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２０２０(R2)年度  静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校 評価報告書 

１．教育理念・教育目標 

〈教育理念〉外国語教育とマナー教育をベースに、航空・観光・国際ビジネス業界などに必要な専門教育を施すとともに、様々な 

接客サービスに関する知識、技能と高いプロ意識を持った人材の育成を持って社会に貢献する。 

〈教育目標〉「学歴」よりも「何ができるか」が求められる時代において、「わかる」だけでなく「できる」人材を育成するために、 

下記の３点を教育目標とする。 

１．専門職種に直結した知識・技術の習得と資格取得を目指す 

２．グローバル化された社会に対応すべく、聞いて理解でき、話せる実践語学力の習得を目指す 

３．すべての仕事に通じるホスピタリティマインド（おもてなしの心）の育成を目指す 

２．本年度に定めた重点的に取り組むことが必要な目標や計画 

募集・教務・就職・総務の各部門の連携を強化しながら、以下の各項目を重点的に取り組む。 

・第４次中期計画を作成する。 

・令和３年度の入学生募集定員１１０名以上を確保し、かつ、入学生の質の向上に努める。 

・ディプロマポリシーに合ったカリキュラム変更を行い、２０２２年度より実施するための申請を行う。 

・本校ならではの就職先の実績作りと、卒業後の就職マッチング作業を推進する。 

３．評価項目の達成及び取組状況 

   評価方法： ４（適切）→ ３（ほぼ適切）→ ２（やや不適切）→ １（不適切） 

（１）教育理念・目標 

1-1 教育理念並びに教育目標が明確に示されているか ４ 

1-2 学校における職業教育の特色が明確に示されているか ４ 

1-3 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 ３ 

1-4 理念・目的・育成人材像・特色・将来構想などが生徒・保護者等に周知されているか ３ 

1-5 各学科の教育目標、育成人材像は、業界のニーズに向けて方向づけられているか ４ 

                                    自己 総合評価  ３．６ 

成果と課題 

(1-1)教育理念並びに教育目標は、「学校案内書」や「学生便覧」およびＨＰ上に記載し明確となっている。 

(1-2)本校の教育の特色である基礎教育（英語・マナー教育など）と専門教育については、同じく「学校案内書」「学

生便覧」などに明示され、入学直後のウェルカムセミナーにて学生全員に説明し周知を図っている。 

(1-3)将来の社会ニーズを踏まえた将来構想については、第４次産業革命の到来により、現在人の手で行われている

社会的サービスが今後自動化していく予測の中、「おもてなし型サービス」ができる人材育成へと進むべきである

と考えているが、そのための具体的な教育方法を今後構築していく。 

(1-4)理念・目的・育成人材像・特色・将来構想などについては、入学前の「学校案内書」に詳細を記したり体験入

学等で保護者の方にも説明したりと周知を図るとともに、入学後は個人に配布される「学生便覧」に記載、入学直

後のオリエンテーションにて学生全員に説明し周知を図っている 

(1-5)業界ニーズとの整合性については、「職業実践専門課程」の教育課程編成委員会において、各企業様からの教育

アドバイスや提案をカリキュラムに反映したり、教員をブラッシュアップ研修に受け入れていただいたりするこ

とにより、現実に即した人材育成の方向性がより明確になることにより実現されている。 

今後の改善方策 

・(1-3)将来の社会ニーズについて、教育課程編成委員会や企業様との打ち合わせの中で明文化していく。 

評価欄 
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・(1-4) 理念・目的・育成人材像・特色などの関連が分かるように図式化する。 

