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１．学校関係者評価委員会の目的 

篠原保育医療情報専門学校が、関係者の理解と協力を得ながら学校運営を進めていくために、

学校の基礎的情報の把握・分析を行ない、学校関係者(関係業界、所轄庁、学生、保護者、地域

社会等)との信頼関係を強めることを目的に設置する 

（篠原保育医療情報専門学校 学校関係者評価委員会 規則 第１条より抜粋） 

 

 

２．学校関係者評価委員会の所管事項 

委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

(１)学校の教育目標・人材育成の目標及び教育指導計画、経営方針 

(２)教職員の組織、教員の専門性 

(３)学生支援・キャリア教育の実践的職業教育 

(４)財務情報の公開・法令等の遵守 

(５)その他、自己評価・学校関係者評価を踏まえた改善方策 

（篠原保育医療情報専門学校 学校関係者評価委員会 規則 第２条より） 

 

 

３．平成 27 年度 学校関係者評価委員会（第 2 回） 開催概要 

（１）．日 時    平成 27 年 11 月 27 日 16 時 30 分～18 時 30 分 

    
（２）．場 所        東京都千代田区神田神保町１－５２－４ 

 
篠原保育医療情報専門学校 会議室 

    
（３）．出席者  委 員 長  森 薫 (一般財団法人家族支援メンタルサポート協会 理事長） 

 
委   員  平川 憲一 (中央学院大学中央高等学校 前校長) 

 
職   員  篠原 欣子 (本学園 理事長） 

 
職   員  工藤 伸夫 (本学園 副理事長) 

 
職   員  岩嵜 達弥 (本学園 法人事務局長） 

委任状提出 委   員 髙木 暁子 (学校法人高木学園 理事長） 

 
委   員 白戸 正美 (本校保護者) 

    
（４）．議 案  学校関係者評価委員会による自己評価報告書の活用について 
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４．平成 26 年度自己評価報告書に対する、委員からの 

評価及び意見、その改善方策 

 
 文部科学省「専修学校における学校評価ガイドライン」に基づいて本校で実施した平成 26 年度

自己評価報告書について、学校関係者評価を行いました。委員からの評価及び意見、委員から

の意見に対する改善方策を報告いたします。 

 

（１）．教育理念・目標 

委員からの評価及び意見 委員からの意見に対する改善方策 

・学生や保護者に対する、男女共同参画社会

で活躍する保育者、医療従事者の養成という

将来構想の周知に力を注ぐべきではないか。 

 

・学校の将来構想をホームページやブログ、

「学生ガイドブック」へ積極的に掲載していきた

い。保護者懇談会や保護者向け就職説明会等

の開催時に左記内容を理解できる資料の配布

も実施していく。 

（２）．学校運営 

委員からの評価及び意見 委員からの意見に対する改善方策 

医療事務に関するコースもあるため、アメリ

カ 2023 年問題を知っておくべき。日本の大

学の医学部を卒業しても、アメリカで医師免

許試験を受験できない。2017 年に入学した

生徒が対象なのでそれほど先の問題でもな

い。この問題は、医師だけでなく看護師、医

療事務に従事する者すべてが認知しておか

なければならないことであり、教員はもちろ

ん、生徒も知っておかなければならない。 

 

・保育、医療情報の分野に関する研修会や 

 勉強会へ積極的に参加し、業界の最新情報 

 を把握するように努める。 

※公開予定の学校生活に関するアンケートの内容については、（１１）．を参照。 

（３）．教育活動 

委員からの評価及び意見 委員からの意見に対する改善方策 

・学園祭というお話があったが、学生たち

は専門性を高めるだけでなく、少しずつ学

・学園設立以来、初めての学園祭を無事に 

 終えることができた。今年度は教員が運営を 
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校生活を楽しめるようになってきてとて

