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学校法人西口学園　英風女子高等専修学校 



１．学校の教育目標 

　　　「主体性を発揮し、強く優しい心と確かな技術を持って、社会の幸せに貢献できる女性を育てる」 

２．本年度の重点目標や達成計画 

　　　①　各コースのカリキュラムの見直しと充実 
　　　②　「学び直し」による生徒の基礎学力の向上への取り組み 
　　　③　中学校向け出張授業の告知と実施 
　　　④　不登校生支援のあり方の見直しと強化 



３．評価項目別取組状況 

基準１　教育理念・目的・育成人材像 
　理念：主体性を発揮し、強く優しい心と確かな技術を持って、社会の幸せに貢献できる女性を育てる 
　目的：ファッション、美容、介護、保育、看護に関する職業に必要な能力の育成と文化教養の向上を図る 

評価項目 現状の取組状況・課題 今後の改善方策

理念・目的・育成人材像は、定められているか
教育方針、理念・目的・育成人材像を定め、教職員の
日頃の教育活動において反映させるよう努める。

教育方針等が理解され、達成に向けての取り組みがさ
れているかを点検する。

育成人材像は専門分野に関連する業界等の人材ニ
ーズに適合しているか

業界の動向も含めて適合しているか否かを研究。 
業界が求める普遍的なニーズと時代に応じたニーズに
分けて各専門科目担当教員において取組中。

業界へのヒアリング等、関係づくりが必要である。

理念等の達成に向け特色ある教育活動に取組んで
いるか

全校的にみれば特色ある教育活動を行っている。 
特色があるだけでなく、時代のニーズに適った確かな
技術教育かどうかを見直す。

各コース毎に理念に基づいた教育活動にばらつきがな
いか見直す。

社会のニーズ等を踏まえた将来構想を抱いている
か

社会のニーズを満たした高等専修学校のあり方を引き
続き構想中。

社会のニーズを満たした高等専修学校のあり方を引き
続き構想中。



基準２　学校運営 

評価項目 現状の取組状況・課題 今後の改善方策

理念等に沿った運営方針を定めているか
事業計画書を作成し、理念等に沿った運営方針を定め
ている。

運営方針が理念等に沿っているかのチェック

理念等を達成するための事業計画を定めているか 事業計画書を作成し、事業計画を定めている。 事業計画が理念等に沿っているかのチェック

設置法人の組織運営を適切に行なっているか 校務分掌表に基づき組織運営を適切に行なっている。 組織運営が適切に行われているかのチェック

学校運営のための組織を整備しているか
校務分掌表を作成し組織を整備している。 組織整備に無理がないか定期的なチェック必要であ

る。

人事・給与に関する制度を整備しているか
人事・給与に関する制度を整備している。特定社労士
と顧問契約をしており、労務全般に対する管理を協働
で行っている。

教職員における人事・給与に関する制度の正しい理解
が必要である。

意思決定システムを整備しているか 通常の意思決定は校務分掌表のとおり行う。 緊急を要する意志決定についても明確にする。

情報システム化に取組み、業務の効率化を図って
いるか

グループウェア（英風ネット）を構築、校務文書を始
めあらゆる業務に関する情報の共有化を行っている。

全教職員が操作方法、活用方法を熟知することが必要
である。



基準３　教育活動

評価項目 現状の取組状況・課題 今後の改善方策

理念等に沿った教育課程の編成方針、実施方針を
定めているか

専修学校として確かな技術教育を行うという理念の
元、教育課程を定めている。

一般科目は技能連携制度に基いて編成しているため、
専門科目との理念の更なる共有が必要である。

学科毎に修業年限に応じた教育達成レベルを明確
にしているか

学科コース毎に教育課程を定め、修業年限に応じた教
育達成レベルを明確にしている。

修業年限のみならず個人の教育達成レベルを明確にす
ることが必要である。

教育目的・目標に沿った教育課程を編成している
か

専修学校として確かな技術教育を行うという目的の
元、教育課程を定めている。

現代社会の業界ニーズにも沿うことができる教育課程
の編成を研究する。

教育課程について、外部の意見を反映しているか
技能連携校や系列の社会福祉法人及び地域の方々に意
見を伺っている。

公正な外部意見を得るため、事前に本校の理念や活動
状況を正確に伝えておくことが必要である。

キャリア教育を実施しているか
進路指導主事を中心に、将来、社会的・職業的に自立
し、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らし
い生き方を実現するためのサポートを行っている。

