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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に

関する関係者からの評価と助言を掲載します。

１．教育理念・目標 

【課題】 

評価の平均は 5段階中の 4.7、「適切・ほぼ適切」の評価割合は 97％であり、全体として概ね妥当との

評価であった。 

新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、「マスクの着用」「ソーシャルディスタンス」などの生活様

式、「オンライン授業」「在宅勤務」などの学び方・働き方の変化など 「ニューノーマル時代」の新たな

常識が、世の中の「当たり前」となっている。急速に変化が進む社会や業界のニーズに対して、今後の教

育の方向性をどのように定めるかが引き続き課題となっている。 

「学校の理念・目的・育成・人材・特色・将来構想」については、新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、入学式や卒業式等保護者の参加することができる式典等の入場制限をしているため、別途新入生等

の保護者向け説明会を開催する等の意見があった。 

【今後の改善方策】 

「社会全体の仕組みが変わる」というレベルの大きな変化は、数年かけて徐々に移行し普及していくも

のであるが、オンライン及び対面によるハイブリッド型授業の導入、WEB による資格検定の実施、就職活

動におけるオンライン説明会やオンライン面接の実施など、学生指導にも急激な変化がおこっている。

その変化に早急に対応するとともに、業界が求める人財の変化にも対応する必要がある。そのためには

教育課程編成委員会や企業訪問を通じてビジネス現場で必要とされる能力を把握し、カリキュラム等に

反映するように検討し、今後も実践的教育を目指す専門学校としてのレベルアップを目指す。 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、各式典で保護者等の参加規制をするが、学校の理念等の

周知機会を確保する方法として YouTube を活用したライブ配信を実施する。今後も入学前の保護者説明

会・家庭宛の通信文書等あらゆる機会を利用して周知に努める。 

【関係者評価】 

昨年に続きコロナ禍の状況は続いているが、適切な取り組みがなされており、自己点検・自己評価の結

果も妥当なものと考えられる。 

一昨年度はコロナ感染拡大を防ぐことを最優先し、オンライン授業による対応を迅速に行っていたが、



昨年度は感染防止上やむを得ない事由を除き対面授業を行っているとのことであった。人格の完成を目

指す上で人的な交流も重要な要素であると思われるので、十分な感染対策をした上での対面授業の実施

を行って欲しい。また、感染者で症状がない場合や濃厚接触者と判断された場合において、自宅でのオン

ライン授業によるフォロー体制が整備されており評価する。 

学校理念等の周知についてもコロナ対策による工夫がされており、今後も継続した対応を心掛けてほし

い。 

２．学校運営 

【課題】 

評価の平均は 5段階中の 4.6、「適切・ほぼ適切」の評価割合は 93％であるが、「情報システム化等に

よる業務の効率化」において不適切との評価が一部あった。 

新型コロナウイルス対策として緊急事態宣言等による学生の自宅待機をフォローするためオンライン

授業の質的向上が図られたが、情報システム化等による教職員の業務の効率化には上手く活用されてい

ないことが課題である。 

毎年、学園学校運営計画書が作成されている。計画書には運営方針・事業計画・組織図が明示されて

おり、運営組織や意思決定機能についても明確化され、毎年度末において行われる職員全体会議におい

て、全職員に対して事業計画等の説明がされているため、「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」について「やや不適切」との評価があるが、特に課題はない。 

