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1. 設置基準項目 

本章では、専修学校として、関係法令の規定・基準に適合しているか否か、また適合状況の

具体的な内容について点検・評価を行う。 

 

【法令略称】 

専修学校設置基準･････設置基準 

 

1.1. 学生に関する事項 

1.1.1. 教科課程ごとの学生の定員は厳守されているか 

入学選考段階で、定員厳守を前提に合格者数の管理が厳密になされている。 

2017年度入学者数は以下の通りである。 

学科名 総合情報学科 総合ビジネス学科 

学 年 第 1学年 第 2学年 第 1学年 第 2 学年 

 
定 員 

 
40 40 40 40 

2017年度 
在籍数 

（2017/5/1） 
9 9 12 14 

 

1.1.2. 卒業を認めるに当たっては、学力が十分であることを確かめる具体的な方法がと

られているか 

成績評価および卒業･進級の判定にかかる規定は以下の通りとなっており、これ

に則った実務運用がなされている。 

 

【履修判定試験規定・約束事項】 

専修学校の専門課程を修了した者に授与される専門士および高度専門士は、試験

を適切に実施することを条件に、文部科学省から付与されている。本規定は、試

験の公平性、試験品質の維持・標準化により、適切な試験を行うことを目的とし

ている。 

 

Ⅰ．規定 

1．試験問題 

1．1．配点基準 

(1) 難易度毎の配点割合は以下の通りとする。 

・難しい・・・10% 

・普通・・・・50% 

・易しい・・・40% 

2．本試験実施 

2．1．受験資格 

(1) 受験資格は、該当科目の出席率が 71%以上の者とする。 

3．試験結果判定 

3．1．成績評価 
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(1) 成績表の成績評価は以下の通りとする。 

・履修判定試験得点が 90点以上・・・S 

・履修判定試験得点が 80点代・・・・A 

・履修判定試験得点が 70点代・・・・B 

・履修判定試験得点が 60点代・・・・C 

・履修判定試験得点が 59点以下・・・F 

3．2．合否発表 

(1) 試験終了後 5日後までに合否発表を行うこと。 

(2) 合否両者を掲載し、学籍番号と合否結果のみ公開する。 

4．追試・再試 

4．1．定義 

(1) 追試、再試の定義は以下の通りとする。 

・追試：病気や忌引き他やむを得ない理由により本試験者が 

受けられなかった者が受ける試験。 

・再試：本試験の成績が不合格となった者が受ける試験 

5．試験問題の保管 

試験実施後、外部から試験問題の開示を求められた場合に備え、以下の 

保管基準を定める。 

5．1．保管基準 

(1) 学内で問題用紙（本試験、追試、再試のすべて）を保管する 

こと。 

※解答用紙は保管しなくても良い。 

※デジタルデータ（PDFファイル等）による保管も可とする。 

(2) 保管期間は、試験実施から 5年間とする。 

 

Ⅱ．約束事項 

1．試験問題 

1．1．作問基準 

(1) 時間をかけないとできないような問題にすること。 

(2) 授業に出席していないとできないような問題にすること。 

1．2．用紙フォーマット 

(1) 試験問題および解答用紙に、設問毎に難易度と配点を記載す 

ること。なお、難易度表記は以下の星印を用いること。 

・難しい・・・★★★ 

・普通・・・・★★ 

・易しい・・・★ 

2．本試験実施 

2．1．実施前 

(1) 試験前に試験前対策はしてはいけない。（日々授業でコマ補習 

をして対応すること。） 

2．2．実施時間 

(2) 試験の実施時間は自由。（90分間でなくても良い。） 

4．試験結果判定 
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4．1．成績判定表の評価 

(1) 60点未満者率が 70%以上、または科目標準偏差 25以上の科目 

担当教員は、改善に努めること。 

(2) 全員合格の科目担当教員は、教育水準向上に努めること。 

4．2．科目標準偏差 

(1) 標準偏差評価の目安 

15以上・・・成績が極端に 2極化している。 

12～14・・・理想的なばらつき（14台前半が最良） 

10未満・・・試験問題が易しく、授業を聞かなくても解ける。 

10未満かつ科目平均点 60点未満・・・授業が成立していない。 

4．3．未受験者の管理 

(1) 学内の履修判定試験未受験者数（実数）とその科目数（のべ 

数）を把握しておく。 

5．追試・再試 

5．1．作問基準 

(1) 試験内容は、本試験≠追試≠再試でなければならない。 

5．2．試験難易度 

(1) 試験難度は、本試験＜追試でなければならない。 

5．3．作問に関して 

(1) 学内で本試験、追試、再試が同一問題でないかどうか事前に 

確認を取る。 

(2) 可能であれば、追試、再試は本試験を作成した教員とは別の 

教員が作成する。 

5．4．実施場所 

(1) 全学科で同じ教室、または全校で同じ会場で合同実施しても 

構わない。 

 

1.1.3. 健康診断の実施、疾病の予防措置等、学生の保健衛生上で必要な措置がとられて

いるか 

健康診断については、年 1回全校規模で実施している。また、学生の日々の健康

状態については、クラス担任や科目担当者を中心に常に把握に努めている。特に

インフルエンザや感染性胃腸炎などについては、学生に予防（手洗い・うがいな

ど）を促し、また、科目担当者は教室の換気を行うなど対応している。校舎内に

は、ベッド 1床を備えており、また十全総合病院（新居浜市北新町 1-5）を校医

として指定し、学生・教職員の健康管理を行っている。 

 

1.2. 施設設備等に関する事項 

本校は、専修学校設置基準の基準を満たしていることから、専修学校として認可を受

けている。 

1.2.1. 校地・校舎の位置および環境 

本校（新居浜市坂井町 1-9-23）の立地場所は、JR 新居浜駅から徒歩 5 分、瀬戸

内バス坂井バス停から徒歩5分程度の位置にある。新居浜市の駅前開発が進む中、

交通アクセスと周辺環境の面で特段問題となる点はない。 
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1.2.2. 校舎等を保有するに必要な面積の校地を備えているか 

本校は 1330 ㎡の校地をそれぞれ有しており、法令基準の校舎を保有するのに必

要な面積を備えている。 

1.2.3. 校舎の面積は、設置基準第 47条に定める面積以上であるか 

本校は設置基準第 47 条に定める学生総数規定校舎面積に対し、十分校舎面積を

確保している。 

 

1.2.4. 校舎には、目的、生徒数又は課程に応じ、教室（講義室、演習室、実習室等とす

る。）、教職員室、事務室その他必要な附帯施設を備えているか（設置基準第 46

条第 1項） 

1.2.4.1. 校舎の概要 

本校の校舎・施設は建築基準法その他の法令に準拠して建てられている。 

1.2.4.2. 教室の数・面積およびその他付帯施設の整備状況 

NO 
部 屋 
名 称 

用 途 有効面積 

1 スタッフルーム 教務室・事務室 33.98㎡ 

2 301 普通教室 43.16㎡ 

3 302 実習室 43.16㎡ 

4 303 普通教室 43.16㎡ 

5 304 普通教室 43.16㎡ 

6 501 普通教室 43.16㎡ 

7 502 普通教室 43.16㎡ 

8 503 普通教室 43.16㎡ 

9 504 普通教室 43.16㎡ 

10 その他 廊下・トイレ・その他 154.18㎡ 

11 屋上 屋上 50.14㎡ 

12 講堂 講堂 110.07㎡ 

13 学生ホール 学生ホール 86.325㎡ 

  合計 779.97㎡ 

校舎面積 
設置基準第 47条に 
定める必要面積 

基準との差異 

779.97 ㎡ 500㎡ +279.97㎡ 
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※ なお、パソコン実習は、各教室に無線 LAN の設備を置くことにより教室で

