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■学校の教育目標 

 

本校の建学の理念は「美と創造の精神」を基本として、豊かな情緒と個性的な想像

力を備えた人間形成にあります。 

その建学の基本理念に基づく精神は「真・善・美」という言葉で表されておりま

す。 

「真」とは、真実のものを見極める心を養うこと。 

「善」とは、良いものに対して敏感になること。 

「美」とは、鋭い美意識の習得を図ること。 

 

○ この建学の理念に基づいた教育目標は、デザイン教育を通して、専門知識・専門 

技術の修得を目指し、感性豊かな即戦力を育み、社会に貢献できる人材を輩出し 

ます。 

 

 

■本年度の教育目標 

 

○ デザインの専門学校として、ビジュアルデザイン科、スペースデザイン科、ジュ

エリーデザイン科の三学科を有し、専門教育と共に、感性と技術に優れた人間教育

を実践しております。 

 

○学生募集および教育指導に対しましては、教職員はもとより講師ならびに卒業生を

はじめとする関係各位にも協力を得て、各種方策を講じております。 

 

（具体的な目標） 

・学科ごとの基礎力から社会に求められる実践力を養うカリキュラムを設定する。 

・将来の就職に結びつく活きた授業を行う。 

・個々を尊重した学校生活を送る。 

・学生が学びやすく、安心できる学習環境の整備を図る。 

・地域との関係性を大切にした交流活動を図る。 

・人間力と教育力を身につける。 

・一社会人としてのマナーや教養を身につける。 

 

○本校の行動指針「報告・連絡・相談」によるコミュニケーションを密に取りなが

ら、教職員が一枚岩となり、より一層の質的向上と学校運営の充実を目指しており

ます。 
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■実施体制 

 

学校評価委員：校長、事務長、教務課長、学務課長、総務課長補佐、経理課長補 

佐以下の評価により実施する。 

卒業生、在校生、保護者より評価アンケートを実施する。 

所属長が各部署の意見を集約する。 

 

（その他） 

・ コロナ禍が未だ終息しない中、学校運営にも大きく支障をきたしております。 

その中において、学生には定期的に「PCR 検査」や学内での濃厚接触者を避ける

ために十分な配慮しているところです。 

また、学校行事の縮小・中止、時間割の変更、始業・終業時間の見直し、登校

者数の制限、保護者への情報案内、学生自身への啓蒙等々も日々実施しておりま

す。 

 

 

（１） 教育理念・目的・育成人材像 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

学校の理念を明確化して周知しているか ４  

教育目的・育成人材像は理念に沿っているか ４  

理念実現への具体的な目標・計画はあるか ４  

 

現状 

・本校の教育理念と教育目標は、これからも変わることはありません。既に建学の精

神を基に専門教育に対する教育理念は確立されておりますが、社会のニーズに応え

るべき充実した実践教育の実施を推し進めております。 

・人間力も技術力も備わった学生を輩出し、社会人になっても、積極的にその時代に

マッチした活躍ができる教育システムを構築しております。 

・募集すること（入学）だけに力は注がず、目的意識を持った学生自身がさらに興味

を抱いて、将来をしっかりと見つめて、学んでもらえるようなシステムを構築して

おります。 

・卒業後、それぞれの道に進む学生ひとり一人に対して、今まで以上の人間力・教育

力が身につけられるよう指導しております。そして、３年間で培った知識・技術が、

社会に巣立ってもその現場で即戦力として役に立つよう指導を行っております。 

・教育理念・目的については、学校案内、ホームページ、体験入学・学校説明会等に

おいて随時、掲載・説明して周知しております。 



 

4 

 

今後の方針 

・学生に対する日常生活の指導を今後もきめ細やかに行って行く上で、教職員ひとり

一人の資質を高めて参ります。その一つの手段として、教職員の指導力向上のため

に、積極的に必要な研修会等へ参加して参ります。 

・創立９２年の歴史と伝統を重んじて、専門教育と人間形成教育を大切にしている学

校であることを、今後とも広く明確に発信して参りたいと思います。 

・今後も高校訪問をする際には、担当の先生にもしっかりと本学の教育理念と教育目

標を伝え、ご理解を示していただけるようにして参ります。また、学生、保護者に

対する体験入学・学校説明会等においても、教育理念・教育目標を説明する際には、

参加者ひとり一人に対して懇切丁寧に解りやすくご理解いただけるよう説明して

参ります。 

 

