を
策定しているか

４

③負債等の償還計画を策
定している。

４

④月別のキャシュフロー
デ ー タ 管 理 を行 っ てい
る。

４

課題と今後の改善方策

参照資料

⑤適切である
４
４
４

⑥コスト管理は適切に行
っている。
⑦自己評価している。
⑧適宜策定している。

中項目総括

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

2017 年度にて教室稼働と定員数が最適化されたため、収入と支出のバランスも最
適化されている。またキャッシュフローデータの月別管理も 2017 年度より行っ
ている。

最終更新日付

５３

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

金子 くみ子

8-29 （1/1）

8-29 予算・収支計画
小項目

チェック項目

8-29-1 教 育 目標
との整合性を図
り、単年度予算、
中期計画を策定
しているか

①予算編成に際して、教育
目標、中期計画、事業計画
等と整合性を図っているか
②予算の編成過程及び決定
過程は明確になっているか

8-29-2 予 算 及び
計画に基づき、適
正に執行管理を
行っているか

①予算の執行計画を策定し
ているか
②予算と決算に大きな乖離
を生じていないか
③予算超過が見込まれる場
合、適切に補正措置を行っ
ているか
④予算規程、経理規程を整
備しているか
⑤予算執行にあたってチェ
ック体制を整備するなど誤
りのない適切な会計処理行
っているか

評定
４

４

現状・具体的な取組等

参照資料

①予算編成は事業計画、教
育目標に基づいて行われ
ているので整合性はとれ
ている。
②編成過程及び決定過程
は明確である。

４

①策定している。

４

②乖離はない。

４

③補正予算で対応してい
る。

３

④経理規定はあるが予算
規定は整備されていない。

４

課題と今後の改善方策

□予算規定の整備を行う

⑤適切な会計処理を行っ
ている。

中項目総括

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

予算策定については各部門での作成、幹部会、理事会の承認を得て策定している。
予算の執行管理については、稟議書等を通して執行管理を行っている。
編成・執行ともに適切に行われてきているが文書化された予算規定の整備が遅れ
ているので次年度への課題となっている。

最終更新日付

５４

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

金子 くみ子

8-30 （1/1）

8-30 監査
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

課題と今後の改善方策

8-30-1 私 立 学校
法及び寄附行為
に基づき、適切に
監査を実施して
いるか

①私立学校法及び寄附行為
に基づき、適切に監査を実
施しているか
②監査報告書を作成し理事
会等で報告しているか
③監事の監査に加えて、監
査法人による外部監査を実
施しているか
④監査時における改善意見
について記録し、適切に対
応しているか

４

①監事による監査は適切
に実施している。

□学校規模から鑑みて監査は適切に実施され
ている。外部監査については、中長期計画の中
で整理していく。

４

②監査報告書を作成し、
理 事 会 等 で 報告 し てい
る。
③外部監査は実施してい
ない。
④監査報告書に記載して
いる。

２

３

中項目総括

参照資料

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

学校規模から鑑みて監査は適切に実施されている。外部監査については、中長期
計画の中で整理していく。

最終更新日付

５５

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

金子 くみ子

8-31 （1/1）

8-31 財務情報の公開
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

課題と今後の改善方策

8-31-1 私 立 学校
法に基づく財務
公開体制を整備
し、適切に運用し
ているか

①財務公開規程を整備し、
適切に運用しているか
②公開が義務づけられてい
る財務帳票、事業報告書を
作成しているか
③財務公開の実績を記録し
ているか
④公開方法についてホーム
ページに掲載するなど積極
的な公開に取組んでいるか

２

①財務公開規定はまだ整
備されていない。
②財務帳票、事業報告書
を作成している。

□財務情報についてはホームページに公開し
ている。
□財務公開規定は整備されておらず、中期計画
の中で整備する。

４

４

③記録している。

４

④ホームページに公開し
ている。

中項目総括

参照資料

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

財務情報についてはホームページに公開している。
財務公開規定は整備されておらず、中期計画の中で整備する。

最終更新日付

５６

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

金子 くみ子

基準９ 法令等の遵守
総括と課題

今後の改善方策

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

関係法令、設置基準等の遵守

関係法令、設置基準等の遵守

2017 年度は法人での学校新設業務をかかえ静岡県へ
の認可申請に遅延が生じた。
セクシャルハラスメント、コンプライアンスに関する
整備を行っている。

□担当者の管理ではなく組織としての管理を行ってい
く。
□ハラスメントやコンプライアンスについての方針を
明らかにし、相談窓口を法人本部に設置し、教職員や
学生への周知を行った。しかし、対応マニュアルは未
整備のため、整備を行っている。