学校関係者 評価コメント 

・HP 上での記載という案内が何回か御座いましたが、どうしても HP は受け身となり、御校からのアプローチが弱

い部分も御座います。是非日々の生活、学びの中でこの教育理念・目標を常に意識出来る工夫をされてみてもいいの

かなと感じました。 

・丁寧な説明でよく理解が出来ました。特に観光関連の事業についてお客様はプロとして接してまいります。様々な

技量等も大事ですがプロとしての意識づくりを大切にしてください。また、細かいことですが学校は人材でなく「人

財」として学生諸子を大切に考えているんだという MSG にしてもいいかと思います。 

・理念・目的・育成人材像・特色・将来構想などについて、体験入学時に保護者への周知および入学後の学生便覧に

て学生全員へ周知しているので、もっと評価して良いと考えました。 

・理念という原点に立ち返る時間、機会は大切だと考えますので、説明、共有の場では手を変え、品を変え、徹底し

て職員、学生共にその機会を持つべきだと思います。 

・業界の動き、変化が著しい 1 年でしたが、企業との繋がり（弊社に於いては講師派遣）を密に取り、状況の確認と

その都度、変化に対応されている様子が確認できた。 

・「おもてなし型サービス」教育方法については、今後、他の学校との差別化が図れるポイントになると思う。今後

の内容展開に期待したい。 

・教育理念について、入学時含め「学校案内書」や「学生便覧」およびＨＰ上に記載しているが、入学後の日々の授

業の中でも目に付く方針にしてもいいと思います。 

・ホテル、空港等内での AI 化の流れの中で、日本人の精神（おもてなし）サービスをいかにグローバル対応の強み

としていくための人材育成に期待しております。 

・企業ニーズをぜひ、相互に共有させて下さい。・教育理念、休育目標は入学前から学生本にもしっかり伝わり、理

解されていると思います。・教育理念や目標が内外に伝わりやすく良い取り組みだと思います。 

学校関係者評価平均 ３．７ 

（２）教育活動 

2-1 シラバスが作成され学生に配布されているか ４ 

2-2 教育理念、育成人材像や業界のニーズを踏まえた教育機関としての修業年限に対応した教育到

達レベルや学習時間の確保は明確にされているか 

３ 

2-3 学科等のカリキュラムは体系的に編成されているか ４ 

2-4 キャリア教育・実践的な職業教育の視点に立ったカリュキュラムや教育方法の工夫・開発など

が実施されているか。 

４ 

2-5 関連分野における実践的な職業教育（産学連携によるインターンシップ、実技・実習等）が体

系的に位置づけられているか 

４ 

2-6 授業評価の実施･評価体制はあるか ４ 

2-7 成績評価・単位認定の基準は明確になっているか ４ 

2-8 資格取得の指導体制、カリキュラムの中での体系的な位置づけはあるか ４ 

2-9 人材育成目標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 ４ 

2-10 関連分野における先端的な知識・技能等を修得するための研修や教員の指導力育成など資質向

上のための取組が行われているか 

４ 

                                    自己 総合評価  ３．９ 
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成果と課題 

(2-1)シラバスについては、各授業開始時に配布し、科目の目標と授業方法、授業内容および教務規定に基づいた前

期後期の成績付けの基準を説明した。令和 2年度については、休校措置から始まったこともあり、5月に入ってか

らの配布や、Microsoft Teams での電子掲示板形式にて参照できる形態もあった。 

(2-2)教育到達レベルや学習時間については、コロナ禍により年間スケジューの配布は実施できなかった。しかし、

決定次第、予定は案内してきた。 

(2-3)コースごとに目標人材育成を念頭に必要な教科科目の科目間関連図を考えながらカリキュラムを構築し、その

内容を学生便覧で示している。 

(2-4)学科ごとのカリキュラムについては、各科とも文科省の職業実践専門課程の運用に従い、年２回の教育課程編

成委員会によりコース毎に関連業界団体と企業にご意見を頂きながら改定・推進を引き続き図っている。さらに

2022 年度からの新カリキュラムの申請を行った。 

(2-5)職業教育としては体系的に位置付けられてはいる。コロナ禍の影響によりインターンシップの実施はできなか

った。 

(2-6)授業評価は前期末と後期末に行っている。 

(2-7)成績評価の基準については学生に配布している学生便覧内の教務規定に明示されている。 

(2-8)資格試験については、年間スケジュールを作成し、対策授業、年間合格目標の設定や実績管理を行っている。 

(2-9)修学支援申請に対しての実務経験者が担当する科目が規定を満たし実施され認定されている。また、当内容を

学校ＨＰにも公開している。 

(2-10)毎年、教員の担当コースに関わる企業にてブラッシュアップ研修を実施している。令和 2 年度は、コロナ禍

のためアンケート形式に置き換えて実施となったコースもあった。 

今後の改善方策 

・再来年度から始まる新カリキュラムをスムースに実施するために、来年度の授業に一部新しい内容を取り入れた

形で実施していかなければならない。 