【今後の改善方策】 

専門教育のデジタル化を図るため学園内で「ＤＸ教育研修部」を令和３年度に設置し、デジタル化に

向けた教職員の教育訓練が実施された。次年度において、以下の項目に取り組む予定である。 

①ＤＸ教育研修室の主導による研修として、身近にある課題をＤＸで解決し、改善過程と成果を報告

する。 

②教材デジタル化に向けた準備と研修を実施する。 

③コロナ対策以外におけるオンライン授業の活用。 

【関係者評価】 

学校運営について適切な取り組みがなされており、自己点検・自己評価の結果も妥当である。 

コロナ感染状況に応じオンライン授業と対面授業を組み合わせたハイブリッド授業を展開していたこ

とに留まらず、感染者や濃厚接触者が登校できない場合においてもオンライン授業を活用し「学びを止

めない」取り組みは大いに評価したい。 

今後は日常における様々な業務をデジタル化し効率化と改善を図る取り組みが行われるとのことであ

るが、教職員の業務負担軽減になることを期待したい。 

また、来年度から一部の科目につき教材デジタル化がされるとの報告を受けたが、しっかりした準備を

行って頂きたい。 



３．教育活動 

【課題】 

評価の平均は 5段階中の 4.6、「適切・ほぼ適切」の評価割合は 93％であり、全体として概ね妥当と

の評価であった。コロナ禍においてインターシップの受け入れ先企業等の確保やインターンシップに替

わる職場体験方法を検討することが課題である。 

「キャリア教育・実践的な職業教育の視点に立ったカリキュラムや教育方法の工夫・開発」、「関連分

野の業界等との連携」、「教員の指導力育成など資質向上のための取り組み」の項目については更なる取

り組みの強化を求める意見があり、その方策が引き続きの課題である。 

【今後の改善方策】 

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置により、予定していたインターンシップ先企業等からの中止要

