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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     

大原公務員医療観光専門学校沼津校 

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 

 すべての項目で「適切～ほぼ適切」と評価された。 

 毎年、学生に配付している学生手帳（トライアングル手帳）の中に「大原生の４つの入学目的」や学

園独自の教育システム（トライアングル教育）についての記述があり、毎日のホームルーム等で手帳活

用方法の確認とあわせて教育理念等の学生への浸透を図っているが、学校の特色や将来構想などの周知

が出来ていない。 

 また、保護者等への教育理念等の周知については、入学前の保護者等説明会、入学式、新入生の保護

者等を対象としたオリエンテーション、保護者等向け就職ガイダンス等複数の機会を設け周知を図って

いるが、その浸透度は十分とは言えない。 

 

 

 

②今後の改善方策 

 今後、学校の特色や将来構想について教職員会議等で協議し、教職員間で共通の認識を持ち学生

への周知を図っていく。 

 また、保護者等に対する教育理念等の周知は、入学前の学校説明会時の保護者説明会等において

従来どおり実施するとともに、入学後に実施する新入生の保護者等対象のオリエンテーションへの

参加率を高めるため、開催時期や案内方法等を再検討する。なお、新型コロナウィルス感染症拡大

防止を鑑み、令和 2 年度は実施を見合わせたが、令和 3 年度は新入生の約 6 割、令和 4 年度は新入

生の約 7割の保護者が出席した。 
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③特記事項 

 平成 27年度より「公務員科」「医療事務科」「ホテル・ブライダル科」の各学科で「教育課程編成

委員会」を組織し、毎年度内に 2 回の会議を開催している。今後も継続して委員会を開催し、個別

委員（業界関係者）からの意見や要望を教育目標や育成人材像に反映させていく。 

 

 

 

【関係者評価】 

令和 3年度と令和元年度とではコロナという大きな課題により事情が異なる。先生や学生さんもとて

も大変だったのではないかと推測されるが、その中で学校の目標や理念は崩さないよう非常に努力され

ているように外から見て感じている。 

事前の資料を読み、トライアングル手帳を活用されているように感じた。教育理念等については、ホ

ームページ上での周知に加えてトライアングル手帳を活用した周知をしてみるのも良いのではないか。 

また、学生数についての質問があったが、コロナの影響で介護や医療の業界は怖いというイメージを

持たれていて、現在は採用が困難になっている。そういった意味で実習はとても大切だと感じる。感染

対策を行ったうえで実習受け入れをしたい。 
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（２）学校運営 

①課題 

 全体としては「適切～ほぼ適切」と評価されたが、評価項目のうち「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」の項目で「ほぼ不適切」との評価の割合が若干高かった。 

 情報システムのうちメール・システムに関して、平成 27 年度より Microsoft365 メール・システムを

利用したシステムに移行し、その利便性が大幅に改善された。さらに平成 29年度の新学生管理システム

への移行、平成 30年度のグループウェアの導入による教職員の業務予定の電子化等により、業務の効率

化が図られている。 

また、コロナ禍でのリモート授業や、将来の教材デジタル化を見据え Microsoft 365の Teamsや One note

といったアプリケーションの活用にも積極的に取り組んでいる。 

 一方、業務で使用するコンピュータの基本スペック（処理能力）が低く、生産性の低下を招いている

との意見があった。 

 

②今後の改善方策 

 グループウェアの導入による教職員の業務予定や、施設利用予約等についての電子化が図られてはい

るが、入力漏れ等の運用面での課題がある。 

全教職員にコンピュータリテラシー教育を施し、学生指導や日常業務の遂行上必要なコンピュータ資源

の有効活用に努めると同時に、業務の効率化と生産性の向上を図るため、コンピュータの入れ替え等を

検討する。 

 

