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はじめに

2021年度「自己点検・自己評価報告書」につきまして、各学科関係者及び地域の委員の方々に審議・分析い

ご意見を頂戴しながら学校関係者評価委員会を開催、「2021年度学校関係者評価報告書」としてまとめました

本校が職業実践専門課程を推進するなか、各位のご協力に心より感謝いたしますとともに、

本報告書を次年度以降のよりよい学校づくりに向けて活用し、

今後も時代の変化に合わせた発展的な学校運営を推進してまいります。

引き続き、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

学校法人Ａｄａｃｈｉ学園

専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス

学校長　　前田　恵

令和4年8月31日
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（１）　教育理念・目標 適切･･４　ほぼ適切･･３　やや不適切・・２　不適切･･１

自己評価

（1）-　1

（1）-　2

（1）-　3

（1）-　4

（1）-　5

今後に向けての学校の考え

　職業実践専門課程認定校として、各業界の委員（教育課程編成委員会/学校関係者評価委員会）の方々や、卒業生が就職先としてお世話になってい
る企業さまからのご意見を反映したカリキュラムを実施してまいりました。教育イベントにつきましては、学園グループ系列校と連携し、さらに推し
進めます。社会人として実践力を発揮でき、業界で活躍する卒業生を輩出できますよう「NSBのAO2.5」を各学科でより進化させてまいります。
　学生と真摯に向き合いながら、講師・保護者のみなさまと連携を深め、教育理念である「コミュニケーション能力・職業人意識を身につけ、社会人
としてふさわしい人間力の修得」を学生1人ひとりがめざせるよう、教職員一丸となって日々進めます。

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ｽﾞに向けて
方向づけられているか

4
新年度学科計画を立てる際、学科担当が業界リサーチを行い、カリ
キュラム構成に活かしている。2021年度についても、教育課程編成委
員会でご意見をお伺いし、企業連携科目を中心に、各業界企業の
ニーズを反映、実施した。

カリキュラムの構築など、「機を見るに敏」のリサーチが
なされていると思います。
動物看護師の国家資格化がある為、素見に受かる事も
重要視されると思うが、動物病院でのインターンは今ま
で通り行う方向でカリキュラムに組み込んでほしい。

社会経済のﾆｰｽﾞ等を踏まえた学校の
将来構想を抱いているか 4

各学科担当が業界ニーズに合わせたカリキュラムを、教育課程編成
委員会の企業委員と連携し、作成している。今後とも企業から有用と
される人材育成に努める。

業界ニーズに合わせたカリキュラムについて引き続き、
変化の激しいビジネス現場に状況に即した教育内容を
お願い致します。最近の主な企業内課題は、想像力を
活かしたコミュニケーションの在り方です。学生の内に
その目的を軸としたチームワーク課題等で、具体的によ
り体感できればと感じます。

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

4
学生に対しては、入学式後に1週間かけて新入生オリエンテーション
にて学校の理念・目的・育成人物像などを周知させている。保護者会
は、5月に対面とオンライン併用で実施した（出席率68.4％）。

具体的な取り組み・学校改善案など 学校関係者評価委員のご意見評価項目

学校における職業教育の特色は何か 4
業界・企業とのパートナーシップのもと、業界・企業から求められる人
材について分析し、特に社会人基礎力を高める教育を重視してき
た。2021年度についても各学科で企業との連携をより深め、産学連
携での教育イベントについてはオンラインを活用するなど、工夫して
進めた。

企業から求められる人材分析について分析内容の把握
不足で恐縮ですが、弊社卒業生から、「お金を稼ぐ意
味」と「組織の中で働く意味」のビジネスの本質を学べ
れば、との意見がございました多分、講義があっても理
解できなかったのではと感じ、学生に伝える難しさを感
じています。
少人数クラスでの、きめ細やかなご指導が功を奏してい
るのではないでしょうか。
実習にくる学生たちは皆社会人として必要な挨拶や対
応はしっかりと身に着けていると感じます。

学校の理念・目的・育成人材像はさ
だめられているか 4

本校の教育理念・方針は、学則に基づき、学園理事長、学校長よっ
て定められている。学生全員に配布し、教職員が指針とする『学生便
覧』に「教育理念・方針」として明記している。
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（２）　学校運営 適切･･４　ほぼ適切･･３　やや不適切・・２　不適切･･１

自己評価

（２）-　1

（２）-　2

（２）-　3

（２）-　4

（２）-　5

（２）-　6
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

教職員が地域社会へのコンプライアンスの重要性を認識し、学生指
導している。また、社会人教育の一環として、就職指導の授業などで
社会人としてのコンプライアンス遵守について指導している。

特にSNSなどへの投稿での著作権侵害の問題などに留
意する必要がある。
やはり最後は人対人なので企業が求める人材について
は何らかの指導は授業に組み込むようにしてほしい。

