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平成31年 4月22日 

 

平成 30年度 学校関係者評価報告書 
 

学校法人中村学園 

専門学校静岡電子情報カレッジ 

自己点検・学校評価推進室 

 

公益社団法人静岡県職業教育振興会による「静岡県版ガイドライン」をベースにして本学独自の

自己点検・評価を実施し、まとめた平成 31年 3 月 13日付「平成 30年度 自己点検・評価報告書」

を元に、学校関係者評価を行いました。 

 なお、下記の一部の項目についてはすでに改善のための方策を実施しております。 

 

 

平成30年度 専門学校静岡電子情報カレッジ 学校関係者評価委員及び事務局 

 

＜企業人＞ 

 池谷 和彦 SSBソリューション株式会社 専務取締役 

 磯田  弘 有限会社ランドスケープ 代表取締役 

 齋藤 弘幸 株式会社コサウェル 代表取締役社長 

 

＜卒業生＞ 

 知又 史郎 静岡情報処理センター株式会社 医療ソリューション事業部 システム部 

 櫻井 幸寿 株式会社富士データシステム 開発部開発課 課長 

 

＜事務局：本学教員＞ 

 中村 徹  理事長・校長 

 有賀 浩  教頭・教育部長 ロボット創造学科・ゲーム応用学科長 

 中村 健太郎 教育改革推進室長代理 ロボット創造学科・ゲーム応用学科担任 

 五味 正太郎 映像・音響デザイン学科 担任 

 

 

 

１．教育理念・目標 

【現状と問題点】 ・建学の精神を根本の理念とし、挨拶を基調とした「全人教育」を徹底。「現

代倫理」科目におけるアクティブラーニングを通じて、その重要性の理解を

徹底指導している。 

・第 4次産業革命、インダストリー4.0、Society 5.0時代の中で求められる

人材養成のため、年 2回の学校関係者評価委員会、教育課程編成委員会を実

施。その内容を教育に反映している。 

・全ての学生に「笑顔」で明るい挨拶ができるよう、継続して学生指導を徹

底している。来客のみならず、多くの外来者からその挨拶を高く評価して頂

いている。また学生が一段と活気づいている。 

・本学オフィシャルウェブサイト、ホームルーム・教員室に「建学の精神」
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「校訓」を掲示。また各学科の教育方針を当該クラスの掲示板に明示してい

