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平成26年度 学校法人篠原学園　自己評価報告書

１．学校の現況
（１）．学校名
篠原保育医療情報専門学校

（２）．所在地
東京都千代田区神田神保町1丁目52番地4

（３）．沿革
平成19年 4月 　　　学校法人篠原学園設立(理事長 篠原欣子)
平成20年 12月 　　　東京都千代田区神田神保町1丁目52番地4に新校舎竣工
平成21年 3月 　　　指定保育士養成施設として指定を受ける

4月 　　　お茶の水医療秘書歯科助手専門学校から篠原学園専門学校に校名変更
　　　こども保育学科昼間部を開設

平成22年 8月 　　　医師事務作業補助技能認定試験の受験認定校の指定を受ける
平成23年 3月 　　　こども保育学科夜間部が指定保育士養成施設として指定を受ける
平成23年 4月 　　　こども保育学科夜間部を開設
平成24年 3月 　　　こども保育学科昼間部 第一期生卒業
平成24年 4月 　　　医療情報管理学科に医療保育コースを新設
平成26年 4月 　　　篠原学園専門学校から篠原保育医療情報専門学校に校名変更

（４）．学科の構成
　　　　こども保育学科
　　　　こども保育学科(夜間部)
　　　　こども保育専攻科
　　　　医療情報管理学科
　　　　医療情報管理学科(夜間部)
　　　　医療情報管理専攻科

（５）．学生数及び教職員数 (平成26年5月1日)

①学生数 216 名

125 名
50 名
1 名
29 名
2 名
9 名

②教員数 64 名

9 名 27 名
7 名 21 名

③職員数 7 名

学科 学生数

学科 専任教員 兼任教員
　　　　こども保育学科

　　　　こども保育学科（夜間部）
　　　　こども保育学科

　　　　こども保育専攻科
　　　　医療情報管理学科
　　　　医療情報管理学科（夜間部）
　　　　医療情報管理専攻科

　　　　医療情報管理学科
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平成26年度 学校法人篠原学園　自己評価報告書

（６）．建学の理念、学校の教育目標
【建学の理念】
　社会から望まれる専門知識と技術をもち、豊かな人間性を兼ね備えた人材を育成する

【教育目標】
　建学の理念を実現するために、次の5つの力を備える
　１．思いやりの心
　２．感謝の気持ち
　３．謙虚さ
　４．チーム・組織内における協調性
　５．主体的な行動力

（７）．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

　①自己評価報告書の中間報告を行う（平成25年度は最終報告のみ実施）。
　②学校評価関係者委員会を2回実施する。
　③授業評価結果を学校ホームページ等で外部に公開する。
　④学校満足度調査結果を外部に公開する。

２．自己評価の実施方法

３．自己評価の項目

　（１）．教育理念・目標
　（２）．学校運営
　（３）．教育活動
　（４）．学修成果
　（５）．学生支援
　（６）．教育環境
　（７）．学生の受入れ募集
　（８）．財務
　（９）．法令等の遵守
　（10）．社会貢献・地域貢献

　学校長の指示のもと、法人本部長、事務局長、学科長が評価表を作成し、各項目について、点検、評価
を行った。各項目について、4段階（適切、やや適切、やや不適切、不適切）で評価し、課題や今後の改善
方策を検討した。

　自己評価は、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、以下の10項目について
実施した。

　外部への情報公開を一層展開していくことで、外部に広く開かれた学校づくりを進める。具体的には、次
の4つに取り組む。
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平成26年度 学校法人篠原学園　自己評価報告書

４．評価項目の達成及び取り組み状況
（１）．教育理念・目標

①課題

②今後の改善方策

③特記事項

４　・　３　・　２　・　１

４　・　３　・　２　・　１

４　・　３　・　２　・　１

・ 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

・ 学校の理念・目的・育成人材像・特色・
将来構想などが学生・保護者等に周知さ
れているか

保育現場や医療現場からの情
報により業界のニーズを理解
し、各学科の教育目標、育成人
材像を定めている。

・平成25年度の自己評価、学校関係者評価を踏まえて、学校の将来構想をホームページや『学
生ガイドブック』に掲載する準備を進めている。

・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。

・各学科の教育目標、育成人材像は、学
科等に対応する業界のニーズに向けて方
向づけられているか

学生に配布する『学生ガイド
ブック』や学校ホームページに
掲載している。

・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票に落とし込み、主体的な
取り組みとその点検を行っている。

