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令和 4年 6月 

学校関係者評価報告書 

学校法人 名古屋大原学園       

大原ﾄﾗﾍﾞﾙ･ﾎﾃﾙ･ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ専門学校浜松校 

学校関係者評価委員会         

 

令和 4 年 3 月に実施しました、自己点検・自己評価の結果をもとに、学校関係者評価の実施を行い

ました。「（１）教育理念・目標」以下 10項目にわたり、学内で評価された問題点とその改善のための

方策並びに両者に関する関係者からの評価と助言を掲載します。 

なお、関係者からの評価と助言を踏まえ、改善のための方策を順次実施しています。 

 

（１）教育理念・目標 

①課題 

全体としては「適切～ほぼ適切」と評価され、前年に比べ評価数値も向上している。 

特に評価項目のうち「①学校の理念・目的・育成人材像は定められているか」及び「②学校における

職業教育の特色は明確になっているか」の項目では全員が「適切」の評価になっている。これについて

は、学生が持つべき業界人像の浸透、学生が自ら考えて行う能力活用など、現在学校が進めている教育

改革内容について、高校教員、保護者など関係者への丁寧な発信が功を奏していると考える。引き続き

強化していきたい。 

加えて、令和 2 年度の学校関係者評価委員会において、外部委員から提言のあったＩＴ系の学習プロ

グラム導入への取り組みも、重要課題としていく。 

ただ、「③社会経済のニーズ等を踏まえた学校の将来構想を抱いているか」の項目が、昨年同様の評価

となってしまった。コロナ禍における社会変化などに、どのように学校が対応していくのか、どのよう

な人物像を輩出するのかを改めて考え直す必要がある。 

 

 

②今後の改善方策 

令和 4 年 3 月に教職員参加の年間事業計画報告会を実施し、学園責任者より資料を使って、学園の教

育理念・目的・使命について教職員全体への説明をしている。 

学生に対しては、毎日のホームルームを活用した担任教員による朝礼啓蒙、授業担当教員による授業

内啓蒙、校長による講演啓蒙などの場を利用して学生への意識浸透を図る。 

時代の変化に対応するカリキュラム改革については、教員で意思統一するため教員研修を実施、学生

に対する説明方法に食い違いが生じないよう内容を統一する。さらに企画広報室と連携して、入学希望

者や保護者に対する説明方法の研修も実施する。 

そして、保護者に対しては、入学前の保護者説明会で、教育方針の一端にも触れ、入学後は、就職活

動開始前に実施される保護者ガイダンスや、担任教員による個別相談により周知を図っていく。 

また、本校設置の全学科が、文部科学省より職業実践専門課程としての認定を得ている。これにより、

教育課程編成委員会や学校関係者評価委員会が編成され、各業界を代表する企業との結びつきが強まっ

た。今後は、更に連携を密にすることで、各業界の変化やニーズにも素早い対応を図りたい。 
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③特記事項 

毎年の学校関係者評価委員会において、外部委員より高い評価をいただいている項目である。日頃よ

り社会変化に対応できる学生の育成を第一に考え、ビジネス基礎能力（ＩＴ活用力、海外行動力、協調

行動力、自己管理力）の習得をプログラムとしてカリキュラムに導入している点や、特に学生手帳を活

用しての自己管理力養成は、一般のビジネスの現場にもそのまま通用するものとして、サービス系企業

の各委員からお褒めの言葉をいただいている。 

専門課程の教育理念として次に掲げる 2 つがある。受験指導や就職指導を通して、①人格教育による

独立心の養成、②国家や社会の一員としての形成者意識の養成である。具体的な教育目標を「早期大人

化教育」と「学科の専門能力」と定め、大原独自の教育システムにより、ビジネスで必要な基礎能力を、

手帳の使用や検定試験という実践形式で身につけさせる。そして、最終的には、個性や価値観という「個

人」としての要素と倫理観や教養という「人間」としての要素、そして思いやりや協調性という「社会

性」を備えた人材を輩出する。 

教職員は学園の教育目標が記載された、事業計画書を所持しており、毎週月曜日に実施する教職員全

体朝礼において教育目標の確認、および計画項目の進行状況を確認している。これによって教育目標お

よび教育理念の教職員への浸透を図っている。なお本計画書は毎年度末に見直しが行われており、現在

は令和 4年度版に改定されている。 

 

 