キャリア教育の年間プラグラムの見直しと更なる進路
決定率100％を目指し更なる充実が必要である。

授業評価を実施しているか
保護者に対するアンケート調査を元に生徒個人へのヒ
アリングを行っていく。

保護者に対するアンケート調査を元に生徒個人へのヒ
アリングを行っていく。

成績評価・修了認定基準を明確化し、適切に運用
しているか

成績評価・修了認定基準を年度毎に見直し、適切に運
用を行っている。

適切な成績評価・修了認定を維持するため適時運用チ
ェックを行う。

作品及び技術等の発表における把握しているか
生徒の外部発表イベントには必ず担当教員を付け、迅
速な報告と記録を義務づけている。

作品等は画像での把握も必要であることから、デジタ
ル媒体での保存・整理も必要である。

目標とする資格・免許は、教育課程上で、明確に
位置づけているか

高等学校卒業資格については、技能連携校の指導のも
と教育課程上で明確に位置づけている。

目標とする資格・免許の制度に変わりがないかをチェ
ック

資格・免許取得の指導体制はあるか
「放課後資格取得ゼミ」と称して放課後に担当の教員
が取得希望者を対象にきめ細かな指導を行っている。

資格の傾向と対策および指導方法の更なる研究と実践
を行う。

資格・要件を備えた教員を確保しているか
資格・要件は持っていても指導方法が疎かであっては
ならない。指導方法についても研究を重ねている。

資格・要件を持った教員が急な退職等で欠員にならな
い様、しっかりとした管理体制が必要。

教員の資質向上への取組をおこなっているか
教員の資質向上のために、今業界で求められているス
キルは何かを考え、教職員からも自発的に研修テーマ
の内容を募っている。

資質向上への取組を行ってはいるが、教員間での研修
後の成果に開きが生じる。研修の成果が見られない教
員へのフォローにも力を入れる必要がある。



基準４　学修成果 

評価項目 現状の取組状況・課題 今後の改善方策

就職率の向上が図られているか

進路決定率100％を目指す。求人先の開拓と紹介並び
に履歴書の書き方と面接指導を行う。 
また就職支援ツールを導入し、PC・スマートフォン
を活用し、リアルタイムな求人情報が閲覧できるシス
テムも活用。

求人先の開拓と紹介並びに履歴書の書き方と面接指導
の徹底。

資格・免許取得率の向上が図られているか

資格・免許取得希望者における取得率100％目指す。 
高等学校卒業資格については、教育課程に組み込まれ
ているため、欠席・欠課者を出さない指導体制を行っ
ている。その他資格については放課後資格取得ゼミ等
を実施し、取得率の向上に工夫を凝らしている。

資格・免許取得の意義を生徒にしっかりと理解しても
らい、生徒のモチベーションを維持させる努力が必要
である。

卒業生の社会的評価を把握しているか
卒業生の実態調査を行う。過去数年間の卒業生の就職
先に訪問し実態調査を行っている。 

卒業生の社会的評価を真摯に受け取り在校生の学修に
しっかりと活かせるよう工夫が必要である。



基準５　生徒支援

評価項目 現状の取組状況・課題 今後の改善方策

就職等進路に関する支援組織体制を整備している
か

支援体制の一層の整備づくりに取り組む。進路担当者
とクラス担任との連携を図っている。

今まで以上に進学先、就職先の研究を行う必要があ
る。

退学率の低減が図られているか
退学理由の洗い出しと発生要因の解明を行う。個別学
習クラスを設置。

個別学習クラスの管理体制を徹底する。

生徒相談に関する体制を整備しているか
生徒相談支援体制の更なる強化を図る。本校専属のス
クールカウンセラーと進路担当者によりプライベート
から職業キャリア全般に関する相談に応じている。