備考：取り組みの内容
適切…４、やや適切…３、

やや不適切…２、
不適切…１

評価項目

・ 学校の理念・目的・育成人材像は定めら
れているか　（専門分野の特性が明確に
なっているか）

・ 学校における職業教育の特色は何か

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。

キャリアサポートセンターにお
いて、「就職研究」の授業を通し
て、社会に出てからの数年後を
見据えたうえで、本当になりた
い自分を実現するためのキャリ
ア形成を、学生と一緒になって
考えている。
これを礎に、それぞれの職業に
必要な知識や技術を学ぶ演
習・実習を展開している。

４　・　３　・　２　・　１

４　・　３　・　２　・　１

学校の教育目標のもと、、「篠
原学園5つの強み」を活かし、
各学科が育成する学生像を定
めている。
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平成26年度 学校法人篠原学園　自己評価報告書

４．評価項目の達成及び取り組み状況
（２）．学校運営

①課題

②今後の改善方策

評価項目
適切…４、やや適切…３、

やや不適切…２、
不適切…１

備考：取り組みの内容

・ 目的等に沿った運営方針が策定されて
いるか

４　・　３　・　２　・　１
建学の理念、教育目標、将来
構想に基づき、単年度の重点
目標を定めている。

・ 運営方針に沿った事業計画が策定され
ているか

４　・　３　・　２　・　１
単年度の重点目標に沿って、
分掌ごとの目標を策定してい
る。

・ 運営組織や意思決定機能は、規則等に
おいて明確化されているか、有効に機能し
ているか

４　・　３　・　２　・　１
校務分掌一覧等により運営組
織を明確化している。

・ 人事、給与に関する規程等は整備され
ているか

４　・　３　・　２　・　１
学校法人篠原学園　就業規則
及び給与規定を定めている。

・ 教務・財務等の組織整備など意思決定
システムは整備されているか

４　・　３　・　２　・　１
月に１回以上、理事長を含めた
経営会議を開催し、教務・財務
の意思決定を行っている。

・ 業界や地域社会等に対するコンプライア
ンス体制が整備されているか

４　・　３　・　２　・　１

学校法人篠原学園がセクシャ
ルハラスメント防止規定や喫煙
防止規定を定め、全職員にマ
ナーに関するマニュアル本を配
布し、周知徹底を図っている。
また定期的にマナー研修も行っ
ている。

・ 教育活動等に関する情報公開が適切に
なされているか

４　・　３　・　２　・　１
入学案内書、学校ホームペー
ジにおいて、情報を公開してい
る。

・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。

・学校満足度調査（7月実施予定）の結果を公開する。
・今後の経営会議にて、規則等による運営組織の明文化を検討する。

・ 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　・　３　・　２　・　１
サイボウズを活用することで、
情報共有を迅速に行う等、業務
の効率化を図っている。
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平成26年度 学校法人篠原学園　自己評価報告書

③特記事項

・サイボウズの活用にあたっては、その使用方法の改善を図ることを自己評価査定票の項目に
設けることで、全教職員が主体的に業務の効率化に取り組んでいる。
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平成26年度 学校法人篠原学園　自己評価報告書

４．評価項目の達成及び取り組み状況
（３）．教育活動

評価項目
適切…４、やや適切…３、

やや不適切…２、
不適切…１

備考：取り組みの内容

・ 教育理念等に沿った教育課程の編成・
実施方針等が策定されているか

４　・　３　・　２　・　１

学生が自らの希望に沿った形
でキャリアを展開し続けられる
よう、幅広い進路選択を可能に
する教育課程を編成している。

・ 教育理念、育成人材像や業界のニーズ
を踏まえた学科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

４　・　３　・　２　・　１

医療情報管理学科では、病院
内の業務を十分に把握できる
よう、約1ヶ月の病院実習を実
施している。
こども保育学科では、単なる専
門知識習得が中心にならない
よう、保育現場との連携が十分
とれる3年制課程で養成をして
いる。