・今回ディプロマポリシーを見直し作成してはいるが、継続的にわかりやすさを追求していかなければならない。

また、カリキュラムポリシー、アドミッションポリシーについても必要であれば改定をしていかなければならな

いと考えている。 

学校関係者 評価コメント 

・インターンシップに関してですが、コロナ禍という事もあり生徒様の学校外での学びや実践の機会が少なくなっ

た事は重々理解が出来ます。その中で、何か新しい取り組みやアイデアを考える事により、学びの選択肢の多様性

がでるのではないかと感じました。 

・ほぼ問題ないと思いますが、今後はオンライン接客などがメインになります。地元のお客様だけではなく観光受

け地の店舗にお客様が問い合わせをしてくる機会もあるかと思います。お客様の立場に立って何が必要なのか、勤

務する店舗の観光など地元ならではの知識、着地コンテンツなど造成も増やせるようお願いします。 

・コロナを理由にすれば、一応は説明がつくものですが、他校との差別化を念頭に置くとするならば、自ずとチャレ

ンジングな取り組みも出てくるものだと思います。心配を恐れずに、良人材の獲得を目指して頂きたいと思います。

入り口で良い人材を獲得すれば、出口の結果は自ずと出てくるかと。理想論は覚悟の上でのお伝えです。 

・専門性の高いこれまでの教育に加えて、変化に柔軟に対応（幅広い企業への就職）が出来る人材づくり、そのため

の「新しいカリキュラム」に期待したい。 

・業界経験者である教員も、実務経験から離れるほど「リアル」から遠ざかってしまうところはあるが、現役スタッ

フを講師として迎えるなど、企業努力されている点は素晴らしい。 

・コロナ渦の中、様々な授業形態やカリキュラムが必要となるため大変な一年だったかと思います。検定関係を学
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校で実施されているようですので、検定の周知と併せて各々の検定の具体的目標を指針と出していくことで学生の

モチベーションにつながっていくことを期待します。 

・(2-2)は、コロナ禍での状況にあり、やむを得ないと思います。 

・コロナ禍で制約がある中で、できる限りのカリキュラムの提案をしていただけていると思います。 

・年々、業界の求める人材、スキルが変わってきています。先生のスキルアップを今後続けてください。 

学校関係者評価平均 ３．９ 

 

 

 

（３）教育成果 

3-1 就職率の向上が図られているか ４ 

3-2 資格取得率の向上が図られているか ４ 

3-3 退学率の低減が図られているか ４ 

3-4 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 ３ 

                                    自己 総合評価  ３.８ 

成果と課題 

(3-1)コロナ禍により航空業界、旅行業界での採用停止、ホテル業界での採用縮小の動きがあり業界就職率は低下し

たものの最終的には９８％を達成できた。 

(3-2)資格取得については、前年度と比較して合格率が下がったものはあるが（日本語検定、国内旅行業務）全体的

には、コロナ前と同等か向上した検定（１年時 PowerPoint 検定、HRS 検定）もある。合格目標についてはおおむ

ね目標を上回った。 

(3-3)退学率については、国際エアライン科、観光・ホテルブライダル科、国際コミュニケーション科では、2.4％。

国際交流科では、3.8％となり、全体として開校来最低の 2.8%％となった。 

(3-4)社会的な活躍評価は、就職先企業やオンライン校内企業講演会などにより情報を得ている。コロナ禍でも感染

リスクのないボランティア活動については協力ができた（ビニールエプロ作成、布マスク回収）。なお、昨年度学

内マナーコンテスト時に卒業生からのメッセージ動画の協力を得て、学校でのマナー教育の啓蒙に寄与できたと

考えている。社会的な評価については、基準の決め方についてはなかなか進んでいない。 

今後の改善方策 

・２０２１年度の就職について、業界就職率は、昨年度よりさらに低くなることが予測されますが、就職率１００％

を目標とする。そのために早めに幅広い業界研究などを指導し、個別指導の徹底を図りたい。 

・卒業生の活動状況の追跡については、在学時使用したメールアドレスが卒業後も使用できるとの案内文配布での

周知などを行い、卒業後のアンケートなどに利用される案内についても説明した。今後は、調査内容実施時期を決

定し順次実施をしていかなければならないと考えている。 

学校関係者 評価コメント 

・卒業後のアンケートはとても面白いなと感じました。また、このコロナ禍での就職率の維持は御校の生徒様に対

する細やかなケアの賜物であると認識しております。引き続き厳しい情勢は続きますが、この流れを続けていかれ

るようお祈り申し上げます。 

・学生、保護者へのご案内を手厚く行ったことはよく理解できました。観光業（旅行業）は数年先まで不安材料がた

くさんあります。また業務も大変革を迎えておりますので業界研究から自身のキャリアプランを考え希望外就職の

ないようご尽力ください。 
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・調査への協力をしてくれる卒業生と社会生活が多忙になりなかなか協力できない方が出てくると思うので、卒業

