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平成31年 3月13日 
 

平成 30年度 自己点検評価報告書 
 

学校法人中村学園 

静岡福祉医療専門学校 

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。 

 

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。 

・本学オフィシャルサイト（ウェブ）、ホームルーム・教員室に「建学の精

神」「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。 

・業界との連携（教育課程編成委員会、各種情報交換会、実習巡回時の情報

交換、卒業生を囲む会等）により業界ニーズを把握し、学生の希望とのギャ

ップを狭めるよう努めている。 

・自主実習を上手に利用し、職場体験することで、保育園のイメージが明確

になり保育実習指導が分かりやすくなった。 

・保育技術と同時に子どもを見る目の力をつけてきたが、社会人としてのマ

ナーは今後も指導が必要である。 

・現場実習を重ねることで少しずつではあるが、探求意識が出てきた。実習

で指導を受けたことをなど基に、次の実習への課題として認識できるように

なった。個人指導を重ねることで、一人一人の底上げにも繋がった。 

・入学選考の面接、ステップアップレッスンの段階から学生が常に振り返る

原点として位置づけており、とりわけ実習や就職活動の事前指導には学生が

自ら言葉と行動で示すことができるよう指導した。 
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 ・「介護福祉士とは何か」を、介護福祉士倫理綱領を基本とし習得すること 

ができたと感じられる。 

・挨拶を基調とする全人教育の成果もあり、共感性豊かで、他者を思いやる

大切さが日常生活でもうかがえるようになってきたと感じられる。しかし、

中にはまだ社会人になる自覚が薄い学生もいるため、各教科、学校生活にお

いて、自覚が持てるようなアプローチがけの徹底が必要だと思われる。 

・最終学年生として、挨拶をはじめ社会人としての立ち振る舞いがすでに身

に付いているべき学年にもかかわらず、慣れや甘えや緊張感の無さから、常

時挨拶が出来なかったり返事が聞こえなかったりする学生がみられた。 

【改善のための方策】 ・新入学予定者へのステップアップレッスンにおいては、引きつづき最重点

事項として指導していく。 

・在学生には、実習、就職活動での節目の指導には常に振り返りながら自己

実現に向かえるよう指導していく。 

・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。授業等を実生活に繋がるように活用する。 

・校内においても教員と学生相互に丁寧なコミュニケーションが図れるよ

うにしていく。 

・挨拶励行が意識しなくとも常時できるように指導していきたい。最終学年

では「社会人として身に付けておきたい態度」の再確認と自分自身の振り返

りを行わせ、社会人に向けての準備をさせたい。 

・教育理念・目標は継続 教員は『学生の手引き』を熟読し活用する。 

・職場体験や自主実習を通して仕事のイメージを明確にする。『社会人常識

マナー検定』については１年次に全員の取得を目指す。 

・各学科、学年を超越して実習終了後に報告会を行い、振り返りの時間を十

分にとり、課題への認識を高めていく。学校生活における目標の明確化と、

将来像具現化への指導を徹底する。 

・実習や就職活動など、学外の活動こそが本学の名前を背負っている自覚を

高める学生指導を行う。 

・学内研修時に、学校・学科を超越しての教員間情報交換ワークグループの

回数を増やし、交流を深める。 

２．教育活動 

【現状と問題点】 ・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。 

・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。 

・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

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。 

・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・施設・病院・各種団体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。 
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・アクティブラーニングが定着し、それぞれの教科にふんだんに取り入れて