個人情報保護

個人情報保護

学生の個人情報については、パスワードの設定、SSL
の設定、学内サーバへのファイヤーウォールの設定な
どの対策を講じている。また出席簿や学生個表は鍵の
かかる書庫へ保管され適切な管理を行っている。しか
し、教職員への啓発活動が遅れている。

□学生や教職員への啓発活動を積極的に行う。

学校評価
自己評価、学校関係者評価は適切に組織化され学校
運営改善に寄与している。

学校評価

教育情報の公開

教育情報の公開

年度を通して必要な情報は学校案内やホームページで
公開し、適宜情報公開が必要なものについては、広報
誌や公式 SNS を通じて公開している。

□現状大きな問題はないが、ホームページは、しばら
く全体の更新が行われていないため、より効果的で魅
力的な内容にするため、見直しと整備を行う。

□現状運用に大きな問題はない。

最終更新日付

５７

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

袴田 靖子

9-32 （1/1）

9-32 関係法令、設置基準等の遵守
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

課題と今後の改善方策

9-32-1 法 令 や専
修学校設置基準
等を遵守し、適正
な学校運営を行
っているか

①関係法令及び設置基準等
に基づき、学校運営を行う
とともに、必要な諸届等適
切に行っているか
②学校運営に必要な規則・
規程等を整備し、適切に運
用しているか
③セクシュアルハラスメン
ト等ハラスメント防止のた
めの方針を明確化し、防止
のための対応マニュアルを
策定して適切に運用してい
るか
④教職員、学生に対し、コ
ンプライアンスに関する相
談受付窓口を設置している
か
⑤教職員、学生に対し、法
令遵守に関する研修・教育
を行っているか

３

①学校運営に関し、法令
順守の姿勢で運営し、諸
届等も規程通り作成報告
しているが昨年度遅延し
てしまった申請及び届出
があった。
②学校運営に関する規定
等も整備している。

□申請や届出を遅延なく行えるよう担当を決
めるだけでなく組織的な書類管理を行ってい
く。

４

３

参照資料

□セクシャルハラスメント、コンプライアンス
に関する相談窓口を法人本部に設置し、教職員
や学生への周知を行った。対応マニュアル作成
している。

③セクシュアルハラスメ
ントに関するマニュアル
は作成していない。
４

④コンプライアンスに関
する相談窓口は、設置し
た。

２

⑥教職員、学生に対し、
法令順守に関する教育、
研修は実施していない。

中項目総括

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

ハラスメントやコンプライアンスについての方針を明らかにし、相談窓口を法人
本部に設置し、教職員や学生への周知を行った。しかし、対応マニュアルは未整
備のため、整備を行っている。

最終更新日付

５８

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

袴田 靖子

9-33 （1/1）

9-33 個人情報保護
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

課題と今後の改善方策

9-33-1 学 校 が保
有する個人情報
保護に関する対
策を実施してい
るか

①個人情報保護に関する取
扱方針・規程を定め、適切
に運用しているか
②大量の個人データを蓄積
した電磁記録の取扱いに関
し、規程を定め、適切に運
用しているか
③学校が開設したサイトの
運用にあたって、情報漏え
い等の防止策を講じている
か
④学生・教職員に個人情報
管理に関する啓発及び教育
を実施しているか

４

①個人情報保護に関する
取扱い方針や規定は定め
られている。
②個人データの取り扱い
規程は定めていない。

□学生の個人情報については、学生名簿などへ
のパスワードの設定、ホームページからの資料
請求者への SSL の設定、学内サーバへのファ
イヤーウォールの設定など対策を講じている。

２

４

２

③サイトへの SSL、学内
サーバへの強固なファイ
ヤーウォールの設定など
情報漏洩等の防止策を講
じている。
④学生・教職員に対する
個人情報管理等の教育は
実施していない。