る。 

・入学前事前指導（ステップアップレッスン）、新入学生オリエンテーショ

ン、理事長・校長からの訓話、年度初めの宿泊訓練を通じて、本学のアドミ

ッションポリシー・教育方針の理解、目的意識の向上を促すことができた。 

・他でもない自分のために環境を整えること。そのための清掃であることを

指導しているが、実行に移せない学生も散見された。 

【改善のための方策】 ・企業団体、企業との連携による本学ならではの職業人育成で当該分野への

人材輩出を続けていく。 

・引き続き文部科学省委託事業に参画し、社会人学び直し、中核的人材育成、

ｅラーニングについて研究・開発を強化する。 

・教員自身が学生指導指針である「学生の手引き」を十分理解した上で教育

活動を行う。 

・留学生を受け入れることで、より多くの IT 人材を育成して産業界へ送り

出すと同時に、日本人学生が留学生と交流できることを活かし、グローバル

な視野で物事を考え、学びに取り組めるよう指導する。 

・入学事前指導（ステップアップレッスン）においては、本学入学の目的、

将来の目標を早い段階から明確にし、高い志をもって学びがスタートできる

ように指導する。 

【学校関係者による評価】 ・どんな業界であっても、笑顔の挨拶が一番大事。本学の教育の根幹として

引き続き大切にしてほしい。 

・非常勤講師が多い中、統一感ある中で専門技術教育を施したい。教育理念

の共通理解は得られているか、今一度確認をしてほしい。 

・IT業界において、技術者はコミュニケーションに難点を抱えるケースが多

い。上流工程では顧客とのコミュニケーション多いこと。やはり日ごろから

笑顔・元気のよい挨拶の習慣づけが大切。 

・留学生については、業界でも受け入れの幅広がってきているし、顧客にも

留学生受け入れているところも多い。今後留学生が増えることは間違いな

く、その受け入れの準備が肝要。英語が苦手な日本人。英語での交流を逆に

アップさせていければ日本人学生にとっても大きなメリットとなる。 

・新しいキーワードをテーマに掲げて取り組んでおり、内閣府の打ち出しを

いち早く方針に取り入れていてよい。最先端の技術教育が期待できる。 

・コミュニケーションがとにかく重要。気持ちよく仕事ができることが大前

提で、技術力は後からついてくること。学生のうちに特に力を入れておいて

欲しいことが本学ではカバーされている。 

・年に何度かお邪魔するなか、学生の挨拶の良さを感じている。人格形成、

倫理教育、技術教育とのリンクを理解させることが重要。挨拶の重要性につ

いて学生に的確に理解させることにより、自発性も養える。ヒューマンスキ

ルの必要性についても、「意味」については、日々言い続けることが重要。

学生自身が気づくまでには時間もかかると思うが、最終的に気づけるように

教育を進めてほしい。 

・技術を載せるベースが倫理観であり、それをプラスに活かすことが重要。 

２．教育活動 
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【現状と問題点】 ・産学連携教育プログラムが一段と充実し、学科・コースの専門性を活かし

た実習、研究、制作活動だけでなく、学科・コースを超越したコラボレーシ

ョンによる本学ならではの成果を挙げることができた。学生たちはかけがえ

のない経験を通して大きく成長することができた。 

・教育課程編成委員会を年度内 2回実施。実務で求められるスキル、人間力、

各業界の動向に合わせ、学科・コース別に教育課程へのアドバイスを頂き、

教育活動全般に反映することができた。 

・アメリカ西海岸への研修・修学旅行を実施。 

 シリコンバレーでは現地起業家から最先端の AI、IoTについて講演頂き、

その要素技術について深く理解することができた。 

 ITシステム分野の研修では Google、Apple、Intel、Facebook、Twitter本

社を訪問し、AR、VR、最新クラウドサービス等を体験。Intel博物館では IT

の歴史を目の当たりにすることができた。 

 エンターテイメント分野の研修では Universal Studio、Paramount Films 

Studioを歴訪。実際にテレビ番組が収録されているスタジオ内を見学。また

その映画コンテンツや収録番組を見ることもできた。スタジオツアーではグ

ループに分かれ、それぞれに専門のガイドと通訳が付添い、極めて有意義な

研修を行うことができた。 

・音響分野の学生が急増したため、産学連携教育での活動が増えた。一方で

一段と連携先が増えたため、情報交換、連携方法の検討などに追われた。 

・今年度も青葉スクエアで開催されたストリートフェスティバル・イン・シ

ズオカに学生が開発したロボットを展示、PRすることができた。残念ながら

このイベントは今年度をもって終了する。 

・カリキュラム・シラバス・講師派遣等の面では、今年度も引き続き各分野

の企業からバックアップしていただいたため、より実践的な授業内容とな

り、学生も熱心に取組むことができた。 

・キャリア教育、ビジネスマナーに対する指導を強化。また、関連する複数

の検定に挑戦し、学習成果を確認した。学生の職業キャリア意識向上を目指

したが、一部学生について、合格レベルに達するまで個別指導を要した。 

・コマシラバス、教材についての電子化を引き続き推進。過去の教材もその

まま蓄積され、学生が課外で活用するなど、メリットが増えている。 

・前年度からの継続活動として、企業との連携によるテレビ CM制作を行い、

県内及び隣接県において 60回に及ぶオンエアを実現できた。 

・国際ロボット展（東京ビッグサイト）等、県外で行われた大規模なイベン

トの見学時に、展示企業との情報交換で得られた内容に基づいて、先端技術

を活用してのロボット開発が行え、レベルアップを図ることができた。 

・今年度もクリエータートラアウト（専門学校生向けゲーム開発イベント）

に参加し、技術面だけに留まらず、コミュニケーション能力も向上させるこ

とができた。 

・ゲームコンテストへ初めて複数チームがチャレンジできた。企業賞を頂く

ことができ、学生のモチベーションを向上させることができた。 

・今年度も前期・後期終了後（計 2回）に授業アンケートを実施した。学生

が回答しやすいようにウェブ上にアンケートシステムを構築している。アン
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ケート結果より、教員個々で授業点検・評価・改善を行っている。 

