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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 26年度 学校関係者評価委員会（第２回） 開催概要 

（１）．日 時    平成 26年 7月 29 日 18時 00分～19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 法人本部長) 

 
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（中間報告）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（中間報告）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 

・自己評価報告書（中間報告）「平成 21 年度の

こども保育学科開設以降、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

将来構想のもとに、学校づくりを進めている。」

について、男子学生の割合が高く、評価できる

（2014 年度入学生は女子学生より男子学生の

方が多い）。 

 

 

 

 

（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 

・教職員に対する、セクシャルハラスメント防止

規定や喫煙防止規定、マナーに関するマニュ

アル本の配付や研修は非常に評価できる。ま

た、学生に対して、学校内外でのマナーとして、

禁煙を徹底していることも評価できる。ぜひ、学

校外に周知してほしい取り組みである。 

 

・就職先にあたる医療現場や保育現場で全面

禁煙を徹底していることから、本校では禁煙を

当然の取り組みと捉えていたが、今年度の重

点目標である情報公開のひとつとして、紹介し

ていきたい。 

 

※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。 
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（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 

・自己評価報告書（中間報告）の①課題、②今

後の改善方策にもあるように、授業アンケート

では、実習の点検を可能とする設問を検討して

ほしい。「現場実践研究」のような特色ある科目

の点検が不足しているのはもったいないと感じ

る。 

 

・26年度前期の授業アンケート後に、学科会議

にて設問を精査する。 

 

 

（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 

・自己評価報告書（中間報告）②今後の改善方

策に、「平成 26年度からはAO入試を新たに実

施することもあり、入学予定者にも安心感を覚

えてもらえるような体制づくりを整える」とある

が、具体的にどのようなことを実施・検討してい

るのか。 

 

 

 

 

 

・プレ学習での通学時に、在校生と関わる時間

を設けてはどうか。入学予定者にとって、在校

生はメンターになるのではないか。 

 

・入学前に、基礎学力向上を目的とした講座を

設ける、または、課題を出してはどうか。入学

後の資格取得率向上に寄与すると考える。 

また、入学後の学習に対する不安や悩みを早

期に軽減できるのではないか。 

 

・入学予定者を対象に、入学前に各分野の基

本的な専門知識を学ぶ「プレ学習」（全 5 回）を

実施。入学予定者が、教員に相談する時間を

設けることで、安心して取り組める環境を用意

している。一方で、学校から遠方に住んでいる

入学予定者には、書面等にて対応している。 

上記の内容は、ホームページや学校案内書

等に掲載するほか、オープンキャンパス・個別

相談会・学校説明会・高校内進学相談会等で、

教職員が案内している。 

 

・入学予定者により安心感を持ってもらえるよ

う、在校生との交流の機会も検討していきた

い。 

 

・入学者予定者の学力や入学前の経験を十分

に考慮し、習熟度別に展開することも視野に入

れて検討していきたい。 
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（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 

・委員からの意見は特になし 

 

 

 

 

（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 

・学校生活に関するアンケート「設問 15）教育

機器や機材は充実している」は、学生の回答で

は、70％が肯定的に評価している（とてもそう思

う 31％、ややそう思う 39％）。次回のアンケート

では、直接的に、図書に触れるような聞き方を

してはどうか。 

 

・図書について次回のアンケートでどのように

聞くか、学科会議で検討する。必要に応じて、

学生へのヒアリングも行う。 

 

 

（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 第 1期（6月 28日）、第 2期（7月 26

日）の状況を教えてほしい。 

  

・すでに 5名程度の入学を予定している。前回

の委員会で懸念された教職員への負担を軽減

するために、管理職が中心となって、サイボウ

ズを活用した情報共有、及び、スケジュールの

調整を行った結果、業務時間を増やすことなく

取り組めている。今後も継続して、定例の職員

会議や広報会議における情報共有、勉強会を

実施することで、第 3期（8月 24日）・第 4期（9

月 27日）の入試を充実させていく。 
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（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 

・委員からの意見は特になし 

 

 

 

 

（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 

・委員からの意見は特になし 

 

 

 

 

（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 

・公開講座として、父親・母親それぞれを対象

に、子育てを支援する講座を実施してはどう

か。平日の夜間に行うと、父親も参加しやすい

のではないか。 

 

・潜在保育士への支援として、託児室を備えた

再就職支援講座を実施してはどうか。 

 

 

・近隣の企業へのヒアリング等を通じて、どのよ

うなニーズがあるか、情報収集から始める。 

 

 

 

・学生の実習先や卒業生の就職先である、テン

プスタッフ・ウィッシュ株式会社との連携も視野

に入れ、検討していきたい。 

 

（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 

・教職員にとって答えにくい設問がある。経年

比較を意図していることは理解できるが、次回

以降、工夫できないか。 

 

・今回初めて教職員にもアンケートを実施した

ことにより、学生・教職員双方の認識を数値で

把握することができたので、この結果をもとに、

今後項目を検討し教育活動の質の向上に寄与

できるアンケートにする。 

 