生の活動状況を把握していくことはとても大変だと思います。 

・退職率の低さ＝学校のセールスポイントの分析に期待したい。 

・コロナ禍に於いて、就職率 98%という高数値は大変素晴らしいと思う。 

・目指す業界とは異なる業界で就職した学生のサポート体制があることはとてもいいと思います。引き続き、学生

へのサポートに力を入れていただきたい。 

・就職に関して、特に担任が個々の相談に乗って対応していただけていると思います。 

・卒業後のアフターケアを含めて考えているので今後も続けてください。 

学校関係者評価平均 ３．８ 

（４）学生支援 

4-1 進路・就職に関する支援体制は整備されているか ４ 

4-2 学生相談に関する体制は整備されているか ４ 

4-3 学生の経済的側面に対する支援体制は整備されているか ４ 

4-4 学生の健康管理を担う組織体制はあるか ４ 

4-5 保護者と適切に連携しているか ４ 

4-6 卒業生への支援体制はあるか ３ 

4-7 高校・高等専修学校等との連携によるキャリア教育・職業教育の取組が行われているか ４ 

                                    自己 総合評価  ３．８ 

成果と課題 

(4-1)就職活動について、コロナ禍で厳しい就職活動であったが、学生の個別サポートを最優先事項として、学生全

員と個人面談を実施、書類の添削やオンライン面接の練習などに取り組んだ。また、就職部により一社ずつ電話で

採用の有無を確認し、求人数を増やして学生に紹介を行った。Web 面接の増加に伴い Web 面接室も増設した。 

(4-2)担任制を導入しており、学生の変化に気付くことができる体制と、教員間の協力により、担任に限らず他コー

ス教員に対しても、いつでも相談できるような環境づくりを行っている。また、相談および学生情報については教

職員間での情報共有を行い、内容によっては学校全体でサポートを行っている。新入生は、５月に個別面談を行

い、学校生活への適応状況の確認、サポートを行っている。 

(4-3)経済的支援について、本校は授業料の減免が受けられる高等教育修学支援制度の認定校となっている。また、

学園特待生の拡充と日本学生支援機構（奨学金）の窓口を設置し業務を行っている。奨学金については、予約生か

ら入学後希望者の手続き、年次更新手続き、2年次終了時の返還手続きについての説明会など、分掌業務として２

年間を通して奨学生へのサポートを行っている。 

(4-4)健康管理の担当教員を配置し、ポスター掲示や加湿器、喚起のための扇風機設置など、随時、環境整備を行っ

ている。また登校時には体温と手指消毒の確認、授業内でマインドフルネスやオンライン授業の際はホームルー

ムで体操を行うなど、健康維持に努めている。また、スクールカウンセラーを設け、学生の要望に応じて無料で個

人カウンセリングを実施している。 

(4-5)保護者への連絡と相談の多くは、欠席が目立つ学生に対して行い、状況によっては来校いただき、直接話し合

いの場を持っている。また、コロナ禍における学校の授業運営方針や就職サポートに対する方針等については、学

生に周知のうえ文書を作成し、全学生の保護者に対して発送を行った。 

(4-6)仕事の相談やキャリアアップのための就職支援等、ホームページに相談窓口を開設。卒業後も「キャリアサポ

ート」を継続して行っていく。 
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(4-7) 高校・高等専修学校等に対して、ビジネスマナー講座やメイク講座、見学会の受け入れ等、依頼のあるものに