いる。「チームワークで何かをまとめる力」だけでなく、コミュニケーショ

ン能力の向上がみられた。 

・「話せる学生」を育成するため、授業において学生が話す機会を頻繁に設

けた。また、このことについては入学前事前指導「ステップアップレッスン」

でも取り上げ、周知を図った。 

・ひとりひとりの学生のレベルに合わせて指導しているが、基礎学力の差や

家庭環境など、本人を取り巻く環境にも配慮しながらの指導が必要となって

きていると感じる。                 

・キッズハウスひかりでの職場体験においては園長先生の授業や現場の先

生方の細やかな指導が受けられ実習についての大きな学びとなった。 

・社会人講座において、これまでも様々な講座を計画したが、資格やスキル

アップという明確な目標に絞り、介護分野のステップアップに繋がる講座（3

コース：実務者、初任者、国試対策）を実施した。 

・集大成でもある卒業研究・ケアスタディ発表会では、実習報告、地域活動

報告を通して学生自ら成長を実感することができ、講評をお願いした卒業

生、先生方からも高い評価を得た。 

・ひとりひとりのレベルに合わせた指導をすることによって、行動、言動に

自信が持てるようになっている学生が多いと感じる。個別指導することによ

り、問題意識を持ち、向き合うようになったと感じる。障害がある学生への

個別指導を行うことで、成果も得られ学生は成長したと思われる。 

・介護福祉士国家試験対策においては、体系的に分野ごとの教員が対策授業

にかかわった。学力の伸びは見られたが、全員合格という壁は高い。 

・保育所職場体験を実施した１年生において、実施前から気持ちの面で取り

組む姿勢に個人差が見られた。全体的に保育者との関わりや日誌の記入に対

して苦手意識を持つ学生が多かった。 

・実習の振り返りを大切にし、個人面談を繰り返し行った。学生自身が気づ

けていない課題を伝える事で、次の課題が明確になった。 

・視能訓練士学科は 1年制でカリキュラムにゆとりがなかったため、カリキ

ュラム以外での学びの機会を増やすことが難しかった。 

・静岡県視能訓練士の会に学生も参加することができ、研修の参加及び県内

の視能訓練士と交流することができた。 

【改善のための方策】 ・実習、各種ボランティア活動や地域活動は、引きつづき、PDCAサイクルを

旨とし、学生が自らの成長を自覚できるよう指導していく。学内での座学や

演習においても、アクティブラーニングの手法を駆使し、参加型の授業のあ

り方を追求していく。 

・基礎学力の差や家庭環境など、これまでの環境にも配慮しながら、ひとり

ひとりの学生のレベルに合わせた指導を心掛ける。 

・国家試験対策の質をあげていく。 

・学内での学習と外部研修や実習を繰り返し、職業観を身に付けるよう反復

学習を行いながらも、学習ツールの見直しを行いたい。また、基礎学力及び

社会人基礎力向上のための授業にも重きを置いていきたい。 

・来年度は「専攻別研究」がゼミナールの授業として開始されるため、4つ
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の専攻に別れ、より専門的かつ学生が自らの強みとなるような学習へと繋げ