専属カウンセラーと進路担当者とが蜜に連絡を取り合
い、生徒の情報をしっかりと共有することが必要であ
る。

生徒の経済的側面に対する支援体制を整備してい
るか

国・大阪府の支援補助に係る事務手続きを滞り無く行
っている。

生徒・保護者に対し支援補助金制度の手続き処理に係
る書類提出が遅延なく行われるようしっかりと告知し
なければならない。

生徒の健康管理を行う体制を整備しているか
健康診断を毎年行っている。 健康診断項目再チェックと結果が日頃の健康維持管理

に活かされているかをチェックする。

課外活動に対する支援体制を整備しているか

課外活動の一層の充実を図る。本校系列の社会福祉施
設において見学を始め実際に職場体験を行っている。
また1年生時には新入生に出来るだけ早くクラスに馴
染んでもうらためにディ・キャンプを実施し、教員と
も交流を深めている。

職場体験の受け入れ先と体験機会を積極的に増やす必
要がある。また、ただ実施するだけでなく教育的効果
があがるよう更なる工夫が必要である。

保護者との連携体制を構築しているか

保護者会を核に連携体制の強化を図り、学校に対する
信頼度を一層高めていきたい。また、保護者対象の勉
強会も積極的に実施していきたい。保護者会にて日頃
の教育活動を報告し忌憚のない意見を伺うよう努めて
いる。