 

（２） 学校運営 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

理念、教育目標をふまえた運営方針を定めているか ４  

運営方針を明確に周知しているか ４  

運営方針の浸透度を確認しているか ４  

 

現状 

・各部署が学校の理念、目的等を十分に踏まえ、毎年度策定する業務計画が執行でき

るように取り組んでおります。それを執行するために、学期毎に行われる職員会議

の場でも周知して、部署毎で精査しながら実現に向けて慎重に取り組むよう徹底し

ております。 

・それぞれの部署において基本的なルール化がなされており、予算編成及び予算執行

については別途、決裁権限（稟議等）に従って、明確に運用しております。このこ

とについては、適正に執行されており、今後も現状を継続して参ります。 

・「収入≧支出」である原則を全教職員が理解した中で、十分に考慮して、その中で出

来る限りの教育の質の向上を目指して、生きた経費を投じております。 

・教職員には、年度当初に前年度の決算書について説明・報告をして、さらなる協力

を仰いでおります。今後も現状を継続して参ります。 

・本法人は、学校部門と事業部門の両立で運営されております。特に学校部門の運営

は、事業部門からの一部寄付により授業料等が補填されているため、保護者等各位

の負担が軽減された納付金で、3 年間を安心して、充実した教育を受講できるシス

テムになっております。今後も現状を継続して参ります。 
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今後の方針 

・学生、保護者、卒業生さらに教職員等からのアンケートを十分に参考にして、社会

のニーズに合致した本校独自の学校運営を進めて参ります。 

・本学と関わりのある高等学校や就職先企業からも具体的な評価を聴取して、反映さ

せていきたいと考えております。 

・将来を見据えた教育課程（カリキュラム）を策定し、現行の教育内容をさらに拡充

して参ります。さらに、学内外のメンバーにより、将来を見越した教育改革全般を

構築して参りたいと考えております。 

・本学に通う学生のことを第一に考え、何をどうすれば個々の学生にとって良い結果

が導き出されるのかを、学校全体で考え直す時期であると思います。今後、この努

力は惜しみません。 

 学生ひとり一人が、毎日興味を抱いて楽しく通学できる雰囲気造りを構築して参

ります。 

 

 

（３）事業計画 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

中期計画を定めているか ４  

単年度の事業計画・事業目標を定めているか ４  

事業計画の執行状況を管理し、適切に見直しているか ４  

 

現状 

・本校は、今年度創立９２周年を迎え、８年後には１００周年を迎えます。現存の施

設を一掃して、未来にも十分対応できる施設構築を目指しているところであります。

その事業を遂行する上で、学内関係者は勿論のこと、外部の方にも協力を仰ぎ、現

在、検討委員会で計画を進めております。 

・（仮称）カリキュラム検討委員会を設置し、社会のニーズにも十分対応できるカリ

キュラムを構築して、就職率１００％を目指しております。 

それを実現するために学内関係者だけではなく、広くその分野に活躍されている

外部の方にも協力を仰いで進めております。各科就職率も高くなり、卒業生全員の

就職を目指しております。 

・学生一人ひとりの将来を育むために教育課程・シラバスも改善して、社会に適応し

た人材を輩出しております。 

・日本全国で開催される各種コンペへの取り組み（出品）に力を注いでおります。そ

の実績も各科とも増えて参りました。 

・健康面や精神面、生活環境で問題を抱える学生が増えていくことを想定して、出席
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率の低下を原因とする退学者を阻止するために、教職員は勿論のこと、保護者の方

にもご協力を仰ぎさらに、公認心理師・臨床心理士の先生を配置して学生のサポー

ト（カウンセリング）を実施しております。 

・学生募集におきましては、各部署が協力して募集定員を確保することに尽力してお

ります。 

  学生募集は①情報誌の状況を分析して精査しております。②学校選びの早期化が

進む中、高校２年生向けの媒体を強化しております。③積極的にガイダンス、出張

授業に参加しております④通学可能地域を重点に強化しております。⑤高校生にも

分かり易い学校説明を心掛け、入学意欲がさらにアップするよう努力精進しており

ます。 

 