行えるようになっている。 

 

1.3. 教員等に関する事項 

1.3.1. 教員組織の運営方針 

本校では総合情報学科・総合ビジネス学科を設置しており、教育・指導する内容

や学生が目指す職業業界・取得資格は大変多岐にわたる。教員はそれぞれの専門

分野の知識・技術だけでなく、職業観の指導も重要となる。それぞれの専門分野

において、実践的な授業に重きを置き、各分野の実務で活躍できる人材の育成を

目指している。この目標を達成するために、本校では、教員組織の面においては、

高い専門性と多彩な経験を有する専任教員を中心とした教育指導体制の構築に

注力している。本校では、目標人材像を育成するに十分な専門知識・技術・経験

をもっている専任教員・兼任教員を用意し、また、専任教員一人ひとりが専門分

野を明確にし、建学の精神に則り、学び続ける意欲を持って専門性を高めること

に注力している。 

2017年 5月 1日現在の教員数は以下の通りである。 

学科名 専任教員 兼任教員 

総合情報学科 3名 4名 

総合ビジネス学科 3名 3名 

 

1.3.1.1. 教員の数は、設置基準第 39条に定める通りであるか 

本校の総定員に対して法令が求める教員数および実際の教員数は以下の通

りで、設置基準が求める教員数を上回っている。 

設置基準第 39条 本校 

教員数 
教員数の中の 
専任教員数 

教員数 
教員数の中の 
専任教員数 

6名 3名 13名 6名 

 

1.3.1.2. 教員の専門性は十分にあるか 

本校の教員は以下の通りすべて専門性を備えており、本校の教育目的を実現

するにふさわしい人材がそろっている。なお、教員の新規採用に際しては、

専任・兼任に関わらず、担当予定教科科目の専門性を有しているかどうか、

履歴書・資格書類・職務経歴書など、要件確認に必要な書類を提出させ、厳

密に審査・確認を行っている。 

 専門性（担当科目） 男女 専任・兼任 

1 
工業実務全般 
特に数学 

男 専任 

2 
工業実務全般 

特にシステム開発関係科目 
男 専任 

3 
工業実務全般 

特にマルチメディア関係科目 
男 専任 
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4 
工業実務全般 

特にシステム開発関係科目 
男 兼任 

5 
商業実務全般 

特にビジネス実務関係科目 
女 専任 

6 
商業実務全般 

特に医療事務関係科目 
女 専任 

7 
商業実務全般 

特に経理関係科目 
女 専任 

8 
商業実務全般 

特に経理関係科目 
男 兼任 

9 
商業実務全般 

特に経理関係科目 
男 兼任 

10 
商業実務全般 

特に経理関係科目 
男 兼任 

11 
商業実務全般 

特に医療事務関係科目 
女 兼任 

12 
商業実務全般 

特に経理関係科目 
女 兼任 

13 
商業実務全般 

特に経理関係科目 
女 兼任 

 

1.4. 教育に関する事項 

1.4.1. 専修学校設置基準における規定 

1.4.1.1. 授業時間は、1年間にわたり 800単位時間以上としているか（設置基準第 16

条第 1項）また、全課程の修了の要件は、800単位時間に修業年限の年数に

相当する数を乗じて得た授業時間数以上の授業科目を履修することとして

いるか（設置基準第 17条第 1項） 

本校における教科科目・授業時間は以下の通りで、それぞれ設置基準の要件

を充たしている。 

総合情報学科 情報システムコース 

授業科目名 授業科目概要 
配当年次 

・学期 

授業 

時間数 

コンピュータ概論Ⅰ 

コンピュータの基礎知識（ハードウェア、

OS、アプリケーション）について学ぶ。国

家試験のテクノロジ、マネジメント、スト

ラテジを中心に学習する。 

1・前 120 

コンピュータ概論Ⅱ 

国家試験の午後の問題に関する、ネットワ

ーク、データベース、システム設計の基礎

を学ぶ。 

1・後 120 

アルゴリズムⅠ 

アルゴリズムの考え方と基本アルゴリズム

を習得する。フローチャートと疑似言語に

ついても学び、C言語で実装する。 

1・前 60 

アルゴリズムⅡ 
応用的なアルゴリズムの習得を行うこと

で、プログラムのレベルを上げる。 
1・後 60 

Ｃ言語プログラミン C言語で基本的な処理から始め、国家試験問 1・前 120 
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グⅠ 題が解けるレベルまで習得する。 

また、実装技術についても学ぶ。 

Ｃ言語プログラミン

グⅡ 

C言語を継続して学び、アプリケーションの

開発に必要な知識・技術を学ぶ。 
1・前 90 

ネットワーク活用Ⅰ 
Webプログラミングができるように、ネット

ワークの仕組みやプロトコルを学ぶ。 
1・後 90 

データベース活用Ⅰ 

データベースの基礎として仕組みや正規化

を学び、特に SQL について演習を含め実践

的に身につける。 

1・前 90 

ソフトウェア工学Ⅰ 

ソフトウェア設計分野では、ソフトウェア

構造を考え理解する。また、ソフトウェア

生産分野では、ソフトウェア開発工程を考

え、さまざまな視点でソフトウェア開発を

理解する。 

1・前 60 

システム設計Ⅰ 国家試験に必要な設計手法を学ぶ。 1・前 90 

Ｃ言語プログラミン

グⅢ 
Ｃ言語でアプリケーションの開発を行う。 2・前 90 

Ｃ言語プログラミン

グⅣ 

Ｃ言語で Windows のＳＤＫを使ったプログ

ラミングの演習を行う。 
2・後 90 

コンピュータアーキ

テクチャ 

応用情報技術者試験に対応できるレベルの

アーキテクチャを学ぶ。 
2・前 90 

マルチメディア概論 
Photoshop を活用したコンテンツ制作を学

ぶ。 
2・前 30 

ネットワーク活用Ⅱ 
ネットワークについてサーバを構築し実習

を行いながら仕組みを理解する。 
2・後 90 

データベース活用Ⅱ 
SQL を中心に実務で必要な知識を実習を通

して理解する。 
2・前 90 

ソフトウェア工学Ⅱ 
オブジェクト指向設計について学び、UML

をマスターする。 
2・後 90 

Ｗｅｂプログラミン

グⅠ 

オブジェクト指向プログラミングについて

Javaでの開発を通じて習得する。 
2・前 120 

Ｗｅｂプログラミン

グⅡ 

各自が構築したサーバに作成したシステム

やプログラムを実装することで全体を結び

つけて学習する。 

2・後 120 

 