③特記事項 

 毎年一回、前年度末までに次年度の事業計画を策定し、全教職員でその内容を確認するための年間事

業計画報告会を行っている。月別の事業計画について、その遂行状況を朝礼の場で担当者より発表し、

全体で確認している。 

 学園・学校の運営組織及び職位を事業計画書の中の組織図に明記し、学園諸規則において意思決定機

能を果たすべく具体性を保持している。 

 学園諸規則集の中に就業規則・給与規程・育児介護休業規程・教職員採用規程・組織責任者規程・個

人情報取扱規則等、就業・業務遂行等に必要な規定は網羅されており、全教職員に周知されている。 

 学校の特色、各学科の教育目標、目指す人物像、合格実績、卒業後の進路、教育活動や教育環境、附

帯教育等、広範にわたって過不足なく学校情報をホームページにて公開している。 

 開校当初より全館無線ＬＡＮが利用できる環境を整備しており、全教職員が１人１台タブレット型端

末（iPad）を保有し、会議資料の閲覧や授業で活用している。 

 

 

【関係者評価】 

昨年に続き今年も、業務で使用するパソコンのスペックが不十分との意見があった。コストがかかる

ことではあるが、リプレースを検討していただくよう望む。 
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（３）教育活動 

①課題 

 全体としては「適切～ほぼ適切」と評価されたが、評価項目のうち「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（本務・兼務含む）を確保するなどマネジメントが行われているか」の項目で

「やや不適切」との評価意見があった。 

 授業評価については令和 3 年度についても、新入教職員に対する模擬授業評価の実施のみにとどまっ

ており、全教職員を対象とした評価体制の確立および授業評価の実施が必要である。 

 関連分野における業界等との連携については、学科により連携の有無や程度に差があり、特に公務員

科における業界等との連携が課題となっている。 

 また、先端的な知識・技能等を修得するための研究については、オンライン朝礼の実施や学内研修の

実施等により、教材デジタル化やリモート授業の実施に備えた技術の向上に努めている。 

 

 

 

②今後の改善方策 

 従前からの課題でもある「教職員に対する授業評価」については、早急に授業評価計画を策定し、校

長を中心とした定期的な評価の実施とその評価結果を踏まえた面談や、教職員相互の授業聴講・評価等

の実施を通じて、教職員の業務力向上に努めていく。 

 専攻分野における教員研修に関しては今後も、各専攻分野における外部研修について学校として情報

収集し、各教員に参加を指示する形で組織的に行い、計画的なレベルアップを図る。 

 令和 3年度のインターンシップについては、長期ホテル・インターンシップ（ホテル･ブライダル科）、

病院実習（医療事務科）は実施できたが、公務員科の官公庁インターンシップは新型コロナウィルス感

染症拡大の影響を受け、実施できなかった。 

 「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」については、今後も医療事務

科とホテル･ブライダル科で、実務担当者を招いた実務家講演会を実施し、加えて公務員科においても実

務経験者やＯＢ・ＯＧを招いた講演会を実施する予定である。 

 

 

 

③特記事項 

 学科毎の目指すべき人物像、将来の職業を実現するために必要な専門能力の習得に加え、社会人とし

て必要な職場基礎力（自己管理力、協調行動力、ＩＴ活用力、海外行動力）の修得・習得に必要なカリ

キュラムを定め、入学当初よりその習得に向けた授業を実施している。 

 また、職場における実践的ビジネスマナー習得のために、内定職種別にロールプレイングを中心とし

た内定後教育（教育）を実施しており、効果測定によりその習熟度を確認している。 
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【関係者評価】 

卒業生である評価委員より、以下の意見があった。 

大原の先生方は非常に面倒見が良く、学生がそれぞれの道を目指すなか先生方が一生懸命取り組んで

いると感じている。 

自分が学生の時は、日頃から敬語の使い方などは学んでいたが、実習前の研修でもう一度敬語や接遇

など社会人として必要な知識をおさらいすることが出来た。卒業後は実習生を受け入れる立場になった

が、実習中にこの病院で働きたいと言ってもらえたり、ＯＧ講演で私の話を聞き私の勤務先の病院で働

きたいと言ってくれる学生もいたりして、非常に嬉しく思う。 
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（４）学修成果 

①課題 

 全体としては「適切～ほぼ適切」と評価されたが、評価項目のうち「③退学率の低減が図られている

か」と「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」の項目で「やや不適切」との意

見があった。 

 

 

 

