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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    

大原簿記情報医療専門学校静岡校 

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 

評価は「適切 98.9％・ほぼ適切 1.1％」であり、概ね妥当との評価であった。 

 

②今後の改善方策 

「④学校の理念・目的・育成人材・特色・将来構想等が学生・保護者等に周知されているか」について

は、今後も継続して入学前の学校説明会、入学後は入学式、オリエンテーション、保護者ガイダンス、

就職ガイダンス、ホームページによる教育内容の紹介などで周知に努める。また、経済ニーズや業界ニ

ーズに沿った人材育成も教育課程編成委員会や業界関係者などからの情報収集の継続により対応を図

る。 

 

③特記事項 

教育基本法第１条「教育は人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要

な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」の精神に基づき、『①

早期大人化教育：精神的・経済的な独立意識と社会やクラスの形成者意識の養成』『②学科の専門教育：

資格試験に合格する能力と就職に必要な能力の養成』の教育理念を掲げている。 

その実現のために①資格試験を通じ専門能力を高めるとともに実践力を磨き②IT活用力・海外行動力・

協調行動力・自己管理力などの職場基礎力を高め③計画的な就職準備・活動により内定獲得④イベン

トを通じ友情を育み有意義なキャンパスライフ の４つの入学目的を個人力・クラス力・教師力の 3者

パワーを大切に学生とともに教職員一同で取り組んでいる。 

【関係者評価】 

「④学校の理念・目的・育成人材・特色・将来構想等が学生・保護者等に周知されているか」に関連

して、保護者等に対しても成年年齢引き下げによる成人としての心構えや注意すべき点をお話しされて

いるという説明を受け、保護者等においても学校対応に安心されているだろうと感じた。 

また、ガイダンス等の参加率増加に向け、親子で参加できるセミナー開催を提案したところ、実現に向

けて検討するとの回答があり、保護者等との繋がりを大切にしていることに安心した。 
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（２）学校運営 

①課題 

評価は、「適切 96.5％・ほぼ適切 3.5％」で概ね妥当との評価であった。 

 

②今後の改善方策 

「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」について、授業日誌や出欠席のシステ

ムについて修学支援制度の裏付けとしての利用に伴い同様データの複数個所入力が生じているためデ

ータの一元化や連携などのシステム構成の見直しを求める声がある。教務・就職・広報の各部署でＤＸ

化が進んではいるが継続して更なる改善に取り組む。また、インフラ整備とともに経年劣化による不

具合を招かないように業務用パソコン・タブレット型端末の入れ替えを継続していく。 

 

③特記事項 

年度ごとの事業計画書作成により運営方針・事業計画・組織図を発表し、運営組織や意思決定機能を

明確にしている。毎年度末には年間事業計画報告会を実施し、全教職員に対して事業計画等の説明が

されている。 

学園では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取扱規則を整備し、適正に

取り扱っている。今後も個人情報の管理、コンプライアンスには一層の注意を払う。 

教育活動等の情報公開については、学校案内書、日々更新されるホームページ等により分かり易い情

報を提供している。 

 

【関係者評価】 

「⑧情報システム化等による業務効率化が図られているか」について、新規システムは導入されたもの

の運用にかかる入力作業の増加等により、業務効率化が感じられないとの意見があることを伺い、「出欠

席管理システム」について訊ねたところ、毎時限教員が出欠を確認し、その内容をその内容を手入力によ

りシステムに登録するものだと説明があった。評価委員が災害避難所を立ち上げた経験の中で、多くの人

が出入りする避難所においてコロナ対策の検温消毒を行う際、顔認証の検温機が役に立った例を挙げ、自

動的に人物認証を行う機器の導入予定はないのか質問したところ、校舎への入館だけでなく時限ごとの

入退室管理が必要であり、現時点ではそのまま導入できるものではないと説明があり、納得した。 

そのうえで、現在行っている入館時の検温消毒作業が手作業になっているため、この作業に関しては無

人対応の導入を考えたいとの回答があった。システム化により教職員の業務効率化を図ると同時に、学生

にとっても負担軽減となるよう期待したい。 
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（３）教育活動 

①課題 

評価は「適切 97.2％・ほぼ適切 2.8％」であり、概ね妥当との評価であった。 

コロナ禍でのリモート授業や DX 化のため講義動画投稿による学園規模の講義評価が行われ、他校教

員による授業を視聴・評価し合うことで授業工夫の促進につながった。  

 