総合情報学科 マルチメディアコース 

授業科目名 授業科目概要 
配当年次 

・学期 

授業 

時間数 

コンピュータ概論Ⅰ 

コンピュータの基礎知識（ハードウェア、

OS、アプリケーション）について学ぶ。国

家試験のテクノロジ、マネジメント、スト

ラテジを中心に学習する。 

1・前 120 

コンピュータ概論Ⅱ 国家試験の午後の問題に関する、ネットワ 1・後 120 
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ーク、データベース、システム設計の基礎

を学ぶ。 

アルゴリズムⅠ 

アルゴリズムの考え方と基本アルゴリズム

を習得する。フローチャートと疑似言語に

ついても学び、C言語で実装する。 

1・前 60 

アルゴリズムⅡ 
応用的なアルゴリズムの習得を行うこと

で、プログラムのレベルを上げる。 
1・後 60 

Ｃ言語プログラミン

グⅠ 

C言語で基本的な処理から始め、国家試験問

題が解けるレベルまで習得する。 

また、実装技術についても学ぶ。 

1・前 120 

Ｃ言語プログラミン

グⅡ 

C言語を継続して学び、アプリケーションの

開発に必要な知識・技術を学ぶ。 
1・前 90 

ネットワーク活用Ⅰ 
Webプログラミングができるように、ネット

ワークの仕組みやプロトコルを学ぶ。 
1・後 90 

データベース活用Ⅰ 

データベースの基礎として仕組みや正規化

を学び、特に SQL について演習を含め実践

的に身につける。 

1・前 90 

ソフトウェア工学Ⅰ 

ソフトウェア設計分野では、ソフトウェア

構造を考え理解する。また、ソフトウェア

生産分野では、ソフトウェア開発工程を考

え、さまざまな視点でソフトウェア開発を

理解する。 

1・前 60 

システム設計Ⅰ 国家試験に必要な設計手法を学ぶ。 1・前 90 

Ｃ言語プログラミン

グⅢ 
Ｃ言語でアプリケーションの開発を行う。 2・前 90 

Ｃ言語プログラミン

グⅣ 

Ｃ言語で Windows のＳＤＫを使ったプログ

ラミングの演習を行う。 
2・後 90 

コンピュータアーキ

テクチャ 

応用情報技術者試験に対応できるレベルの

アーキテクチャを学ぶ。 
2・前 90 

マルチメディア概論 
Photoshop を活用したコンテンツ制作を学

ぶ。 
2・前 30 

ネットワーク活用Ⅱ 
ネットワークについてサーバを構築し実習

を行いながら仕組みを理解する。 
2・後 90 

データベース活用Ⅱ 
SQL を中心に実務で必要な知識を実習を通

して理解する。 
2・前 90 

ソフトウェア工学Ⅱ 
オブジェクト指向設計について学び、UML

をマスターする。 
2・後 90 

マルチメディア実習

Ⅰ 

Illustrator を使ってコンテンツの制作を

学ぶ。 
2・前 120 

マルチメディア実習

Ⅱ 
動画編集を Premiereを使って制作する。 2・後 120 
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総合ビジネス学科 医療福祉ビジネスコース 

授業科目名 授業科目概要 
配当年次 

・学期 

授業 

時間数 

医療事務理論 
医療事務管理士をはじめとする。医療事務

関係の試験や業務に必要な知識を学ぶ。 
1・前後 60 

診療報酬算定 
レセプトに必要な業務処理を演習を通じて

学ぶ。 
1・前 150 

診療報酬請求事務 
診療報酬請求事務に必要な業務処理を演習

を通じて学ぶ。 
1・前後 90 

医療関連法規 
試験に必要な法規を学ぶとともに、医療関

係で働く上での基本的な考え方を学ぶ。 
1・前後 60 

基礎医学 
実務に必要な医学知識として、正式名称や

正式な病名等も学ぶ。 
1・前後 60 

パソコン実習Ⅰ 
Excel、Wordについて基礎からお応用的な使

い方まで理解する。 
1・前後 90 

パソコン実習Ⅱ 

Excel で実務で必要な帳票が作成できるよ

うに学習する。業務で必要にな POP の作成

も行う。 

2・前後 90 

医師事務作業補助実

務 

医師事務作業補助者試験を１１月に受験す

る。それに必要な医学知識を中心に学ぶ。 
2・前 120 

医療事務管理実務 

医療事務に必要な管理能力について学ぶ。

実務はコンピュータ処理になっているが、

作成からチェックまでの基本業務を反復学

習する。また、法律改正についても対応で

きるように学習する。 

1・前 60 

調剤事務管理実務 

１月に受験する調剤事務に必要な知識を学

ぶ。医療事務管理士の受験後であり、調剤

に関するところを中心に学習する。 

1・後 60 

コミュニケーション

技法 

受付は接客業なので、年間を通じてビジネ

スマナーについて、授業を行う。また学ん

だ内容はこの授業以外でも実践し反復す

る。 

1・前 60 

プレゼンテーション 
就職に必要な考え方や知識を学び、表現力

を身につける。 
1・後 60 

サービス接遇 

患者様とのコミュニケーションや医療スタ

ッフとのコミュニケーションについてロー

ルプレイングを行いながら基本的な考え方

を習得する。 

2・前 60 

医事コンピュータ実

務Ⅰ 

レセプト用コンピュータの操作から電子カ

ルテの操作までを学習する。 
2・前 60 

医事コンピュータ実

務Ⅱ 

電子カルテの検定取得に必要な知識を学

び、実技試験の対策も行う。 
2・後 60 

電子カルテ実務 電子カルテが実務で使えるように操作技術 2・前後 90 
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をマスターする。 

医療秘書実務Ⅰ 医療秘書検定取得に必要な知識を学ぶ。 1・後 60 

医療秘書実務Ⅱ 

大規模な病院では医療秘書検定の準１級の

取得評価している場合がある。その取得で

きるレベルまで学ぶ。 

2・前 60 

医療秘書実務Ⅲ 

大規模な病院では医療秘書検定の準１級の

取得評価している場合がある。その取得で

きるレベルまで学ぶ。 

2・後 60 

ビジネス演習 

実際の業務についたことを想定して実践的

に演習を行う。受付業務、病棟クラーク業

務、ドクターズクラーク業務、調剤薬局で

の業務などに分けて演習する。 

2・後 30 

簿記実務 

介護施設や病院でも事務としては簿記の知

識が必要になる。そのため簿記の学習を行

う。 

2・前後 90 

インターンシップ 
実践を学ぶ場としてインターンシップを行

い、病院、施設等の評価を受ける。 
12・後 180 

 