【関係者評価】 

学校の理念・目的・育成人材像や各学科の教育目標、育成人材像は明確である。 

教育理念は、「受験指導や就職指導を通じた①人格教育による独立心の養成②国家や社会の一員として

の形成者意識の養成」であり、具体的な教育目標を「早期大人化教育」及び「学科の専門能力」と定め

ている。大原独自の「トラアングル教育」により、ビジネスで必要な基礎能力を、手帳の使用や検定試

験という実践形式で身につけさせる取り組みは評価できる。 

また、試験に合格するだけの勉強だけではなく、社会に出て一人の社会人として交流・交渉ができ、

様々な難題に向かっていける逞しい人物になる基礎を在学期間中に構築することを期待する。将来構想

については、混迷の時代といわれる現代において、教育機関のみならず我々の所属する各業界において

も同様で、先を見通してのデザインを描くことは大変困難な課題といえる。これまで以上に関係業界や

団体との情報交換が一層大切になると思う。今後は特にＩＴの知識があらゆる業界で最低限の知識とし

て必要になってくると思われるため、本校においても将来を見越したＩＴ系の学習プログラムの導入へ

の取組みに期待したい。 
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（２）学校運営 

①課題 

全体としては「適切～ほぼ適切」と評価されている。「①目的等に沿った運営方針が策定されているか」

「②運営方針に沿った事業計画が策定されているか」「③運営組織や意思決定機能は、規則等において明

確化されているか、有効に機能しているか」「④人事、給与に関する規定等は整備されているか」の４項

目は、全て適切の評価となっている。これは、学校責任者や部署責任者による丁寧な説明や定期的な報

告により教職員に周知されるなど、静岡県内エリアの情報共有化がなされている結果である。 

しかし、「⑥業界や地域社会等に対するコンプライアンス体制が整っているか」「⑧情報システム化等

による業務の効率化が図られているか」の項目は「ほぼ適切」の評価も見受けられる。 

⑥について数年前から注意をしているのがＳＮＳの利用についてである。ＳＮＳは、複数の者との情

報交流が可能であり、現代においては欠かせない利便性のあるツールとなっているが、気軽に情報発信

ができるからこそ、軽率な言動を発信してしまう可能性も孕んでいる。学生のみならず教職員も含め、

ＳＮＳの利用には、社会人として自覚ある取扱いを徹底させる必要がある。 

また、⑧については、担当部署である情報システム室担当者等からの定期的な報告や、会議および研

修を通して教職員教育の機会を増やすことで業務の効率化を図っていきたい。 

令和 3 年度から「専門教育のＤＸ化」を学園スローガンに掲げ、ＤＸ教育研修部という専門部署を立

ち上げた。令和 4年度も継続して、情報システム化と同時にＤＸ化も図っていく。 

 

 

 

②今後の改善方策 

入学希望者情報・入学者管理・学生管理（成績管理、出欠管理）・学費等納付金管理等についての一元

化ソフトの導入が前年度に実施された。これまでに現場の教職員に対する入力や取り扱いのための研修

を数回開催しているが、今後はこのシステムを利用して学校運営についてより一層の効率化が図られる

よう責任者を中心とした研修や教育の機会を増やしていきたい。 

「⑦教育活動等に関する情報公開が適切になされているか」だが、平成 28年の職業実践専門課程の認

定により、詳細報告書をホームページ上に掲載している。 

また、数年前からＳＮＳを活用した情報公開も行っている。更新作業には学生にも参加してもらい、

学生目線での学園情報を公開している。関係者に関する情報公開としては、次のものが挙げられる。 

高校進路課宛としては、年 4 回の訪問の際に資格の取得情報、進路先情報などを提供し、補足説明を

行っている。在学生の保護者には、1年次秋の就職ガイダンスと 2年次冬のウエディングセミナーの 2回

の機会に留まるが、担任教員による相談窓口は常に開いている。学生の採用先企業については、就職サ

ポート室の職員が訪問の際に案内書による説明を実施している。 
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③特記事項 

教育目標として掲げた①早期大人化教育、②学科の専門教育、およびカリキュラム改革計画に基づい

た具体的な計画は事業計画書の月次遂行項目として策定されている。また各項目の実行責任者と組織図

が明示されており、指示命令系統、および全体の組織運営、意思決定、報告連絡相談系統は明らかであ

る。 

理事会・評議員会とも適時適切に開催され、学校運営状況は随時報告されている。また議事録は適切

に作成管理されている。教職員に対しては人事給与に関する項目を含む「就業規則」が明文化されてお

り、関係法令の改正に伴って適時改正を行っている。消防計画、地震防災計画は整備され、教職員の役

割担当が明示されている。 

具体的な教育活動の内容については、学校案内書、学校ホームページを通して関係業界や地域社会、

入学希望者等に向けて最新情報を公開している。財務情報、自己点検・自己評価、学校関係者評価につ

いては文部科学省のガイドライン等に従って適切に公開している。 

財務情報については「財産目録等の閲覧について」の規程を整備し、利害関係人が財産目録、貸借対

照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書及び監査報告書の閲覧が出来るように情報公開している。 

 

 

 