人事、給与に関する規定等は整備さ
れているか 4

教職員の定数と定性目標と振り返りをもとに、職務要件や給与テーブ
ルに照らし合わせて本部人事面談を経て人事評価を受ける制度を整
備している。

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

各教職員の報連相を重視し、意思決定は学校長・キャリア長が中心
で行う。また、事務長が事業計画に基づく予算編成の段階から精査・
共有し、学園事務局と連携しながら計画・実施している。

運営方針に沿った事業計画が策定さ
れているか 4 上記運営方針のもと、毎年事業計画書を予算計画と連動して作成

し、計画に沿って実施している。

運営組織や意志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

意思決定については学園理事会、議決機関として名古屋エリア姉妹
校４校の学校長・学園事務局長を中心とした責任者会議を実施。ま
た、全国4エリアのスクール系列姉妹校学校長が定例でオンライン会
合を実施し、カリキュラムや教育イベント、募集等について横断で協
議し、実施した。学内では、毎週定例学務ミーティングで学校運営に
関する情報を共有し、職務分掌のもと、組織的に課題へ取り組み、担
任ミーティングでは学生１人ひとりの情報共有や対応協議に力を入れ
た。

評価項目 具体的な取り組み・学校改善案など 学校関係者評価委員のご意見

目的等に沿った運営方針が策定され
ているか 4

学則に定められている学校目的、またそれを達成するための教育方
針に基づき、単年ごとの運営方針を学校長と事務局長が中心となっ
て策定している。
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（２）-　7

（２）-　８

今後に向けての学校の考え

　学科ごとの縦割組織から、「学生サポート」「教務（カリキュラム）」「教育イベント」「就職キャリア」といった横串チーム制を推進し、学生が
クラス担任以外の教職員との接点を増やすことで、学生満足度を上げ、退学防止、進級率・卒業率向上をめざします。
　各教職員1人ひとりのパフォーマンスを最大化することが学校運営のキモであり、教職員がいきいきと働きやすい環境の整備を推進してまいりま
す。

情報システム化等による業務の効率
化がはかられているか 3

学生一人ひとりの情報に関して、取得単位数・資格、出席状況は成
績管理システムにて管理しているが、卒業生の情報管理については
依然課題である。オンライン配信授業や教育イベント、学生への連絡
周知については、Microsoft Teamsを活用。予算の執行時には学園
稟議システムを運用している。

卒業生の情報管理の充実と効果的な活用を期待して
います。
卒業生の情報管理について弊社の事例からも、卒業生
の活躍状況が在校生にとってポジティブな刺激と自信
につながる為、ぜひ情報管理の上、在校生との交流の
場へと活かしてください。
伝わらないジレンマ。
卒業生の情報管理は是非充実させてほしい。卒業生を
紹介してもらえるような事が必要な時、卒業校からの紹
介であれば会社側としても安心。

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

学校のホームページで、基本方針や学科特徴、カリキュラム、就職活
動支援体制などを公開している。また、職業実践専門課程認定校な
らびに国の修学支援認定機関として、規定の学校情報を公開してい
る。

HPはとてもワクワクする様相だと感じます。情報公開サ
イトとしても、学校の魅力の広報としても、見習いたいと
ころです。
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（３）　教育活動 適切･･４　ほぼ適切･･３　やや不適切・・２　不適切･･１

自己評価

（３）-　1

（３）-　2

（３）-　3

（３）-　4

（３）-　5

（３）-　6

（３）-　7

（３）-　8 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

就職指導担当が各業界企業様から伺ったお話について、専任教員
が常駐する学務室へフィードバックしている。また、業界で活躍する
卒業生の情報を、カリキュラムや教育イベント、ゼミなどに反映してき
た。また、2021年度カリキュラムについても、教育課程編成委員、学
校関係者評価委員の方々からご意見をいただき反映した。

キャリア教育については、1年次からの「就職指導」に加えて、1級キャ
リアコンサルティング技能士/公認心理師/シニア産業カウンセラーで
ある講師が実施する「キャリア実践学」を配置。自己分析のための棚
卸しから各人の強みを文章化するとともに、グループワーク・ディス
カッションを通じてコミュニケーション能力の向上を図っている。
本校では「実践的な職業教育」を、連携している業界企業へのイン
ターンシップ及び業界現役あるいは企業からの派遣講師による学内
での実践的授業ととらえている。年2回実施の教育課程編成委員会
では、関連分野の企業等よりご意見をいただき、業界ニーズをとらえ
たカリキュラムにすべく反映している。

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
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・見直し等がおこなわれてい
るか

4

キャリア実践学や、コミュニケーション能力の向上は、社
会人になって以降とても役に立ちます。とてもよい取り
組みと捉えます。
自分にあった就職先に出会う事が仕事にやりがいを
持って続けられると思うので、社会人としてのマナー・実
践教育によって知識を得る事は必要だが、現場をみた
り、現場が求めているものが何かより知れる様な授業
だったりシステムを作ってほしい。