総合ビジネス学科 経理ビジネスコース 

授業科目名 授業科目概要 
配当年次 

・学期 

授業 

時間数 

簿記原理 
医療事務管理士をはじめとする。医療事務

関係の試験や業務に必要な知識を学ぶ。 
1・前 90 

帳簿会計 
レセプトに必要な業務処理を演習を通じて

学ぶ。 
1・前後 90 

商業簿記Ⅰ 
診療報酬請求事務に必要な業務処理を演習

を通じて学ぶ。 
1・前 90 

商業簿記Ⅱ 
試験に必要な法規を学ぶとともに、医療関

係で働く上での基本的な考え方を学ぶ。 
1・後 90 

工業簿記Ⅰ 
実務に必要な医学知識として、正式名称や

正式な病名等も学ぶ。 
1・前 60 

工業簿記Ⅱ 
Excel、Wordについて基礎からお応用的な使

い方まで理解する。 
1・後 60 

FP理論Ⅰ 

Excel で実務で必要な帳票が作成できるよ

うに学習する。業務で必要にな POP の作成

も行う。 

1・前 60 

FP演習Ⅰ 
医師事務作業補助者試験を１１月に受験す

る。それに必要な医学知識を中心に学ぶ。 
1・後 60 

パソコン実習Ⅰ 

医療事務に必要な管理能力について学ぶ。

実務はコンピュータ処理になっているが、

作成からチェックまでの基本業務を反復学

習する。また、法律改正についても対応で

きるように学習する。 

1・前後 90 
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パソコン実習Ⅱ 

１月に受験する調剤事務に必要な知識を学

ぶ。医療事務管理士の受験後であり、調剤

に関するところを中心に学習する。 

2・前後 90 

コミュニケーション

技法 

受付は接客業なので、年間を通じてビジネ

スマナーについて、授業を行う。また学ん

だ内容はこの授業以外でも実践し反復す

る。 

1・前 60 

プレゼンテーション 
就職に必要な考え方や知識を学び、表現力

を身につける。 
1・後 60 

サービス接遇 

患者様とのコミュニケーションや医療スタ

ッフとのコミュニケーションについてロー

ルプレイングを行いながら基本的な考え方

を習得する。 

2・前 60 

FP理論Ⅱ 
レセプト用コンピュータの操作から電子カ

ルテの操作までを学習する。 
2・前 60 

FP演習Ⅱ 
電子カルテの検定取得に必要な知識を学

び、実技試験の対策も行う。 
2・前 90 

所得税法 
電子カルテが実務で使えるように操作技術

をマスターする。 
2・前後 90 

法人税法 医療秘書検定取得に必要な知識を学ぶ。 2・前後 90 

消費税法 

大規模な病院では医療秘書検定の準１級の

取得評価している場合がある。その取得で

きるレベルまで学ぶ。 

2・前後 90 

コンピュータ会計実

務 

大規模な病院では医療秘書検定の準１級の

取得評価している場合がある。その取得で

きるレベルまで学ぶ。 

2・前後 60 

販売士業務実務 

実際の業務についたことを想定して実践的

に演習を行う。受付業務、病棟クラーク業

務、ドクターズクラーク業務、調剤薬局で

の業務などに分けて演習する。 

2・後 90 

インターンシップ 
実践を学ぶ場としてインターンシップを行

い、病院、施設等の評価を受ける。 
12・後 180 

 

1.5. 財務に関する事項 

1.5.1. 入学検定料、入学金、授業料等は学則に定める額とし、寄付金その他の名目で不

当な金額を徴収していないか。費用の種類および金額は、入学案内等により、募

集の際、学生に周知されているか 

入学検定料、入学金、授業料等については、学則第 18 条別表 3 において以下の

通り定められている。この内容は入学案内書（入学要項）に掲載され、募集の際

に入学検討者に周知されている。 

また、本校では寄付金その他の名目で不当な金額を徴収するような行為は行って

いない。 

 



18 

 

＜学則第 18 条 別表 3＞ 

科別 入学金 授業料 施設設備費 維持費 

総合情報学科 昼間部 150,000円 490,000円 180,000円 140,000円 

総合ビジネス 

学科 
昼間部 150,000円 460,000円 160,000円 140,000円 

入学選考料 10,000円 
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2. 基本指標 

2.1. 基本指標と職業実践専門課程との関係 

本学園の「基本指標」は、全教育活動のアウトカムに関する評価方法を定めることに

よって、学園理念と教育目標に基づいた全教育活動に渡る PDCAサイクルの実現を目的

とするものである。また、これにより、後述（3）の職業実践専門課程の運営において

も実効性をもたらすことが可能になると考える。 

 

2.2. 基本指標管理のための組織図と文書管理（議事録の有無と公表） 

本校において、基本指標目標値の水準は、少なくとも校長、カリキュラム開発（およ

び管理者）が参加する「学園教務会議」によって決定され、文書化されるものとする。

基本指標目標値のうち、学生の学内成績水準に直接的に関わる履修率（卒業率）、資格

合格率、履修判定試験合格率、就職率の目標達成については、第一にカリキュラム開

発者（および管理者）が管理するものとする。他方、その他の在籍率・退学率、休学

率、出席率の目標達成については、第一に学科長が管理するものとする。ただしいず

れも、最終的には学校長が目標達成を管理するものとする。基本指標の現状値につい

ては、「システム管理部」が集約・管理するものとする。また、学内で実施される全公

式会議にそのつど書記を任命し、議事録の作成と一週間以内の学内公表を行うものと

する。 

 

2.3. 本校におけるシステム開発およびデータ管理のための部署 

本校は、教育管理上、多くのデータを扱う必要がある。そのようなデータには、基本

指標つまり在籍率・退学率・就職率（目標値も含む）といった本校の教育実績・就職

実績に関する情報、業務実績・専門性水準・教育力水準なども含めた教職員個人に関

する情報、学業成績や就職内定先も含めた学生個人に関する情報、その他の本校内外

に関わる統計データ（諸官庁、諸組織・団体が提供する各種データなども含む）、各公

式会議の議事録、『授業計画書作成手引書』などの本校業務に関わる文書類、授業用テ

キスト・教材、学内独自開発のシステム・ソフトウェアの仕様書・設計書・ソースコ

ード・コンパイル済みの実行ファイル類といったものが含まれる。こういった各種デ

ータの管理、データ活用方法（統計的分析・解析など）の開発、データを参照した情

報公開、本校教育活動に必要なシステム・ソフトウェアの開発にあたっては、専門の

部署を設け、その業務を担当させるものとする。 

 

2.4. 在籍率・退学率 

2.4.1. 本校の在籍率・退学率の考え方 

本校では、在籍率・退学率について、単年度（分母を＜当該年度のみ＞とする）

の在籍率・退学率、入学時卒業通年（分母を＜入学年度から卒業年度までの 2年

間＞とする）の在籍率・退学率として設定する。また、本校では、退学者数に除

籍者数を含むものとする。 

2.4.2. 目標値 

在籍率の目標値は、単年度 97%、入学時卒業通年 95%。 

退学率の目標値は、単年度 3%、入学時卒業通年 5%。 

2.4.3. 実績値 

単年度の在籍率は、2015年度 98.1%、2016年度 95.7%、2017年度 97.7%。 



20 

 

入学時卒業通年の在籍率は、2015年度 93.3%、2016年度 91.3%、2017年度 95.8%。 

単年度の退学率は、2015年度 5.8%、2016年度 2.2%、2017年度 0.0%。 

入学時卒業通年の退学率は、2015年度 6.7%、2016年度 4.3%、2017年度 4.2%。 

2.4.4. 退学率の改善計画 

退学者の退学理由は、専門分野の授業テーマに面白みを得られないこと、日々の

授業の目的が不透明なまま刻々と難しくなる授業についていけなくなることに

対して悩みや不安を抱くことにある。本校では各クラス担任制を導入しているが、

担任が悩みや不安を抱いている学生の様子を予兆し、十分なフォローができてい

ない。今後は、学生が抱える悩みや不安を解消するために、各科目授業内容、お

よび履修目的を明確にすべくコマシラバスの精度を上げる（7.2.7.3 参照）。コマ

シラバスでは、科目履修内容の全コマ分を学生に事前配布することで、全体から

見た今学んでいるコマの位置付けを理解でき、迷うことなく予復習できることを

目指す。また、コマシラバスで扱う専門知識は、業務のどの局面で必要かという

将来像を明記することで、目的意識を失わせないことを目指す。さらに、クラス

長期目標設定を実施し、担任がクラス管理することで、クラス内の資格取得目標

や就職目標を共有させ、学校生活の目的意識を明確にする取り組みやそれに関わ

る定期的な面談も行う。 

 