②今後の改善方策 

コロナ化ではあったが、卒業生による実務研修の実施、連携企業による研修・実習・演習の充実を図

ることができた。今後も卒業生や連携企業の協力をいただき充実に努めることとする。 

また、医療事務科では令和 3 年度も総合病院の視察が新型コロナの影響により中止となったが、医

療事務体制に関する勉強の機会を今後も工夫継続し知識の充実を図り、研修で得た情報を教職員間で

共有する。 

次世代担当者や後継者の育成についても計画的に行っていく。 

 

③特記事項 

毎年度２回実施される学科別教育課程編成委員会で学科状況と成果を報告するとともにカリキュラ

ム編成や教育到達レベルなどの提言をいただき、実践的なカリキュラムとするべく適宜改定を行って

いる。  

 修学支援制度の規定に従い、授業内容、客観的評価基準などをシラバスにより公表し、単位制導入・

前後期制などの変更を機会にカリキュラム内容の見直しと充実を行った。 

 進級及び卒業基準については、学生便覧に明記し、オリエンテーション等を通じて学生・保護者に周

知している。進級及び卒業に関し、問題が生じるような場合には早期に学生・保護者面談を実施し、必

要な補講や追試により進級及び卒業基準に達するよう対処している。 

 

【関係者評価】 

「⑦授業評価の実施・評価体制はあるか」について、教員の講義評価としてリモート授業コンテストが

行われたとの報告があり、リモート授業はどのように行っているのか質問した。 

TEAMSというソフトを使用し、双方向のやりとりを行いながら顔が見える形で授業やホームルーム等を

行っているとの説明があった。また、リモート授業のメリットやデメリットについて訊ねると、対面と比

較して学生の様子がわかりづらいというデメリットがあるが、ビジュアル的な説明はわかりやすいとい

うメリットもあり、この技法は対面授業への導入も効果的だと確認できたことが良かったとの回答があ

った。 

就職活動においてもリモート面接が多くなり、また仕事の中でもリモート会議や打ち合わせが行われ

るようになってきたこともあり、学生の間に TEAMSや ZOOMといったオンライン会議ソフトに慣れておく

必要があるため、コロナ収束後も一部オンライン授業を継続してはどうかと提案したところ、現段階で確

定はしていないが、オンライン面接対策も行っており、今後もうまくカリキュラムに取り入れていくとの

回答があったので期待したい。 
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（４）学修成果 

①課題 

評価は、「適切 91.1％・ほぼ適切 8.9％」であり、概ね妥当との評価であった。 

メンタル不調やモチベーション低下による退学者が令和 3年度は低下したが、教員のメンタルヘルス

知識の充実と教員間での学生情報の共有を継続するとともに、令和 3年度より配置したスクールカウ

ンセラーとの連携により、カウンセリングの利用促進と学生対応の充実を進める。 

 

②今後の改善方策 

公認会計士税理士科は、令和 3 年度より公認会計士を主体としたカリキュラムとなったが、学生の

習熟度の確認や初年度運営の問題点改善のためカリキュラムの充実を進める。令和 5 年受験から、税

理士試験の受験資格が緩和されるため税理士も意識したカリキュラムの検討も行う。 

また、各学科において在校生同士の交流会、ＯＢ・ＯＧによる職業理解セミナー、連携企業による講

演・セミナーを継続し更なる充実に努める。また、卒業生への OneNote を利用したアンケートなどを

活用し、追跡調査の充実を図る。 

 

③特記事項 

退学率について令和 2年度は 5.7％となったが、入学後のミスマッチ解消や早期面談等のより 2.4％

の低水準とすることができた。今後も担任、部署責任者とともに教職員全員で情報を共有し、問題発生

の予防及び早期解決に努め、メンタルヘルスに関する知識の充実とスクールカウンセラーとの連携を

図る。 

 就職活動ではコロナ禍の影響から令和 3 年度もリモート説明会やリモート面接面談が多く行われて

おり、リモートでの対応方法の指導や教室提供により就職活動支援を継続して行った。 

また、パソコン・タブレット型端末などの情報端末を活用して求人情報や就職体験談などを提供す

るとともに就職活動状況管理を行い希望に応じた就職先への早期の全員内定を目指す。 

 