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
づけれられているか

4

授業評価の実施・評価体制はあるか 4
年1回各科目について、学生向けに授業アンケートを実施。アンケー
ト結果は、全専任教員と一部非常勤講師にフィードバックし、現状の
把握と授業内容・学校運営の改善に努めている。

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のか

4
学科等のカリキュラムは体系的に編
成されているのか 4

カリキュラム、シラバス、資格検定対策、及び学科コース運営に関す
る目標や計画については、年度ごとに学科担当が策定。業界企業委
員で構成される教育課程編成委員会の承認のもと、2年間で習得さ
せる教科目と教育イベント、取得資格を一覧にした「カリキュラム編成
シート」を作成し、実施している。
職業実践専門課程認定校として、企業連携科目を含め、産学連携に
よる教育イベントについても計画し、学生が業界の現状を体験し、実
践的に学べる環境づくりに力を入れている。
全教員（専任・非常勤）が担当する全授業について「授業計画書（シ
ラバス）」を授業期初に提出。毎回の授業実施内容を「授業報告書」
に記入し、共有できるようにしている。また、授業期ごとに担当教員の
総括・要望をとりまとめ、常に授業の質の向上や改善に努めている。

評価項目 具体的な取り組み・学校改善案など 学校関係者評価委員のご意見

教育理念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

動物看護師の国家資格化に伴い、カリキュラム変更・調
整など色々とあると思いますが、これまでの様に学生の
現場での見学実習も授業に組み込めるような形にして
いただければと思います。
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（３）-　9

（３）-　10

（３）-　11

（３）-　12

（３）-　13

（３）-　14

今後に向けての学校の考え

　各学科のカリキュラムは、学科担当のリサーチ、教育課程編成委員や連携企業のみなさま、卒業生や採用企業ご担当者のご意見を反映し、業界で求
められる力についてより精査し、学生たちが「実践力」を修得できるよう取り組んでまいります。コロナ禍をきっかけに、業界改編や働き方改革、ま
たオンラインの併用推進等、新しい変化への対応は必須であり、この状況は継続するものと思われます。連携企業さま中心に情報を共有させていただ
きながら、学生ファーストで取り組んでまいります。
　教職員研修については、オンラインなど含めて効果効率を図りながら、計画的に推進できるよう引き続き努力いたします。

職員の能力開発のための研修等が行
われているか 2

教員向けの研修とは具体的にどのような形で行われる
のでしょうか（研修会社が作成したビデオを見る？ベテ
ランの先生が教え方のツボを指導？等でしょうか）
教員の能力開発についても、貴校全体の魅力UPのた
めにぜひ実施していただきたいと思います。お忙しいな
かですが、業務効率化や増員を検討されるなど。
やはりリモートでの研修では、成果が期待できないと思
います。
コロナの波がなかなかおさまらない中での教員研修は
なかなか大変だと思うが、今後の災害などに備えて対
策は必要なんだと思う。

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

3

各科目を担当する非常勤講師については、新規採用したほか一部
担当科目を変更し、学生にとってより有意義で満足度の高いものにな
るよう采配した。質の高い授業を提供するためには、学科担当と非常
勤講師との連携は必須だが、期の途中で非常勤講師や学科担当が
退職した学科については、一部課題が残ったと認識しており、次年度
に向けて改善を行う。

学生の満足度が高く維持できるよう、対策をよろしくお
願いいたします。

関連分野における先端的な知識・技
能等を習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
り組みがおこなわれているか

2

コロナ終息後の理想の研修体制等がイメージできてさ
えいれば、現状は仕方ないのかもしれません。
個別研修という形で、最低限の研修時間を定めて個々
で進めることも工夫の一つと考えます。
現場で活躍をされている非常勤講師の確保が重要かと
思います。

2021年度の教員の研修実績について、「組織的・計画的に実施でき
た」とは言えない結果となった。学科担当は、学科運営、担任活動、
授業・実習の組み立て・予習、非常勤講師マネジメント、就職指導等
に加えて、コロナ禍が続くなか学生の体調確認や授業出席管理、オ
ンライン対応、実施イベント時の感染症対策等、教員の業務増大と煩
雑化が昨年度同様に続いた点が大きな要因である。

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
各学科のカリキュラム編成シートに取得スケジュールが明記されてお
り、取得すべき資格・検定については、該当対策授業のほか、授業時
間外で対策ゼミを行ったり、質問に答えるなど、合格率アップのため
に指導している。また、年度ごとに取得実績を記録し、指導体制の強
化、内容改善に努めている。

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 現教員は、専任・非常勤含め、学科の教育目標や実施方針を遂行で
き、業界レベルの指導ができると判断している。

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

「学則」および「学生心得・細則」（学生全員に配布する『学生便覧』に
明記）に従い、厳正に行っている。『学生便覧』は、新年度開始時の
オリエンテーションで学生に周知させるほか、保護者会でも配布、説
明を行っている。
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（４）　学修成果 適切･･４　ほぼ適切･･３　やや不適切・・２　不適切･･１