も良い傾向だと思う。篠原学園がスキルア

ップしていると感じる。人間がある専門性

を追求するためには、リラックス、リフレ

ッシュして楽しみながら学びを深めるこ

とが大切である。入学当初はなんとしても

頑張らなければ！と意気込むが、その気持

ちだけでは 3年間は続かない。 

人のために役に立っている、自分自身の存

在が認められている、仲間の一員になって

いるという実感が大切。みんながひとつの

方向性をみて、行事を成功するために役割

分担をすることで、違った側面が見える。

お互いを励まし合う。 

学生たちには、将来の目標、家庭環境など

それぞれ悩みがある。同じ方向を向くので

はなく、ダンスのように舞い合えば、仲間

の本質がみえる。長い目でみたときに行事

のもつ波及効果は高い。企業で社員が入部

する野球部、サッカー部などは家族や社員

の絆を深め合う。 

 リードした部分があるが、次年度以降は学生 

 主体の運営となるよう取り組んでいきたい。 

委員からご意見のあった「人間がある専門性

を追求するためには、リラックス、リフレッ

シュして楽しみながら学びを深めることが

大切である」を実現できるよう、学園祭の 

開催目的の明確化、学生・職員の実行委員会 

の早期設置などに全学園をあげて取り組ん

でいきたい。 

 

（４）．学修成果 

委員からの評価及び意見 委員からの意見に対する改善方策 

・おおむね良好である。 

 

・知識があるだけでなく、その知識を活用でき

る、そして、応用できる教育・指導を引き続き 

実施していく。 

 

 

（５）．学生支援 

委員からの評価及び意見 委員からの意見に対する改善方策 

・卒業生への支援体制を強化してはどうか。 年 1 回実施しているホームカミングデー以外に 

篠原祭への招待やキャリアップ講座（仮称）の

新規設置を検討していきたい。 
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（６）．教育環境 

委員からの評価及び意見 委員からの意見に対する改善方策 

・おおむね良好である。 ・学生が専門的かつ実践的に知識、技術等を

身につけることができるよう継続して教育環境

を整えていく。 

 

 

（７）．学生の受入れ募集 

委員からの評価及び意見 委員からの意見に対する改善方策 

・ＡＯプレ学習に加えて、全入学者を対象とした 

キャリア教育基礎講座は評価できる。 

・引き続き、キャリア教育や職業教育に関わる

入学前教育の充実を図っていきたい。 

（８）．財務 

委員からの評価及び意見 委員からの意見に対する改善方策 

・財務情報の公開を円滑に行う体制づくりの継

続。 

 

・前回の学校関係者評価委員会の意見を踏ま

えて、早めの情報公開に向けて取り組みを継

続中。 

 

 

（９）．法令等の遵守 

委員からの評価及び意見 委員からの意見に対する改善方策 

・各項目の情報公開が十分でない事は大学、

高校で共通している。情報公開そのものは大

学、高校で重大な欠陥とはいえないため、評

価ランクが最低ではないが、評価をあげる 

取り組みが必要ではないか。 

・情報公開については、職業実践専門課程の 

 定めのとおりに実施しているが、まだ、 

 不十分な点もある。学生、保護者、卒業生、

業界関係者が本校の学校運営の状況を理

解しやすい内容をホームページ上にアッ

プしていく。また、情報公開の状況を 

 学校関係者評価委員会や教育課程編成 

 委員会実施時に委員へ紹介していく。 
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（10）．社会貢献・地域貢献 

委員からの評価及び意見 委員からの意見に対する改善方策 

・地域に愛される学校としての具体的な取り組

みが重要である。 

 

 

・町内会の会合に参加し、町内会が計画する 

行事の日程や内容を把握し、学校として協力で

きるものについては、積極的に参加していく。 

（１１）．その他 「学校生活に関するアンケート」 

委員からの評価及び意見 委員からの意見に対する改善方策 

・教員の入れ替わりが若干多い気がする。 

 学生の満足度が下がることによって、退学 

 につながるケースもあるので、しっかり対 

 策を練る必要がある。 

・定期的な教員面談に加えて、上長による 

 業務量や職場での人間関係に関するヒア 

リングを実施し、職員の定着率を安定に 

取り組んでいく。 

 