今後の方針 

・各部署において、将来を見極めた事業目標を掲げ、その目標が実現できる計画を進

めて参ります。 

・今後とも就職率１００％・退学者ゼロを目指し、目的意識を持った学生の満足度を

さらに向上させて参ります。 

 

 

（４）運営組織 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

理事会・評議委員会は適切に開催し、審議内容を記録して

いるか 

４  

学校運営に必要な教学・事務組織を体系化した規程に基づ

き整備しているか 

４  

組織規程を整備しているか ３  

職員の資欲および資質向上に取り組んでいるか ３ 

 

現状 

・寄附行為に則り、理事会・評議員会は毎年度定期的に開催しておりますが、突発的

な議案がある場合には、その都度、理事会招集を図り、臨時的に開催しております。

事業計画（報告）、予算案、決算案、規程規則の改正、その他の審議及び学生募集、

学生在籍数（退学者数）、就職状況などの報告を行なっております。また、監事によ

る監査報告も行っており、併せて議事録も作成し保管しております。 

・法人全体の組織図を作成して、各部署に責任者を置き業務を遂行しております。

さらに、その業務が順調に推移しているかを、学校三役（理事長、校長、事務

長）が管理をしております。そこで大小関わらず気がついた点について、定例会
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議の場で周知徹底を図り、さらに学校の行動指針（ホウ・レン・ソウ）を行い、

それぞれが共通理解を持って資質向上に取り組んでおります。 

 

今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参り

ますが、さらに教育職員、事務職員の資質向上を図るため、これまで以上に積極的

に研修会、セミナー等に参加して、学生指導面、学校運営のさらなる向上を図って

参ります。 

 また、全教職員の周知を図る上で、研修会等に参加した者より報告書を提出して

もらい、さらに研修内容を共有し理解を得られるよう会議の場で報告してもらいま

す。 

・さらなる行動指針の徹底に努めて参ります。 

 

 

（５）人事・給与制度 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

教職員の採用基準を明確化しているか 4 

給与、昇任、昇給の基準を明確化しているか 4  

 

課題 

・教職員を採用する際には、学内規程及び契約内容を提示して、面接時にしっかりと

本人に説明をして、双方が了承を得た上で採用しております。 

・昇給、昇格等については、各教職員の業務目標の達成状況や日常の業務を観察した

上、客観的に評価しております。 

・給与規程等については、全て所轄庁に提出しており、教職員にも閲覧できるよう整

えております。 

 

今後の方針 

・事務職員の年齢構成を鑑み、適宜新任を採用して参ります。 

・教職員の採用、給与面等につきましては、収支バランス並びに将来の教職員動向を

十分に考慮して取り組んで参ります。 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参り

ます。 
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（６）意思決定システム 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

学校運営に必要な諸事案について意思決定の権限を明確

にしているか 

４ 

 

現状 

・理事長、校長、事務長のラインで、諸問題を解決しております。 

 主としましては、教育的な諸事案は校長、事務的な諸事案は事務長が中心となって

執り行い、  最終的な判断は、理事長に委ねて執行されております。但し、諸事

案の内容によっては、理事会で審議していただき決定しております。また、各部署

からの案件については、重要度の高低に関わらず、稟議により学校三役（理事長・

校長・事務長）の決裁を得て進めております。 

・大小関わらず、どんなに些細な問題案件があっても、先ずはスピーディーに取りか

かることを心掛けております。 

・行動指針（ホウ・レン・ソウ）の周知徹底を図っております。 

 

今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参り

ます。 

 

 

（７）情報システム 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

入学から卒業にいたる学生情報システムを構築してい

るか 

４ 

学生情報システムのデータ更新を適切に運用している

か 

４ 

学生情報システムを指導等に活用しているか ４ 

システムメンテナンス・セキュリティ管理を適切に行

っているか 

４ 

 

現状 

・学生情報システムは構築されており随時更新され、適切に運用されております。 

・学生指導にも活用されており、適切に管理されております。 

・ランサムウェア対策ならびに BPC 対策として、クラウド上での管理システムを運
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用しております。 

 

今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参

ります。 

 