ていきたい。 

・実習日誌や日々の生活態度から、一人ひとりに合わせた指導が必要だと考

える。日誌及び記録を書くことに苦手意識を持つ学生に対し、不安が軽減さ

れるように事前指導と精神的なサポートをしていきたい。 

・引き続き静岡県視能訓練士の会に参加し、県内の視能訓練士との交流をは

かっていきたい。 

・学生個々に応じた指導が必要であることから、個人面接を強化する。 

・「自信を持って」「自ら考え行動でき」「障壁を自力で乗り越えていく」力

の養成に注力する。そのためにキャリア教育を基軸とした新たなカリキュラ

ムの導入、職業教育・キャリア教育財団によるテキスト「未来ノート」の活

用も含め、研究を進めていきたい。 

・障害を持つ学生に対し、それぞれの障害の度合いを明確にし、適切な関わ

りや指導法を考え導いていく。 

・アクティブラーニングの手法で学年・学科を超えた合同授業を実施し、上

級生のリーダーシップ、下級生の知識の向上を目指し、主体的に学ぶ環境を

提供したい。また、毎回のテーマを一人の教員が決め進行すること、授業終

了後、授業の在り方の振り返り等、研究授業としての位置づけを兼ねて実施

したい。 

３．学生受入れ 

【現状と問題点】 ・オープンキャンパスの参加者総数が昨年比で減少、それに比例して入学者

総数も減少している。特に子ども心理学科は激しく減少しているため、分野

志願動向等の分析と改善策検討が必要と考える。 

・オープンキャンパス参加者に対してメール、電話等の追跡を行ったが反応

は皆無に近いため今後のアプローチ方法の検討が必要。 

・ことば学院をはじめとした日本語学校斡旋のもと、留学生の入学者が増え

た。今年度入学した学生については、日本語の理解度が非常に高いため、授

業も実習においても全く問題がない。 

・社会人講座において、介護分野に興味があっても資格取得にまで気持ちが

行きつかず、未だに無資格で仕事をしている人が多い。介護者離れにより、

外国人の方の資格取得も配慮した講座を考えていかなければと感じている。 

・学生も介護福祉士を受験する制度がスタートし、H29年度不合格だった卒

業生に対して、国試対策講座の実施を計画した。しかし再び勉強する、とい

う意欲に結びつかず、受験に繋がらなかった。 

・学生や卒業生の協力を受け、充実した内容のオープンキャンパスができ

た。通信制高校への体験授業の出前にも着手しはじめている。一層の留学生

の受け入れに向けて、学習内容、生活支援など、環境整備にも取り組んでい

る。 

・今年度は留学生が留学生の対応を手伝ってくれて、いい流れができた。オ

ープンキャンパスでも留学生を意識した内容に工夫した。 

・学生募集が苦戦している原因を探るため、広報からの情報収集と併せて、

県内の保育士・幼稚園教諭養成校の定員数、設立時期を調べた。 

・今後市場が拡大すると考えられる通信制高校へ、職場参加型オープンキャ
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ンオパスの案内をするため足を運んだ。 

