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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 28 年度 学校関係者評価委員会（第 1 回） 開催概要 

（１）．日 時     平成 28 年 6 月 25 日（土）16:30～18：00 

 

（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    岩嵜 達弥  （本学園 法人事務局長） 

職 員    関野 仁史  （本学園 副校長） 

 
   

    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） 
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４．平成 27 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 27 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 

学生や保護者等に対する、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

将来構想の周知が不足している。 

 

学校の将来構想をホームページや『学生ガイド

ブック』に掲載した結果、学生や保護者への周

知はだいぶ出来ているように感じる。保護者懇

談会や就職説明会を実施して周知している。  

学校の教育目標や単年度の重点目標等を教

職員各自が自己査定表に落とし込み、主体的

な取り組みとその点検を行っている。  

（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 

・教育活動に関する情報公開は実施している

が、学生や保護者へのアンケート（教育活動全

般、授業について等）結果を外部に公開できて

いない。 

・校務分掌一覧等により運営組織を明確にして

いるが、規則等による明文化にいたっていな

い。 

・平成 27 年度の報告で取り上げたとおり、7 月

に実施したアンケート結果を現在、ホームペー

ジに公開している。 

・学校運営の方向性は、今後も幹部会議で上

長に伝え、各校務分掌レベルで実施していく。 

 

 

 

※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 

授業評価において、実習の点検をする設問が

不足している。 

 

7 月の学生へのアンケートでは、前期の授業評

価を分析し、実習の点検を意図した設問になる

よう工夫して、実施した。（平成 26 年度中間報

告でも取り上げている） 
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（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 

退学率は前年度に比べて 1％上昇した。（前年

度 7.6％ 今年度 8.6％）低減に向けて、方策を

考える必要がある。 

退学率が低減するよう、平成 26 年度に続き、

担任を中心に家庭環境や出身高校での生活な

ど学生把握を強化し、また、担任とスクールカ

ウンセラーとの情報共有、学科職員による学生

支援の強化を図っていく。また、AO 入試の入

学者に関しては、定期的な入学前学習の実施

により、早期入学決定がマイナスにならないよ

う、安心感を持ってもらえるような体制づくりに

取り組んでいく。 

（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 

卒業生の増加に伴い、キャリアアップやキャリ

アチェンジに関する相談が増えてきている。 

ホームカミングデーの実施、キャリアアップ講座

の実施等、卒業生同士で交流を図れる機会を

さらに提供している。 

 

平成 26 年度に続き、卒業生同士が交流できる

場として、どのような手段が取れるかを検討し

た結果、今年度はホームカミングデーを 7/4 に

実施した。今回は、教職員の持つネットワーク

を活用し、卒業生へのヒアリングを意識したイ

ベントにした結果、卒業生と在校生との交流も

積極的に行われ、今まで以上に有意義な交流

会になった。今後も内容をその都度検討しなが

ら、卒業生の力を借りて、継続的に実施してい

く。 

（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 

学生数に応じた図書を用意しているが、保育実

習や幼稚園実習へ参加する学生数の増加から

参考図書のラインナップが不十分であるため、

更なる充実が必要になっている。 

平成 26 年度に引き続き、各学科長と法人本部

が連携し、図書購入に関する学生の要望を取

り入れる体制を検討する。教育環境に関して

は、図書委員会、学生指導委員会、防火管理

委員会、総務委員会の教員を中心に、相談し

改善策を立てていく。 
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（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入試、指定校推薦、部活動推薦など、入学

相談担当以外の職員の一部が入学試験の特

徴を正確に説明できるレベルに達していない。 

定例の職員会議や広報会議での情報共有に

加えて、勉強会を実施する一方、全教職員が

学校に関するすべての事項についてしっかり説

明できるよう、説明ファイルを用意し、対応にあ

たっていく。 

（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。学校

の財務基盤の安定。   

・今年度はより早く、円滑に財務情報を公開で

きるよう、スケジュールの見直しを検討する。 

・一定数の学生の確保と経費全般を見直すこと

による経営の安定を目指す。 

 

（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 

学生に教育活動全般、授業に関するアンケート

を実施し、自己評価への活用及び本校ホーム

ページで公開をしている。 

 

各種アンケートに関しては適切に実施している

が、ホームページ上への公開に関して、時間を

要してしまうことがあった。今後はアンケート実

施から公開までのスケジュールを学内で把握

し、ＷＥＢの担当者が迅速に情報公開を行いた

い。 

（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 

地域活動に関しては学園祭をきっかけに交流

が広がった。地域へのボランティア活動での課

題は学生の参加者数が少なかったことである。

これは初めて取り組む行事であったこともあ

り、職員の準備不足があった。 

 

地域との連携をさらに強化し、行事や会合等へ

積極的に参加する。早い段階からの情報収

集、また、学校の行事等を事前に地域へ告知

することにも力を入れたい。 
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（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 

・退学率を減らす対策と在校生の支援に取り組

む必要がある。 

 

 

 

 

 

・経済面の支援 

給付型の支援とローンの 2つがある。給付型の 

支援が社会的に問題になっている。 

 

・職員の入れ替わりが激しく、力量のある職員

が育っていかないと感じた。適切な指導ができ

ず、学生はこの状況についていけないのでは

ないか。教職員の育成が思うようにいかない。 

 

・対策のひとつに大学と高校の協働として、クラ

ブ活動を一緒にやるとか、高校に大学院生が

きて授業をするなど対応してはどうか。 

・専門学校は職業実践校のため、企業との連 

携を深めることができれば、退学率の増加を防 

げるのではないか。 

 

・ローンは返済の義務があるため、卒業後の負 

担を増やしてしまう。在学中から学生に知らせ 

ておく必要がある。 

 

・教育力は何年か学んでいって力量をつけてい

くものである。スタッフのメンタル面も引き継ぎ

にフォローが必要ではないか。 

３：７（辞める先生：続ける先生）に抑えること

が、教育力を高めていくことにつながる。 

 