（８）教育活動－目標の設定 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

教育課程の編成や職業教育に関する方針を明確に定めて

いるか 

４ 

学科毎に目標とする教育到達レベルを明示しているか ４ 

資格・免許を目指す学科において取得指導・支援体制を

整備しているか 

４ 

 

現状 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参り

ます。 

 

今後の方針 

・より実務的な資格が取得できるよう検討して参ります。 

 

 

（９）教育方法・評価等 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

教育課程を編成する体制を明確化し、編成の過程を記録

しているか 

４ 

教育課程の編成に在学生、卒業生、関連業界などの意見

を反映しているか 

４ 

専門科目・一般科目および必修科目・選択科目の配分は

適切か 

４ 

授業の目標に対して、講義・演習・実習等、適切な授業

形態を選択しているか 

４  

授業科目の計画（シラバス）を作成しているか ４  

職業実践教育の視点で教育内容・方法・教材を工夫し適 ４  
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切な指導を行っているか 

キャリア教育を工夫して行っているか ４  

学生による授業評価を行い、授業改善等に活用している

か 

４  

 

現状 

・講師会議等の学内会議により、授業科目の設定・講義内容について検討した後、

各授業の担当講師へ授業計画の作成を依頼しております。様式については、授業

科目名/担当講師/必修・選択/授業形態/時間数/授業内容/到達目標/授業計画/履

修上の注意/評価方法/教科書・教材/授業時間以外の学習を項目とした統一様式で

作成しており、科長、教務課長、校長の承認のもと実施しております。 

・授業科目の計画（シラバス）については、ホームページでも公開しております。 

・教育課程編成委員会を設置し、教育内容、特に関連業界の実態を反映強化してお

ります。同時に学生からの授業評価を反映させております。 

 

今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参

ります。 

 

 

（１０）成績評価・単位認定等 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

成績評価基準を明確化しているか ４ 

成績評価の客観性・統一性を確保しているか ４ 

在学生の学外での受賞を把握しているか ４ 

 

現状 

・各科目の授業計画（シラバス）内の評価方法欄にて、課題評価、レポート、授業

態度、出席等評価方法について詳細に提示しております。提示した方法により科

目担当教員が中心となり適正に評価しております。 

・各授業の評価は１００点満点を基準として６０点以上を合格としております。成

績評価はＳ（１００～９０点）、Ａ（８９～８０点）、Ｂ（７９～７０点）、Ｃ（６

９～６０点）として本人及び保護者に成績を通知しております。それぞれの成績

評価を点数化し全科目の合計点の平均点を１００点満点で点数化し算出すること

で学科における学年内成績分布状況を把握しております。 

・これらの成績評価は独自奨学金や学業優秀者の表彰候補者の選出に活用しており
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ます。 

 

今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参

ります。 

 

 

（１１）資格・免許取得の指導体制 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

目標資格の内容・取得意義を明確化しているか ４ 

目標資格取得についての指導体制を不合格者や卒業後

の指導を含めて整備しているか 

３ 

 

現状 

・各学科にて関係する取得目標資格を定め、授業等にて取得対策講座を設け、取得

に向けたサポートを行っております。 

 

今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参

りますが、時代の要請に合わせた資格取得を今後も検討し実施して参ります。 

 

 

（１２）教員・教員組織 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

教員に求める資質・能力・知識・技能レベル等を明確に

して確認しているか 

４  

教員採用において関連業界と連携しているか ３ 

教員の専門性、教授力、研究活動・自己啓発について把

握しているか 

４  

分野ごとに教員組織体制を整備し、教員間の連携・協力

体制を構築しているか 

４  

 

現状 

・教員ならびに各学科の講師採用にあたっては、人事担当者による書類選考、面接等

を行い、知識・技術・技能レベルや人間性を総合的に判断して、その上で理事長に
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報告をし、合否の決裁を仰いでおります。 

・実務経験が豊富で活躍されている方を講師として採用し、型にはまった技量だけで

はなく実践的な技量等も身につけられる教育を行っております。 

また、普段の生活指導、就職指導等においても、積極的にご指導頂ける講師を採

用しております。 

・講師同士の横の繋がりを綿密に図り、相互の情報を開示して共通理解を深めており

ます。（ホウ・レン・ソウ） 

・科長と助手が中心となり、各講師からの情報を聴取して、講師の連携と協力要請を

随時執り行っております。また、年に数度、学校関係者（学校三役、科長、担当部

署等）と講師との会議の場を設けて、より良い教育システムを構築するために、情

報の共有、交換を行っております。 

 