2.5. 休学率 

2.5.1. 本校の休学率の考え方 

本校では、休学率について、単年度（分母を＜当該年度のみ＞とする）の休学率、

入学時卒業通年（分母を＜入学年度から卒業年度までの 2年間＞とする）の休学

率として設定する。 

2.5.2. 目標値 

目標値は、単年度 0%、入学時卒業通年 0%。 

2.5.3. 実績値 

単年度の休学率は、2015年度 0%、2016年度 0%、2017年度 4.5%。 

入学時卒業通年の休学率は、2015年度 0%、2016年度 0%、2017年度 0%。 

 

2.6. 出席率 

2.6.1. 本校の出席率の考え方 

本校では、出席率について、分母は＜在校生が出席すべき科目の授業時間数＞と

し、分子は＜在校生が実際に出席した科目の授業時間数＞として算出する。 

2.6.2. 目標値 

出席率の目標値は、97%。 

2.6.3. 実績値（学校平均） 

出席率は、2017年度 88.2%。 

2.6.4. 出席率の改善計画 

出席率が下降している理由として、学生の目的意識低下があげられる。学生の目

的意識を上げるためには、各科目授業に対する興味を与える工夫と、科目で履修

した知識が業務でいかに役立つかを明確にする工夫が必要である。さらに、授業

後の復習時や補習時、また授業を欠課した場合においても、次の授業に向けての

知識習得が可能な仕組みも必要である。前述（2.4 参照）でもあげた通り、今後
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はコマシラバスにこれらの工夫や仕組みを取り入れることで精度を上げて各科

目の履修の動機付けを行い、出席率を改善する。 

2.7. 卒業率 

2.7.1. 本校の卒業率の考え方 

卒業率 1（卒業年次分母による卒業率）について、分母は＜卒業年次単年で見た

在籍者数＞とし、分子は＜卒業者数＞として算出する。また、卒業率 2（入学時

分母卒業率）について、分母は＜入学時の在籍者数＞とし、分子は＜卒業者数＞

として算出する。 

2.7.2. 目標値 

卒業率 1の目標値は、100%。 

卒業率 2の目標値は、95%。 

2.7.3. 実績値 

卒業率 1は、2015年度 96.6%、2016年度 100%、2017年度 100%。 

卒業率 2は、2015年度 93.3%、2016年度 91.3%、2017年度 95.8%。 

2.7.4. 卒業率の改善計画 

卒業率が目標値に達していない理由は、前述（2.4 参照）の在籍率・退学率が影

響している。在籍者が年度途中で退学した場合、進級・卒業者が低下することに

なるが、今後は、コマシラバス精度の改善（7.2.7.3 参照）やクラス長期目標設

定の実施により学校生活の目的意識を明確にすることで退学者を防止し、進級・

卒業率の目標を達成する。 

2.8. 資格について 

2.8.1. 本校の資格教育の考え方 

職業教育と資格教育の関係は、資格教育の完遂が職業教育の完遂であるというよ

うに単純ではない。それは一般的に、資格を持っていることが必ずしも該当職域

において優れた職業人材であることを意味しないという判断からきている。特定

職域の実務現場において、優れた業績を残すためには、該当資格の取得は必要条

件ではあっても十分条件ではないだろうということは十分に推察されることで

ある。従って、本校は、本校の職業教育目標は資格の取得をもって最終目標とは

しないものとする。むしろ、資格取得は最終目標に至る過程において重要な中間

目標であるものとする。また、特定職域にかかわる資格に階層差がある場合には

（例えば情報系国家試験の基本情報技術者試験、応用情報技術者試験という階層

のように）、特定職域の実務に対して上下の異なる価値をもった複数の資格が存

在することになる。そのような場合、学科の教育目標水準に応じて、カリキュラ

ムの中に組み込む目標資格を選択するものとする。資格の選択は 2つの要因から

決定される。まず、学科の教育内容との関連性、つまり、学科が扱う特定職域と

の関連性である。次に、学科の教育目標水準、つまり、学科の職業人材目標の水

準である。これにより、特定職域に関連して複数の資格が存在するような場合は、

関連性の度合いおよび水準の高さを考慮して資格が決定される。なお、目標資格

は、学科設立（カリキュラム設定）段階、もしくは、カリキュラム改訂段階にお

いて決定するものとする。 

2.8.2. 資格合格率の改善計画 

現状の資格合格率を高めるために、コマシラバスを精査・改善し、コマシラバス

を日々の授業で確実に活用・実施する。また、その結果の確認と改善を最低 1ヶ
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月単位で実施する。さらに、各授業コマでは学生の理解度を確認するために「理

解度確認試験」を実施し、1 コマ毎の各学生の履修状況を必ず分析する。履修状

況が大幅に遅れる学生を作らないために、「理解度確認試験」で合格点の取れな

かった学生、および健康面などで欠課となった学生の補習は、原則週内に終わら

せる。 

2.9. 就職内定率 

2.9.1. 本校の就職内定率の考え方 

履修判定試験合格率は、本校の職業教育力を端的に示すものであるが、それは本

校が想定した教育目標と教育活動との整合性を示すものにほかならない。いわば

本校の教育活動に対する自己評価の指標（内的整合性の指標）である。それに対

して、就職内定率は本校の外部、社会による本校教育成果に対する人材的評価の

指標である。ところで、職業教育の理念からすれば、そこには、教育から職業へ

の整合的な接続があるべきものと考えられる。このことから、本校は、理想的な

教育を行えば行うほど、学生を目的とする職業へと接近させることができるとい

うことが職業教育の本来の意味であると考える。従って、職業教育は教育目標が

達成できるだけではなく、職業人材目標もまた同時に達成できるのではなければ

ならない。あるいは、両者が合致しているのでなければならない。そこで本校は、

就職内定率こそ、本校の教育成果が職業人材目標を達成できたかどうか、本校の

教育成果が社会からどのように評価されたものなのか、本校の教育がはたして職

業へと接続しているものなのかを示す指標であると考える。 

2.9.2. 目標値 

本校は、本校の職業教育（職業人材目標）の達成度として、就職内定率の複数の

算出値を用いる。複数の就職内定率は、おもに、それぞれ就職希望者の扱い方や

就職内定率算出時期に関して異なる。まず、就職希望の有無を区別しない学生数

分母による就職率（目標値 1・2）の場合、分母を＜就職非希望者＞とすることに

より、就職を希望する意欲を持たせられたかどうかということも本校の職業教育

の成果として解釈する。目標値 1・2 の就職内定率は、就職非希望者の就職意欲

を触発して就職させることができない限り、一定以上には上昇させることができ

ないようになっている。次に、就職非希望者を分母から取り除いた就職内定率（目

標値 3・4・5）は、一般的な大学や専門学校が就職非希望者を分母から取り除い

て算出した就職内定率を公表するため、他校との比較のために算出する必要があ

る。就職内定率算出時期に関する違いは、卒業年次 12月末（目標値 5）か卒業年

次 3月末（目標値 1・2・3・4）である。この違いは、一般的に就職活動早期ほど

良質な企業の採用活動が活発であり、終期に近づくほど待遇面の良くない企業し

か採用先として残っていない一般的傾向を受けたものである。本校は、終期就職

内定率（卒業年次 3月末）が同じであっても早期就職内定率（卒業年次 12月末）

が高いほど、職業教育の実績としては高い質を示していると評価できると考える。 

 