保護者会等の参加者が年々減ってきているので、参加
の啓蒙を行っていかなければならない。

卒業生への支援体制を整備しているか
卒業生が望んでいる支援を担任を通じてヒアリング行
う。

卒業後の進路、特に就労に関する悩みや再就職先の斡
旋など積極的に行う必要がある。

社会のニーズを踏まえた教育環境を整備している
か

現代社会が求めるニーズとは何かを研究する。 社会のニーズと業界が求める人材ニーズとの整合性が
必要である。



基準６　教育環境 

評価項目 現状の取組状況・課題 今後の改善方策

教育上の必要性に十分対応した施設・設備・教育
用具等を整備しているか

必要性のある教育設備の充実に努める。必要性があれ
ば、すみやかに口頭および文書にて校長に報告するよ
う言い伝えている。

導入後の活用具合と教育効果を測る必要がある。

学外実習、インターンシップ、海外研修等の実施
体制を整備しているか

学外実習、インターンシップを充実させる。本校系列
の社会福祉施設を始め、定期的な実習カリキュラムを
組んでいる。

社会福祉施設以外の実習先の確保が必要だか、受入先
の事情もよく考える必要がある。

防災に対する組織体制を整備し、適切に運用して
いるか

一層の組織体制の強化と適切な運用を心がける。防災
時の組織体制に基づいた防災訓練を行っている。

災害の種類により運用方法が異なるため災害時の冷静
な判断が必要である。

学内における安全管理体制を整備し、適切に運用
しているか

一層の安全管理体制を整備する。学内における事故を
予見し、対策を立てる。

学内における危機意識を持たせることが必要である。



基準７　生徒の募集と受入れ 

評価項目 現状の取組状況・課題 今後の改善方策

中学校等接続する教育機関に対する情報提供に取
組んでいるか

ホームページや学校案内では伝わり難い情報の提供に
努める。学校運営に関する情報だけでなく生徒自身の
学習状況の提供に取り組んでいる。

個人情報の扱いに注意を要する。

生徒募集活動を適切、かつ、効果的に行っている
か

本校の特色を正確に伝えている。 正確にわかりやす情報の提供に努める。

入学選考基準を明確化し、適切に運用しているか
適切に運用している。特に面接による選考は人権に配
慮し、適切に実施している。

筆記試験の内容の更なる見直しは必要である。

入学選考に関する実績を把握し、授業改善等に活
用しているか

入学選考の結果から当年度入学生徒の学力を予測す
る。特に入学当初の授業展開の改善等に活用してい
る。

毎年の入学選考基準が一定に保たれているかのチェッ
クが必要である。

経費内容に対応し、学納金を算定しているか
経費内容に対応した学納金を算定する。経費内容に対
応した学納金を算定している。

経費内容に対応した学納金を算定に努める。

入学辞退者に対し授業料等について適正な取扱い
を行っているか

入学辞退者に対し学費等について適正な取扱を行う。
入学辞退者に対しては受験料を除く全ての学費を返還
している。

入学辞退者への適切な対応に努める。



基準８　財務 

評価項目 現状の取組状況・課題 今後の改善方策

学校及び法人運営の中長期的な財務基盤は安定し
ているか

長期的な財務基盤の安定に努める。専門家の意見を聴
き、長期的な財務基盤の安定に努めている。

キャッシュ・フローの的確な予測が必要である。

学校及び法人運営にかかる主要な財務数値に関す
る財務分析を行っているか

財務分析結果をしっかりと活かしていく。財務分析結
果について専門家の意見を聴いている。

財務分析は目的ではなく今後の経営の舵取りに必要な
手段であるので、結果に基づいた適切で迅速な判断と
行動が必要である。

教育目標との整合性を図り、単年度予算、中期計
画を策定しているか

教育目標との整合性を図る。各学科・コース毎の教育
目標に応じた予算配分に取り組んでいる。

予算配分に応じた中期計画を策定しなければならな
い。

予算及び計画に基づき適正に執行管理を行ってい
るか

適正な執行管理に努める。理事長・校長を始めクラス
担任まで予算、計画に基づいた教育活動を行ってい
る。

予算執行に対し管理者は一層のチェック体制の強化が
必要である。

私立学校法及び寄附行為に基づき適切に監査を実
施しているか

適切な監査を実施する。適切な監査を実施している。 監査結果についてしっかりと理解する必要がある。

私立学校法に基づく財務情報公開体制を整備し、
適切に運用しているか

適切に運用し迅速な公開をしている。 適切に運用し迅速な公開を目指す。