自己評価

（４）-　1

（４）-　2

（４）-　3

（４）-　4

（４）-　5

今後に向けての学校の考え

　学科担当を中心とした就職率の担保や進級・卒業率は、学園として定数的な評価の対象となっております。学校運営の大きな指標としてさらなる体
制充実を図り、ｗｉｔｈコロナの状況下でも目標値をクリアし、本校が標榜する「辞めない学校・就職する学校」を維持できるよう進めます。
　2021年度はコロナ2年めとして、1年めでの振り返りや反省から一部オンライン授業を取り入れながらも、原則として登校リアル受講にこだわってま
いりました。合格率に課題が残る資格につきましても、対策ゼミや特別授業などを設定し取り組んでまいります。卒業生の活躍・評価の把握につきま
しては、各学科で具体的な方法を検討し、在校生との接点を図ってまいります。

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 3

情報の管理と利用について、今一度検討の必要性を感
じます。
卒業生から職場の情報や業界の動向など聞き取りをす
る仕組みは学生の確保や就職率の向上など学校運営
の部分で必要だと思います。

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

3 学校が卒業生ともつながっていれば、企業側としてもリ
クルートの際助かる部分はある。

卒業生の活躍および卒業後のキャリア形成への効果の把握につい
て、学科担当との関係性による一部の卒業生の断片的な情報に限定
されており、学校が体系的に卒業生の現状についてリサーチできて
いるとは言えない。

資格取得率の向上がはかられている
か 3

資格検定については、コロナ後に検定の実施方法やスケジュール変
更が続いた1年であったが、担当講師と協議しながら学生の検定取得
率を上げるべく努めた。愛玩動物飼養管理士、サービス接遇検定準
1級、PC検定では取得・合格率が前年よりアップ。基本情報技術者試
験、動物看護師統一認定試験では特筆すべき結果を出せた。ただ
し、一部検定については、全国平均レベルを下回り、依然課題が
残った。

簿記の資格を持っているか否かは、経理メンバーを採
用しようという会社側の選考の際に大きく影響します。
切に合格率の向上を願います。
専門学生に対し、企業が求めるのは、やはり専門的知
識や技術です。資格はその知識力や技術力を、もっと
もわかりやすく担保するものです。資格試験の重要性を
説き、どの検定もレベルアップすることが望ましいと思い
ます。
資格合格率が学校選択の強みとなるよう合格率向上を
期待します。

退学率の低減が図られているか 4

退学理由については、経済的な理由や持病・メンタル面などのやむ
を得ない理由はともかく、興味関心度の上がる授業、業界就職への
モチベーションが維持できる指導を強化し、「進路変更」という理由の
低減を図るべきである。体験入学の時から自らが目指す業界を意識
させることや、AOプレスクール（入学前授業）の出席率を上げる指導
を併せて行い、入学後の学習意欲を高めるとともに、担任やクラスメイ
トとの関係性づくりを組織的に注力していく。

学校あげての対策が功を奏していると感じます。
学校と同様、現場でもいきなり退職を希望するスタッフ
が多く、歯止めが効かない。
知識や技術の習得も大事だが、関心や興味がある企業
へ就職したいというモチベーションに繋がる様な授業や
指導をより充実していただければと思います。

評価項目 具体的な取り組み・学校改善案など 学校関係者評価委員のご意見

就職率の向上がはかられているか 4
2021年度就職率（求職者に対する）は100％と、8年連続で達成する
ことができた。（卒業者に対する求職率92.3％、業界内定率94.9％）。
コロナ禍で、新卒採用市場が厳しくなった状況ではあったが、学科担
任と就職指導担当が学生一人ひとりをサポートできた。

8年連続100%達成は素晴らしいと思います。弊社の
OB・OGの就職時の様子からも、学科担当の先生と就
職担当の先生の両輪でサポートされている様子が伝わ
り、学生一人ひとりへの愛情を感じ。
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（５）　学生支援 適切･･４　ほぼ適切･･３　やや不適切・・２　不適切･･１

自己評価

（５）-　1

（５）-　2

（５）-　3

（５）-　4

（５）-　5

評価項目 具体的な取り組み・学校改善案など 学校関係者評価委員のご意見

進路・就職に関する支援体制は整備
されているか 4

非常勤講師からのフィードバックは貴重です。よい風土
だと感じます。
卒業生の様子から、担当の先生方に学生視点で親身
に寄り添ってもらえた様子が伝わり、大学では少ない
ケースであり、御校の強みの一つと感じました。
就職率も大事だが、就職後の職場への定着率も大切だ
と思う。企業側も採用するだけでなく、しっかりと学校と
連携を取って社風に合う合わないなど判断できできれ
ば理想だと思う。