就職内定率 1（入学者分母から進学者を除いた卒業年次 3月末就職内定率）の目

標値は、90%。 

就職内定率 2（進学者を分母から除いた卒業年次 5月 1日在籍者分母における卒

業年次 3月末就職内定率）の目標値は、100%。 

就職内定率 3（卒業年次 5月 1日就職希望者分母における卒業年次 3月末就職決
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定率）の目標値は、100%。 

就職決定率 4（卒業年次 3月末就職希望者分母における 3月末就職決定率）の目

標値は、100%。 

就職内定率 5（卒業年次 5月 1日就職希望者分母における 12月末就職内定率）の

目標値は、100%。 

2.9.3. 実績値 

就職内定率 1は、2015年度 90.0%、2016年度 95.5%、2017年度 95.8%。 

就職内定率 2は、2015年度 96.4%、2016年度 100%、2017年度 100%。 

就職内定率 3は、2015年度 100%、2016年度 100%、2017年度 100%。 

就職決定率 4は、2015年度 100%、2016年度 100%、2017年度 100%。 

就職内定率 5は、2015年度 88.9%、2016年度 90.5%、2017年度 87.0%。 

12月末時点で未内定の学生が出ている傾向にあるが、卒業時には対象となる学生

全員が内定を獲得できている。 

2.10. 離職率 

2.10.1. 本校の離職率の考え方 

離職の原因として考えられるのは、①本校で習得した 2年間の知識と技術が不完

全（専門知識を得ないまま就職した者）、②社会人になる、仕事をするという職

業意識が低い、③具体的なキャリアパスが描けず目的意識を持てないことがあげ

られる。当然、専門知識や技術が企業で活かせないというミスマッチも考えられ

るが、この問題は、現状、本校においては起こっていない。なお、卒業後 1年以

内、3年以内における早期離職率については、今後も継続して調査していくが、

女性の結婚退職および出産退職については、この数値に含まないものとする。 

2.10.2. 目標値 

1年以内離職率（卒業年次の就職者数が分母）の目標値は、5%。 

3年以内離職率（卒業年次の就職者数が分母）の目標値は、10%。 

2.10.3. 実績値 

1年以内離職率は、2015年度 0%、2016年度 0%、2017年度 0%。 

3年以内離職率は、2015年度 0%、2016年度 0%。 

ただし、卒業生に対して一斉に調査するなどは実施しておらず、卒業生本人から

の申告のみを対象としている。 
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3. 職業実践専門課程 

3.1. 本学園における職業実践専門課程の位置づけ 

平成 25 年 8 月 30 日に、文部科学省により「専修学校の専門課程における職業実践専

門課程の認定に関する規程」が公布・施行された（平成 25 年文部科学大臣告示第 133

号）。職業実践専門課程は、「専門課程のうち、企業その他関係機関との連携の下、当

該課程の目的に応じた分野における実務に関する知識、技術及び技能を教授し、職業

に必要な実践的かつ専門的な能力を育成することを目的とするものを『職業実践専門

課程』として文部科学大臣が認定する」（『「職業実践専門課程」の創設について』 専

修学校の質の保証・向上に関する調査研究協力者会議・平成 25 年 7 月 12 日）と規定

され、専門学校の従来の教育課程と区別して、「企業その他関係機関との連携の下」、

実務に役立ちうる職業人材の育成を担う教育課程を新たに認可するものである。この

趣旨は、単なる資格主義的な専門学校教育を否定する本学園の職業教育の立場と等し

い。そこで、本学園は、本学園諸学科の教育活動の細部に関して職業実践専門課程の

認可条件に適合させ、その認可を得るものとする。 

 

3.2. 職業実践専門課程認可に向けた再組織化 

本学園は、従来から実施していたカリキュラム改善、授業計画書改善、企業からの情

報収集などの教育活動改善の取り組みを再組織化し、定期的な教育課程編成員会、学

校関係者評価委員会の開催を年間スケジュールに組み込むものとする。なお、以下、

教育課程編成員会、学校関係者評価委員会に関する規程を定める。 

 

3.3. 教育課程編成委員会規程 

本校は、2013 年度より「教育課程編成委員会」を年 2 回開催し、該当職業分野の企業

関係者とカリキュラムリーダー、本校教員が、本校卒業生の就職後の業務遂行能力、

本校基本指標に関する目標と現状実績の評価、現行カリキュラムの妥当性、該当職業

分野の人材ニーズ、該当職業分野の社会的状況、該当職業分野の技術動向などについ

て情報交換を行う場を設けている。「教育課程編成委員会」に関する規定は以下のとお

りである。 

 

河原ＩＴビジネス専門学校 教育課程編成委員会規程 

平成 25年 10月 1 日 

規程第２号 

 

（設置） 

第１条 学校法人河原学園 河原ＩＴビジネス専門学校（以下「本校」と略す）に共

通の会議体として、教育課程編成委員会（以下「委員会」と略す）を設置する。 

 

（目的） 

第２条 委員会は、本校職業実践専門課程においてより実践的かつ専門的な高度職業

教育を行う観点から、企業・業界団体等より業界における人材の専門性に関する動向

や求められる知識・技術等について意見を聴き、これを踏まえてカリキュラムや教育

方法の改善・工夫に組織的、継続的に取り組むことを目的とする。 
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（位置づけ） 

第３条 委員会は、教務系会議の中核的委員会として位置づけ、前期末、後期末の総

括会議（科目検討、シラバス検討、コマシラバス検討、授業法検討など）において、

計画上の可否、実行上の可否判断に関連外部実務家の意見をたえずフィードバックさ

せる会議体として機能させることとする。 

 

（所掌事項） 

第４条 委員会は、次の事項について検討する。 

（１）本校職業実践専門課程の当該分野にかかわる高度職業人材像形成に関すること 

（２）本校職業実践専門課程のカリキュラム編成に関すること 

（３）本校職業実践専門課程の授業内容・方法に関すること 

（４）前３号に掲げるもののほか、本校職業実践専門課程の教育の改善に関すること 

 

（構成） 

第５条 

１ 委員会は、次に掲げる者により構成する。 

（１）業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、

地方公共団体等の役職員のうちから校長が委嘱する者（第１号委員） 

（２）専攻分野に関する学会や学術機関等の有識者のうちから校長が委嘱する者（第

２号委員） 

（３）実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

のうちから校長が委嘱する者（第３号委員） 

（４）本校の常勤教職員のうちから、当該カリキュラム編成、および教育法改善に関

わる指導・管理者として校長が指名する者（第４号委員） 

（５）上記第１号委員～第３号委員の他に、委員会には直接参加できないが、協力関

係にあり、意見を個別に聴取できる外部委員として組織的な契約関係にある者（第５

号委員） 

２ 委員の任期は、委嘱を行った日から当該委嘱のあった年度の末日までとする。た

だし、再任を妨げない。 

 