・ 学科等のカリキュラムは体系的に編成さ
れているか

４　・　３　・　２　・　１

業界のニーズを踏まえて、医療
と保育の両方を無理なく、体系
的学ぶことができるカリキュラ
ムを編成している。

・ 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　・　３　・　２　・　１

就職研究や現場実践研究等の
カリキュラムで、各業界で必要
なスキルの実践的な教育を1年
次より実施している。

・ 関連分野の企業・関係施設等や業界団
体等との連携により、カリキュラムの作成・
見直し等が行われているか

４　・　３　・　２　・　１

大まかなカリキュラムの変更見
直しは実際には難しいが、実習
先や卒業生の就職先への定期
的な訪問による有益な情報を、
各教科の教員から学生に提供
するように努めている。

・ 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　・　３　・　２　・　１

病院実習や保育実習等の授業
で、医療機関や保育園・児童養
護施設などで実習を実施してい
る。

・ 授業評価の実施･評価体制はあるか ４　・　３　・　２　・　１

全科目を対象に、年2回（前期・
後期）に学生による授業評価ア
ンケートを実施し、その結果を
次期の授業に反映している。

・ 職業教育に対する外部関係者からの評
価を取り入れているか

４　・　３　・　２　・　１

実習先や就職先に訪問した際
に個別に評価を聞き、その内
容を職員会議や学科会議で共
有している。

・ 成績評価・単位認定、進級・卒業判定の
基準は明確になっているか

４　・　３　・　２　・　１
学則に定め、『学生ガイドブッ
ク』に掲載している。
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平成26年度 学校法人篠原学園　自己評価報告書

①課題

②今後の改善方策

③特記事項

・ 資格取得等に関する指導体制、カリキュ
ラムの中での体系的な位置づけはあるか

４　・　３　・　２　・　１

医療情報管理学科では、通常
授業内に対策授業を実施して
いる。また、授業外で適宜に資
格対策講座を行っている。

・ 人材育成目標の達成に向け授業を行う
ことができる要件を備えた教員を確保して
いるか

４　・　３　・　２　・　１

教員採用にあたっては、保育
現場や医療現場での経験や研
究実績に加えて、学生への指
導実績も考慮している。

・ 関連分野における業界等との連携にお
いて優れた教員（本務・兼務含む）を確保
するなどマネジメントが行われているか

４　・　３　・　２　・　１

専門分野に関する実務経験や
研究業績に深く関わっている教
員を確保できるよう、保育現場
や医療現場の管理職員との情
報交換を定期的に実施してい
る。

・ 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　・　３　・　２　・　１
専門分野の学会等が主催する
研修や勉強会に各学科の教員
は定期的に参加している。

・ 職員の能力開発のための研修等が行
われているか

４　・　３　・　２　・　１

キャリア教育を含めた学生支援
の研修会やビジネススキルや
パソコンスキルの向上を目的と
した研修会に定期的に参加し
ている。

・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。

・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する。

＜平成26年度の教職員研修　（予定を含む）＞
○第1回　平成26年4月1日
　　「～今後、篠原学園が目指すもの～」と題して、次の内容について学び、「今後、篠原学園が
目指すもの＝組織の強化、強い組織づくり」であるという認識を共有した。
内容・組織とは（一般的な類型、学校組織はフラットでマトリックス的）
　　　・学校組織における各職員の業務意識の持ち方（求められる業務意識・陥りやすい業務）
　　  ・学校組織における個々の取り組み（活発な意見交換・組織内注意すべき5大原則）
　
○第2回　平成26年8月2日　※予定
第2回の研修では、次のテーマを予定している。
「～学生が就職に関して自立的に取り組むためには、教職員は、態度や姿勢、考え方を含め、学
生にどのように関わることが必要か～」
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平成26年度 学校法人篠原学園　自己評価報告書