・プロゼミ、ゼミナール科目において、今年度も毎週固定された時間帯に企

業人の指導を導入。調査・分析から企画・スケジューリングの手法、進捗状

況確認や研究・開発、制作への具体的なアドバイスを頂くなど、学生にとっ

ては極めて貴重な学びの場となっている。 

・本学企画広報の教員、姉妹校静岡福祉医療専門学校の付帯施設である保育

園の保育士をクライアントに見立て、ヒアリングから制作、レビュー、完成・

納品、その評価まで、実践的な流れの中でデザイン制作、映像コンテンツ制

作を学生に経験させることができた。その作品の一部を YouTubeの学校オフ

ィシャルチャンネルで公開することもできた。 

・地元企業人を招いて卒業研究・ゼミナール成果発表会を開催。2 年生は学

びの集大成として、1 年生はゼミナール活動の成果発表として取り組み、プ

ロの方々から何れも高い評価を頂くことができた。その全体を映像として収

録し、今後の教育活動への貴重なライブラリとすることができた。 

・文化祭における公開講座では美容・健康の研究者を招聘した。第一印象の

重要性、自分の魅力をどう向上させるか、また魅力をどう伝えるか、具体的

な方法を分かりやすくかつ実践的に学生に教示頂くことができた。 

・18歳から選挙権が与えられていることを鑑みて、学生に選挙や政治につい

ての関心を持たせるための授業を行った。 

・グループウェアの導入について研究したが、実際の導入までには至ってい

ない。SNS の情報共有ツールの機能が充実してきており、その代替として利

用している。 

【改善のための方策】 ・産学連携教育プログラムで企業とのコラボレーション研究・制作活動等に

ついては、学生たちに目的を十分理解させ、自らの言葉で相手に説明できる

よう事前指導を強化する。 

・ネットワーク系企業の訪問・見学のほか、国際ロボット展、ゲームショウ

などに個別参加したが、学科やコース単位での企業見学を充実させたい。県

内外問わず、有用であるものを選択し計画する。 

・企業案件の急増に対しては、学習効果、対応、連携先の選択、連携方法、

スケジュール管理について教員間の情報共有を密に行う。 

・ロボット分野における産学連携教育プログラムの一つであったストリート

フェスティバル・イン・シズオカが終わってしまったので、その代替となる

イベントや活動を探す。 

・当該分野で活躍する卒業生との連携を深める。学生も含めての共同研究、

卒業生の企業活動支援、情報交換イベントの機会、会場提供等を行う。 

・ロボットをイメージしやすいターゲットとして「ドローン」を教育内容に

取り入れることの検討を行う。 

・急速にニーズが高まっている AI、IoTへの対応について、専門学校ならで

はの実学を基軸とした教育システムを構築する。 

・授業アンケート結果を共有し、学科や研究分野の特性と照らし合わせなが

ら教育内容をアップデートしていく。 

・様々な団体が実施するコンクールやコンテスト、文部科学省委託事業のイ

ベント等、学生が大きく成長できる機会に積極的に参加する。 
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・一段と変化の激しい当該業界で働くにあたり、「自信を持って」「自ら考え