中項目総括

参照資料

□個人情報保護規程等の文書化については整
備されている。
□2016 年に学内サーバからの個人情報漏えい
対策としてファイヤーウォールからより強固
なセキュリティ対策を講じることができる
UTM（統合脅威管理）システムへ移行させた。
□H28 年に学生原簿や出席簿などは、鍵のかか
る書庫への保管することとした。

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

学生の個人情報については、学生名簿などへのパスワードの設定、ホームページ
からの資料請求者への SSL の設定、学内サーバへのファイヤーウォールの設定ナ
ド対策を講じている。
個人情報保護規程については文書化され整備されている。
より強固なセキュリティ対策から、UTM の導入を行った。

学生個人情報が含まれる文書はすべて鍵のかかる書庫に移動した。
最終更新日付

５９

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

袴田 靖子

9-34 （1/2）

9-34 学校評価
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

課題と今後の改善方策

9-34-1 自 己 評価
の実施体制を整
備し、評価を行っ
ているか

①実施に関し、学則及び規
程等を整備し実施している
か
②実施に係る組織体制を整
備し、毎年度定期的に全学
で取組んでいるか
③評価結果に基づき、学校
改善に取組んでいるか

４

①学則には規定し明記され
ている。
②実施にかかる組織体制を
整備し、毎年定期的に実施
している。
③重点項目を定め改善に取
組んでいる。

□毎年実施し、次年度の改善項目を抽出し改
善に取組んでいるので大きな課題はない。

9-34-2 自 己 評価
結果を公表して
いるか

④評価結果を報告書に取り
まとめているか
⑤評価結果をホームページ
に掲載するなど広く社会に
公表しているか

４

9-34-3 学 校 関係
者評価の実施体
制を整備し評価
を行っているか

⑥実施に関し、学則及び規
程等を整備し実施している
か
⑦実施に際して組織体制を
整備し、実施しているか
⑧設置課程・学科に関連業
界等から委員を適切に選任
しているか
⑨評価結果に基づく学校改
善に取組んでいるか

３

⑲評価結果を報告書に取り
まとめているか
⑪評価結果をホームページ
に掲載するなど広く社会に
公表しているか

４

9-34-4 学 校 関係
者評価結果を公
表しているか

４

４

４

４
４

４

４

④自己評価・学校関係者評
価の報告書を作成してい
る。
⑤自己評価報告書等はホー
ムページで公表している。
⑥学則には規定していない
が、規定等を整備して実施
している。
⑦組織体制を整備して実施
している。
⑧設立委員会に関連する業
界からの委員を選任してい
る。
⑨評価結果に基づき学校改
善に取組でいる。
⑩学校関係者評価報告書を
取りまとめている。
⑪評価結果は、ホームペー
ジに公表している。

６０
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9-34 （2/2）
中項目総括

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

自己評価、学校関係者評価は適切に組織化され学校運営改善に寄与しており現
状運用に大きな問題はない。

最終更新日付

６１

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

袴田 靖子

9-35 （1/1）

9-35 教育情報の公開
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

課題と今後の改善方策

9-35-1 教 育 情報
に関する情報公
開を積極的に行
っているか

①学校の概要、教育内容、
教職員等教育情報を積極的
に公開しているか
②学生、保護者、関連業界
等広く社会に公開するため
の方法で公開しているか

４

①②学校案内、ホームペ
ージ、広報誌を通して公
開している。

ホームページは、しばらく全体の更新が行われ
ていないため、より効果的で魅力的な内容にす
るため、見直しと整備を行う。

参照資料

４

中項目総括

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

年度を通して必要な情報は学校案内やホームページで公開し、適宜情報公開が必
要なものについては、広報誌や公式 SNS を通じて公開している。
ホームページは、しばらく全体の更新が行われていないため、より効果的で魅力
的な内容にするため、見直しと整備を行う。

最終更新日付

６２

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

袴田 靖子

基準１０ 社会貢献・地域貢献
総括と課題

今後の改善方策

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

社会貢献・地域貢献

社会貢献・地域貢献

韓国語学習希望者が多い学校特性から、韓国の教育
機関との研修を中心とした相互交流活動を積極的に
行っている。より社会に開かれた学校を目指すため
にも、広範な学校からの情報発信が必要であり、中
長期計画の中で改善していく。