４．評価項目の達成及び取り組み状況
（４）．学修成果

①課題

②今後の改善方策

③特記事項

評価項目
適切…４、やや適切…３、

やや不適切…２、
不適切…１

備考：取り組みの内容

・ 就職率の向上が図られているか ４　・　３　・　２　・　１

担任と就職スタッフによるダブ
ルサポート体制を整えている。
2015年3月の卒業生(目標)
こども保育学科100％
（前年度95％）
医療情報管理学科100％
（前年度100％）

・ 資格取得率の向上が図られているか ４　・　３　・　２　・　１
資格取得を意識した授業カリ
キュラムを編成し、授業外に対
策講座を設けている。

・ 退学率の低減が図られているか ４　・　３　・　２　・　１

2014年度退学率５％以下（目
標）
（前年度7.6％）
奨学金や教育ローン等の経済
支援のサポート、学生相談室
の設置による学生のメンタル面
のサポートに力を入れている。

・退学率がさらに低減するよう、平成25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、担任と学生相談室のスクールカウンセラーとの情報共有の機会
を増やしていく。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。

活躍している卒業生を、学校ホームページ等で学校内外に紹介している。

・退学率は年々減っているが、さらなる低減に向けて、方策を考える必要がある。

・ 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

４　・　３　・　２　・　１
実習先訪問を通じて、卒業生
や実習生（在校生）の活躍及び
評価を把握している。

・ 卒業後のキャリア形成への効果を把握
し学校の教育活動の改善に活用されてい
るか

４　・　３　・　２　・　１

本校のキャリア・サポーター（職
業教育キャリア教育財団）を中
心に、学生がキャリアデザイン
を考える授業を実践している。
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４．評価項目の達成及び取り組み状況
（５）．学生支援

①課題

評価項目
適切…４、やや適切…３、

やや不適切…２、
不適切…１

備考：取り組みの内容

・ 進路・就職に関する支援体制は整備さ
れているか

４　・　３　・　２　・　１

担任と就職スタッフとの密な連
携により、学生一人ひとりに
合った就職指導体制を整備し
ている。

・ 学生相談に関する体制は整備されてい
るか

４　・　３　・　２　・　１

学生相談室を設け、スクールカ
ウンセラーが相談に対応してい
る。また、全クラスに担任を置
いている。

・ 学生に対する経済的な支援体制は整備
されているか

４　・　３　・　２　・　１
独自の学納金減免制度を設置
整備し、学校ホームページ等で
周知している。

・ 学生の健康管理を担う組織体制はある
か

４　・　３　・　２　・　１
年1回毎年4月に実施し、学科
長及び担任教員が診断結果を
把握している。

・ 課外活動に対する支援体制は整備され
ているか

４　・　３　・　２　・　１
学生が作ったサークル活動に
学校施設を提供している。

・ 学生の生活環境への支援は行われてい
るか

４　・　３　・　２　・　１
学生相談室のスクールカウン
セラーを中心に支援している。

・ 保護者と適切に連携しているか ４　・　３　・　２　・　１

成績表、学科だよりの発送や
就職説明会の案内、担任によ
る定期的な家庭への連絡を実
施している。

・ 卒業生への支援体制はあるか ４　・　３　・　２　・　１

卒業時に、卒業生には、学生
相談室の利用や校内での担任
への相談はいつでも可能であ
ることを伝えている。

・ 社会人のニーズを踏まえた教育環境が
整備されているか

４　・　３　・　２　・　１
働きながら専門教育が受けら
れるよう、両学科とも夜間部を
設置している。

・ 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　・　３　・　２　・　１
高等学校の総合学習の時間を
活用して、専門分野の授業を
定期的に実施している。

・卒業生の増加に伴い、現在のように卒業生が個別に教職員に相談する状況から、ホームカミン
グディの実施等、卒業生同士で交流を図れる体制を準備する必要が生じつつある。