行動でき」「障壁を自力で乗り越え」「新たな付加価値を生み出す」力の養成

に注力する。 

【学校関係者による評価】 ・18歳からの選挙権が与えられていることを学生たちに理解させることは大

変重要。その必要性は極めて高い。 

・かつてゲーム分野が活況だったが、業界の吸収力には課題が多い分野であ

ること。 

・挫折感を与えることのない出口（就職活動先）への導き方が重要。学びが

どう役に立つかをモチベーションとして与え続けてほしい。 

・企業見学、企業訪問、現場での研修等を経験したら、必ず報告書を書かせ

ること。複数人数で行ったあと、複数で振り返りをさせることで相互に作用

して成果が膨らむ。みんな見るポイントが違う。意見交換、感想を言い合う

など、この機会を大切にしてほしいし、大きな効果が期待できる。 

・アメリカ西海岸への研修・修学旅行は大変よい機会だ。海外へ直接赴かな

ければできないことは多い。 

・Google プラットホーム、AWS など活用できる最新の IT サービスも多数あ

り、導入を図ってほしい。これらの技術を活用して、学生のうちから APIを

使って小規模でもいいのでシステムを実際に作ってみること。大手ならでは

の良さが活かせる。グループウェアの導入、LINE works 、企業向け FB機能、

SNS で提供される企業向けサービス等を導入してはどうか。セキュリティ面

が強化されているなど、スキルアップにも大いに寄与するものである。 

・2年間という限られた密度の濃い時間の中で、やはりカリキュラムが重要。 

・クラウドが浸透した今、物理サーバーの時代は過ぎ去り、仮想サーバー全

盛の時代。社会人になったときに受け入れやすいように、学生のうちからサ

ンドボックス機能等、大手 IT 企業が提供している無料サービスで学ぶとよ

い。 

・SNS、チームス、マイクロソフトの OneNote を活用し、情報共有、既読・

未読がわかる議事録、タグでグルーピングするなど、実務を効率化するため

に様々な仕組みが利用されている。学生のうちから是非体験させたい。 

・学生たちにとって一般市民相手のプレゼンの機会であった「しずおかスト

リートフェスティバル終了」は残念。夏に開催されるメーカーズフェアにチ

ャレンジしてみてはどうか。 

・授業アンケートについては、心地よさ（楽、恵まれている、・・・）など

が高評価にならないように工夫したい。 

・実践で、ここぞという時に力が発揮できるように、学生のうちから仕事の

厳しさ、刺激を経験できる機会を与えたい。それが底力となること。 

・様々な関連業界を見渡すと、歯を食いしばって頑張れる姿が減少傾向にあ

るように感じている。追い込まれたときに挽回できる力の養成をお願いした

い。 

・メモの取り方、まとめ方のスキルアップを図りたい。学外イベント見学な

どの機会に取り組むとよい。 

・自分で企画、顧客と整合、うまくいったときの喜び、チームプレイの楽し

さ、自分のスキル＋メンバーのスキルの整合など、人とのつながりを大切に
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できる学生を育ててほしい。 