今後の方針 

・設置課程に合わせ、各科の授業内容に適した協会・団体等との情報の共有、交換に

より適材な教員採用の確保を構築して参ります。 

・各方面より候補者を推薦してもらい、その中から本校の講師として相応しい方を採

用して参りたいと思います。 

・現役学生による授業改善アンケートを学期毎に行い、そのアンケートを参考にして

今後の授業研究に繋げて参りたいと思います。また、講師にも緊張感を持った授業

を展開してもらうためにも必要なことと考えております。 

 

 

（１３）学習成果－就職率 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

就職率の目標を設定し、向上が図られているか ４  

学生の就職活動状況を把握しているか ４  

就職について関連業界と連携しているか ４  

 

現状 

・「学んだことを生かした就職内定１００％」を学校目標に掲げ、教職員で取り組ん

でおります。 

・三役、講師、教職員との合同会議を開き、全員共通認識のもと、連携を取り、活

動状況の把握を行っております。 

 

今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参
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りますが、産学連携の課外授業やインターンシップ制度を構築、強化して参りま

す。 

 

（１４）資格・免許の取得率 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

資格取得の目標を設定しているか ４ 

資格取得のための学習支援に取り組んでいるか ４  

合格実績、合格率を全国水準と比較し、指導方法の改善

を行っているか 

４ 

 

現状 

・資格取得率は年々向上しており、授業内において取得のためのサポートを行って

おります。 

 

今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参

ります。 

 

 

（１５）卒業生の社会的評価 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

就職先企業を訪問するなどして卒業生の実態を把握し

ているか 

４ 

卒業生のコンテスト等受賞や研究実績を把握している

か 

３ 

 

現状 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参

ります。 

 

今後の方針 

・全卒業生の実態を全て把握することはできておりませんが、これからも実態の把

握に努めて参ります。 
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（１６）学生支援－就職等進路 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

就職・進路支援のための組織体制はあるか ４ 

就職担当と担任教員が連携して就職指導にあたっている

か 

４ 

就職説明会、具体的な就職指導に関するセミナー・講座

等を開催しているか 

４ 

就職に関する個別相談に適切に応じているか ４ 

 

現状 

・「学んだことを生かした就職内定１００％」を学校目標に掲げ、教職員で取り組ん

でおります。就職会議を開き、関係者共通認識の下、連携を図り、活動支援を行

っております。 

・３年間で７０時間の就職講座を柱に、様々な外部講師を招いての講演会、学内で

の企業説明会、卒業生を招いて懇談会を随時実施しております。 

・就職担当者が学生からの様々な就職相談に対応しております。 

 

今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参

ります。 

・就職内定率１００％を目指しておりましたが、今般のコロナ禍の影響により、学

科によっては達成できませんでした。但し、就職未定者には卒業後も引き続き全

力でサポートしております。 

 

 

（１７）中途退学への対応 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

中途退学の要因、傾向等を把握しているか ４ 

指導記録を保存しているか ４ 

中退率低減に向けた学内の連携体制はあるか ４ 

メンタル面の指導体制はあるか ４ 

 

現状 

・「退学者ゼロ」を学校の目標として掲げ、全教職員にて取り組んでおります。中途

退学の要因を分析、個人に対する指導記録を保存しております。 
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・担任、科長、教務課長、校長が連携を取り、個人面談、三者面談を行い学生指導

に当たっております。またメンタル面の指導として学校カウンセラーが在籍して

おります。 

 

今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参

ります。 

 

 

（１８）学生相談 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

相談室の設置など環境整備を行い、学生に適切に周知

をしているか 

４ 

専任カウンセラーの配置等を行っているか ４ 

医療機関との連携はあるか ４ 

 

現状 

・定期的に学校カウンセラーとの面談機会を設けております。相談によっては学校

カウンセラーより専門医の紹介も行っておりす。 

・地域の診療所と学校医の契約を交わし、連携をとっております。 

 

今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参

ります。 

 

 