請があり実施できない学科があった。特に医療事務科については顕著であった。今後もコロナ禍の状況

が続く可能性があるため、コロナ感染状況による実施時期の柔軟な変更が可能か、職場ではなく学内で

の研修やオンライン形式での研修で代替できないか等検討をする。また、就職サポート室の協力を得て

インターシップ先企業の開拓を行う。 

「キャリア教育・実践的な職業教育の視点に立ったカリキュラムや教育方法の工夫・開発」は、学科

ごとに開催する教育課程編成委員会において、カリキュラムの工夫・開発の検討を今後も継続する。 

「関連分野の業界等との連携」については、情報処理科において業界関係者に講師としてサポートし

ていただく予定である。 

「教員の指導力育成など資質向上のための取り組み」については、学園内にＤＸ教育研修部を設置

し、職員によるオンライン授業向上等のＤＸ推進が行われたが、さらなる能力アップに向けてこの取り

組みを今後も継続する。 

【関係者評価】 

教育活動についても適切な取り組みがなされており、自己点検・自己評価の結果も妥当である。 

コロナ禍におけるインターンシップの中止は致し方ないと思う。参加できなかった学生の心情を察する

と残念であるが、学生のケアもしっかり行っているとの報告もあり安堵している。今年度は通常どおり

実施予定であるとの報告を受けているが、コロナ感染状況により実施が難しい場合には、代替方法につ

いても検討し学生の就職意欲向上に役立ててほしい。 

 また、情報処理科において業界関係者による一部講義を実施するとのことであった。授業の質向上及

び学生の興味・関心の増加に繋がると思われるので更なる取り組みを期待したい。 

４．学修成果 

【課題】 

評価の平均は 5段階中の 4.4、「適切・ほぼ適切」の評価割合は 90.9％であり、「退学率の低減」につ

き課題があるとの評価であった。 

退学率は令和 2年度に改善されたが、令和 3年度は退学者が増加した。退学理由は様々であるが、コ

ロナ禍での学校行事の中止、学内におけるソーシャルディスタンスや黙食等、学生同士のコミュニケー



ションの減少により人との関わりが減り学生から「相談を受ける」という機会が減っていることが、退

学者増加の一因であると考えられる。令和４年度もコロナ禍の状況が続くと考えられるため、退学者の

低減に力を注ぐ必要がある。 

卒業後のキャリア形成効果につき、OB・OG 講演を通して卒業後の企業勤務での経験を通してどのよう

な経験が今の自分につながっているのかを在学生に伝える機会を設けているが、一部の学科に限られて

いるのが課題である。 

【今後の改善方策】 

「退学率の減少」については、早期に悩み等に気付くためにも学生を日々観察し積極的に学生とコミ

ュニケーションを図ること、スクールカウンセリングを積極的に活用すること、保護者等との連絡を密

とすることを重点的に行う。また、コロナ禍での学校行事については、感染状況が厳しい場合でも中止

ではなく、代替となる内容を考案し実施することにより学生間のコミュニケーションの機会を設ける。 

「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」は、OB・OG 講演会の実施を

する学科の拡大をする。この取り組みは在校生の将来の職業への具体的なイメージを得られる効果も高

く、今後も推進する。 

卒業生に対する社会的な活躍と評価は、就職サポート室担当者による就職先企業訪問等での一部の卒

業生のみの把握に留まっているため、アンケートの実施方法をＷＥＢにするなど効率を考慮した方法を

検討する。 

【関係者評価】 

 コロナ禍における就職についてはオンライン説明会やオンライン面接など新しい採用方法が実施され、

慣れない活動で学生は大変であったと思うが、就職希望者全員が就職内定しており大いに評価する。求

人方法もインターネットを通じた求人サイトを利用する企業も増加しているため学生の状況把握を的確

に把握することも難しくなっていると思うが、今後もしっかりと指導いただきたい。 

資格においては、コロナ禍の状況にあっても一定の合格率を維持しており評価する。 

また、コロナ禍における学校イベントは、延期・中止された影響が学生同士のコミュニケーション不足と

なり退学率の増加の一因にもなっている可能性がある。先生方の負担も大きくなるが、感染対策を十分

講じたうえで、イベントの実施をしてほしい。 

５．学生支援 

【課題】 

評価の平均は 5段階中の 4.3、「適切・ほぼ適切」の評価割合は 94.5％であり、全体として概ね妥当

との評価であった。 

課題であった学生の精神面でのサポートは、スクールカウンセラーによる月 2回の相談を昨年度より

実施をしている。利用者が限定されているため、学生への周知と教職員の理解向上が課題である。 

「保護者との連携」については、保護者への連絡などのコミュニケーション力が担当者により差があ

ることが課題である。 



「卒業生への支援体制」については、卒業生の追跡調査をすべきとの意見があった。卒業後の状況調

査など具体的な方法及び実施がされていないことが課題である。 

【今後の改善方策】 

スクールカウンセラーの利用については、新年度開始時に職員に対し利用方法の周知を行うとともに、

各クラスにおいて担任から学生に対し月初めの朝礼時等を利用したカウンセリング案内告知を行う。 

保護者との連携は、入学後や進級後遅滞なく保護者等へ電話連絡による担任紹介を行い、家庭内の状況

等を確認するなどのコミュニケーションを図る。 

卒業生に対する支援は、学生の卒業後の状況把握をする必要がある。一定時期に就業状況等を確認し、

状況に応じて学園が支援できることがないかを確認する。 

【関係者評価】 

 ２年以上にも及ぶ新型コロナウイルス感染症対策による影響から日常生活・学校生活に不安やストレ

スを抱く学生もいるのではないかと推測する。先生方だけでは対処が難しい場合もあり専門的な知識を

持ったスクールカウンセラーを設置したことは学生にとっても有益であり評価する。 

 また、成年年齢の引き下げに伴い学生に影響があると思われる契約上のトラブル等に関して、新年度

早々に学生向け指導を行っているとの報告があり、大いに評価する。社会経験に乏しい学生は悪質な契

約を締結させられる恐れもあるため注意が必要である。学生自身の自覚も必要となるため、継続的な啓

蒙をお願いしたい。 

 卒業生の状況把握は学校の教育成果を確認する良い機会でもあるため、是非行ってほしい。 

６．教育環境 

【課題】 