□中国語、英語学習者向けの交流プログラムの充実を
中期計画の中で拡大していく。

ボランティア活動

ボランティア活動
□積極的に学校でボランティア活動を実施してい
る。

当校は、学内で日常的なボランティア組織を持つな
ど、学生に主体的にボランティア活動に参加しても
らえるよう体制を整備している。

最終更新日付

６３

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

袴田 靖子

10-36 （1/2）

10-36 社会貢献・地域貢献
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

課題と今後の改善方策

10-36-1 学校の教
育資源を活用し
た社会貢献・地域
貢献を行ってい
るか

①産・学・行政・地域等との
連携に関する方針・規程等を
整備しているか
②企業や行政と連携した教
育プログラムの開発、共同研
究の実績はあるか
③国の機関からの委託研究
及び雇用促進事業について
積極的に受託しているか
④学校施設・設備等を地域・
関連業界等・卒業生等に開放
しているか
⑤高等学校等が行うキャリ
ア教育等の授業実施に教員
等を派遣するなど積極的に
協力・支援しているか
⑥学校の実習施設等を活用
し高等学校の職業教育等の
授業実施に協力・支援してい
るか
⑦地域の受講者等を対象と
した「生涯学習講座」を開講
しているか
⑧環境問題など重要な社会
問題の解決に貢献するため
の活動を行っているか
⑨学生・教職員に対し、重要
な社会問題に対する問題意
識の醸成のための教育、研修
に取組んでいるか

２

② 規定は整備されていな
い。
②大規模なものはないが、
職業実践につながる授業を
実施している。

□より社会に開かれた学校を目指すためにも、
広範な学校からの情報発信が必要であり、中長
期計画の中で改善していく。

３

３

３

４

３

４

４

３

③付帯事業である実用日本
語学校で県委託事業を請け
負っている。
④学生外の施設利用に制限
を設けていない。

⑤要望に応じて積極的に協
力している。

⑥学科特性から実習施設使
用の要望はほとんどない。
⑦「日本語教師養成講座」
「実用日本語学校」を開講
している。
⑧学生ボランティア組織を
持ち地域レベルで活動して
いる。
⑨情報発信を行い、研修を
定期的に始めている。

６４
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10-36 （2/2）
小項目

チェック項目

評定

10-36-2 国際交流
に取組んでいる
か

①海外の教育機関との国際
交流の推進に関する方針を
定めているか
②海外の教育機関と教職員
の人事交流・共同研究等を行
っているか
③海外の教育機関と留学生
の受入れ、派遣、研修の実施
など交流を行っているか
④留学生の受入れのため、学
修成果、教育目標を明確化
し、体系的な教育課程の編成
に取組んでいるか
⑤海外教育機関との人事交
流、研修の実施など、国際水
準の教育力の確保に向け取
組んでいるか
⑥留学生の受入れを促進す
るために学校が行う教育課
程、教育内容・方法等につい
て国内外に積極的に情報発
信を行っているか

２

①特に定めていない。

３

②交流活動は行っているが
共同研究は行っていない。

４

現状・具体的な取組等

③中国、韓国、台湾、フィ
リピンなどの教育機関と積
極的に行っている。

４

④ 留学生の ための学 修目
標、教育目標を設定してい
る。

３

⑤海外研修などを通して海
外 教育機関 と協力し てい
る。

４

課題と今後の改善方策

参照資料

□韓国語学習希望者が多い学校特性から、韓国
の教育機関との研修と中心とした相互交流活動
を積極的に行っている。中国、台湾、フィリピ
ンなどでも行っている。
□中国語、英語学習者向けの交流プログラムの
充実を中期計画の中で整備していく。

⑥ホームページの多言語対
応、日本国内の日本語学校
での説明会を積極的に行っ
ている。海外留学フェアへ
も参加している。

中項目総括

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

韓国語学習希望者が多い学校特性から、韓国の教育機関との研修と中心とした相
互交流活動を積極的に行っている。
また、県委託事業を請け負ったり海外留学フェアに参加したりと活発な活動を継
続している。今後は中国語、英語学習者向けの交流プログラムの充実を中期計画
の中で整備していく。