（委員長及び副委員長） 

第６条 

１ 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、前条に規定する第４号委員のうちから校長が任命する。

ただし校長が委員長を兼ねることを妨げない。 

３ 委員長は、委員会を代表し、その業務を統括する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

 

（運営） 

第７条 

１ 委員会は、原則として前期末総括委員会、後期末総括委員会として年２回開催す

るものとし、校長が招集する。後期末総括においては、年度総括、それを踏まえた新
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年度方針発表を含むものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、校長若しくは委員長が必要と認めた場合は、臨時委員

会を開催することができる。 

３ 委員長は、議長として委員会の議事を管理し、教育課程の質の向上のため有益な

会議運営を心がけるものとする。 

４ 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くこ

とができる。 

 

（評価） 

第８条 

１ 委員会の議事、およびフォローは、人材像やカリキュラム編成の核を形成するシ

ラバス、コマシラバスの諸課題から具体的に抽出され、フォローや議事評価もシラバ

ス、コマシラバスの改善に繋がるように進行すること。 

２ 委員長は、委員会（および８条以下の専門部会）のすべての議事録の主要アジェ

ンダを、シラバス、コマシラバスの改善のビフォアー・アフターとして構成し、委員

会議論の効果の明白な運営、記録に努めること。 

３ 委員長は、シラバス、コマシラバスの改善という授業計画上の具体的な改善にと

どまらず、それに基づいた実際の授業改善フォローに努め、その結果をそのつど委員

会に報告し、カリキュラム編成のための議論がより効果的な議論になるよう努めねば

ならない。 

 

（専門部会） 

第９条 

１ 委員会に、各科ごとの次の専門部会を置くことができる。 

（１）総合情報学科専門部会 

（２）総合ビジネス学科（医療）専門部会 

（３）総合ビジネス学科（経理）専門部会 

２ 専門部会は、第３条に掲げる事項について、分野別に具体的で専門的な検討を行

う。 

３ 専門部会の開催については、委員会で外部委員の意見や当該学科の意見を集約し、

委員長が決めることとする 

４ 専門部会は、当該専門部会が取り扱う専門分野に関してより具体的で高度な知見

を有する委員をもって組織するものとし、各専門部会に属すべき委員は、当該学科の

責任者と協議の上、委員長が指名する。 

５ 専門部会に部会長を置き、当該専門部会に属する委員のうちから、委員長が指名

する。 

６ 部会長は、専門部会の業務を統括する。 

７ 部会長は、必要に応じて関係職員を専門部会に出席させることができる。 

 

（謝金） 

第 10条 第４条第１項第１号から第３号に規定する委員（以下「外部委員」という。）

に対して、予算の範囲内で謝金を支払うことができる。 

 



27 

 

（守秘義務） 

第 11条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならず、その職を退いた後も

同様とする。ただし、公表されたものについてはこの限りでない。 

 

（兼務の制限） 

第 12条 外部委員は、本校と同一事業を行う他の第三者において、名称の如何にかか

わらず委員会と同種の活動に参画してはならない。かかる同一事業とは、専修学校を

含めた情報サービス関係の教育事業をいうものとする。 

 

（議事録） 

第 13条 委員会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

 

（事務の所管） 

第 14条 委員会に関する事務は、教務課が所管する。 

 

（改廃） 

第 15条 この規程の改廃は、委員会の議を経て校長が行う。 

 

（その他） 

第 16条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

別に定める。 

 

附則 

この規程は、平成 25年 10月 1日から施行する。 

 

3.4. 学校関係者評価委員会規程 

本校は、2013 年度より「学校関係者評価委員会」を年 1 回開催している。これは、該

当職業分野の企業関係者、本校卒業生、本校在校生父兄、カリキュラムリーダー、本

校教員などが、本校の教育活動全般（現行カリキュラム、授業方法、就職指導方法な

ど）、本校の自己点検評価報告書の内容、本校卒業生の就職後の業務内容と自社評価、

該当職業分野と該当職業分野内企業に対する社会的評価などについて情報交換を行う

場を設けている。「学校関係者評価委員会」に関する規定は以下のとおりである。 

 

河原ＩＴビジネス専門学校 学校関係者評価委員会規程 

平成 25年 10月 1 日 

規程第１号 

（設置） 

第１条 学校法人河原学園 河原ＩＴビジネス専門学校（以下「本校」と略す）に学

校関係者による学校評価の会議体として、学校関係者評価委員会（以下「委員会」と

略す）を設置する。 

 

（目的） 

第２条 委員会は、本学全般の運営（経営、教育の現状、およびそれらの短・中・長
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期課題や方針、社会的責務など）について、学校関係者より意見を聴き、これを踏ま

えて学校運営の組織的、継続的な改善に取り組むことを目的とする。 

 

（所掌事項） 

第３条 委員会は、教育課程編成委員会の審議内容・成果を含んだ自己点検報告書の

内容全般について意見聴取することとする。 

 

（構成） 

第４条 

１ 委員会は、次に掲げる者により構成する。 

（１）在学生保護者（第１号委員） 

（２）卒業生（第２号委員） 

（３）就職先企業担当者（第３号委員） 

（４）高校教員（第４号委員） 

（５）地域の有識者（第 5号委員） 

（６）教育課程編成委員会メンバー（第 6号委員） 

（７）校長（第 7 号委員） 

（８）校長が学内管理者として教職員の中から指名したもの（第８号委員） 

※なお第 1号から第 6号までの委員を以下「外部評価委員」と略す。 

 

２ 委員会は、第１号委員から第８号委員までの各号から少なくとも 1 名以上の参加

者を持って構成しなければならない。 

※ただし第 6号委員については該当する分野数の人数を出さなければならない。 

 

３ 委員の任期は、委嘱を行った日から当該委嘱のあった年度の末日までとする。た

だし、再任を妨げない。 

 

４ 外部評価委員については、理事長の承認を得るものとする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 

１ 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、校長とする。 

３ 委員長は、第 8号委員より副委員長を任命することができる。 

４ 委員長は、委員会を代表し、その業務を統括する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

 

（運営と評価） 

第６条 

１ 委員会は、原則として年度末委員会として年１回開催するものとし、校長が招集

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めた場合は、臨時委員会を開催する
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ことができる。 

３ 委員長は、議長として委員会の議事を管理し、学校運営の質の向上のため有益な

会議運営を心がけるものとする。 

４ 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くこ

とができる。 

５ 委員長は、点検報告の評価を含めた外部評価委員の意見聴取に基づいて、審議内

容を整理し、学校運営に反映することに務めねばならない。 

６ 委員長は、委員会の審議の結果が、どのように学校運営に反映されるのか（当該

年度審議の方向性）、されたのか（次年度アジェンダとしての報告）を外部評価委員に

明示しなければならない 

 

（公表） 

第７条 委員長は、第六条の５項、６項に基づいて、審議内容について、公表事項を

整理しすみやかに公表しなければならない 

 