②今後の改善方策 

 退学者の減少に向けて担任を中心とした日常的な指導のほか、必要に応じて学科責任者や校長の面接

指導を実施しており、一定の成果を挙げている。今後も継続して退学者の減少に努めていく。 

 卒業生・在校生の社会的な活躍や評価を把握する仕組みについては教職員間で協議を重ね、また学校

関係者の方にも意見を伺いながらその評価システムの構築を目指していく。 

 

 

 

③特記事項 

 日々の授業や学生指導を通じて、専門的な知識や技術の習得はもとより資格取得や就職、公務員試験

の合格に努めており、開校以来、高水準の成果を上げている。 

 

 

 

【関係者評価】 

昨年度、進路変更による数名の退学者が出たとのことだが、他の道できちんとやりたいことを見つけ

たうえでの退学であれば、マイナスにとらえる必要はないのではないか。退学者を出すというと暗いイ

メージがあるが、公務員試験の合格率や各検定試験の合格率は非常に高く、所期の目的は達成できてい

るのではないかと思われる。 
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（５）学生支援 

①課題 

 全体としては「適切～ほぼ適切」と評価されたが、評価項目のうち「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「やや不適切」との評価意見

があった。 

 学生相談に関する体制について昨年度、「担任に頼る部分が大きく、学生と担任教員との信頼関係に委

ねられており、専任のスクールカウンセラー等のフォロー体制が確立されていない」との意見が挙がっ

たが、令和 3年度より静岡校・浜松校と合同でスクールカウンセラー制度をスタートした。 

 卒業生への支援体制については以前からの課題であり、卒業生の動向把握や支援についての体制が確

立していないのが現状である。 

 高等学校、高等専修学校との連携については、今後検討していく。 

 

 

②今後の改善方策 

 令和 2 年度より就職サポート室を学生サポート室に改編し、従来の就職サポート業務に加え、学生の

生活面における相談等も幅広く対応できるような体制を整えた。 

 卒業生への支援体制については従前からの継続課題となるが、卒業後の状況やニーズを把握するため

に、同窓会の組織化等を含めどのような方法が最適かを継続して検討していく。 

 社会人のニーズを踏まえた教育環境については、現状のマンパワーを考慮しつつ更なるラインナップ

の拡大を図っていく。 

 

 

③特記事項 

 進路・就職に関するサポートは、就職専任スタッフ（学生サポート室）と各クラス担任が連携し、求

人情報の提供、学生・保護者向け就職ガイダンスの実施、学生向け面接指導等を行っている。 

 学生に対する経済的支援は、「資格経歴特別奨学生制度」「兄弟姉妹等特別奨学生制度」等を設けてお

り、その他公的支援制度として「日本学生支援機構奨学金制度」が利用可能である。 

 また、令和 2年 4月より開始された「高等教育の修学支援新制度」の対象機関（確認大学等）として、

文部科学省の認定（確認者は静岡県）を受けている。 

 年一回の 6 地区合同（名古屋、岐阜、津、浜松、静岡、沼津）のスポーツフェスティバル（体育祭）

の開催（令和 2年度、3年度はコロナ感染症拡大の影響により中止）や地区ごとのクラブ・サークル活動

の支援、ボランティア活動の支援等を実施している。 

 

 

【関係者評価】 

スクールカウンセラー制度について昨年度は利用者 1名とのことだが、コロナ禍の影響で家庭事情等

も複雑になっており、専任のカウンセラーがいることは相談する側にとっても、また先生にとっても良

いことだと思う。 
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（６）教育環境 

①課題 

 すべての項目で「適切～ほぼ適切」と評価されたが、「①施設・設備は、教育上の必要性に十分対応で

きるように整備されているか」で「適切」の評価意見が少なかった。 

 教室（講義室・実習室）や教育備品（パソコン等）の学校施設・設備に関しては、学生数に応じ適正

に用意されており、学びやすい環境整備を心掛けているが、教室数に余裕がなく、若干の窮屈さを感じ

る場面が生じている。 

 海外研修について以前より、学生の自主的な海外体験に対する支援制度として「オーバーシーズ・プ

ログラム」を設けているが、令和 2 年度、3 年度は新型コロナウィルス感染症の影響により中止してお

り、令和 4 年度においても中止の予定である。学校主催の団体旅行的海外研修についても実施しておら

ず、当面の間、実施の予定はない。 

 