11/20



平成26年度 学校法人篠原学園　自己評価報告書

②今後の改善方策

③特記事項

・平成25年度に続き、卒業生同士が交流できる場として、どのような手段がが取れるかを検討す
る。平成26年度は、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、他校の情報収
集を予定している。

・独自の学納金減免制度として、篠原特別奨学金制度、指定校推薦入学制度、体験入学受講生
制度、家族減免制度を用意している。
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４．評価項目の達成及び取り組み状況
（６）．教育環境

①課題

②今後の改善方策

③特記事項

評価項目
適切…４、やや適切…３、

やや不適切…２、
不適切…１

備考：取り組みの内容

・ 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か

４　・　３　・　２　・　１
厚生労働省の設置基準に則
り、施設を適正に整備してい
る。

・平成25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。学校満足度調査（平成26年7月実施）結果も検討材料とする。

・<参考資料>校舎避難経路図　P.18・19に掲載。

・学生数に応じた図書を用意しているが、教育課程の工夫に伴い、更なる充実が必要になってき
た。

・ 学内外の実習施設、インターンシップ、
海外研修等について十分な教育体制を整
備しているか

４　・　３　・　２　・　１

すべての学科において、学外で
の医療機関や保育園・児童養
護施設などの実習を受講する
よう教育体制として整えてい
る。また、企業や高校と連携し
てインターシップなども行ってい
る。

・ 防災に対する体制は整備されているか ４　・　３　・　２　・　１

『学生ガイドブック』に、校舎避
難経路図を収載している。
毎年、春に防火訓練、秋に防
災訓練を実施し、学生及び職
員が全員参加している。
災害時の備蓄に関して、水、食
料はもちろん、学生一人に対し
一つの防災用品を備蓄してい
る。
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４．評価項目の達成及び取り組み状況
（７）．学生の受入れ募集

①課題

②今後の改善方策

③特記事項

評価項目
適切…４、やや適切…３、

やや不適切…２、
不適切…１

備考：取り組みの内容

・ 学生募集活動は、適正に行われている
か

４　・　３　・　２　・　１

在校生の25％程度が社会人・
大学生・短大生出身者であるこ
とを考慮し、学校説明会・オー
プンキャンパス以外に、いつで
も学校見学をできる体制も用意
している。

・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。

・篠原学園についていつ誰に聞かれても正確に答えられるように、研修を行っている（平成26年
度は４月１日に実施）。また、学生募集活動の状況は、定例の職員会議や広報会議にて共有して
いる。

・全教職員がAO入試（今年度より実施）について正確に説明できるか、その進捗を共有できてい
るか、丁寧に確認する体制づくり。

・ 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　・　３　・　２　・　１
学校案内とホームページに掲
載。学校の様子をホームペー
ジのブログに随時掲載。

・ 学納金は妥当なものとなっているか ４　・　３　・　２　・　１
入学金、施設費、授業料、諸経
費のいずれも他校と比較しても
大きな差異がなく妥当である。
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４．評価項目の達成及び取り組み状況
（８）．財務

①課題

②今後の改善方策

③特記事項

評価項目
適切…４、やや適切…３、

やや不適切…２、
不適切…１

備考：取り組みの内容

・ 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　・　３　・　２　・　１
在籍学生数は年々増加してお
り、中長期的には、安定した財
務基盤となる。

・ 予算・収支計画は有効かつ妥当なもの
となっているか

４　・　３　・　２　・　１
予算・収支計画は、毎年各事業
部長と打合せを行い有効かつ
妥当な数字が出されている。

・ 財務について会計監査が適正に行われ
ているか

４　・　３　・　２　・　１

公認会計士と一部上場企業の
経験者に外部監査役を依頼
し、毎年５月に会計監査を実行
している。

・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。

・特になし

・財務情報の公開を円滑に行う体制づくり。

・ 財務情報公開の体制整備はできている
か

４　・　３　・　２　・　１

平成25年度より、学校ホーム
ページにて資金収支報告書・消
費収支報告書及び貸借対照表
を公開をした。
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４．評価項目の達成及び取り組み状況
（９）．法令等の遵守