・通信制高校でもキャリア教育には興味があるが、環境設定が難しいとこと

から手ごたえを感じている。 

・オープンキャンパスや職業フェアなどのイベント時、視能訓練士という資

格で何ができるのか、やりがい等も含めて教員から発信した。 

・留学生をスムーズに受け入れるため、担当教員が外部研修に参加した。 

【改善のための方策】 ・資料請求からオープンキャンパスへ繋げられる資料の作成、オープンキャ

ンパスへ来校させるための活動の強化が必要。他校ではイベント告知を、DM

等で行っているところもあるため、タイミングを考えたフォローDM、SNSの

活用等を検討したい。 

・資料請求用の発送物の見直し。学校案内以外に学科をアピールできる資料

を作成したい。ブログや SNSの活用についても各学科の先生や学生に協力を

仰ぎ、色々な発信の仕方を検討したい。 

・オープンキャンパス参加者に対して、広報のみでなく、各学科の教員も関

わり、多くの教員が 1名の高校生に対して接点を持てる体制を作りたい。 

・留学生対応について、ことば学院での連携を継続しつつ、周辺他校でも同

様の動きができるように新規開拓をしていく。日本語能力等の選考基準を明

確にして、日本語学校の教員に対しても在学中から働きかけを行えるように

したい。 

・来年以降の留学生については、日本語でのコミュニケーションに不安を感

じるため、受入後の日本語能力の向上等に関してのフォロー体制の強化をし

ていく。 

・高校訪問について特に私立高校に対しては進路指導主事等、特定の教員と

継続的な接点を取り、進路状況等をはじめとした情報収集、こちらからの情

報発信を円滑に行える関係を築いていく。 

・社会人講座、外国人(留学生・技能実習生・新日系人等）の参加できる、セ

ミナーや説明会、体験講座等を企画・実施したい。 

・本学での OC 内容の工夫と充実はいうまでもないが、高校生や中学生、時

には地域住民を対象にした体験型の出前授業に積極的に取り組んでいく。外

国人に関しては、関係法令の改正の動向を注視し、学生以外にも初任者研修

などを企画していく。  

・明確な打開策が見つからないが、本学の魅力を知ってもらうためには、実

際に足を運んでもらうことが必要となる。そのために、参加者にとって有意

義な活動になる企画を考え提供していきたい。特に、専門学校の強みを生か

したキャリア教育を体験できるようにしたい。 

・通信制高校との「高専連携授業」をきっかけに、本学の教員が高校に出向

き、また、本学にも来てもらうことで、進学先として結び付けていけるよう

なビジネスモデルを形成したい。 

・全国的に不足している職業であるため、資格取得ができれば一生の仕事に

なるという魅力を伝えていきたい。 

・今年度の学生に OGとして後輩指導に関わってもらう。 

・医療界のニーズを調査し新しい学科、コースとして企画、独自性を打ち出

し、医療分野における新規学生獲得を目指し、学科の検討をしていく。 
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４．教職員組織 

【現状と問題点】 ・オープンキャンパス、学外イベント等、先生方の協力を仰ぎながら内容を

決定し実施できた。 

・授業見学、授業風景撮影等、十分に行えなかった部分もあった。 

・イベント時に先生方に協力を仰ぐ際に周知が遅れる部分があった。 

・社会人講座(介護分野)に関して、授業は数人の教員で担当したが、企画・

提案・書類・申請等は一人で行っていたため、教員間で共通理解できていな

い点もあり、反省点として残った。 

・入学直後や実習前後、長期休講明けにおける学生の課題や悩みへの早期発

見・早期対応は組織的に行っている。しかし実習巡回などの影響から、学科

会議の開催や継続的な学内研修は滞りがちであった。 

・担任制にはなっているが,学科の教員全員で各学生の情報を共有しフォロ

ーしあえた。各教員が研修に出向いた。 

・組織作りにおいては、教員のコンセンサスを取り、学生指導を円滑にかつ

目標を見失わないよう心掛けている。さらに、研修へも積極的に参加した。

各教員が自らの専門性を高めるために複数の研修へ参加し、情報交換をして

いる。 

・新人教育研修には積極的に参加できた。 

・教員間では外勤等の関係で、なかなか連携がとれない事が多かった。 

・専門的技術並びに教育力向上について、教員研修の機会を増やした。また

その政界については学内研修にて情報共有し、教員のレベル向上を図った。 

・教員の役割分担を明確にし、また、情報交換を密に取りながら組織作りに

取り組んだ。保育所・幼稚園・児童福祉施設関係とそれぞれの専門に教員を

分配し、業務整理を進めた。 

・日々の学生指導や実習指導など、担任や担当が一人で抱えこまず、学科内

で共有できるよう心掛けた。 

・障害や問題を抱える学生の指導は組織的に行えている。また、実習を節目

にした PDCA サイクルを念頭に置き学生のストレングスを引き出す指導も定

着したが、対処療法的指導が散見される。 

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

製作などを行えるように研究を深める。 

・オープンキャンパス等の際に来校者に対する接点強化のため、先生方へ一

層の協力を依頼する。具体的な動き等も含め、明確に周知ができるよう準備

を行う。 

・主要な授業、写真映えする授業等について、各学科の先生方に撮影を依頼

し、タイムリーに情報を収集できる体制を作る。 

・オープンキャンパス含めたイベントについては、外部への広報活動も含め

計画的に行い、準備に無理のない形で先生方にも協力を依頼する。 

・担任制にはなっているが、学科会議をさらに増やし、学科の教員全員で各

学生の情報交換をする必要がある。情報交換を行うことで、各学生に合った

指導を検討し、指導・対応していきたい。 

・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
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研修計画と実施、そのまとめと学内での情報共有を行う。 