【関係者評価】 

特記事項にある通り、教育目標および具体的な事業計画は、令和 3 年度事業計画書の月次遂行項目と

して策定されており、各項目の実行責任者と学園全体組織図が明示され、指示命令系統、報告連絡相談

系統は明らかにされている。また、理事会・評議員会とも適切に開催され、学校運営状況は随時報告さ

れていることが分かる。 

更に運営に関する諸規則も整備されており、組織体制もしっかりと構築されている。より効率的な管

理システムの導入による改善への努力も評価に値する。学校教職員に対しては人事給与に関する項目を

含む「就業規則」が明文化されており、関係法令の改正に伴って適時改正を行っている。 
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（３）教育活動 

①課題 

全体としては「適切～ほぼ適切」の評価であるが、一部に「やや不適切」の評価項目もある。 

「⑪人材育成目標の達成に向け授業を行うことができる要件を備えた教員を確保しているか」の項目

で「やや不適切」の評価がある。「⑫関連分野における業界等との連携において優れた教員を確保するな

どマネジメントが行われているか」にも関係するのだが、現在、当校では約 2割の授業を、教育課程編

成委員として依頼している関連企業等から講師派遣を受けている。これにより、業界で求められる即戦

力、社会経済等のニーズを踏まえた人材育成につなげている。残りの授業を教員が担当するわけである

が、授業担当以上に、担任業務などの学生指導に時間が掛かる傾向があり、勤続年数などの経験値で、

その差は顕著である。 

その他「⑬先端的な知識・技能等を修得するための研究や教員の指導力育成等資質向上のための取り

組みが行われているか」「⑭職員の能力開発のための研修等が行われているか」であるが、これについて

は、専門学校の教員としての高い向上意欲が結果として自身への厳しい評価に現われたものと考える。 

毎年、定期的に教職員研修講座を紹介し、希望者には受講・研鑽を積んでもらっているが、令和 3年

度もコロナ禍の影響により研修参加を見合わせたことも、原因のひとつであろう。 

今後も教員の要求に応えうる質の高い研修や専門分野に関する学習の機会を提供していく。 

 

 

 

②今後の改善方策 

平成 26 年に「ホテル・ブライダル科」が、平成 28 年に「国際ビジネス科」が認定され、当校の全学

科が「職業実践専門課程」となった。これにより従来から推進している学科関連分野の企業との連携を

一層密にした、より実践的な職業教育カリキュラムの充実を図っていく。 

年 3 回程度教員研修会を実施し、業界を取り巻く最新情報、業界が学校に対して求める人材像、必要

なスキルなどの情報交換をしている。また社会情勢、時事問題に精通するための勉強会も同時に実施し

ている。さらに学生に対して幅広い指導ができるような体制作りを目指し、専門科目以外の資格取得奨

励とこれによる業務範囲拡大を進めていく。 

また、教員確保という観点では、令和 2 年度よりジョブローテーションを導入し、スタッフ部門の職

員に担任業務など、教務の仕事を兼務してもらい、業務の拡大を図っている。計画的に研修会などを実

施し、新たに授業担当となる職員の負担を軽減することが必要である。 
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③特記事項 

教育理念・教育目標に基づいて教育課程を編成している。これは学則に「教育課程表」として明示さ

れており、併せて修業年限や授業時間数が規定されている。カリキュラムや使用教材は毎年見直しを図

り、授業計画表に基づいた授業を行っている。なお、令和 3 年度より教育編成を「二学期制」「単位制

カリキュラム」に移行している。 

資格試験直前期には補講の実施により合格率向上を図っており、一時的に能力別クラス編成を実施し

て学生の理解度レベルに応じた対応を工夫している。公的な資格試験以外に学校としての確認試験と期

末試験を実施しており、成績評価、進級・卒業に関しては厳密に審査判定している。 

旅行・ホテル・ブライダル関連の企業団体等との連携により、実践的な職業教育を実施している。「ホ

テル・ブライダル科」では業界における実務担当者が担当する校内授業や、学生が企業現場に出向いて

実際の業務を体験する授業などを相当時間カリキュラムに組み込んでいる。昨年度の学校関係者評価委

員会において外部委員の方からもインターンシップがカリキュラムに体系化されていることや１年次の

夏に実施されるリゾートホテル研修が学生達を大きく成長させるきっかけとなっていることなどが高く

評価された。「国際ビジネス科」においても、バス観光の添乗業務と旅行窓口でのインターンシップが

カリキュラムに導入されており、職業実践教育の充実が促進されている。 

教職員研修については、年 3 回程度校内にて実施をしているものと、随時外部研修を紹介し、希望者

を募るものとがある。職業別の実践力アップや教職員としての学生指導力アップなどが主な目的である。

また、実習やイベントは、関連企業の協力を得ながら、その準備の段階から関わっていくことで、教職

員も各業界の最新の情報や技術を習得する研修の場として有効に活用している。関連業界の実情に則し

た質の高い研修は、教職員のレベルアップを図る良い機会と捉えて、今後も積極的に導入していく。 

 