【関係者評価】 

「④卒業生・在校生の社会的活躍及び評価を把握しているか」について、ここ数年はコロナの影響で企

業への訪問もＯＢ・ＯＧの来校も減っており、卒業生に関する情報は把握しづらくなっていると報告があ

った。 

学生の職業意識の向上のため、関連企業に就職したＯＢ・ＯＧを呼んで講演を行っていると伺っている

が、これは卒業生の声を聴く貴重な機会であるため、実施の機会を増やすよう期待したい。 
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（５）学生支援 

①課題 

評価は「適切 96.7％・ほぼ適切 3.3％」であり、概ね妥当との評価であった。 

 

②今後の改善方策 

「④学生の健康管理を担う組織体制」について、継続するコロナ禍に対する感染予防対応と学生へ

の感染予防啓蒙に努め、引き続き定期健康診断・空気環境測定の実施、冷暖房設備設置による空調管

理、ストレスコントロールのできる組織づくりを推進する。 

また、令和 3 年度よりスクールカウンセラーを設置した。学生・教職員のメンタルヘルスへの対応

強化を図り、今後も継続して健康管理体制の維持を図る。 

 「⑤課外活動に対する支援体制」について、コロナ禍によりイベント中止の傾向は続くことが考えら

れるが、代替イベントを検討するなど課外活動を支援することとする。ボランティア活動の推進も、コ

ロナ禍で活動対象が減っているが、参加しやすい状況を整え支援していく。 

 

③特記事項 

担任・部署責任者その他教職員が連携し、学習・進路・就職・日常生活等様々な相談に対応してい

る。 

 なお、就職支援については、教務と就職サポート室が連携し、就職ガイダンス、模擬面接、保護者ガ

イダンス、学内企業ガイダンス、就職促進面接などを実施し、早期内定獲得に向け取り組んでいる。 

 経済的な支援制度として、修学支援制度に対応した学費軽減措置、日本学生支援機構奨学金の予約

採用・在学採用などその募集や申請手続きに関するサポート・減免手続きを実施し、その他低金利の大

原学園グループ提携ローン融資の案内、複数の学費納入方法を設け、家庭の状況に応じた学費調達と

納入が行えるよう配慮している。また、令和 3 年度もコロナ禍による家計収入の減少やアルバイト収

入の減少を補うための緊急給付金支援制度が行われたが、案内漏れが無いよう学生への情報提供とと

もに家庭への連絡を行った。 

 学生への生活支援として、入学準備のためのアパート紹介や法的トラブル時の相談窓口の紹介など

を実施している。 

 卒業生への支援として、附帯事業の社会人講座について、資格取得のための受講料の割引を実施す

るとともに就職後の悩み相談など多くの卒業生をサポートしている。 

 高校との連携においては、簿記大会の運営サポートや資格・就職セミナー等を定期的に開催してい

る。 

 

【関係者評価】 

「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」につい

て、令和 3 年度よりスクールカウンセリング制度を導入し、資格を持った専門家がカウンセラーとして

月に２回程度来校し、予約制でカウンセリングを実施しているとの説明があった。親子での面談や親のみ

の面談も受け付けた実績があり、教員も相談が可能になっているとのことで、その体制は評価できると感

じた。カウンセラーが非常勤であるため学生との接点が少なく、カウンセラーがどんな人物か不安に感じ
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る学生もいるのではないかとの意見もあったため、利用者増加のため、カウンセラーによるセミナー開催

等、制度を紹介する機会を設けるなどして、カウンセリングの充実に期待したい。 
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（６）教育環境 

①課題 

評価は、「適切 75.9％・ほぼ適切 24.1％」であり、概ね妥当との評価であった。 

「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」については、施設の

老朽化に伴う故障も多くなっており大規模な改修を期待する声がある。また、実習に使用するパソコ

ンの老朽化による設備入替の希望が上がっている。 

 

②今後の改善方策 

「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」「②学内外の実習施設、

インターンシップ、海外研修等について十分な教育体制を整備しているか」については、令和 3 年度

に照明設備のＬＥＤ化改修工事をはじめ不具合箇所の修繕を行ってきたが、今後も不具合箇所を教職

員間で共有し、環境維持のための修繕を実施する。また、実習設備については優先順位を付け計画的な

入れ替えを実施し教育体制の整備を進めるとともにコロナ禍ではあるが継続してインターンシップの

機会充実を図る。 

 