対しては積極的に取り組んでいる。 

今後の改善方策 

・卒業生のための相談窓口を作ったが、本格稼働に向け、卒業生に対する周知と企業からの中途採用求人の収集を

行いたい。 

学校関係者 評価コメント 

・コロナ禍で生徒様への支援も手探りの状態でのサポートであったかと存じますが、その中でも出来る事を最大限

にサポートされている姿勢には感銘を受けました。 

・とくに指摘事項はございません。業界は不安定要素が多いため学生支援では十分行ってください。 

・ＨＰへの相談窓口や卒業後もキャリアサポートをしてくれるのは、卒業生にとってとても心強いと思います。 

・職員スタッフへのケアは極めて重要だと思います。健全な師の元には健全な徒が集まり、育つはず。また、現行の

仕組みが形骸化しないように定期的なオペレーションチェックも併せてお願いいたしたく思います。 

・業界への就職を希望するも叶わなかった卒業生へのサポートについて、卒業生にとっては心強いサポートである

と思うため、ぜひ活発な導入を期待したい。 

・経済的支援について前向きに取り組まれていることがすごく伝わってまいりました。引き続き学ぶ意欲のある学

生の成長を見守っていただきたいと思います。 

・(4-6)仕事の相談、キャリアアップサポートは、他校と比較しても評価すべき点と考えます。就職先、企業側と連

携するものがあれば協力します。 

・個人個人の事情に細かく対応できていると思います。 

・卒業生への支援の今後の強化対策に期待します。 

・卒業生にための相談窓口が今後重要になってくると思いますので本格稼働をお願いします。 

学校関係者評価平均 ３．９ 

（５）教育環境 

5-1 講義室、実習室の管理は適切に行われているか ４ 

5-2 実習室及び講義室は学生の自習室として開放しているか。 ４ 

5-3 教育用機器備品は整備されており活用されているか ４ 

5-4 施設・設備は、教育上の必要性に十分対応できるよう整備されている ３ 

5-5 防災に対する体制は整備されているか ３ 

                                    自己 総合評価  ３.６ 

成果と課題 

(5-1)学内分掌表にて、教室等や設備備品についても管理者を決め管理している。 

(5-2)コロナ禍により原則放課後については速やかに帰宅を指導してきているが、就職活動等による利用申請により

教室は従来通り開放している。ただし、管理上、職員室に近い教室を中心に学生に開放している。 

(5-3)遠隔授業の運用に合わせ、Wi-Fi 機、Chrome パソコンの貸与機材の確保とオンライン授業のノートパソコン、

ヘッドセット、webカメラなど必要な機材を準備して対応した。運用後も書画カメラなど追加機材についても購入

をした。 

(5-4)２０２０年度については、遠隔授業が主流となったため使用教室の割り振りがスムーズにできた。しかし、対

面授業が開始されるようになり一部産業技術のホールなどを借りながらの２０１９年度同様に授業運営をしてい

る。 
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(5-5)防災については、防災の日前後に防災訓練を行っている。学生の防災ヘルメットは、在籍者の 90％は準備でき

ている。校舎入口には防犯用 web カメラを設置運用している。休日・夜間警備はセコムのシステムを導入してお

り、開校日は職員が放課後に当番制で学内の見回りを実施している。 

今後の改善方策 

・遠隔授業に取り組んで運用してきたが、さらに利用のスキルを磨いていかなければならないと感じている。年度

末には、Zoom の講習会を実施したのでより効果的な利用講座を計画したい。 

・災害用学生ヘルメットについては、２０２１年度中には学生全員分の補充を完了したい。 

学校関係者 評価コメント 

・防犯用のヘルメットがまだ 100％でないとの事ですが、こちらは早急に補充完了すべき点かと感じました。 

・オンライン化に関しての迅速な対応がされている事に関しては学生様も安心かと存じます。 

・防災に関しては命にかかわることですので整備をお願いします。授業中の学生が帰宅困難になった場合などの食

料備蓄などが不明ですが未備蓄であれば整備を検討下さい。 

・全員分のヘルメット補充を考えていることはとても防災を重視した取り組みだと感じました。 

・コロナの環境を見据えても、大変努力をされていると思われます。 

・オンデマンド教育をぜひ積極的に取り入れをお願いしたい。ライブ配信では、撮影場所（制限エリアやお客さまの

映り込み）に気を遣う点も多く、オンデマンドであればクリアできると思う。 

・リモート授業の実施に伴い学生へのバックアップ体制も学校として考慮されていることが伝わりました。引き続

き環境に合わせて設備・施設整備に取り組んでいただきたいと思います。 

・(5-4)コロナ禍の状況では、やむを得ないと思います。 

・オンライン授業への移行の早さは早かったと思います。 

・防災への取組もできていて、良いと思います。 

学校関係者評価平均 ３．６ 

 