３．学生受入れ 

【現状と問題点】 ・学科の改編（2学科、全 5研究）を行い、学則を変更した。 

 ITゲーム＆ロボットシステム学科 

  ゲームシステム研究 

  ロボットシステム研究 

  ITスペシャリスト研究 

 音響・映像メディアクリエイト学科 

  音響エンタメ研究 

  映像メディア研究 

・システム系については以下に示す 3つの観点から１学科３研究に再編。 

 ① 学科名で IT各分野を網羅させ、「ITの総合的な学科」のイメージで他

校との差異化を図る。 

 ② ３つの研究により、学生個々に合った授業選択が可能となる。第 4 次

産業革命が進行する現在、IT分野におけるモノづくりのあらゆる面で多彩な

スキルが求められている。その状況に対応できる人材育成にはカリキュラム

選択も多様化しなければならない。 

 ③ プログラミング等、ゲームとロボット共通の授業が行えるため、人的

資源・施設設備が効率的に活用できる。 

・音響、映像系については学科名称の変更と２研究に再編。 

 ① 音響分野が学べる県内唯一の高等教育機関であることを一段と強くア

ピールし差異化を図る。 

 ② ２つの研究により、学生個々に合った授業選択が可能となる。 

 ③ エンターテイメント、クリエイティブ分野の多種多様な職種に対応し

た授業選択が行える。 

 ④ 映像分野では需要の高いアニメーションの科目を設置。 

・公益社団法人 静岡県職業教育振興会主催による一般人向け職業体験イベ

ントに参画。本学のシステム分野、音響分野の仕事についてアピールすると

共に、体験を通じて理解を深めて頂くことができた。 

・入学当初から極めて目的意識の薄い学生がいた。前年度末ぎりぎりに本学

への入学を決めたため、十分な入学前指導ができなかった。 

・近隣の日本語学校との連携をスタート。留学生との情報交換、本学に興味

をもった留学生に対する学校説明・模擬授業を行い、複数の留学生が入学選

考を受けるに至った。 

・入学予定者数は伸びているが、音響系に偏っている。 

・学科紹介やオープンキャンパスの「のぼり」を学生がデザイン・制作し、

各校舎のホールに設置。広報的な効果を高めている。 

・高校生 ICTカンファレンスを開催。総務省、SNS事業者、メディアリテラ

シー研究団体も参画してグループワーク、プレゼンテーション、その評価を

行い、一定の成果が得られた。 

【改善のための方策】 ・公益社団法人 静岡県職業教育振興会主催の職業体験イベントに継続的に

参画する。 

・学科改編による教育活動準備 
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 一部カリキュラムも変更したため、シラバス、コマシラバス、教材、教育

用コンテンツ等をそれに合わせて整備する。 

・オープンキャンパスにプロを招聘し、その分野における仕事の魅力、面白

さを伝えてもらう。 

・音響エンターテイメント分野以外の分野についても学生数を伸ばさなけれ

ばならない。 

・2019年度も高校生 ICTカンファレンスを誘致する。参加校数、参加者数を

増やすため、高等学校への告知・協力依頼を早期から実施する。 

・オフィシャルサイトを抜本的に更新。学科・研究分野の紹介については動

画を利用して訴求力を高める。 

・留学生が本学入学後に対する指導が課題となっている。専門技術、用語、

日本語力のフォローアップ、生活指導について十分な準備を行い対応する。 

【学校関係者による評価】 ・IT人材不足は業界で深刻な問題。人材育成急務。若者の風潮が大きく変化

していることを踏まえ、AIをキーワードに学生募集をしてみてはどうか。AI

を使いこなす、システム構築の中で AI を「利用する」ことから始めるとよ

い。 

・世の中IT系は AI全盛。使われている事例は多いし、AIは学生受けするだ

ろう。顔認証システム等、大手が無償で提供している。そのような事例を学

生はもちろんのこと、高校生にも知らせたい。 

・AIというキーワードは極めて重要なので、保護者への訴求力も高い。非常

勤講師も巻き込み、カリキュラムの中でも AIを利用した教材を開発したい。 

・身近なエンターテイメント系に学生数が偏るのは仕方ないかもしれない。

業務内容が理系の IT 企業であっても、文学部の大学生をも採用対象として

いる。IT専門からの採用は難しいので、エンターテイメント系からでも受け

入れたい。好奇心旺盛、積極的であれば大歓迎だ。 

・留学生については、その指導が順調に進めば拡大が見込める。うまくいっ

ていることの PR方法を検討したい。 

・学科を横断するカリキュラムで ITの魅力を伝えられるようにしたい。 

４．教職員組織 

【現状と問題点】 ・昨年度からお願いしている非常勤講師による教育が一段とレベルアップ。

講師自身の慣れに加えて、学生たちのモチベーションの高さも起因してい

る。 

・今年度も専任教員について、企業との連携による研修を実施。イベント現

場での実践的な研修、レコーディングスタジオ、プロのクリエイター指導の

下での Web制作実践的技術修得などが行え、教員のレベルアップが図れたと

ともに、実務で求められるスキル、最新の技術動向についても熟知すること

ができた。 

・電子情報・福祉医療 2校の連携を密に各学科長と連携。特に今年度からス

タートした視能訓練士学科の教員との情報交換により、ITやデジタルメディ

アと医療のコラボレーションについて可能性を深く探ることができた。 

・非常勤講師と、学生の様子、教育の効果、カリキュラムや教育方法、施設

設備、専門分野の動向、ニーズについて情報交換を行った。 

・文部科学省委託事業参画や産業団体との交流で教員自身が企業や県外の専
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門学校とのネットワークを構築でき、最新の情報が入手できている。また新