 

 

【関係者評価】 

職業実践専門課程の認定に併せて、教育課程編成委員会からの改善提案なども積極的に取り入れるこ

とにより、前年度以上に関連分野における実践的なカリキュラムの改善や工夫がされているという印象

を受けた。 

また、トラベル・ホテル・ブライダル系の分野は、正規教員のみでは教えられない業界専門分野が多

いため、非常勤講師に授業を依頼しているとの説明を受けたが、基幹である担任業務は正規教員が担当

しているとのことで安心した。 

例年実施されている外部教職員研修は、コロナにより中止になったと聞いた。コロナが落ち着けば、

従来通り年に数回、「新人」「中堅」「管理職」に対して実施することを期待する。今後は実務に関する知

識を学ぶ研修の必要性が高まるものと思われるが、我々関連企業としても積極的に協力をしていきたい。 

学校の教育活動について評価項目の内容に沿って一通りの丁寧な説明があったが、教育活動全般に渡

り高い水準が維持されているという印象を持った。特にサービス業界へ多く人材を輩出する学校として、

実務を重視したカリキュラムが特徴的であると感じる。 
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（４）学修成果 

①課題 

全体として「適切～ほぼ適切」の評価である。 

「④卒業生・在校生の社会的な活躍及び評価を把握しているか」「⑤卒業後のキャリア形成への効果

を把握し学校の教育活動の改善に活用しているか」の項目については、頻繁に学校に立ち寄ってくれる

卒業生からの報告や、各年度別に行われている同窓会の席での交流等を通して、徐々にではあるが卒業

後の最新の貴重な情報の把握が出来つつある。しかし現状では、全体的な情報収集や効果把握は行われ

ておらず、結果として教育プログラム化や外部への公表にも至っていない。 

卒業後の効果把握については、就職サポート室の業務として明確化し、企業訪問の際に聞き取り調査・

アンケート調査などを行い把握していく。「学びなおし」の機会提供の可能性も含めて、就職先の企業

との連携の下で新たな方策を工夫していきたい。 

 

 

 

 

②今後の改善方策 

卒業生の活躍状況や評価の把握については、就職サポート室の業務として明確化し、アンケートや企

業訪問時の聞き取り調査において把握するよう努める。これによって得られた情報は、卒業後のキャリ

ア形成への効果把握や教育活動の改善に活用し、その精度や頻度を上げていく。同時に離職率の把握も

必要と考える。「終身雇用」「年功序列」のシステムが崩壊すると予想される近い将来、転職する際の

学び直しのシステムの構築を急ぎたい。 

また、コロナ禍の影響は当分の間続くと予想されるため、入学前から業界就職に関する丁寧な説明を

心掛けたい。 

開校から約 30年が経過し、業界の企業・団体で管理職クラスとして活躍する卒業生もでてきた。これ

ら卒業生を「業界で活躍する先輩」として学校に招き、業界の様子や仕事のやりがいなどを授業の中で

学生に語ってもらうことも検討する。卒業生の社会的な活躍やキャリア形成への効果を本人から直接聞

くことのできる貴重な機会になることを期待する。 
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③特記事項 

クラス担任制度を採用しており、担任と学生の信頼関係に基づき学習相談、進路相談、就職相談が行

われている。また校長や部長も担任をサポートし、学校全体で指導体制を構築している。これにより合

格率と就職率の向上及び退学率低減を図っている。 

 就職活動に際しては就職サポート室と担任が連携し、学生の進路相談やカウンセリングを行っている。

学校に寄せられる求人情報は、就職サポート室が一元管理している。求人情報はファイリングした紙媒

体を就職サポート室にて自由に閲覧できるほか、専用システムである企業データベースに登録された情

報をいつでも学内ネットワークを利用して検索閲覧可能である。 

就職サポート室は2種類の企業訪問を実施している。1つは新規企業に対する求人開拓のための訪問で、

学生の新規採用を積極的に働きかけている。もう 1 つは就職内定先企業への訪問で、内定者が卒業まで

に取得すべき資格や能力についてヒアリングし、卒業までのカリキュラムに反映させている。また卒業

生の仕事ぶりなど評価についても聞き取りを行っている。 

学生との相談内容（カウンセリング内容）を記録に残し、担任、学科長、校長が情報を共有すること

により学生への対応を手厚くする。これにより対応が難しい学生への指導を担任一人で抱え込むことを

防いでいる。 

教育の成果としての就職率及び資格取得率の向上、退学率の減少への取り組みについては、その数値

が各部署の事業計画の達成目標として掲げられ、その具体的取り組み内容は月ごとの計画に取り込まれ、

その進捗がチェックされている。そして年度末において 1 年間の達成状況が集計され教職員の年間業務

の評価査定に使われている。 

以上、取り組みの内容については昨年度と何ら変わるものではないが、全教職員が内容を充分理解し、

日常の教育活動においてそのレベルを上げていく意識と、外部からの意見や提案、評価を受けやすい環

境やそれを具体化する学校としての体制作りが本年度の重点課題である。 

 