③特記事項 

「パソコン実習室」に設置されているパソコンについては、定期的なバージョンアップを行い、いつ

でも快適に使用できる利用環境を整えてきたが、経年劣化の状況を考え入れ替えを進めているところ

である。 

 学内では、Wi-Fiによるインターネット接続環境も整備されており、タブレット型端末（iPad）を活

用した学習やリモート授業、就職活動における情報収集・報告などに役立っている。 

 防災への体制として、学生数に応じた非常用の備蓄、防災設備の定期点検、教職員の防災訓練、学生

への避難場所・避難経路の確認を実施している。 

 海外研修の予定はないが、国際社会に対応すべく基本英会話、海外渡航手続きなどの授業を設け海

外行動力に繋がる取り組みを実施している。 

 

【関係者評価】 

「③防災に対する体制は整備されているか」について、本格的な避難訓練が行われていない点で不備を

感じると意見があるとの報告があった。現在は、防災イベントもコロナの影響で制限や中止が相次ぎ、社

会的にも減っているが、新たな手法として防災動画を利用するところが増えているため、これを利用して

はどうかと提案した。避難方法や防災対策は施設ごとに異なるので、その施設内で防災に関する実演動画

を作成できることを紹介したところ、その動画を見せることで学生の防災意識を高めることができると

賛同してもらえた。今後実現に向けて検討したいとの回答をもらったので、新たな手法での防災訓練の実

現に期待したい。 

 

 

 

 



大原簿記情報医療専門学校静岡校 

- 9 - 

 

（７）学生の受入れ募集 

①課題 

評価は「適切 96.3％・ほぼ適切 3.7％」であり、概ね妥当との評価であった。 

 

②今後の改善方策 

高校内ガイダンスやＳＮＳ等を活用した周知とともにオープンキャンパスや問合せ対応などの見直

し、説明内容の確認と情報共有を図りトーク技術の向上に継続して努める。 

また、専門実践教育訓練給付金制度など再就職に向けた訓練の受け入れを積極的に案内する。 

 学校長・部署責任者および在校生の高校訪問を継続し、教育成果についてタイムリーな情報提供を

行っていく。 

 

③特記事項 

学校案内書には、学校の基本情報、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

ト等の情報及び学校説明会や体験入学会の開催日程、学費や入学手続き方法を明記した募集要項が記

載されている。 

入学者選抜は、出願後遅滞なく実施し、書類選考及び必要に応じ責任者による面接を実施しており、

学校説明会等に未参加の学生の出願には、別途学園の教育方針を説明した上で再度の意思確認をする

ことにより志願学生とのミスマッチが無いように努めている。 

学校説明会、体験入学会といったオープンキャンパスを通じ学校・学科の理解を図るとともに、企画

広報室と連携し、教育理念や資格・就職実績等の情報を学校案内書、ホームページ、ＳＮＳで発信して

いる。 

また、大学卒業者や大学中退者、離職者の再教育希望者等への情報発信も継続して行っている。 

難関資格取得時や就職内定時の在校生自身の出身高校への訪問も、信頼強化のため継続実施してい

く。 

在校生からはスチューデントアシスタントとしてオープンキャンパスに参加し、学生の生の声を届け

てもらっている。 

 

【関係者評価】 

今後も継続してＳＮＳによるタイムリーな発信等により、募集拡大に努めていただきたい。 

 令和 4年度はコロナ禍だけでなくウクライナ問題も加わるなど、世界経済状況に不安はあるが、資格・

就職等の教育成果を向上させ、資格の大原、就職の大原をしっかりとＰＲしてほしい。 
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（８）財務 

①課題 

評価は、「適切 100％」であった。 

 

②今後の改善方策 

財務基盤の安定を図るためにも安定的な入学者確保が必要であり、そのために資格・就職の合格実

績と実績のアピールを大切にしている。今後も教職員の積極的な取り組みにより実績向上に継続して

取り組んでいく。 

コロナ禍によりリモート授業をはじめＤＸ化推進により各教職員が専門知識の向上と業務範囲の拡

大に努めるとともに合同授業や営繕の工夫などによりコスト削減を図る。 

 

③特記事項 

寄付金や学債をお願いすることは一切なく、学園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。 

財務情報については、財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び監査報告書を、学校ホーム

ページ上に情報公開している。 

 