たな制度についても迅速に対応できている。 

・専任教員について、企業との連携による研修の機会をもった。ライブハウ

ス、レコーディングスタジオでの実践的研修、プロのクリエイター指導の下

での最新ウェブデザイン技術修得など、本学の技術教育について効果の高い

研修とすることができた。 

・静岡情報産業協会との連携により、専門高等学校との情報交換、地元 IT

企業の人材ニーズや業界のトピックス、技術研修の機会を得ることができ

た。 

【改善のための方策】 ・視能訓練士学科と連携して、映像関係、3Dプリンターによるツール開発・

製作など、具体的な活動が行えるように研究を深める。 

・非常勤講師との連携強化。教育課程編成委員会とは別に定期的な情報交換

の場を設ける。カリキュラム改編に合わせ、授業進捗状況、教育内容の確認、

要望等、相互に共有し、改善を図る。 

・映像系を担当できる専任スタッフを探す。 

・公益社団法人静岡県職業教育振興会への理事としての参画を目指す。 

・文部科学大臣認定の職業実践専門課程としての責務を負い、また専門職大

学・専門職短期大学も視野に入れながら、地域のニーズに合致し、より良い

職業教育が行えるよう、教員組織に配慮、教員自身も関連企業、企業団体、

文部科学省委託事業、関係諸団体と連携することで、教員自ら現場の状況、

ニーズを把握する。また、教育力、専門性の両面について、各学科の特性に

合わせ、計画性をもった研修計画と実施、そのまとめと学内での情報共有を

行う。 

・文科省委託事業の関連でクリエイタートライアウトや CCS2020に引き続き

参加する。 

【学校関係者による評価】 ・非常勤講師のコントロール、良さを引き出すことに注力してほしい。 

・本学ならではの電子情報・福祉医療コラボを特色として打ち出してほしい。

福祉施設でも ITを応用した「眠りスキャンによる利用者さん分析」「エアコ

ンのセンサー」「介護ロボット」等、事例が多数あり、様々な企業も研究し

ている。また国の事業としても推進されている福祉 IT 機器の研究にも是非

取り組んでほしい。分析は難しいが、データ収集など、福祉分野の IT 産業

が急成長してきている。 

５．施設・設備等 

【現状と問題点】 ・学生数が増えたことから一部 Wi-Fi接続が不安定になったため、無線 LAN

親機を増強した。他にも Wi-Fi接続の改善を図るべき教室がある。 

・企業から提供を受けた 3D プリンターを導入。従来活用してきた機材より

一段とレベルの高い製作が行えるようになった。また2台体制となったため、

ものづくりにかかる時間が大幅に短縮できた。 

・教材のプログラミング・ソースコードの学生提示には高解像度、大きなス

クリーンサイズが求められるため、プロジェクタで対応している。 

・音響系の複数の授業が同じ時間帯に行われるケースがあり、モニタースピ

ーカーやアンプが複数必要になっている。 

・VPN 導入研究を進めたが、コストパフォーマンス的な課題があって導入ま
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では至っていない。 