 

 

 

【関係者評価】 

クラス担任制度を採用しており、担任と学生の信頼関係に基づき学習相談、進路相談、就職相談が行

われている。また校長や部長も担任をサポートし、学校全体で指導体制を構築しており、これにより合

格率と就職率の向上及び退学率低減を図っていると説明があった。今後も継続していただきたい。 

 就職指導の次の課題は「いかに職業観を学ばせるか」であると考える。これは授業のみでは、なかな

か身に付かないものであり、教職員自身がそれを持っていないと学生には伝わらない。教職員への教育

にも、今まで以上に注力していただきたい。 

卒業生の評価や卒業後のキャリア形成への効果についての把握方法であるが、昨年の委員会でも提案

をしたように卒業生向けアンケートを推奨したい。その際に教職員の業務が煩雑にならないように方法

を工夫すること、得たデータが学校の募集に繋がるものであることが大切である。 
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（５）学生支援 

①課題 

全体としては「適切～ほぼ適切」との評価であるが、評価項目のうち「②学生相談に関する体制は整

備されているか」「④学生の健康管理を担う組織体制はあるか」「⑧卒業生への支援体制はあるか」「⑨

社会人のニーズを踏まえた教育環境が整備されているか」「⑩高校・高等専修学校等との連携によるキャ

リア教育・職業教育の取り組みが行われているか」の項目で「ほぼ適切」の評価が多かった。 

②④については、令和 3年度から公認心理士・臨床心理士による、年 16回のスクールカウンセリング

を導入し、学生・保護者・教職員を対象に課題であったメンタルヘルスケアにあたった。 

また、学内に保健室などの設備が無いことへの意見も見受けられるが、全学生を対象とした定期健康

診断の実施、時期に応じた感染症対策などが行われていることなどから、学校としても、総合判定とし

ては「ほぼ適切」と判断する。 

⑧⑨については、リカレント教育の一環として、卒業生に対して各種資格講座を特別料金にて提供し、

転職の際には就職先を斡旋している。 

⑩については、ビジネス・公務員分野の浜松校他校と比べても、高校等との連携によるキャリア教育・

職業教育の取り組みは遅れており、今後の課題である。 

 

 

 

②今後の改善方策 

高校から依頼を受け、当校教員が高校に出向いて行う出張講演や、高校生に対して職業教育の一端を

紹介する体験授業を提供している。これらの活動を通して高校生の職業意識形成に協力する取り組みは

従来から実施している。 

しかし今後は、高校に提供している従来型の体験授業や講演を見直し、教育課程編成委員会が提言す

る「業界人像」を明確に反映した職業実践プログラムを、関連企業の協力も戴きながら、高校側と連携

を図り構築していく必要がある。 

卒業生を含め社会人のニーズを踏まえた教育環境の提供については、企業の研修担当等との情報交換

の機会を密にして、より通い易い学び易い研修や学習のための環境整備を図っていく。 

また、⑥については「高等教育の修学支援新制度」の適用校として認定を受けたことにより、経済的

に困窮している家庭であっても「給付型の奨学金」と「授業料等の減免」により入学しやすくなってい

る。 

⑧の卒業生支援体制では、キャリアアップのため、資格講座を卒業生割引価格で受講可能であり、転

職支援なども実施している。 

ただ、⑩の高校・高等専修学校との連携によるキャリア教育は、まだ未整備である。観光・ホテル・

ブライダルの分野は、希望する学生数も多くなく、高校・高等専修学校との連携よりも、大学や行政と

の連携により、まずは地域の観光産業を活性化する協力をしていきたい。 
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③特記事項 

就職指導では、担任と学生との間で企業研究・自己考察・履歴書の書き方・自己ＰＲ・志望動機の内

容などを確認し、十分な就職対策を実施している。一方、就職サポート室は求人先企業の開拓はもとよ

り、学生に対して求人情報の提供、模擬面接の実施等、具体的なサポートを行っている。また、就職先

が内定した 2年次 9月以降は職種別にクラス編成を行い、入社 2年目レベルを目指した内定後教育を実

施している。 

学費等納付金の減免措置（資格経歴認定特別奨学生制度、兄弟姉妹特別奨学生制度など）や学園独自

の低利による教育資金融資制度は、入学を希望する学生や保護者、高等学校からの評価も高く利用者が

多い。近年、経済的理由から入学を断念あるいは退学を余儀なくされるケースが目立ってきているため、

学費分納制度を導入している。さらに奨学金の交付時期に連動した分納制度の導入なども併せて納入時

の負担軽減を図っている。 

また、令和 2年度から「高等教育の修学支援新制度」が導入され、世帯収入などの要件を満たす学生

は「授業料の減免」と「給付型奨学金」を受けることが出来るようになり支援制度が手厚くなった。 

遅刻日数や欠席日数が規定数に達した場合、担任から保護者等に電話連絡を入れている。特に自宅外

通学をしている学生の保護者等とは連絡を密にし、健康管理や生活習慣に目を配っている。 

 