学生相談に関する体制は整備されて
いるか 4 保護者との連携、素晴らしいです。

進路・就職支援については、学科担任と就職指導担当が、学生一人
ひとりをサポートする体制を確立。就職支援カリキュラムを充実させて
いる。
担任が欠席管理や個別面談で、気軽に相談でき、対応しやすい環
境を作っている。また専任教員のみならず、非常勤講師が授業で感
じた学生の様子を学務室にフィードバックしてもらえる風土ができてい
る。

学科担任との面談に加え、学生の精神的な悩みについては、学園に
「なんでも相談室」があり、スクールカウンセラー（公認心理師/臨床心
理士）が予約制で相談業務を行っている。担任や保護者が指導アド
バイスをもらう体制もできている。また、必要に応じて保護者へ連絡
し、学校と家庭が協力して学生のサポートにあたることによって高い
進級・卒業率と就職内定率を継続している。

学生に対する経済的な支援体制は整
備されているか 4

入学前のAO特待生制度、入学時の日本学生支援機構奨学金申請
説明会、進級時の学園校友会奨学金（経済支援）制度等がある。学
費の分納や日本学生支援機構奨学金の緊急申請についても、状況
に応じて担任から学園事務局に依頼し、対応している。国の修学支
援制度/給付型奨学金の対象校であり、コロナ禍による緊急支援など
も最大限対応している。

学生の健康管理を担う組織体制は整
備されているか 4

学生の健康面支援は、定期健康診断を実施しデータ化。毎朝の検
温と体調チェックシートにて担任が個々の学生の状況把握に努めて
いる。また、学生や教職員のメンタル面を支援する「なんでも相談室」
が学園で設置され、集団守秘義務のもと、必要に応じて担任とも情報
共有しながら、学生の状況把握と退学防止に努めている。

課外活動に対する支援体制は整備さ
れているか 4

2021年度は、感染症対策を万全にして、学生委員主催のスポーツ大
会と学園祭を小規模ながら実施することができた。1１月と2月には譲
渡ボランティアによる猫の譲渡会に教室を会場提供し、学生と教員が
会場ボランティアスタッフとしてサポートした。
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（５）-　6

（５）-　7

（５）-　8

（５）-　9

（５）-　10

今後に向けての学校の考え

　クラス担任と学生との定期的な個人面談に加え、就職キャリア、学生サポート、スクールカウンセラー、保護者の方々と重層的に接点をつくること
で、学生1人ひとりに合わせた個別支援を引き続き推進します。
　社会人教育に関しては、教職員の業務量等を勘案し、学校フロアの地域開放や在校生の地域・社会貢献活動に力を入れることで、代替させてまいり
ます。

学生の生活環境への支援はおこなわ
れているか 4

遠隔地出身者に対しては、学園が適正と認める業者（学生寮・学生
マンション・アパート等紹介）を厳選し、案内している。学生が安全で
衛生的かつ快適な生活環境を確保できるよう支援するとともに、健全
に生活できているかどうか、担任が把握するよう努めている。

保護者と適切に連携しているか 4
科目ごとで欠席が重なったり、進路・就職への支援など学生の個別
面談等で出てきた課題について、担任が保護者へ連絡。学校と家庭
が協力して学生のサポートにあたっている。

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

3
地域の各高校から、面接指導、模擬授業等依頼があった場合は、講
座内容をカスタマイズして、本校就職指導担当が高校に出向いて職
業ガイダンス・講座を実施してきたが、2021年度はコロナ禍で中止。
また、教員の授業状況等により、スケジュール調整が難しい状況では
ある。

キャリア教育は、長く社会で自律していくためにも必要
になります。就職のためのキャリア教育だけでなく、キャ
リア＝人生と広義に認識したキャリア観の醸成を、試み
てほしいと感じます。
高校等と連携することは、両者のノウハウの共有や課題
の創出など効果は大きいと考えます。積極的な実施を
期待します。
リモートでの開催は可能でしょうか。

卒業生への支援体制はあるか 3
未内定卒業生については就職が決定するまでフォロー体制を敷いて
いる。卒業生の再就職相談については、依頼があれば担任や就職
指導担当が実施。
広く卒業生に広報して行うフォロー講座などは実施していない。

卒業生および在校生に、卒業後のフォローを広く周知
させることが大切であると考えます。

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 1 社会人が働きながら学べる教育環境の整備は予定していない。

社会人の学び直しは、社会全体の課題です。今後の貴
校の在り方のなかに、社会人対象講座などを検討して
もよいのでは。
様々な人を対象にした涯学習支援は重要と考えます。
将来的な視点で議論することは必要と考えます。
動物看護師の国家資格化でより社会人からのニーズは
増えそうな気がします。
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（６）　教育環境 適切･･４　ほぼ適切･･３　やや不適切・・２　不適切･･１