①課題

②今後の改善方策

③特記事項

評価項目
適切…４、やや適切…３、

やや不適切…２、
不適切…１

備考：取り組みの内容

・ 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　・　３　・　２　・　１
設置や運営に関して、法令を遵
守している。また東京都の現況
調査を実施し、報告している。

・ 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　・　３　・　２　・　１

「学校法人篠原学園個人情報
保護方針」を定め、問題が生じ
た場合の対策を含め、『学生ガ
イドブック』に記載し、配布して
いる。

・ 自己評価の実施と問題点の改善を行っ
ているか

４　・　３　・　２　・　１

「外部アンケート等」として、学
生に教育活動全般、授業に関
するアンケートを実施。その結
果を教員、就職スタッフを中心
に検討し、改善を試みている。

・7月実施の学校満足度調査（「外部アンケート等」の位置づけ）結果を外部に公開する。

・平成25年度自己評価報告書作成後、学校関係者評価を実施する。
・<参考資料>学校法人篠原学園個人情報保護方針　P.20に掲載。

・「外部アンケート等」として、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
にも活用しているが、外部に公開できていない。

・ 自己評価結果を公開しているか ４　・　３　・　２　・　１
平成25年度自己評価報告書を
外部に公開した。
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４．評価項目の達成及び取り組み状況
（10）．社会貢献・地域貢献

①課題

②今後の改善方策

③特記事項

評価項目
適切…４、やや適切…３、

やや不適切…２、
不適切…１

備考：取り組みの内容

・ 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

４　・　３　・　２　・　１
職場体験の受け入れ、職業講
話実施（高校生対象）。

・平成25年度の自己評価・学校関係者評価を踏まえ、地域と連携しての施設の活用として、災害
時の避難場所の提供するために、近隣の企業等へのヒアリングや他校の情報収集を実施する。

・<参考資料>校舎避難経路図　P.18・19に掲載。

・自治体の企画する地域活動には積極的に参加しているが、地域と連携しての施設の活用、積
極的な支援が不足している。

・ 学生のボランティア活動を奨励、支援し
ているか

４　・　３　・　２　・　１

千代田区一斉清掃に学生ボラ
ンティアとして全学生が参加し
ている(年2回)。
千代田区社会福祉協議会の学
生ボランティア保険の加入を義
務付け、ボランティア活動を安
全面からも支援している。

・ 地域に対する公開講座・教育訓練（公共
職業訓練等を含む）の受託等を積極的に
実施しているか

４　・　３　・　２　・　１

実施している講座
・臨床育児研究会環境部など
の公開講座
・日本経営教育センターの給与
財務に関する教育訓練講座
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５．参考資料
（１）．校舎避難経路図
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（２）．個人情報保護について

「個人情報の保護に関する法律」の施行に伴い、学校法人篠原学園では「個人情報保護方針」を
定め、個人情報の適正な管理と保護に努めてまいります。

学校法人篠原学園個人情報保護方針

１．個人情報の保護に関する宣言
学校法人篠原学園は、「個人情報保護に関する法律」の趣旨及び個人情報保護の重要性を深く
認識し、個人情報の取得、利用、管理、保管などを適切に行うことを宣言します。

２．個人情報の保護の取り組み
学校法人篠原学園は、組織的に個人情報保護を行うため、必要な規程、体制を整備します。あ
わせて、教職員に対する個人情報保護に関する教育、研修を定期的に行い、個人情報保護の意
識を高めます。

３．個人情報の取り扱いについて
学校法人篠原学園は個人情報の取得にあたり、その利用目的を示すとともに、その目的を達成
する範囲でこれを利用します。本校は、収集した個人情報を無断で第三者に提供することは一切
ありません。

学校法人篠原学園は個人情報に関して、開示などを求められた場合、合理的な期間内に、妥当
な範囲でこれに応じます。
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