・昨年度導入した照明用装置を活用するため、照明の増強を図った。学生た

ちがこれらを活用してノウハウを習得、ライブハウスでの実践に大いに役立

てることができた。 

・一段と増える音響系学生を迎えるにあたり、マイクロフォン、ケーブル等

を充実させ、準備を進めている。 

・書籍の保管庫を設置した。整備している専門雑誌をより学生が活用しやす

くなった。 

・アクションカメラを導入。従来にない画角やポジションでの撮影が行える

ようになった。高画質なデジタルミラーレスカメラによる撮影と相まって、

学生たちによるライブイベントでの PV 制作で活用。また研究発表会の収録

などでも活用できた。 

・サーバ、プリンター、PC等に割り当てている固定 IPアドレス資源を整理

しているが、DHCP設定のまま利用するケースで IPアドレスの重複が発生、

接続できないことがあった。 

【改善のための方策】 ・ライブハウスや舞台がイメージできる設備を学内に導入研究する。 

・照明機材が充実してきたので、オープンキャンパスで活用する。 

・IPアドレス管理に加え、MACアドレスもデータベース化して、IPアドレス

の重複時の迅速な対応を行えるようにする。 

・映像編集・映像制作用に特化したパソコンシステムの導入を研究する。 

・3Dプリンターの活用が一部学科・コース（ロボット、ゲーム、そのコラボ）

に限られてしまった。応用範囲は極めて広いのでデザイン、エンターテイメ

ント分野での活用方法も研究していく。 

・Wi-Fi接続環境改善のため、より多くの接続が可能な Wi-Fi親機を導入す

る。 

・2つのキャンパスを繋ぐネットワーク・システムの更新について研究する。 

・オフィシャルウェブサイトを改編したことに対応し、迅速な更新、的確な

情報発信ができるよう態勢を整える。 

・ライブハウスやホールなど、音響のデジタル化が一層進展。音響機器のデ

ジタル化対応、並びにネットワーク技術教育について研究する。 

・整備した書籍を活用させる。内容も充実させる。書籍の情報をデータベー

ス化して学生に提供する。 

【学校関係者による評価】 ・デジタル化が急速に進んでいること。設備面に費用がかかるので計画的な

整備を検討してほしい。同時にネットワーク技術の教育強化をお願いした

い。 

・学内のネットワーク管理を学生に自治させるのはどうか。家庭内 LAN設定

程度から始めて、学内のネットワーク資源の振り分けを行わせることで、自

発的なネットワーカーを育てる。ネットワークの知識はどこでも重要視して

いる。LAN管理、接続管理、インフラ等、何れも重宝されるスキルだ。 

・資源の老朽化は避けられない課題なので、どう転換していくか計画が必要。 

・ネットワークにおいては NASのクラウド化を検討したい。 

・3Dプリンターもどんどん進歩・進化しており、研究をしながら切り替え時

期のタイミングをはかることも重要。 
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６．学生生活支援 

【現状と問題点】 ・定期的に個人面談を行うことで、学業や学生生活上の悩みを早めに察知で

きるようにしている。また長期休暇前後には学生の生活面、健康面のチェッ

クを行い、全校的に状況の取りまとめ、把握をしている。 

・本学独自の奨学金制度について、制度内容やそのシステム等、学生募集の

段階から紹介するとともに、入学後も対象となる学生には引き続き指導して

いる。また日本学生支援機構等、公的な奨学金制度については専任を設け、

入学後速やかに希望学生を対象に説明会を実施。進級・卒業後も適切な指導

を行い、スムーズに手続きが進められるようにしている。 

・24時間対応保険及び正課中を対象とした保険に加入して、万が一の場合に

対処可能としている。 

・年に 1度、健康診断を実施。 

・感染症（インフルエンザ）に同時に複数罹患するケースがあったが、「学

生の手引」に沿った的確な対応を行い、流行を食い止めることができた。日

頃から衛生面の対応、健康管理について指導を徹底している。 

・海外研修修学旅行では、持病により定期的に対応しなければならない学生

も同行したが、綿密な事前準備により万全を期すことができた。学生全員が

全ての行程を完遂した。 

・関連業種のアルバイト情報等を学生に伝えている。 

・昨年度転科した学生は、本人が目指す職種での就職まで実現できた。 

・放課後や授業のない日も積極的に学習・実習・活動する学生の姿が一段と

増えている。 

・企業の「学内説明会・選考会開催」申出と学生の要望をマッチングさせて

いる。 

・キャリア開発の重視点の移行を踏まえた キャリア教育を実施。 

・「ジョブ・カード（学卒者等用）」作成とその活用の定着を図った。 

・就職活動関連イベント情報を集約し、メール、SNS 等で早期に周知。積極

的な参加を促している。 

・「卒業生を囲む会」を開催。関連する業界で活躍する卒業生 3 名を招き、

仕事や会社での様子、学生時代の学校生活や就職活動など、学生にとって貴

重な話を聞くことができた。分野別の分科会も行い、熱心に質疑応答した。

教員とも情報交換を行い、業界のニーズ、卒業生が今抱えている問題点、母

校への提言などを得て、その成果をカリキュラム、授業、実習・演習、就職

指導に今後活かしていく。 

・学生会を組織。学園祭・文化祭、スポーツ大会、町内清掃活動等の企画・

運営、管理を通じて学生相互の絆を深めている。 

・劇団四季「オペラ座の怪人」公演を観劇。映像・音響分野を目指す学生た

ちが日本最高峰の演劇を目の当たりにすることで、演出効果、舞台照明・音

響装置等、多岐に亘って直接的に学ぶことに加え、心を豊かにし、日頃のス

トレス解消にもつながっている。 

・体調不良学生に対しては SNS等を活用し、即時対応・支援・指導を行って

いるが、生活支援のためのグループウェアについては調査・研究にとどまっ

た。 
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【改善のための方策】 ・本学としては初めて複数人数の留学生を迎える。生活支援について、その