 

 

【関係者評価】 

新型コロナウイルスの影響による退学者などが出なかったことは良かったと思う。休校措置などの対

処を早期に判断できたこと、タブレット型端末(iPad)を学生全員に配付してきたこと、オンライン授業

に素早く移行できたこと、そして学園が経済的支援に積極的であったことが要因であろう。 

今年度から新設された「スクールカウンセリング」であるが、まだ認知が完全ではない印象を受けた。

必要な取り組みであるので、担当者・担任だけでなく、学園全体で協力し軌道に乗せていただきたい。 

更に、社会人の学びなおしや働き方改革が政府の方針として打ち出される中で、中小企業の社員たち

が自分で考えて選択の出来る研修の機会や学習の機会を与えて欲しい。学校として難しい面もあると思

うが、土日や祝日の開講や校舎開放なども考慮していただけると有難い。 
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（６）教育環境 

①課題 

全体として「適切～ほぼ適切」と評価され、昨年度とほぼ同様である。 

昨年の学校関係者評価委員会において、当校のインターンシップ環境の充実が高く評価された。現在

当校の全ての学科でインターンシップの実施が可能となっている。今後もより効果の高いインターンシ

ップの在り方について関連業界とも協議を続けていく。 

さらに同委員会において防災訓練について、今後は地域との連携や自宅で震災にあった場合の対応等

も訓練に追加して欲しいとの提言があった。 

また、令和 2 年度からのコロナ対策として「リモート授業」のシステムを導入したが、実習授業につ

いては対面授業に限定されるため、今後の検討課題となっている。 

 

②今後の改善方策 

当学園には、オンラインによる「ＷＥＢ講義」と各地区を結んで行われる「サテライト授業」がある。

ただ、実習科目には対応していないため、早急に検討を始めたい。学生全員にタブレット型端末を配付

しているため、その有効活用にもつながればよい。 

次に国際ビジネス科のインターンシップの充実であるが、現在は入学者数も少ないため受け入れ先は

確保しやすいが、今後、空港関連など旅行関係以外に就職を希望する学生が増えることも予想されるた

め、就職サポート室と連携して受け入れ先を確保していきたい。 

防災体制については、引き続き地域消防との情報交換を通じて、地域の理解を進めていく。 

 

③特記事項 

専修学校設置基準に照らして講義室、実習室とも充分な面積と必要数を満たしている。また実習設備

として各学科に応じた教育用機器備品を揃えている。講義室、実習室とも授業後は施錠することを基本

としているが、学生の希望があれば自学自習する教室として開放している。なお学生ホールは終日開放

しているため、学生は自由に利用できる状態である。8階にある映像視聴室は、所属学科の分野以外の資

格講座受講の場として無料による利用が可能である。 

図書室と呼べる独立した部屋は整備していないが、校内廊下の随所に「図書コーナー」を設置し、各

分野の専門図書、業界専門誌、一般教養誌などを置いて学生が自由に利用できる環境を用意している。

教職員室および事務室の管理は適切に行われている。 

防災体制における地域との連携については、まず地域消防との情報交換を通じて地域の防災体制への理

解を進めていく。 

 

【関係者評価】 

本校の特色であるインターンシップがコロナ禍の影響で実施出来ない状況であるとの説明を受けた。 

インターンシップは、その経験を通して、学生達は将来の希望業界や仕事に対する理解を深め、結果と

して必要な資格取得へのモチベーションも高められるという効果が出ており、比較的早い時期に企業と

学生双方のマッチングが図られるためメリットも大きい。コロナの影響を受けた、現在の状況でインタ

ーンシップの中止はやむを得ないことではあるが、それにとって代わる対応策の準備を急がなければな

らない。学生全員が希望の就職先に就くための最善策に期待する。 
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（７）学生の受入れ募集 

①課題 

全項目が「適切～ほぼ適切」の評価である。 

学校案内書と募集要項の内容の他、メディアを通して在学生による情報発信を行っている。さらには、

ＳＡ（Student Assistant）と呼ばれる、オープンキャンパスにおける在学生による説明についても、安

定して高い評価を受けている。今後も学校の基本情報や教育成果、募集情報等についてより正確で丁寧

な外部発信を心がけていきたい。 

ただ、コロナ禍の影響により、観光・ホテル・ブライダル業界への就職に対する不安が、学生募集に

直結してしまっている。 

 