自己評価

（６）-　1

（６）-　2

（６）-　3

今後に向けての学校の考え

　コロナ禍で避難訓練が実施できない状況ではありますが、災害時の対応マニュアルの教職員・学生への周知徹底は図っております。
　海外研修につきましては、2021年度も渡航できない状況のなか、学園グループアメリカ拠点からの℮ラーニング語学学習、オンライン留学プログラ
ム等、グループ系列校と連携し、学生がコロナ禍のなかでもグロ－バルな視点を養えるカリキュラムを提供。次年度も進化させてまいります。

評価項目 具体的な取り組み・学校改善案など 学校関係者評価委員のご意見

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

施設・設備に関しては、安全・快適な環境でより効果的な授業が実施
できるよう、毎年度設備計画を作成し、校舎や実習室・設備の改修を
行い、安全性・利便性・清潔感の向上に努めている。2021年度も学習
環境を整備し、大教室を確保した。
各施設・設備については、平面図や備品台帳、教室稼働表など書類
で管理している。企業とのパートナーシップをもとに、分野に即した実
践的実習授業を校内で実施できる環境整備に努め、学生の意欲とス
キルを向上させ、成長へとつなげていく。

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

3

職業実践専門課程認定校として、各学科で学内での実践的な実習
のための設備は相応の予算を取って整備した。連携企業との企業研
修の促進に努めているが、学科によって、もっと多くの機会を学生に
提供することが必要である。
海外研修の代替として、アメリカにある姉妹校AIC（Adachi
International College）と全国ビジネス姉妹校4校をオンラインでつな
いでオンライン留学プログラムを9月に実施し、学生全員が参加。グ
ローバルな視点や選択肢を広げることを目的とした。

オンライン留学はよい試みだと感じます。今後海外に目
を向ける足掛かりになるでしょう。
コロナにより海外研修が難しい中で、オンライン等による
留学プログラムの実施は評価できると感じます。今後も
多面的な取り組みを期待します。
リモートの利点を十分に活用し、グローバルな学習が可
能と思います。
未だコロナ禍で既成がかかると思うが、企業研修やイン
ターンシップ、海外研修は学生にとって貴重な体験に
なると思う。何らかの形で普段とは違う環境を提供して
あげられると刺激になると思う。

防災に対する体制は整備されている
か 3

非常時における備品の確保や災害時の緊急対応への整備が充分で
はないので、今後、整備を進める必要がある。
避難訓練は例年6月に実施しているが、コロナ対策（密を避けるなど）
の観点より中止とした。退避場所の確認と経路については、各学科の
ホームルームにて周知徹底した。

教職員および生徒への危機管理・防災意識づけも、よ
ろしくお願い致します。
帰宅困難者への対応はいかがでしょうか。
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（７）　学生の受け入れ募集 適切･･４　ほぼ適切･･３　やや不適切・・２　不適切･･１

自己評価

（７）-　1

（７）-　2

（７）-　3

今後に向けての学校の考え

　学生募集につきましては、学園グループ系列校との共同ＰＲやツール制作、コンテンツ共有等、効果効率化を引き続き進めております。高校生がス
マホから進路情報を収集する流れに対応した効果的な募集が主眼となるなか、本校の価値そのものを高めるとともに、教育内容や学校の魅力が的確に
わかりやすく効果的に広報してまります。競合優位性をより適正に検討者・保護者の方々に周知、ご理解いただけるよう、メディア、コンテンツ、タ
イミング、ＳＮＳやＳＥＯ対策など全方位的に検討し、あらゆる打ち手を検討しながら引き続き強化してまいります。

評価項目 学校改善案 学校関係者評価委員のご意見

学生募集活動は、適正に行われてい
るか 4

本校は、一般社団法人愛知県専修学校各種学校連合会の定める
募集活動に関わる諸規則を尊重し、適切な募集活動に努めている。
体験入学（オープンキャンパス）を通して、本校の模擬授業を教員と
在校生で実施している。また、検討者のニーズを的確に把握できる
ようアンケートを実施し、検討者が求める体験入学ができるよう日々
改善している。

以前、５０周年イベントに参加させていただき、学生数で
は無く、質を求めている学園と強く感じました。従いまし
て、競合する他校と募集のスタイルが明らかに違うと思い
ます。

学生募集活動において教育効果は正
確につたえられているか 4

印刷物・Webサイト・ガイダンス等で本校の就職実績をはじめとした
教育効果を開示している。また入学を検討している保護者に対して
説明会を実施し、本校の教育理念を理解いただいている。体験入学
では、業界企業と連携した実践的な学びや教育イベント、教育効果
を伝えるものとしてＯＢ・ＯＧの活躍、就職先について、学科別に検
討者に伝えている。

保護者への理解度向上も欠かせないと感じます。説明会
を実施しているのは効果的といえます。

学納金は妥当なものとなっているか 4 同業他校と比して相場であり、また提供する「AO2.5年教育プログラ
ム」と成果に関して、学納金に見合うものと考えている。
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（８）　財務 適切･･４　ほぼ適切･･３　やや不適切・・２　不適切･･１