 

②今後の改善方策 

 教室環境整備については従前からの継続課題となるが、一度に多勢の学生が集まるセミナー等の開催

に際しては外部施設を利用するなど、学生・受講生に窮屈さを感じさせないような工夫を継続して行っ

ていく。 

 海外研修については、学生の将来の海外赴任や海外出張を想定し、自分自身で旅行の手配や渡航手続

き行うことを趣旨とした「オーバーシーズ・プログラム」を設けており、この制度の普及啓蒙に努める

ことで学生の海外体験を推進していくこととしているが、今年度についても新型コロナウィルス感染症

拡大の影響から、「オーバーシーズ・プログラム」の実施を見合わせる。 

 防災に対する体制については、教職員および学生を対象とした避難訓練を実施すべく関係機関と調整

中である。 

 

 

③特記事項 

 学園全体で iPadを活用した授業に取り組んでおり、全館で無線ＬＡＮを使用できる環境が整っている。 

その他、授業や実習に必要な教育備品についても必要十分な数量を取り揃えている。 

 令和 3 年度においても、ホテル・ブライダル科で約 1 ヶ月間のホテル・インターンシップ研修、医療

事務科で病院実習を実施しており、実習先企業より一定の評価をいただいている。また、公務員科にお

いても平成 30年度より、夏期休暇期間を利用して官公庁インターンシップを開始したが、令和 2年度、

3年度は新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受け、実施できなかった。 

 防災設備の年 2 回の点検は専門業者に委託し、その結果を消防署等へ届け出ている。また、教職員に

対する防災訓練を年 1 回実施しており、消防設備の使用方法の確認を行っている。また、震災等に備え

て非常用食糧、飲料水を備蓄している。 

 また、校舎内滞在者数の把握に関し、学生・受講者については出欠管理の徹底により、また、自習者

については、入館時のチェック及び自習ブース利用カードの提示を義務付けることにより把握している。 
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【関係者評価】 

地元町内会では日頃から学生が困らないようにするためにはどうしたら良いかを考えており、緊急時

には同じ町内の一員としてサポートしていくつもりでいる。 

学校で発災した場合の訓練など、日頃から自分の命をどう守るか必要最低限の知識は指導していく必

要がある。 
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（７）学生の受入れ募集 

①課題 

 すべての項目で「適切～ほぼ適切」と評価された。 

 学生募集に関して、入学担当部署と連携しながら適正な活動をしてきたが、令和 4 年度新入生の募集

については、学校全体で前年比約 80％となり、全学科で前年比マイナスとなった。 

 

 

②今後の改善方策 

 学生募集の活動と募集活動における教育成果の伝達については多くの教職員が適正に行われていると

評価しているが、今年度の募集成果については前年比マイナスとなった。 

 この状況を踏まえ、今後も現在の体制を継続・維持していくとともに、より多くの入学希望者や潜在

者に対して学校の魅力を伝えられるよう、ＳＮＳ等を活用した情報発信を積極的に実施していく。 

 また、校長をはじめとした教務担当者の高校訪問等を継続して実施することにより、学校の魅力を直

接伝えられる機会を増やすよう努めていく。 

 

 

③特記事項 

 学生募集活動は企画広報室を中心に教務と連携を取りながら、学校案内書の作成、学校説明会の実施、

学校見学会の受入れ等を行っている。常に適正な説明・対応を心掛けており、現に適正に行われている

ものと思われる。 

 また、学費等納付金についても妥当な額であると思われる。 

 

 

【関係者評価】 

今年度の新入生数は減少しているようだが、募集活動そのものは適切に行われているとのことなので

特段の問題は無いのではないかと思われる。今後も継続して、学校の教育について周知しながら学生募

集に努めていって欲しい。 
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（８）財務 

①課題 

 すべての項目で「適切」と評価された。 

 

 