５．施設・設備等 

【現状と問題点】 ・社会人講座を開講するにあたり、共通で使用している実習室、学生が使用

していない教室・イベントに当てはまらない教室の確保をする際、教員の勤

務状況(授業・巡回・外勤等）の把握・調整も併せて必要だと痛感した。 

・実習室やパソコン室は効率的に活用できている。とりわけ、実習前の放課

後、学生が自主的に実習室を活用する姿が目立った。卒業研究・ケアスタデ

ィ発表会の直前、施設・設備使用が競合することもあったが、学生同士が協

力して併用していた。 

・今年度は、安全面と使いやすさを目標とし、環境整備・整理整頓を行うこ

とができた。学期末には学生と一緒に演習室や廊下の環境整備を行った。 

・校内機器の状態を確認し、作動しない物について廃棄処分をした。 

・付帯施設である保育園が同校舎にあるため、保育現場を実際に見ることが

できたことから、学生のモチベーションも高まった。 

・福祉、医療、子ども分野も ICTが欠かせないことから、学内インターネッ

ト環境が整備されている教室を活用している。 

・学生と教員が協力し、学内掲示等も学科らしい明るい雰囲気を作った。 

・介護実習室や医療的ケアの機器を安全かつ効率的に活用している。 

【改善のための方策】 ・新規導入 PCの整備、サポート終了となる Windows7PCの更新をしていく必

要がある。 

・両館間の内線の際、電話通信が途切れてしまうことが多々あるため、電話

交換機の整備が必要である。 

・実習室の施設・設備も 20 年程度経過し、老朽化が目立つとともに、実際

に施設にて活用しているものとの乖離が出てきている。予算規模からも一朝

一夕に転換ができるものではないが、優先順位を明確にし、計画的な転換を

図っていく。 

・オープンキャンパス等で見栄えの悪い介護実習室のオーバーテーブルや

床頭台、シーツ等をなんとか整備したい。 

・来年度も美化と併せて、学科らしい環境づくりに取り組みたい。 

・学生の臨地実習日誌から、今年度の実習施設の指導を解析した結果を参考

にした校内演習を実施できるよう、環境整備をしたい。 

・パソコン実習室は他学科、社会人と共有するため、計画的な活用を調整す

る。 

６．学生生活支援 

【現状と問題点】 ・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、健康診断を実施している。 

・感染症の対応について的確に対処できた。 

・ホームページに学生専用ページを用意しているが、上手に活用することが

できなかった。 

・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、
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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。 

・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多くみ

られた。 

・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ることができている。 

・火災・地震を想定した危機管理マニュアルを整備し、教職員で共有。また

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。 

・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

きるようにした。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。 

・劇団四季の「オペラ座の怪人」公演を観劇。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。 

・「自立」への意思形成が遅く、就職活動に踏み出さない・活動範囲を拡げ

るのが遅い、などの学生が存在する。 

・経済的問題や家庭環境に問題をかかえる学生がいるため、教員の対応力の

強化が必要となっている。 

・社会人基礎力を身につけ、卒業後自立した社会人になれるよう生活指導を

含めて指導した。特に気になる学生については、学生の体調把握や食生活に

ついても指導している。 

・発達障害を抱えていたり、メンタル面が弱かったりする学生が増加傾向に

ある。面談を行うだけでなく、時間を作り、学生と時間を共有し安定した学

生生活が送れるような支援を行うことを心がけた。 

・ほとんどの学生が学校生活は前向きに送っているが、時と場合を考えた切

り替えが苦手な学生もいる。個々に合わせたサポートと並行し、全体で取る

べき行動についても引き続き指導が必要である。 

・生活リズムが崩れてしまっている学生には、早急に面談を行い、改善でき

るように指導した。悩みを抱えている学生には時間を設け、話を聞くことに

より前向きに学校生活を送れるようになった。 

・学生数が少なかったため、臨地実習や就職先はほぼ希望通りにできた。 

・日頃から学生一人一人に声掛けをし、学生と教員の関係を密にするよう心

掛けた。 

【改善のための方策】 ・オフィシャルサイト全体が更新されるため、そのシステムに合った情報提

供方法を研究する。 

・授業、演習、実習に加え、生活支援の面からも、木目細かな個別指導に組

織的に取り組み、学生生活に躓きがないようにする。特に退学者を出さない

よう、保護者とも密に連絡を取り合える関係を構築していく。 

・個別面談を通じ、教員が学生の生活全般について親身になって答えられ

た。来年度も継続させたい。 

・臨地実習や就職先の話を早めにし、学生の希望と現実の擦り合わせをして
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いく。 