 

（６）学生の募集と受け入れ 

6-1 入学案内には志願者が必要とする情報が掲載されているか ４ 

6-2 募集要項の内容は適切か ４ 

6-3 学生募集活動は、適正に行われているか ３ 

6-4 学生募集活動において、教育成果は正確に伝えられているか  ４ 

6-5 学納金は妥当なものとなっているか  ４ 

                                    自己 総合評価  ３．８ 

成果と課題 

（6-1）本校の学校案内書は、カリキュラムの詳細や目標資格・職業、就職指導の方法、開学以来の就職内定先企業

の明記、卒業生の活躍など、詳細で情報量が多い。そして、毎年情報の見直しと更新を行うことで内容の充実を図

っている。 

（6-2）募集要項では入試の詳細な要項や願書の様式及び学科・コース別の時期別学納金や必要経費、卒業までの全

学費などと、奨学金の種類や申し込み方法までも詳細に掲載されている。 

（6-3）募集活動は、月１回のペースで独自の学校説明会や体験入学を行う他、業者主催の進路ガイダンスへの参加
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を通して、教育方針や授業内容、施設設備の見学、就職状況の公開など志願者が必要とされる情報を詳細に説明又

は公開している。また、語学やマナーなど本校の特長である基本教育部分においてはミスマッチがないよう詳細に

伝える努力をしている。ただし、コロナ禍により、例年に比べると高校訪問回数の減少や進学イベントの中止、実

施スタイルの変更などがあり、接触回数の減少から訴求力が低下した。 

（6-4）検定資格の取得状況や就職内定実績等、教育内容の指針となる教育実績をチラシやリーフレット、ＨＰ等で

公開し外部に発信している。 

（6-5）学納金は、私立学校として、日々の教育活動を維持するために必要な経費と将来の発展的学校運営への布石

やイレギュラーの事態に対応できる程度の収益を確保することができるものとなっている。 

今後の改善方策 

・コロナ禍による接触回数減少と訴求力低下をカバーするために、文書による案内やＤＭやメール配信等を強化し

訴求力を高める。 

・対面・オンラインの併用など、常に予期せぬ事態に対応できる体制を整え、安定した学生募集を維持する。 

・教育実績の向上とミスマッチを防止するために、教育方針を十分に理解した上での入学を促進するとともに、入学

希望者個々の目的意識や適性、意思力を見極め、意識の高いレベルの学生募集に注力する。 

学校関係者 評価コメント 

・実際の質問項目にも御座いましたが、やはり現代の若年層を取り組む中で SNS でのブランディングへの強化は必

須項目になるかと存じます。その中で、在校生、もしくは卒業生の活躍を SNS 上で配信していく事は是非取り組み

の一つとして追加頂くのはいかがでしょうか。（弊社でも行っておりますが、非常に反響は高いです） 

・募集手法に関してはＤＭ、メールといった手法でなくＦＢやインスタなどを活用、在校生だけでなく卒業生も交え

た声を配信していき、ＨＩＴ数をバロメーターとしたほうが時勢にあっていると思います。 

・少数精鋭のスタッフで大きな効果を求めて行くのであれば、従来型の取り組みも良いが、このコロナ禍であるから

こそ、思い切った若い世代の傾向を見極めたチャレンジングな活動も一考に値するのではと思われます。 

・先述どおり、特定の業界に突出した教育から、他企業への方向転換が必要となった際の柔軟さが培われる今後の新

しい教育体制に期待したい。 

・昨今の状況下でも募集活動を実施する際に実際に高校生へ学校の雰囲気を知ってもらうことや、学生との交流の

場を作っていくことが大切だと思います。引き続き状況に合わせた募集活動並びに、また、この状況下でもあこがれ

の職業に就くために学びたいという学生のニーズに合わせた内容を発信していただきたいと思います。 

・(6-3)今後、訪問先側もオンラインによる対応等、ニューノーマルな方法をとっていくべき、又はとる方向に進むの

ではないでしょうか。 

・実績として、次年度の入学性が定員以上を確保できているので、適正な募集ができていると思います。 

・高校生は、同じ高校出身の在校生の話を聞けたら嬉しいと思います。 

・入学してから違ったと思わない様な案内を続けてください。 

学校関係者評価平均 ３．８ 

 