基準９　法令等の遵守 

評価項目 現状の取組状況・課題 今後の改善方策

法令や専修学校設置基準等を遵守し、適正な学校
運営を行っているか

適切な学校運営を継続する。現法の設置基準に適合し
ているかのチェックに取り組んでいる。

現場教職員における法令や専修学校設置基準の理解を
深めることが必要である。

学校が保有する個人情報保護に関する対策を実施
しているか

個人情報保護に対する教職員の意識を高める。個人情
報を多く扱う時期には再三の注意喚起を促している。

個人情報保護の方法について一層研究する必要があ
る。

自己評価の実施体制を整備し、評価を行っている
か

実施体制を整備し評価を行う。日々の教育活動のひと
つひとつが自己評価に繋がるという意識を教職員に持
ってもらうよう努めている。

自己評価が形骸化しないよう常に初心の意識を持って
取り組むことが必要である。

自己評価結果を公表しているか
自己評価結果を公表する。自己評価結果の公表に向け
て準備を行い、本校ホームページにて公表した。

現在目標を達成している項目に関しても再度の見直し
を行うことが必要である。

学校関係者評価の実施体制を整備し、評価を行っ
ているか

学校関係者評価の実際体制の整備と評価を行う。公正
で実直な意見をしていただける実施委員の選定を行
い、評価を行った。

厳しい意見も謙虚に受け取め、生徒達のために改善に
向けての今後の方針を関係者に明確に伝えることが重
要である。

学校関係者評価を公表しているか
学校関係者評価を公表する。学校関係者評価の公表に
向けて準備を行い、本校ホームページにて公表した。

評価内容を公表して終わりではなく、常に外部から評
価されていると意識することが必要である。

教育情報に関する情報公開を積極的に行っている
か

教育情報に関する更なる情報公開を行う。学校案内で
も教育情報は公開しているが本校ホームページには直
近の教育情報をリアルタイムに公開している。

教育情報をどこまで公開することが生徒・保護者にと
って有用なのかを再度研究する。



基準１０　社会貢献・地域貢献 

評価項目 現状の取組状況・課題 今後の改善方策

学校の教育資源を活用した社会貢献・地域貢献を
行っているか

社会貢献・地域貢献に積極的に取り組む。毎月最終金
曜日には全校生徒による学校周辺の清掃活動を実施し
ており、地域に皆様に好評である。

清掃活動がマンネリ化しないよう誠意を持って継続す
ることが大切である。

国際交流に取組んでいるか
国際交流に関する情報収集を行う。国際交流がどれほ
どの教育効果をもたらすかの研究を行っている。

国際交流を実施するが目的ではなく交流が生徒にどの
ような効果をもたらすかの研究が必要である。

生徒のボラティア活動を奨励し、具体的な活動支
援を行っているか

積極的なボランティア活動を行う。区内イベントにお
いて生徒のボランティア要請があれば積極的に参加し
ている。

ボランティア活動は強制であってはならないので、積
極的に生徒から申し出をあるように仕向けていかなけ
ればならない。



 
平成27年度　アンケート集計結果（保護者対象）

No. 質問内容（全29問） そう思う どちらかと言えば 
そう思う

どちらかと言えば 
そう思わない 未回答率

1 本人は授業を理解していると思われますか（専門科目）？ 30% 49% 13% 5%

2 本人は授業を理解していると思われますか（一般科目）？ 26% 45% 25% 2%

3 先生はわかりやすく授業を行っていると思われますか（専門科目）？ 28% 55% 12% 5%

4 先生はわかりやすく授業を行っていると思われますか（一般科目）？ 26% 54% 15% 3%

5 本人の成績は適正に評価されていると思われますか（専門科目）？ 41% 47% 6% 5%

6 本人の成績は適正に評価されていると思われますか（一般科目）？ 40% 49% 7% 3%

7 毎年行っている授業参観に出席してみたいと思われますか？ 28% 36% 21% 3%

8 本人は校則を守っていると思われますか？ 47% 32% 16% 0%

9 校則・生徒指導は厳しいと思われますか？ 4% 21% 41% 2%

10 本人と先生との関係は良好だと思われますか？ 41% 44% 14% 1%

11 本人と友だちとの関係は良好だと思われますか？ 32% 46% 14% 4%

12 先生は本人と十分対話ができていると思われますか？ 29% 50% 19% 1%

13 保護者は本人と十分対話ができていると思われますか？ 41% 47% 9% 1%