準備を行うと共に、母校である日本語学校との情報交換を定期的に実施。留

学生の日頃の様子をお伝えする。 

・安易に遅刻・欠席しないよう、生活面の指導を強化する。 

・人手不足を背景とする「企業の採用活動前倒し」に対応した 学生指導の

実施。 

・「留学生」 への就職支援体制 の検討 

・「マッチング」（採用内定）に加え、「人生 100年時代のキャリア」 におけ

る 「キャリア自律」 の重要性などを踏まえた 「キャリア教育」 の実施 

・「ジョブ・カード」 作成着手の早期化と、活用の定着化。 

・「無料職業紹介事業関係業務取扱要領」などに即した業務を推進する。 

【学校関係者による評価】 ・留学生については、生活支援と同時に受け入れも含めてノウハウを蓄積し

たい。一歩先んじることが重要だろう。今後ニーズは高まるだろうし、就職

においても専門学校でのスキル教育が重要となっていくことは明白。プライ

ベートにも一歩踏み込んで情報収集して指導・支援を行いたい。 

・どの時代にあっても「キャリア教育」は入社後も重要なポイントとなって

いる。学生のうちからキャリアへの意識を高めておいてほしい。 

７．管理・運営 

【現状と問題点】 ・火災・地震を想定した危機管理マニュアルを一部改訂。飲料水、非常食、

非常時対応備品の一覧を作成、掲示した。 

・年 2回の避難訓練を行い、防災意識を高めると共に、万が一の発災に備え

ている。 

・昨年度大幅な学習環境変更を行って環境整備ができたため、今年度は腰を

落ち着けた授業、実習が行えた。 

・セキュリティーソフトウェアのアカウントを更新した。 

・平成 29 年 5 月末から施行された改正個人情報保護法について教職員全員

に周知・徹底し、遵守している。個人情報にあたるデータは全て暗号化して

管理。 

【改善のための方策】 ・個人情報保護法の遵守について、具体的な手順の教示を行う等、引き続き

徹底する。 

・新学科編成、新カリキュラムに対応する環境を整備する。 

・セキュリティーソフトウェア更新（継続）。 

・教室及び共用部分について、日頃から整理整頓、清潔を保つ。 

【学校関係者による評価】 ・防災への意識の高さ、取り組みはたいへん評価できる。 

・個人情報保護を基軸にコンプライアンス教育にも焦点をあててほしい。 

・Windows7のサポートが年度後半に終了するため、学内設備としての PCに

ついて管理を強化してほしい。 

８．財務 

【現状と問題点】 ・予算の編成及び執行に関する規定は、寄附行為及び経理規程に定めている。 

・予算の編成は、法人組織の経理部で予算枠を示して、予算単位で事業計画

と予算案を策定している。 

・予算の執行にあたっては事業執行部署と財務経理部でチェックする体制を

構築している。 
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・法人寄附行為に基づく監査は規定に基づき行われ、その結果を理事会及び

評議員会へ報告している。 

・法人において財務情報公開規程を整備し、所管部署を定め、開示請求に対

応できる体制を整えている。 

【改善のための方策】 

 

・学生募集において、定員まで学生数を増やすために、広報活動に一層の重

点を置く。また、高等学校との接続のための単位連携講座、小中学生向け IT

教室の運営など、地元企業団体とも連携しながら実現する。 

・非 18 歳人口をターゲットとしたキャリア形成教育プログラムを企画・実

施する。 

【学校関係者による評価】 ・在職者への IT訓練等、業界との情報交換も含め前向きに進めてほしい。 

・長期的な展望として、子ども向けプログラミング教育の展開、あるいはサ

ポートをしてはどうか。2020年から小学校におけるプログラミング的思考が

求められるようになることから、親御さんが注目している。その世代が育っ

ていったときに受け入れ先としての専門学校をアピールしたい。 

 

以 上 