評価の平均は 5段階中の 4.4、「適切・ほぼ適切」の評価割合は 93.4％であり、全体として概ね妥当

との評価であった。 

インターンシップの参加が一部の学生に限られているため、幅広い学生の参加を促す体制を整えるこ

とが課題である。 

地震の発生が多くなっており、防災に対する学生への周知強化や災害発生時の対応指針をしっかり行

うべきとの意見があった。 

【今後の改善方策】 

昨年度において課題であった業務用ＰＣの更新や学内 Wi-Fi 環境の整備などが行われた。今後も積極

的な投資を行い快適な教育環境の整備に努めていく。 

2024 年度卒業生から企業がインターンシップで得た学生の情報を採用活動に利用することを容認する

方針が発表された。インターンシップの活用は今後重要となるため、学生の積極的なインターンシップ

参加を促すことを考え学科ごとの実施時期や参加企業へのアプローチ方法を就職支援室と共に検討す

る。 



防災への取り組みとして愛知シェイクアウトへの全学生の参加を継続する。また、災害時における職

員による避難誘導方法について防災図上訓練を通じて確認を行う。 

【関係者評価】 

 防災については日頃から準備し、避難経路などの確認とともに、訓練を実施し安全を確保できるよう

にすることが大切である。全体で実施訓練は難しいと思うが、図面上だけの確認ではなく、実際の行動が

できることが重要であることを理解してほしい。 

７．学生の受入れ募集 

【課題】 

評価の平均は 5段階中の 4.7、「適切・ほぼ適切」の評価割合は 96％であり、妥当との評価であっ

た。 

コロナ禍における学生募集につき、オープンキャンパス参加者の動向を気にかけていたが、参加者数

は増加となった。しかし、入学者数がそのオープンキャンパス参加増加に比例していない学科があり、

出願率の向上が課題である。 

【今後の改善方策】 

新型コロナウイルスの感染対策として令和４年度もオンラインと対面による学校説明会、入学相談を

引き続き実施する。 

学生募集活動については、ＳＮＳを利用した情報提供やＡＯエントリーのＷＥＢエントリーなどの積極

的な情報提供や入学希望者への利便性を図る。 

専門課程総合案内書は年間を通して利用する広報媒体であるため、教育成果や時期に応じた学内情報

（資格試験合格速報、就職内定者速報、学内イベント、実習授業など）を、ダイレクトメールやホーム

ページ等で随時発信し、入学希望者の関心を引き出す。 

【関係者評価】 

学生の受入れ募集については適切な取り組みがなされており、自己点検・自己評価の結果も妥当であ

る。

１８歳人口の減少やコロナ禍における学生募集という厳しい状況の中、積極的な活動を行っているこ

とや入学希望者への利便性を図る取り組みを行うことが計画されていることは大いに評価する。今後も

積極的な募集活動をお願いしたい。

８．財務 

【課題】 

評価の平均は 5段階中の 4.7、「適切・ほぼ適切」の評価割合は 95.5％であり、全体として妥当との

評価であった。財務情報は、ホームページで公開されており特に課題はない。 



【今後の改善方策】 

財務内容については借入金のない健全な財務状態となっている。理事会・評議員会において、予算・

収支計画の立案及び承認が適切に行われ、財務に関する会計監査及び税務監査は適切に行われている。

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。 

【関係者評価】 

 財務について適切な取り組みがなされており、自己点検・自己評価の結果も非常に高水準である。

特に問題はなく、引き続き情報公開に努めてほしい。 

９．法令等の遵守 

【課題】 

 評価の平均は 5段階中の 4.7、「適切・ほぼ適切」の評価割合は 95.5％であり、全体として概ね妥当

との評価であった。 

個人情報保護に関して、職員間で認識に差が生じているのではないかとの指摘があった。職員の意識

向上とコンプライアンスの重要性を図るための継続的な研修の実施が課題である。 

【今後の改善方策】 

個人情報保護法をはじめコンプライアンス遵守のための教職員研修を年 1回は実施するよう企画して

いく。 

本学園は専修学校設置基準に照らして適正な専任教員を配置し、学園学校運営計画書に基づき各部署

間の役割分担と連携を取りながら、日々の業務に取り組んでいる。今後も教職員向けの啓蒙活動を継続

すると共に、学校法人立の専修学校として引き続き法令遵守に努める。 

【関係者評価】 

法令等の順守について適切な取り組みがなされており、自己点検・自己評価の結果も非常に高水準であ

る。特に問題はなく、引き続き個人情報の取り扱いには、十分な注意をお願いしたい。 

１０．社会貢献・地域貢献 

【課題】 

評価の平均は 5段階中の 4.6、「適切・ほぼ適切」の評価割合は 95.4％であり、全体として概ね妥当

との評価であった。 

社会貢献・地域貢献活動を積極的かつ継続的に実施すべきであるとの指摘であったが、学校の教育資

源や施設を活用した社会貢献・地域貢献は、コロナ禍においても継続的に行われており、課題はない。 

学生の積極的なボランティア参加と職員の活動意義の理解度向上が課題である。 

【今後の改善方策】 

新たな取組みとして「名古屋シティマラソン」のボランティアに一部の学生が参加をしたが、学生の

自主性に任せた消極的な取り組みとなっている。コロナ禍における積極的なボランティア活動は難しい



が、ボランティア活動は、協調性・コミュニケーション能力の向上に資すると考えられるため、できる

範囲内で活動を推進する。 

愛知県内の各高校や各種団体からの依頼により、様々な講演、各種資格試験の出張講義・問題作成を

行っており、可能な範囲内での取り組みを今後も継続する。また、名古屋大原学園は令和３年度におい

て名古屋大学が実施した「大学リカレント教育推進事業」の協働機関として若年者等の就職・転職支援

のための教育訓練を実施した。今後も可能な範囲で、学校の持つ各種資源を活用した社会貢献・地域貢

献を積極的に推進する。 

【関係者評価】 

社会貢献・地域貢献について適切な取り組みがなされており、自己点検・自己評価の結果も妥当であ

る。コロナ禍であるがボランティア活動や教育訓練等の実施を継続して行っており、評価する。今年度も

新型コロナウイルスの影響によりボランティア活動に制限があると思われるが、学生の健康と安全を第

一に考え、無理のない範囲で行ってほしい。

以上
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