 

②今後の改善方策 

学校説明会や体験入学会での対応方法については毎年度初めに開かれる教務広報会議において見直さ

れている。 

また入学対象者は高校卒業者だけでなく大学や短大の卒業者や中退者も含まれるため、定例の説明会

だけでなく必要な都度、随時個別説明も実施している。 

観光・ホテル・ブライダル業界への就職に対する不安解消については、業界就職だけでなく、業界以

外の就職の可能性も示唆していきたい。学生が 2 年間を通して身につける「ホスピタリティー」は、ど

んな業種・職種に就こうとも通用するものと自負している。 

 

 

③特記事項 

学生募集のための学校案内書は、毎年内容を更新し、制作している。学校の基本情報はもちろん、学

科ごとのカリキュラム、資格合格実績、就職実績、学内イベントなどの情報並びに学校説明会や体験入

学会の開催日程を掲載している。また学費等納付金や入学手続き方法を明記した募集要項も綴じ込んで

ある。また、学校案内書に掲載した情報に基づいて毎年ホームページ掲載情報を更新している。代表的

なＱ＆Ａを掲載するとともにメールによる質問対応を行い、志願者の学校選択を応援している。募集開

始時期、入学者選抜時期、方針、方法については法令・通達・その他指針に従って適切に行っている。 

教育成果として資格試験の合格率、就職内定率などの合格実績を表示するときは、行政の指導に則り、

誤解や錯誤を与えないよう配慮している。学校説明会や体験入学会においては、教職員とともにＳＡ

(Student Assistant)と呼ばれる在学生が、入学希望者に対応している。在学生が自身の体験に基づく丁

寧な説明をしているので、入学希望者には好評である。 

学費等納付金の額は妥当な金額と考えるが、中途退学者の多くが経済的理由による授業料等納入困難

を挙げているため、学校としても奨学生制度など経済的な支援制度の利用を呼び掛けている。 

 

 

【関係者評価】 

ここ数年、募集が低迷していた「国際ビジネス科」であるが、コロナ禍の影響で更に厳しい状況にな

っていると説明を受けた。6月以降の入学イベントも参加者が減少しているとのこと。観光業界そのもの

も、コロナ禍影響をまともに受けており就職先が心配である。危機的状況を全職員一丸となって、乗り

越えていただきたい。 
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（８）財務 

①課題 

全体的に「適切～ほぼ適切」の評価である 

一般教職員の普段の意識がなかなか及びにくい項目であるため、今後も定期的な勉強会や研修等の機

会を利用して、全体の意識の向上を図っていくことが大切である。 

 

 

 

②今後の改善方策 

昨年同様に財務経理室と連携し、教職員教育の機会を多く設けていく。 

 

③特記事項 

理事会・評議員会において承認された予算計画に基づいて学校運営を行っている。年 4 回開催される理

事会・評議員会において学校運営状況を適時報告し、予算計画の実施状況、収支状況を確認している。

当学園は借入金のない安定した財務状況であり、入学者への寄付金をお願いや、学債の購入を依頼する

ようなことはしていない。 

 物品購入に際しては見積書取得、稟議書作成など徹底している。定期的に会計監査、税務監査によっ

てこれら手続きが適正に行われているか確認を受けている。 

 財務情報については「財産目録等の閲覧について」の規定を整備し、利害関係人が閲覧できるように

情報公開している。自己点検・自己評価は適切に行われており、その結果についてはホームページ上で

公開している。 

 予算管理、収支計画、会計監査などは財務経理室と連携して適切に対応している。 

 

 

 

【関係者評価】 

特記事項の通り、財務情報については規定が整備され、利害関係人も閲覧できるよう情報公開されて

おり、自己点検評価等の結果についてもホームページにおいて公開されている。 

予算管理、収支計画、会計監査等についても適切に対応されており、健全経営だと評価できる。 
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（９）法令等の遵守 

①課題 

全体として「適切～ほぼ適切」と評価され、前年とほぼ同様の評価内容である。 

学校法人立専修学校として、今後も引き続き法令遵守に努める。 

特に若手の教職員への研修や定期的な勉強会を本年も実施していく。教職員が全体的に評価をし易い

環境作りや機会の提供を図ることが継続課題である。ホームページを通じての情報公開も引き続き丁寧

に行っていく。 

 

 

②今後の改善方策 

これまで同様、校長、部長が先頭に立って法令遵守に努めるとともに、毎月開催される地区連絡会議

や授業閑散期の教職員研修の機会を利用して全体への啓蒙を図る。 

 

 