自己評価

（８）-　1

（８）-　2

（８）-　3

（８）-　4

今後に向けての学校の考え

　2021年度も計画どおり在籍学生が増加し、営業利益率は改善、学校全体の財務状況は比較的に順調に推移しております。
　ただし、学科別では収益率に差が出ており、それはほぼ在籍学生数に直結しております。費用対効果の高い実習費・設備投資・募集経費計画を立て
たうえ、経費節減に努め、各学科で学生満足度を高めながら、在籍数の拡大に繋がる健全な学校運営を推進してまいります。

財務情報公開の体制整備はできてい
るか 4

財務諸表においては、学園のホームページで公開するととも
に、国の修学支援制度/給付型奨学金の要件を満たす機関
としての適切な財務基盤を有し、情報公開を実施している。

予算・収支計画は有効かつ妥当なも
のとなっているか 4

年度予算は中期計画と関連して立案されており、目的や目標
を勘案し計画達成に向けたものになっている。予算の執行に
ついては毎月実績ベースと比較し、妥当に執行されるように
確認しながら、行っている。

財務について会計監査が適正におこ
なわれているか 4

私立学校法の規定に基づき、監事により業務、財産状況の監
査が行われており、会計年度終了後２カ月以内に理事会及
び評議員会で決裁を受けている。また、指摘事項があった場
合は適切に是正措置を講ずる。

評価項目 学校改善案 学校関係者評価委員のご意見

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

専門学校を取り巻く募集環境は依然として厳しさを増している
が、検討者、在校生へのきめ細かな対応により学生数は増加
傾向にあり、これを継続できるよう努める。
中長期的に安定した経営基盤を構築するために、経費削減
を図る一方で、施設設備の充実並びに学務体制の強化を図
り、バランスのとれた経営を行っている。

資産運用はいかがでしょうか。
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（９）　法令等の遵守 適切･･４　ほぼ適切･･３　やや不適切・・２　不適切･･１

自己評価

（９）-　1

（９）-　2

（９）-　3

（９）-　4

今後に向けての学校の考え

　学園本部が設置するコンプライアンス委員会のもと、教職員が法令遵守を日々意識し、特に個人情報保護の観点やＳＮＳに関するリテラシー、情報
漏洩防止等に努めてまいります。学生にはオリエンテーション等を通して徹底してまいります。

自己評価結果を公開しているか 4 本校の「自己点検・自己評価報告書」は学園ホーム
ページで毎年度公開している。

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

学校法人全体として個人情報保護を図り、「個人情報
保護法に関する教職員規定内規」を定め、個人、部署
ごとに情報の漏えいがないよう取り組んでいる。また、毎
年の講師会において非常勤講師にも注意喚起を行い、
個人情報の保護に努めている。

自己評価の実施と問題点の改善をお
こなっているか 4

学生アンケートを含め自己点検・自己評価を実施し、本
校の教育改善に役立てることを目的に今後も継続す
る。定期的に確認を行うことで発見や気づきがある。引
き続き、自己評価のレベル向上に努める。

評価項目 学校改善案 学校関係者評価委員のご意見

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

新制度や規則の制定、各種届出事項などの際に多角
的にチェックし、法令等を遵守する体制を構築するとと
もに、運用が適切に行われているかを責任者間にて検
証している。学園本部に弁護士および公認会計士を含
むコンプライアンス委員会が設置され、通報窓口が周
知されている。学園として法令違反に関する情報を的
確に収集し、適切な対応をしていく。
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（１０）　社会貢献・地域貢献 適切･･４　ほぼ適切･･３　やや不適切・・２　不適切･･１

自己評価

（１０）-　1

（１０）-　2

（１０）-　3

今後に向けての学校の考え

コロナ禍ではあったが、11月と2月には名古屋市人とペットの共生サ
ポートセンター主催、譲渡ボランティアによる猫の譲渡会に会場を提
供し、学生と教員が会場スタッフとしてボランティアでサポートした。立
地の利便性を生かした社会貢献・地域貢献を今後も推し進めたい。
コロナ禍で、2021年度学園祭は在校生等のみでの実施となり、地域
の方々に来校いただけなかった。ペットビジネス学科で、地域の一般
家庭の愛犬を登録してもらい、学生たちがトリミングやトレーニングを
させていただく実習等を推し進めたが、現状は新規登録していただく
ことが難しい状況ではある。コロナ禍の状況を見ながら、学生が自発
的にボランティア活動を行えるような機会があれば、促進していく。

　社会貢献・地域貢献活動につきましては、栄5丁目に立地する2つの校舎フロアを地域活動等に役立てていただける機会があれば積極的に検討した
い、と考えております。2021年度もコロナの状況下ではありましたが、感染症対策を徹底しながら、可能なものは例年どおりの活動を実施してまいり
ました。Withコロナを見据えて、次年度に向けても推進してまいります。