最終更新日付

６５

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

袴田 靖子

10-37 （1/1）

10-37 ボランティア活動
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

課題と今後の改善方策

10-37-1 学生のボ
ランティア活動
を奨励し、具体的
な活動支援を行
っているか

①ボランティア活動など
社会活動について、学校
として積極的に奨励して
いるか
②活動の窓口の設置な
ど、組織的な支援体制を
整備しているか
③ボランティアの活動実
績を把握しているか
④ボランティアの活動実
績を評価しているか
⑤ボランティアの活動結
果を学内で共有している
か

４

① 積 極 的 に奨 励 して い
る。

□当校は、学内で日常的なボランテイア組織を
もつなど、学生に主体的にボランティア活動に
参加してもらえるよう体制を整備している。

４

② 事 案 発 生ご と に窓 口
を 設 置 し 支援 体 制を 整
えている。

４

③把握している。

４

④出席や単位認定、表彰
制 度 な ど で評 価 して い
る。
⑤ 担 任 会 議等 を 通し て
情報を共有している。

４

中項目総括

参照資料

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

当校は、学内で日常的なボランテイア組織をもつなど、学生に主体的にボランテ
ィア活動に参加してもらえるよう体制を整備している。

最終更新日付

６６

2020 年 5 月 29 日

記載責任者

袴田 靖子

4

2019 年度重点目標達成についての自己評価

2019 年度重点目標

達成状況

基準２ 学校運営
2-5-1 人事・給与に関する制度を整備しているか

基準２ 学校運営
2-5-1 人事・給与に関する制度を整備しているか

人事考課制度の導入が遅れているので、整備に法人全体と
して取り組む。

昇任・昇給の規定や人事考課制度の整備に法人全体として取り
組み、2019 年度は試験的に人事考課制度を導入した。2020 年
度より本格的に運用を開始した。

基準３ 教育活動
3-9-2 教育課程について外部の意見を反映しているか
就職指導部と連携して企業説明会参加企業へのアンケー
トを実施したが、就職先や卒業生への意見聴取は行ってい
ない。
基準５ 学生支援
5-16-1 就職等進路に関する支援組織体制を整備している
か
就職指導担当者の交代に伴い、事務部と教務部の連携を強
化し、担当者だけではなく教職員全員が協力して、進路に
関する支援を行う体制を整備する。
5-19-1 学生の経済的側面に対する支援体制を整備してい
るか
奨学金等の経済的支援制度は、整備されているが潤沢に予
算が作れないのが現状である。日本学生支援機構奨学金の
新制度への対応も遅れているので、早急に導入できるよう
にしていきたい。
基準６ 教育環境
6-23-1 学外実習、インターンシップ、海外研修等の実施
体制を整備しているか
インターンシップ内容について、満足度も教育効果も高く
なるよう、さらなる充実を図っていく。

今後の課題
基準２ 学校運営
2-5-1 人事・給与に関する制度を整
備しているか
人事、給与等に反映するための制度を
整備していく。

基準３ 教育活動
3-9-2 教育課程について外部の意見を反映しているか
就職先を訪問し、意見聴取を行った。また、校内企業説明会参
加企業へのアンケートも実施した。キャリア教育の整備、充実
を図るべく、取り組みを続けている。

基準３ 教育活動
3-9-2 教育課程について外部の意見
を反映しているか
今後は卒業生の意見聴取も実施した
い。

基準５ 学生支援
5-16-1 就職等進路に関する支援組織体制を整備しているか
就職指導の専門家による指導を取り入れ、キャリアアップクラ
スでの指導内容や年間計画の再構成を行った。

基準５ 学生支援
5-16-1 就職等進路に関する支援組織
体制を整備しているか

5-19-1 学生の経済的側面に対する支援体制を整備しているか
日本学生支援機構による新たな奨学金制度に対応すべく、2019
準備を進めている。

基準６ 教育環境
6-23-1 学外実習、インターンシップ、海外研修等の実施体制
を整備しているか
就職指導の専門家と連携し、インターンシップの受け入れ先を
増やし、適切なガイダンスやフィードバックを行った。

６７

2019 年度の実績を踏まえ、改善を行ってい
く必要がある。

5-19-1 学生の経済的側面に対する支
援体制を整備しているか
2021 年度生より導入できるように申請を
行う。

6-23-1 学外実習、インターンシップ、
海外研修等の実施体制を整備している
か
更なる受け入れ先の開拓を行、充実を図っ
ていく。

６８