③特記事項 

事業計画書の冒頭で「国民からの期待と教育者の使命」として教育基本法の前文、第一条（教育の目的）

を掲げており、全教職員に対して教育者としての使命と心得について啓蒙し、各教職員は誇りと情熱を

もって教育に当たるよう努めている。法令遵守もこの一環として実行している。 

 施設・設備などは専修学校設置基準を遵守した内容になっており、授業時間、授業日数、教育課程編

成も基準を満たしている。 

 学園では数多くの個人情報を扱うため、個人情報保護法に基づく「個人情報保護規則」を整備し、適

切な取り扱いを図っている。 

 毎年度末に全教職員による自己点検・自己評価を実施している。評価項目に対して「適切」「ほほ適

切」「やや不適切」「不適切」の判定を行い、特に「やや不適切」「不適切」と評価された項目につい

て教職員会議で内容を検討している。情報不足による勘違いや錯誤ではなく実際に改善が必要と判断し

た場合は具体的な改善策を講じて実行している。 

 自己点検・自己評価結果は総括してホームページ上で公開している。さらに自己点検・自己評価の結

果は学校関係者評価委員会に報告し、関係者による評価を受けている。 

 

 

【関係者評価】 

法令遵守に対する現在の取り組みについて一通りの説明を受けた。 

施設・設備などは専修学校設置基準を遵守した内容になっており、授業時間、授業日数、教育課程編

成も基準を満たしている。 

また、数多くの個人情報を扱うため、個人情報保護法に基づく「個人情報保護規則」を整備し、適切

な取り扱いを図っている。 
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（10）社会貢献・地域貢献 

①課題 

「①学校の教育資源や施設を活用した社会貢献・地域貢献を行っているか」の項目で「やや不適切」

の評価があった。施設については、土日祝日の休日に、空いている教室の貸し出しを行うなどしている

が、令和 3 年度もコロナ禍の影響により、教室貸出や学生ボランティアが自粛傾向にあり、このような

評価につながった。 

当校では、地域で催される各種イベントに学生達がボランティア活動することを以前から奨励支援し

ている。令和 3年度はコロナ禍の影響で各種イベントが中止となり、ボランティアの機会も失われたが、

今後も貴重な地域貢献や異文化交流の場として引き続き積極的な奨励支援を続けていく。 

 

 

②今後の改善方策 

学校に対してボランティア活動の要請があった場合、その情報を学生に提供し、参加を促してきた。

今までは、増え続けるインバウンド観光客や国際交流イベントへの外国人参加者の受入れボランティア

を行ってきたが、コロナ禍により、異文化交流の機会は消滅した。この傾向は当面の間続くと予想され

るため、学生自身の成長に繋がるような、より教育効果の高いものの開拓が必要となる。 

 さらに、商店街に活気を取り戻すイベントの提案をするなど、教育成果を社会や地域に還元できるよ

うな提案型地域活動も積極的にカリキュラム導入していく。 

 

 

③特記事項 

学内施設と教育ノウハウを活用し、社会人や大学生に対して資格取得講座を開講している。これは専

門課程の授業が行われない平日夜間や週末を利用した「附帯教育」として実施しており、資格取得や就

職転職を目指す方々をサポートしている。 

 また、中心市街地の活性化を図るために、浜松市役所や商工会議所主催の様々なイベント等にボラン

ティア参加をしている。毎年秋に開催される「サンバフェスティバル」において、当日の運営スタッフ

として日本ブラジル文化交流促進のお手伝いをすることと、5月に開催される「家康楽市」での出店手伝

い等が主な参加事例である。 

 

 

【関係者評価】 

教育を通して社会に奉仕貢献することが学園の基本理念であるとの説明があった。社会貢献及び地域

貢献についても充分な活動実績を挙げていると委員全員が評価している。 

ただ、コロナ禍においては、地域イベントが中止になったこともあり、学生達のボランティア活動が

出来ない状態にあった。本校の学生達は総じてボランティアを行う姿勢ができているので、イベント開

催時には、多くの学生が参加してくれることを期待する。 

また、最近地元の祭りや消防団活動、地域の活動等に参加する若者が減っているように感じる。社会

活動の原点ともいえる地域活動の重要性について、機会を見て学生達に教えてもらえると大変有難い。 
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学校関係者評価委員 

役職 氏  名 現 職 出欠 

委員長 牛田 策啓 牛田策啓税理士事務所 所長 出席 

委 員 高塚 陽介 遠州鉄道株式会社 中遠旅行営業所 セールスチーフ 欠席 

委 員 堀内 章伸 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会 地域福祉課 課長補佐 出席 

委 員 寺谷 裕樹 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 法人本部 人事企画部次長 出席 

委 員 杢屋 英夫 浜松商工会議所 理事  産業振興部部長 出席 

以上 