（１９）学生生活 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

学校独自の奨学金はあるか ４  

学費の減免や分割制度を整備しているか ４  

経済的支援制度利用についての情報提供を行っているか ４  

学校保健計画を定め、学校医を選任しているか ４  

定期健康診断を実施し、記録を保存しているか ４  

心身の健康相談に関する専門職員を配置しているか ４  
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学生寮を整備しているか ４  

 

現状 

・入学時、進級時の独自奨学金及び学費の延納・分納制度があり、学生に合わせた

支援を行っております。 

・毎年４月に健康診断を実施しており、疾病や怪我に備え学校医を定めておりま

す。 

・遠方からの学生のために民間の学生寮と提携しております。 

 

今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参

ります。 

 

（２０）保護者との連携 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

保護者会開催等教育活動の情報提供を適切に行ってい

るか 

３ 

学力や心理面の問題等を保護者と連携しているか ４  

緊急時の連絡体制を確保しているか ４  

 

現状 

・学校行事等の情報提供を行っております。 

・成績、出席状況を定期的に通知し、問題のある場合は、担任から保護者へ連絡を

取り面談を行っております。 

・緊急時には連絡網を通じ適切に対応しております。 

 

今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参

ります。 

 

 

（２１）卒業生・社会人 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

同窓会を組織しているか ４  

卒業後のキャリアアップや研究活動の支援体制はあるか ３ 
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現状 

・同窓会により年１回機関誌が発刊され、在校生と卒業生との繋がりが築かれてい

ます。卒業後の再就職の相談にも応じております。 

 

今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参

ります。 

 

（２２）施設・設備等 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

施設・設備は関係法令に適合しているか ４ 

図書室等の学習支援施設や休憩スペースを確保して

いるか 

４ 

衛生管理、日常点検、定期点検などを適切に行って

いるか 

４ 

施設・設備のバリアフリー化に取り組んでいるか ２ 

設備更新計画を策定しているか ４ 

 

現状 

・施設・設備は各種法令に適合しており、行政等に届け出を行っております。 

・設備管理会社により、衛生管理、日常点検、定期点検が行われております。 

・エレベータを車椅子仕様とするなどバリアフリー化に取り組んでおります。 

 

今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参

ります。 

 

 

（２３）学外実習・インターンシップ等 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

学外実習・インターンシップの意義を明確化し適切に

取り組んでいるか 

４ 

学外実習・インターンシップの教育効果を確認してい

るか 

４ 
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学校行事の運営に学生を参加させているか ４  

 

現状 

・課外学習・インターンシップに積極的に取り組んでおりますが、授業との関連か

ら課外学習・インターンシップが実施できない学科があります。実施の難しい学

科に関しては、インターンシップと同等のカリキュラムを展開しております。 

・インターンシップなど報告書を確認し、学校にフィードバックしております。 

 

今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参

ります。 

 

 

（２４）防災・安全管理 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

防災・消防の計画・マニュアルを整備しているか ４ 

施設・設備は耐震化しているか ４  

防災訓練を定期的に実施しているか ４  

防犯体制を整備しているか ４  

学内での事故対応マニュアルを整備しているか ３ 

薬品等の危険物を定期的に点検しているか ４ 

 

現状 

・防災・消防計画・マニュアルは整備され、関係各所に届け出しております。耐震

診断の結果も問題ございません。 

・防災訓練等は毎年５月に実施しており、事故等の対応マニュアルも整備しており

ます。 

 

今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参

ります。 
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（２５）学生の募集と受け入れ－学生募集活動 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

高等学校等に教育活動の情報提供を行っているか ４ 

専修学校団体の自主規制に即した募集活動を行ってい

るか 

４ 

入学志願者からの相談に適切に応じているか ４ 

体験入学等の多くの参加機会の提供や実施内容を工夫

しているか 

４ 

 

現状 

・高校訪問を行い、学校の教育活動の情報を提供しております。 

・専修学校団体の規制に即した募集活動を行っております。体験入学、学校説明

会、授業見学を随時行い学校の情報提供に努めております。 

 

今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参

ります。 

 

 

（２６）入学選考 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

入学選考基準は規程等で明確に定めているか ４ 

入学選考の公平性を確保するための体制を整備してい

るか 

４  

学科毎の応募者数、入学者数の予測数値を算出してい

るか 

４  

 