②今後の改善方策 

 財務内容については現状これといった問題はなく、会計監査についても適正に行われている。 

 また、学園全体の財務情報もホームページに公開されており財務情報の公開も適正である。 

 

 

③特記事項 

 学園全体の財務情報は適正な手続きを経て作成されており、また財務基盤も安定しているといえ

る。 

 新年度の事業計画を反映した資金収支予算・消費収支予算が組まれており、理事会・評議員会で

の必要な手続きを経て新年度の事業計画や予算が承認されている。 

 

 

【関係者評価】 

特に申し上げることはない。 
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（９）法令等の遵守 

①課題 

 すべての項目で「適切～ほぼ適切」と評価された。 

 

 

②今後の改善方策 

 学園全体で関係諸法令の遵守に努めており、適正な学校運営がなされている。 

 また、自己点検・自己評価の実施も行っており、その結果についてもホームページで公表してい

る。 

 

 

③特記事項 

 学校運営に関し、法令や専修学校設置基準等を遵守した運営がなされている。 

 個人情報の保護・取扱いに関して、学園諸規則集の中に個人情報取扱規則を定め、規則に則った

適正な取扱いがなされており、個人情報保護が図られている。 

 平成 27年度より自己点検・評価の実施と自己評価結果の公開を行っている。 

 

 

【関係者評価】 

法令遵守や個人情報保護に関して十分に配慮されており、特段の問題がないことが窺える。今後も継

続して、法令遵守や個人情報保護に取り組むと同時に、学生への指導をお願いしたい。 
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（10）社会貢献・地域貢献 

①課題 

 全体としては「適切～ほぼ適切」と評価されたが、「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」と「②学生のボランティア活動を奨励、支援しているか」の項目で「適

切」の評価がやや低かった。 

 学校の教育資源や施設を活用した社会貢献・地域貢献として、従前より社会人向け講座を開講し

ているが、これに加えて徐々にではあるが地元商店街で開催されるイベントに、学校施設の一部を

開放するなどの機会を増やしている。 

 また、令和 2 年度は新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、積極的なボランティア参加

を勧められなかったが、令和 3年度については学校独自のボランティア活動（千本浜清掃 等）を実

施し、多くの学生の参加が見られた。 

 

 

②今後の改善方策 

 今後も、地元自治会や商店街等と連携し、地域のニーズを把握し、ニーズに応じた社会貢献・地

域貢献に努めていく。 

 学生のボランティア活動を推奨し、地域のお祭りやイベントなどへのボランティア参加を継続し

ていくと同時に、コロナ禍におけるボランティア活動を学校が主体となって立案することでボラン

ティア活動への意識を高めていく。 

 

 

③特記事項 

 学園では、学校の教育資源や教育施設を利用した社会貢献の一環として、様々な公共職業訓練講

座を受託・実施しており、離職者や高齢者の再就職のための知識や技術の習得に貢献している。今

後、沼津校でも可能な限り公共職業訓練等を受託していきたい。 

 

 

【関係者評価】 

地元町内会としては特に申しあげることはないが、ボランティア活動を通じて社会貢献・地域貢献活

動の意義や自身の参加目的を考えさせ、就職試験や公務員試験に役立てて欲しい。 

今後もボランティア活動等に積極的に参加していただくことで、地域との関係性をより良いものとな

るよう努めていって欲しい。 
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学校関係者評価委員会 

役職 氏  名 現 職 出欠 

委員長 中山 治久 沼津市大手町町内会 大手町会館 事務長 出席 

委員 宮内 裕光 みやうち司法書士事務所 司法書士 欠席 

委員 森  真澄 一般財団法人芙蓉協会 聖隷沼津病院 事務次長･医事課長 出席 

委員 大澤 幸男 
株式会社ＫＴＳオペレーション 

沼津リバーサイドホテル 総務人事マネージャー 
出席 

委員 勝呂 京子 
社会福祉法人 沼津市社会福祉協議会 

千本地域包括支援センター センター長 
出席 

委員 杉山  渉 株式会社ウェルビーイング 人事･人材開発課長 欠席 

委員 桐部 ゆきの 大原公務員医療観光専門学校沼津校２年制医療事務科 卒業生 出席 

以上 