14 本人は先生に気軽に相談できると思われますか？ 24% 51% 20% 1%

15 保護者は先生に気軽に相談できると思われますか？ 29% 56% 12% 1%

16 保護者宛の連絡文書は手元に届いていると思われますか？ 47% 37% 13% 1%

17 資格取得に関する指導ができていると思われますか？ 26% 42% 24% 7%

18 進学に関する指導ができていると思われますか？ 23% 39% 24% 9%

19 就職に関する指導ができていると思われますか？ 18% 39% 22% 14%

20 本校が行う健康管理は適切に行われていると思われますか？ 23% 59% 11% 5%

21 学園祭等の学校行事は充実していると思われますか？ 40% 39% 10% 5%

22 クラブ活動は活発に行われていると思いますか？ 4% 33% 29% 9%

23 校内での教職員の応対は丁寧だと思われますか？ 49% 42% 4% 1%

24 設備は充実していると思われますか？ 28% 46% 16% 3%

25 校内の清掃は行き届いていると思われますか？ 49% 44% 4% 0%

26 保護者会の活動に関心はございますか？ 11% 30% 31% 3%

27 本人の出身中学校周辺の本校の評判は良いと思われますか？ 11% 55% 18% 10%

28 本人は学校を楽しいと感じていると思われますか？ 35% 43% 16% 0%

29 本校に入学させて良かったと思われますか？ 56% 39% 3% 0%



平成27年度 

学 校 関 係 者 評 価 報 告 書 

平成28年9月30日 

学校法人西口学園　英風女子高等専修学校 



１．学校関係者評価組織の構成 

　　　卒業生代表　２名（学校教員） 
　　　企業代表　２名（社会福祉法人園長、生活産業企業 代表取締役） 
　　　地域住民代表　１名（地域防犯会長） 

２．学校関係者評価結果 

基準１　教育理念・目標・育成人材像　　※「自己評価に対する評価」内容（ 適切…４、ほぼ適切…３、やや不適切…２、不適切…１ ） 

評価項目 自己評価に対する評価 総評

理念・目的・育成人事像は、定められているか 4 本校の教育方針には賛同できる。更なる研究をお願いする。

育成人材像は専門分野に関連する業界等の人材ニーズに
適合しているか 3

理念等の達成に向け特色ある教育活動に取組んでいるか 4

社会のニーズ等を踏まえた将来構想を抱いているか 3



基準２　学校運営　　※「自己評価に対する評価」内容（ 適切…４、ほぼ適切…３、やや不適切…２、不適切…１ ） 

評価項目 自己評価に対する評価 総評

理念等に沿った運営方針を定めているか 3 理念等に沿った学科コース毎の事業計画が滞りなく実施されるよう期待
する。

理念等を達成するための事業計画を定めているか 3

設置法人の組織運営を適切に行なっているか 3

学校運営のための組織を整備しているか 4

人事・給与に関する制度を整備しているか 3

意思決定システムを整備しているか 3

情報システム化に取組み、業務の効率化を図っているか 3



基準３　教育活動　　※「自己評価に対する評価」内容（ 適切…４、ほぼ適切…３、やや不適切…２、不適切…１ ） 

評価項目 自己評価に対する評価 総評

理念等に沿った教育課程の編成方針、実施方針を定めて
いるか 3

資格取得への積極的な活動は評価できる。また引き続き教員の資質向上
への取り組みに期待する。

学科毎に修業年限に応じた教育達成レベルを明確にして
いるか 3

教育目的・目標に沿った教育課程を編成しているか 4

教育課程について、外部の意見を反映しているか 3

キャリア教育を実施しているか 4

授業評価を実施しているか 3

成績評価・修了認定基準を明確化し、適切に運用してい
るか 4

作品及び技術等の発表における把握しているか 4

目標とする資格・免許は、教育課程上で、明確に位置づ
けているか 3

資格・免許取得の指導体制はあるか 4

資格・要件を備えた教員を確保しているか 4

教員の資質向上への取組をおこなっているか 3



基準４　学修成果　　※「自己評価に対する評価」内容（ 適切…４、ほぼ適切…３、やや不適切…２、不適切…１ ） 

評価項目 自己評価に対する評価 総評

就職率の向上が図られているか 4
放課後資格取得ゼミを開催し生徒の資格取得に対する支援は評価でき
る。一方高校生の就職活動は依然厳しいと思われるので、更なる支援を
お願いしたい。