（７）教職員組織、学校運営・管理、財務、法令等の遵守 

7-1 教職員の能力、業務内容の評価を定期的に実施しているか ４ 

7-2 組織間、各部署間の連携は適切に図られているか ４ 

7-3 非常時の危機対策管理に対する周知は徹底されているか ４ 

7-4 消防計画、学校安全計画は適切に整備し、防災訓練等は実施されているか ４ 
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7-5 目的等に沿った運営方針が策定されているか ４ 

7-6 事業計画に沿った運営方針が策定されているか ４ 

7-7 運営組織や意志決定機能は、規則等で明確化されているか、有効に機能しているか ３ 

7-8 人事、給与に関する制度は整備されているか ４ 

7-9 教務・財務等の組織整備など意識決定システムは整備されているか ４ 

7-10 教育活動に関する情報公開が適切になされているか ４ 

7-11 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 ４ 

7-12 中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか ４ 

7-13 予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか ４ 

7-14 財務について会計監査が適正に行われているか ４ 

7-15 財務情報公開の体制整備はできているか ４ 

7-16 法令、専修学校設置基準等の遵守と適正な運営がなされているか ４ 

7-17 個人情報に関し、その保護のための対策がとられているか ４ 

7-18 自己評価の実施と問題点の改善に努めているか ４ 

7-19 自己評価結果を公開しているか ４ 

7-20 ハラスメントに対する防止対応策が整備されているか ４ 

                                    自己 総合評価  ４．０ 

成果と課題 

(7-1)年度初めに、上司と面談のうえ業務目標を定め、年度途中に途中経過の面談を行っている。年度末に再度、上

司と面談を行い、業務遂行度を数値化することで評価している。 

(7-2)職員間の情報共有は、毎朝の朝礼、日誌で口頭および文面で行われている。 

(7-3)非常時の緊急連絡網は作成されており、感染症に感染時や災害時の会議、緊急時の学生・保護者・マスコミ対

応の手順も文書化されている。また、オンライン授業時の緊急対応についてマニュアルを作成した。 

(7-4)災害・消防計画は整備され、訓練は９月に校舎を共有する静岡産業技術専門学校と連携し実施できている。 

 また、学生は安全確認システムに登録しており、災害時の安否確認ができるようにしている。 

(7-5)年度当初に理事長方針と部門長方針が発せられ、それに基づき所属長方針が決定。所属長方針をもとに各担当

にて実施計画を作成している。 

(7-6)中期計画を基に該当年度の計画を作成している。 

(7-7)日々の運営会議と全体での朝礼により、情報を共有、日々の行動の合意形成を行っている。また、毎月職員会

議を実施し、短期スケジュールの確認や課題等への意見交換や合意形成を行っている。コロナ禍においては、決定

項目や制限が多くあったが、文書化して掲示するなど、スピード感を持って周知を行ったが、決定後の周知方法等

については今後の課題としたい。 

(7-8)人事・給与については人事規程が整備されており、人事評価は法人組織で一元化され、組織目標・個人啓発目

標の設定を基に整備・運用されている。 

(7-9)教務で必要なものは予算編成システム内で使用項目別に明確に管理されており、実施には管理職の承認を必要

としているなど整備されている。 

(7-10)学校ホームページ内に情報公開リンクを定め、シラバスや講義内容等、必要な情報を詳細に公開している 

(7-11)職員の殆どの定型業務はシステム化が完了し稼働済みである。また、教職員全員にノートパソコンが支給さ

れ、テレワーク等の準備も完了している。 

(7-12)基本金組入前当年度収支差額について令和２年度は４千万円を超える金額となった。令和３年度は２年度よ
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り減収になると思われるが、総学生数は総定員 240名に対して 314名となり、最終決算ではプラスが見込まれる。 