評価項目 具体的な取り組み・学校改善案など 学校関係者評価委員のご意見

学校の教育資源や施設を活用した社
会貢献・地域貢献を行なっているか 4

コロナ禍においても、可能な範囲で地域貢献活動を続
けられ、学生さんにとってもより一層貴重な経験と感じま
す。
なかなか収束しない状況で感染に気を遣い授業以外
の社会貢献活動や地域活動を進めていくのは大変だと
思いますが、学生の経験や自信につながると思うので
対策をしっかりした上で、今後も積極的に進めていって
ほしい。

学生ボランティア活動を奨励、支援
しているか 4 登下校時の交通マナーを徹底してもらいたい。

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

2

地域に対する公開講座や教育訓練等の受託については、社団法人
日本ペットマッサージ協会や社団法人日本メディカルアロマテラピー
協会検定、外部団体主催キャットショー、名古屋市の外郭団体主催
「猫の譲渡会」会場として、2021年度もコロナ禍の状況を鑑みながら
教室や実習室を提供。キャットショーや譲渡会では学生や教職員が
ボランティアスタッフとして参加した。
地域に対する公開講座等の受託は行っていない。

会場提供など受動的な貢献も重要であるが、当校から
発信できるような能動的な貢献など、多種多様な取り組
みを期待します。
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（１１）　国際交流（必要に応じて） 適切･･４　ほぼ適切･･３　やや不適切・・２　不適切･･１

自己評価

（１１）-　1

（１１）-　2

（１１）-　3

（１１）-　4

今後に向けての学校の考え

評価項目 具体的な取り組み・学校改善案など 学校関係者評価委員のご意見

留学生の受け入れ・派遣について戦
略を持っておこなっているか 3

2020年度に入学した中国籍が4名、ベトナム籍が4名、ネパール席が
2名、韓国籍・台湾籍が各1名の合計12名は全員が進級、卒業した。
コロナ禍以降、留学生については学習意欲や国内就職意欲の高い
者を積極的に受け入れる体制とし、2022年度は5名を受け入れてい
る。職業教育機関である専門学校として留学生の受け入れに果たす
役割は大きいと認識し、コロナ禍の状況を見ながら、意識の高い留学
生を積極的に受け入れ、進級、国内就職をめざしてもらえるよう進め
ていく。

幅広く多国籍の留学生を受け入れていることは評価で
き、今後も拡大を期待します。それには留学生に選ん
でもらえる強みを磨くことが重要と考えます。
留学生の就職先を広げる為に、学生の内から企業との
係わりを持たせる事はできないか。

3

異国の地で不安を抱える留学生の心のサポートを、ど
のように対策するかが問題と考えます。継続的な体制
強化をお願いいたします。
国内で留学生を受け入れる体制が整っている会社がど
の位あるのかが気になります。（動物看護師などの動物
病院関連）

2021年度に入学したロシア籍1名中国籍1名は進級、うち1名は年度
中に就職内定を頂戴したが、韓国籍1名は退学、帰国となった。
コロナ禍による急速な採用市場の冷え込みや留学生の激減といった
大きな変化があったなか、留学生の在籍管理や学修・生活・就職指
導について、担当者を置いて担任と就職指導担当がサポートしてき
た。特定技能試験にも受験対策を指導する講師を置き、対応できる
体制を整えた。

2021年度は、昨年度同様入学時に日本語能力検定保持など入学資
格を厳格にし、入学者を迎えた。入学前、入学後の学生ビザ等の手
続きについては専任教員が担当している。

　コロナ禍で留学生が減少するとともに、留学生の就職環境は非常に厳しい状況でありました。本校では国内就職が可能な学科コースにおいてカリ
キュラムを整え、国内就職要件となるN2を取得できるカリキュラム、進級・卒業に繋がる生活全般まで含めた支援体制を整えております。クラスメイ
トと交流ができ、日本国籍の学生にとっても外国籍の学生にとっても有意義な異文化コミュニケーションを推進できる学校をめざします。

学修成果が国内外で評価される取り
組みをおこなっているか 3

留学生の国内就職に関しては、日本語能力検定試験2級が必須であ
り、2021年度も対策授業を設置して強化したが、合格率が依然課題
であった。2年次12月検定の結果が1月以降とずれ込み、採用受け入
れの企業の激減とも重なり、卒業までの就職が厳しく、特定活動に移
行した。

語学習得が採用企業のニーズであり、就職に大きく左
右されるため、学校側の対策への更なる強化は重要と
考えます。
美容系では、BAなどの受け入れ先はあっても、正規雇
用ではなく、契約社員扱いが多いようです。

留学生の受け入れ・派遣、在籍管理
等において適切な手続き等がおこな
われているか

4
留学生との交流は、学生さんにとって身近な国際交流
の刺激となる為、一定のルールの中、今後も引き続き活
性化を期待いたします。

留学生の学修・生活指導等について
学内に適切な体制が整備されている
か
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