資格・免許取得率の向上が図られているか 3

卒業生の社会的評価を把握しているか 3



基準５　生徒支援　　※「自己評価に対する評価」内容（ 適切…４、ほぼ適切…３、やや不適切…２、不適切…１ ） 

評価項目 自己評価に対する評価 総評

就職等進路に関する支援組織体制を整備しているか 4
個別学習クラスの設置により、中途退学へ至る過程に歯止めがかかりつ
つある。更なる支援に期待する。

退学率の低減が図られているか 2

生徒相談に関する体制を整備しているか 4

生徒の経済的側面に対する支援体制を整備しているか 4

生徒の健康管理を行う体制を整備しているか 3

課外活動に対する支援体制を整備しているか 3

保護者との連携体制を構築しているか 2

卒業生への支援体制を整備しているか 3

社会のニーズを踏まえた教育環境を整備しているか 3



基準６　教育環境　　※「自己評価に対する評価」内容（ 適切…４、ほぼ適切…３、やや不適切…２、不適切…１ ） 

評価項目 自己評価に対する評価 総評

教育上の必要性に十分対応した施設・設備・教育用具等
を整備しているか 4

学外実習、インターンシップ等の体制の整備は困難だが、専修学校とし
て役割を考えると積極的な体制の整備を期待する。

学外実習、インターンシップ、海外研修等の実施体制を
整備しているか 2

防災に対する組織体制を整備し、適切に運用しているか 4

学内における安全管理体制を整備し、適切に運用してい
るか 4



基準７　生徒の募集と受入れ　　※「自己評価に対する評価」内容（ 適切…４、ほぼ適切…３、やや不適切…２、不適切…１ ） 

評価項目 自己評価に対する評価 総評

中学校等接続する教育機関に対する情報提供に取組んで
いるか 4

昨年度の入学者数を超えたのは評価できる。本校の特長、特色が徐々に
浸透してきたと思われるが、未だ不十分である。今まで以上に魅力ある
学校づくりを推進し、中学校へのアプローチ方法にも工夫を凝らさなけ
ればならない。生徒募集活動を適切、かつ、効果的に行っているか 3

入学選考基準を明確化し、適切に運用しているか 4

入学選考に関する実績を把握し、授業改善等に活用して
いるか 4

経費内容に対応し、学納金を算定しているか 4

入学辞退者に対し授業料等について適正な取扱いを行っ
ているか 4



基準８　財務　　※「自己評価に対する評価」内容（ 適切…４、ほぼ適切…３、やや不適切…２、不適切…１ ） 

評価項目 自己評価に対する評価 総評

学校及び法人運営の中長期的な財務基盤は安定している
か 3

耐震補強工事による財政支出はいたしかたないが、教育活動に支障ない
範囲でコスト削減に努めていただきたい。中長期的計画をしっかりと定
め、予算執行管理を厳重に行い、当面は財政基盤の安定に努めるべきで
ある。

学校及び法人運営にかかる主要な財務数値に関する財務
分析を行っているか 3

教育目標との整合性を図り、単年度予算、中期計画を策
定しているか 3

予算及び計画に基づき適正に執行管理を行っているか 3

私立学校法及び寄附行為に基づき適切に監査を実施して
いるか 4

私立学校法に基づく財務情報公開体制を整備し、適切に
運用しているか 4



基準９　法令等の遵守　　※「自己評価に対する評価」内容（ 適切…４、ほぼ適切…３、やや不適切…２、不適切…１ ） 

評価項目 自己評価に対する評価 総評

法令や専修学校設置基準等を遵守し、適正な学校運営を
行っているか 3

法令を順守し、自己評価、学校関係者評価の公表については、ほぼ適切
に行われていると思われる。それ以外の教育情報についても引き続き積
極的な情報公開を期待している。学校が保有する個人情報保護に関する対策を実施してい

るか 4

自己評価の実施体制を整備し、評価を行っているか 3

自己評価結果を公表しているか 4

学校関係者評価の実施体制を整備し、評価を行っている
か 3

学校関係者評価を公表しているか 4

教育情報に関する情報公開を積極的に行っているか 4



基準１０　社会貢献・地域貢献　　※「自己評価に対する評価」内容（ 適切…４、ほぼ適切…３、やや不適切…２、不適切…１ ） 

評価項目 自己評価に対する評価 総評

学校の教育資源を活用した社会貢献・地域貢献を行って
いるか 4

特に地域貢献活動は定期的に実践しており地域住民の方々にも徐々にで
はあるが認識されてきている。国際交流に関しては現状行ってはいない
が、機会があれば積極的行ってほしい。

国際交流に取組んでいるか 1

学生のボラティア活動を奨励し、具体的な活動支援を行
っているか 4