(7-13)令和２年度の予算については、理事会承認後計画的に実施し、事業計画(防犯カメラ設置・３階空調機差替え・

ブライダル実習室等照明器具 LED化・就職指導室の改修等)について、すべて実施済みである。 

(7-14)監事監査及び公認会計士監査が定期的に実施され、指摘事項もなく会計処理の適正について高い評価を受け

ている。 

(7-15)学校法人のホームページにおいて財務情報を公開している。 

(7-16)法令、専修学校設置基準等の遵守については、県からの学校基本調査等で確認している。 

(7-17)個人情報については、法人に個人情報に関する規定があり、これに則り学内に個人情報管理総括責任者や個人

情報管理責任者を配置し、漏洩や不正使用の無いように努めている。 

(7-18)自己評価を行うことにより問題点の把握に努め改善に努めている。 

(7-19)自己評価結果については、関係者評価実施後に学校ホームページにて公開している。 

(7-20)ハラスメント委員会を学生及び職員に告知している。相談事項、具体的な問題の発生はない。 

今後の改善方策 

・コロナ禍において、相談、決定項目が多くあったが、決定後、教職員や学生に対し、情報過多にならないよう周知

内容と方法等について検討したい。 

・引き続き令和３年度においても計画的に予算執行を行い、施設設備の環境を整えるとともに、退学者数の減少及び

入学定員を確保することで安定した経営基盤を築いていく方針である。 

学校関係者 評価コメント 

・非常に細かく管理されている印象を受けました。ありがとうございました。 

・ブランド毀損となるハラスメント、財務事故のないようお願いします。 

・日々運営会議と朝礼で情報共有や行動の合意形成を行って、決定項目についても、文書化や掲示等も行ったのであ

れば十分評価されると思います。コロナ渦では情報が日々あるいは悪化すれば 1 日の中でも一転二転するので決定

後でも、周知する直前に改めて内容を確認することが必要となってくると思います。 

・諸規定に基づき、ガバナンスは良好と思われます。 

・健全だと思います。 

・現状が見える化がされていてよいと思います。 

学校関係者評価平均 ４．０ 

 

（８）社会貢献・地域貢献、国際交流 

8-1 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 ３ 

8-2 留学生の受入れ・派遣等において適切な手続き等がとられているか ４ 

8-3 留学生の受入れに対して、学内での適切な体制が整備されているか ４ 

                                    自己 総合評価  ３．６ 

成果と課題 

(8-1)社会貢献、地域貢献について、一部コース学生による朝の学校周辺の清掃活動や、ボランティア担当教員を中

心に、ボランティア活動に対して積極的に参加を募っている。しかしながら、教育資源や施設を利用した貢献活動

については実施ができておらず課題としたい。 

(8-2)留学生受け入れについては、原則、日本語学校の卒業生を受け入れ、留学生担当教員による在留資格更新の手

続き等を法令厳守のもと適切に実施している。 
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(8-3)留学生クラスも担任制をとり、学生に対する個別指導を行っている。出欠席や生活リズムの把握を行っており、

欠席が続いた場合などにはアパートへ出向いて状況を確認することもある。 

今後の改善方策 

・地域の皆様のサポートがあってこその本校であるという意識を持ち、重要項目として取り組みたい。 

・在留資格取次者資格について、留学生担当者全員の取得が望ましいと考えている。取得への手続きについて迅速に

対応していくことが必要である。 

・留学生の就職については、まだまだ新規開拓を進めなければならない。卒業時までのＮ１（日本語上級）取得レベ

ルの向上も目指さなければならない。 

学校関係者 評価コメント 

・コロナ禍で国際交流が難しい状況禍でご調整も難しい状況下であった事と存じます。 

・引き続きお力になれる部分はお手伝い出来ますと幸いです。 

・地域貢献は、学校だけでなく就職された企業にも求められるものです。学生が積極的に参加できるような環境整備

と啓蒙をお願いします。 

・留学生向けとしてダイバーシティーの観点からの相互理解がすすむような学内・学外の交流会などの取組みもあ

わせてご検討下さい。 

・学生個々のケアがしっかりとされていると感じました。在留資格など法的な部分は就職にも直結する内容ですの

で、引き続き管理徹底いただきたいと思います。 

・社会貢献・地域貢献は企業にとっても社会責任の重要性は大きな目標です。学生時代にこのような体験・育成を行

うことは、企業が必要とする人財に値するものです。是非継続的にお願い致します。 

・状況的に致し方ない部分もあったと思います。 

・留学生へのサポート体制ができていて良いと思います。 

学校関係者評価平均 ３．７ 

 