・来年度からは留学生への対応について担当教員だけでなく、教職員間でも

情報を共有して皆で関わっていきたい。 

・学生の学力差や技術差を把握し、補講期間を有効利用したい。 

・遅刻理由の殆どが体調不良であるため、単純に時間厳守を指導するだけで

なく、体調管理に関する指導を行う。 

・出欠席管理システムの構築、生活支援のためのグループウェアを導入し、

今以上に教員間での情報共有を進める。スケジュール管理においては学生が

容易にチェックできるように便宜を図りたい。 

・「ジョブ・カード＜学卒者等用＞」活用の定着を図る（進路－学生－学科）。 

・「無料職業紹介事業関係業務取扱要領」等の改正に対応した業務を推進。 

・就職活動関連イベント情報を集約し、SNS等で早期に周知する。 

・挨拶の励行、礼儀を弁えた対応ができるよう指導する等、学生の手引きに

則った指導を心掛けるだけでなく、学生として相応しい身だしなみについ

て、これまで以上に徹底した指導をする。 

・個人面談において、教員が学生を尊重し話を聞く、対話をすることを大切

にしたい。 

７．管理・運営 

【現状と問題点】 ・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。 

・非常時の安否確認システム導入を研究した。 

・学科、分野、学年という複数の担当がありながら、担当教職員間で協力し、

職務を推敲している。しかし、個々の教職員が最優先すべき主な責務が不明

瞭であり、職務の優先順位が見えなくなる場面があった。特にクラス担任を

兼務することには弊害が多く、改善すべきである。 

・教務の役割など手分けすることができた。どの教員でも各学年の指導対応

ができるよう、情報の共有を意識した。 

・校内の本や雑誌は、すべて教員を通して貸し出しをした。 

・書類の作成や保管場所は教員全員留意した。 

・日々の清掃は学びの環境を自らの手で整理するよう指導した。 

・クラス担任だけがクラスを管理・把握するのではなく、学年間及び副担任

とも情報共有をし、手厚い学生指導ができた。 

・学科、分野、学年という 3つの体制を元にして、職務と実務の効率化と迅

速化に心掛けてきたが、滞りや偏りがいまだにあり、組織的な改善が求めら

れる。 

・それぞれの専門家が持っている能力を十二分に発揮し、学科運営を目指し

た。また、本学での経験が浅い教員とある程度の経験年数のある教員で業務

を進められるような機会を持ち、専門性とは違うところでもそれぞれが同じ

目的意識を持ち業務を遂行できるよう努めた。 

【改善のための方策】 ・個人情報保護法の遵守について、引き続き徹底する。 

・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。定期的なチ

ェックを実施し、不要物については速やかに処分する。 
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・セキュリティーソフトウェア更新（継続）。 

・教室移動等に伴い、多くの備品を移動または廃棄したので、備品台帳との

整合性を確実なものとする。 

・教務ほか、関係部署と調整のうえ、利用するサービス、費用等を具体化し、

提案する。 

・引きつづき、学科、分野、学年という３つの体制を元にして、職務と実務

の効率化と迅速化を図っていく。加えて、それぞれの主担当を明確にする一

方、自らの担当外の職務に関しても認識を深めていく。 

・教務の役割など手分けする。どの教員でも各学年の指導対応ができるよ

う、情報の共有。実務者研修等の動きも学科の教員は把握できるように努め

る。 

・来年度も教員の能力を生かし、付帯施設も巻き込んだキャリア教育の実現

を目指す。 

・本や雑誌を含めた備品、物品の管理を定期的に行う。 

・学科長、担任、教務の仕事内容をお互いに把握し、必要ならサポートでき

る体制作りをする。 

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。 

・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、学生増を図るため、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。 

 

以 上 