【関係者評価】 

自己点検評価でも教職員の理解不足以外に問題は挙がっておらず、ホームページ上でもしっかり

と公表されており、特に問題点はないと考える。 
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（９）法令等の遵守 

①課題 

評価は、「適切 100％」であった。 

 

②今後の改善方策 

学校長及び部署責任者は教職員の法令遵守徹底とともに必要な研修を継続して実施する。 

 

③特記事項 

当学園では、「百年の大事業に携わる心意気をもって、己の品格と学識を鍛え、不徳を自覚した上で

己の情熱を若者に注ぐ」ことを教育者の使命と捉え、教職員各々がその教育使命をしっかりと受け止

めて誇りと情熱をもって教育に当たることを基本運営方針としている。その教育使命は、当然各法令

を遵守することが前提となる。 

当学園では特に多くの個人情報を扱うため、個人情報取扱規則を整備し個人情報の管理、コンプラ

イアンスには注意を払っている。機密叔父が必要な情報は保存期間を遵守し、保存期間経過後は溶解

処理による破棄を徹底している。 

教育活動等に関して毎年度自己点検を実施し、自己評価総括表を学校ホームページで公開している。 

 

【関係者評価】 

関係諸法令の遵守に努め、適正な学校運営がなされていることが分かり問題はないと評価した。 

 教員の倫理観について、就業規則等に規定があるのか質問したところ、一般的な服務心得として定

められているが、細かな内容までは明文化されていないと回答があった。しかし、服務心得を基準に教

職員の規律として、学生への接し方や教職員間でのモラルを上司から指導することで守られていると説

明があった。問題が起きることないよう、日々心配りをしている様子が伺え安心できた。 
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（10）社会貢献・地域貢献 

①課題 

評価は、「適切 88.8％・ほぼ適切 11.2％」であり概ね妥当との評価であった。 

 

②今後の改善方策 

「学生のボランティア活動を奨励、支援しているか」について、ボランティア活動情報の掲示、長期

休暇を活用したボランティアへの参加の呼び掛けなどにより奨励を継続し、コロナ禍の新しい生活様

式の中で参加し易い体制作りを心掛ける。 

 

③特記事項 

「地域に対する公開講座・教育訓練（公共職業訓練等を含む）の受託等を積極的に実施している

か」について、簿記会計やパソコン操作を中心に再就職支援のため公共職業訓練等の受託を積極的に

行うとともに託児サービスの附帯により子の預け先が無くスキルアップを諦めていた方も受講されて

いる。 

また、付帯教育事業として主に社会人を対象とした講座提供も行っており学校の教育資源や施設を

活用している。 

 なお、総合ビジネス科は、静岡県の公共職業訓練「長期高度人材育成コース」の対象となり、令和 3

年度は 2名、令和 4年度は 1名の職業訓練生の受入れがあった。 

 

【関係者評価】 

「②学生のボランティア活動を奨励、支援しているか」について、ボランティアの大切さや社会貢献活

動に積極的に参加するよう促しているとの説明を受けた。その中で災害ボランティアへの参加を促して

いる話が出たため、委員の中の災害ボランティア経験者が、ボランティア現場の様子やボランティア参加

者同士の絆によりお互いの助け合いの意識が高いことなどを紹介し、学生に伝えてほしいと提言した。今

後の学生への啓蒙の中で紹介していきたいとの回答があったので、それによる学生の社会貢献意識の向

上と活動に期待したい。 
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学校関係者評価委員 

役職 氏  名 現 職 出欠 

委員長 河西 条司 
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社  

ホテルラフォーレ修善寺 管理課マネージャー 
出席 

委員長 森 祐輔 あおい税理士法人 所長 出席 

委員 小保方 精一 医療法人社団 静産会 ふくろいマタニティクリニック事務長 出席 

委員 佐舗 敬司 
株式会社 スギヤマ・コーポレーション  

執行役員 人材育成ＣＳ推進室 室長 
欠席 

委員 神保 登美子 公益社団法人 全日本不動産協会静岡県本部 事務局長 出席 

委員 首藤 祐希 有限会社首藤商会 代表取締役 出席 

委員 森田 洋正 ナガハシ印刷株式会社 本部長 欠席 

委員 谷口 幹也 社会保険労務士法人 浜松共済 特定社会保険労務士 出席 

以上 