現状 

・募集要項、面接評価簿、判定会議により公平・公正に選考を行っております。 

 

今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参

ります。 
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（２７）学納金 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

学納金決定の過程を明確にしているか ４  

学納金等徴収する金額はすべて明示しているか ４  

入学辞退者に対する文部科学省通知に基づく学納金他返

還について明示し適切に運用しているか 

４  

 

現状 

・学生募集要項に学納金徴収に関する金額等は明示しております。また、入学辞退

者に対する学納金返還も明示し、対応しております。 

 

今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参

ります。 

 

 

（２８）財務－財務基盤 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

収支のバランスはとれているか ４  

設備投資が過大になっていないか ４  

負債は返還可能な範囲で妥当な数値か ４  

最近３年間の収支状況を分析しているか ４ 

 

現状と今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参

ります。 

 

 

 

（２９）予算・収支計画 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

予算の編成を明確にしているか ４ 

予算編成は教育目標、業務計画と整合性はあるか ４  
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予算と決算に大きな乖離はないか ４  

経理規程を整備し適切な会計処理を行っているか ４  

 

現状と今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参

ります。 

 

 

（３０）監査 

評価項目 適切…４、ほぼ適

切…３、 

やや不適切…２、

不適切…１ 

私立学校法に基づき適切に監査を行っているか ４  

監事による監査に加え、監査法人等による外部監査を実施し

ているか 

４  

 

現状と今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参

ります。 

 

 

 

（３１）財務情報の公開 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

財務公開規程を整備し適切に運用しているか ４  

法令により義務付けられている財務諸表、事業報告書

等を作成し閲覧に供しているか 

４  

 

現状と今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参

ります。 
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（３２）関係法令、設置基準等の遵守 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

関係法令、設置基準を遵守し、諸届を適切に行ってい

るか 

４  

セクシュアルハラスメント等の防止の方針を明確化し

ているか 

４  

 

現状と今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参

ります。 

 

 

（３３）個人情報保護 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

個人情報保護に関する方針を定め適切に運用しているか ４  

個人データ取り扱いを定め適切に運用しているか ４  

 

現状と今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参

ります。 

 

 

 

（３４）学校評価 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

学校自己評価を行い結果を公表しているか ４  

評価結果に基づく改善に取り組んでいるか ４  

学校関係者評価について関連業界等から委員を適切

に選任して実施し結果を公表しているか 

４  

 

現状 

・学校ホームページに情報公開をしております。 

 

 



 

23 

 

今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参

ります。 

 

 

 

（３５）教育情報の公開 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

教育内容、教職員等の教育情報を学生、保護者、関

連業界等に積極的に公開しているか 

４  

 

現状 

・学校案内書、学生募集要項、シラバス、ホームページとして公開しております。 

 

今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参

ります。 

 

 

 

（３６）社会貢献・地域貢献・国際交流 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

産学連携に関する方針・規程を整備しているか ４ 

企業等と連携しての教育プログラム共同研究等の実

績はあるか 

４ 

学校の施設・設備を関連業界や卒業生に開放してい

るか 

４ 

環境問題等社会問題に対する問題意識を醸成する教

育に取り組んでいるか 

４ 

海外の教育機関との交流を行っているか ４ 

 

現状 

・学科により産学連携に取り組んでおります。 

・作品発表の場としてギャラリーを開放するなど卒業生に学校の施設・設備を開放

しております。 
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・学生の交換留学等海外の教育機関と交流を行っております。 

 

今後の方針 

・本項目については、適正に行われていると判断し、今後も現状どおり継続して参

ります。 

 

 

 

（３７）ボランティア活動 

評価項目 適切…４、ほぼ適切…３、 

やや不適切…２、不適切…１ 

ボランティア活動等を積極的に推奨しているか ３ 

ボランティア活動の実績を把握し、評価しているか ４ 

 

現状 

・ボランティア参加の案内を掲示して学生へ周知しております。 

・ボランティア活動の実績を奨学金の申請要件として積極的に推奨しております。 

 

今後の方針 

・ボランティア活動への参加を推奨し、実績を把握し評価して参ります。 

 

 