（謝金） 

第８条 第４条の外部評価委員（第１項第１号～第６号委員）に対して、予算の範囲

内で謝金を支払うことができる。 

 

（守秘義務） 

第９条 外部評価委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならず、その職を退

いた後も同様とする。ただし、公表されたものについてはこの限りでない。 

 

（兼務の制限） 

第 10条 外部評価委員は、本校と同一事業を行う他の第三者において、名称の如何に

かかわらず委員会と同種の活動に参画してはならない。 

 

（事務） 

第 11条 委員会の事務は、教務課が処理する。 

 

（その他） 

第 12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

別に定める。 

 

附則 

この規程は、平成 25年 10月 1日から施行する。 
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4. 教育理念・目的 

4.1. 学園学是・学園理念・教育方針について 

学園として、「学是」、「学園理念」、「教育方針」を以下の通り定めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【教育方針】 

常に『感謝の心』を持って、『高度な専門教育』、『職業意識の向上』、『生きる力』を育む教

育活動を行い、地域に貢献できる学生を育成する。 

常に感謝の心を持つ 

・常に親や家族・友人・先輩・後輩・恩師・企業・地域の方々に「ありがとう」という心

を持ち行動する 

・常に何事にも感謝の心を持って行動しよう 

高度な職業教育 職業意識の向上 生きる力 

・社会で通用する高度な 

資格・技能・技術 

・マナー・コミュニケーション

能力 

・何事にもあきらめず徹底

して 

取り組む 

・日本ナンバー１、 

オンリー１の教育実績  

・整理・整頓・清掃・清潔 ・旺盛なチャレンジ精神・

情熱 

 ・積極性・責任感・創造性・実

行力 

・素直な心・謙虚な態度で

何事 

にも気づく人になる 

 

4.2. 本校の教育理念について 

若者を取り巻く社会の著しい変化の中で、教育はますます「質」が問われる時代にな

ってきた。本校は厳しい現代社会の中でも「自らの道を切り開き力強く生きる力」を

育むことに主眼をおき、高い専門性とそれを裏付ける資格の取得、優れたコミュニケ

ーション能力と職業意識の育成に力を注ぐ。 

教育の基本としている「常に何事にも感謝の心を持って生きる」ことで、他社を思い

やり、協力し合いながら、逞しい気力を持って、各々の知識や技能を生かして仕事に

励み、社会に貢献できる人材を育成したい。 

 

4.3. 本校の教育目的および育成人材像について 

4.3.1. 本校の教育目的および育成人材像 

本校「学則」第 1章第 1条（目的）において以下のように規定されている。 

【学是】 

私達は常に感謝の心を持って質の高い教育事業を行い、学生・地域社会・国家に貢献する 

【学園理念】 

我々は学園に集うお客様の満足と職員・家族の経済的・社会的地位の向上を目的とする 
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本校は、教育基本法および学校教育法にもとづき、情報処理、経理、ビジネスに

関する教育を施し、人格の陶冶を行い、もって有為な人格を育成することを目的

とする。 

 

本校の育成人材像は以下の通りである。 

教育の基本としている「常に何事にも感謝の心を持っていきる」ことで、他者を

思いやり、協力し合いながら、逞しい気力を持って、各々の知識や技能を生かし

て仕事に励み、社会に貢献できる人材を育成したい。 

 

4.4. 「教育理念と目的」等に関する点検評価と改善計画 

4.4.1. 学校の理念・目的・育成人材像は定められているか 

前述のように、本校には教育理念、教育目的が定められている。 

4.4.2. 学園・学校の教育理念・目的・育成人材像などは、有効に学校関係者（学生・卒

業生・保護者・関係業界・関係団体・高校・地域住民等）に周知され、社会に公

表されているか 

教職員は朝礼時に学園・本校の教育理念等を日々確認しており、入職者は新入職

員研修においてその詳しい説明を受けている。学生には、入学前に学是・教育理

念・教育方針が記載された募集要項を配布し、入学後に学是・教育理念・教育方

針が記載された「自己管理ノート シード（学生のしおり）」を配布している。

また、AO入試者はその理解が入学要件とされている。また、2013年度より、「学

校関係者評価委員会」および「教育課程編成委員会」において、卒業生・保護者・

関係業界、関係団体・高校・地域の有識者・関連する専門分野の有識者等の代表

者に、学校の教育理念・目的・育成人材像などが直接説明される機会を設けると

ともに、ホームページによる公表も実施している。 

4.4.3. 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 

本校では、各学科の教育目標は、関連する業界の現在のニーズのみならず、将来

のニーズにも対応できるような先見性を反映した職業人材像に基づく学科ごと

のカリキュラムの仕上がり目標であるが、詳細については、「教育」（7 参照）に

おいて後述する。 

 



32 

 

5. 沿革 

5.1. 河原ＩＴビジネス専門学校の歩み 

1985年 10月 ・学校法人河原学園が愛媛県知事より許可される 

1990年 4月 ・新居浜市に国際電子ビジネス専門学校開校 

1995年 3月 ・1994年度以降の卒業生に専門士の称号を授与 

1995年 4月 ・国際電子ビジネス専門学校を大原簿記専門学校新居浜校と改称 

1999年 4月 ・大原簿記専門学校新居浜校を国際テクニカルビジネスカレッジと改

称 

2011年 4月 ・河原学園の専門学校校名変更（河原ＩＴビジネス専門学校） 

 

学校名  河原ＩＴビジネス専門学校 

校長  河原 成紀 

住所  愛媛県新居浜市坂井町１丁目９－２３ 
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6. 組織・管理運営 

6.1. 2017年度組織 

本校の 2017年度組織は以下の通りとなっている。 

 

6.1.1. 学校組織 

本校は、総合情報学科（2 年制）と総合ビジネス学科（2 年制）の 2 学科で構成

され、校運営責任者が校長を補佐する体制をとっている。校運営責任者は当該校

の教職員の中から校長が任命し、校長のもとで学校運営全般の実務責任者として

の役割を担っている。さらに、校運営責任者のもとには教務課長が任命され、教

務課長の指揮監督のもと各学科における教育、学生指導等を統括している。併せ

て、校運営責任者のもとには、学科横断的に機能する部門として、教務部、就職

部、広報課、学生課を設置している。学務課は、学生の学籍管理、証明書発行、

教室・教育設備管理、その他学生支援業務を取り扱う。業務課は、学生募集業務

と総務関連業務を主管する。 

6.1.2. 意思決定 

学校法人の管理運営は、国の定める法規によるほか、その基本的事項を「学校法

人河原学園寄附行為」で定めている。更に法人が設置する専門学校の管理運営に

ついては、運営する各専門学校の学則、その他の規則・規程において定めている。

学校法人の最高の意思決定機関は理事会であり、法人の重要事項について審議決

定する。理事会は、適宜開催している。理事会のもとには、理事長と各学校長お

よび実務責任者により組織される運営会議が置かれている。運営会議は、毎月定

期開催し、各本部の現状について情報共有を図るとともに、直面する種々の問題

対応から中長期計画の立案・策定に至るまで、経営上の課題について幅広く協議

している。また、運営会議は、本部組織と学校組織の統括責任者が一同に会する

日常の業務執行における実質的な最高の意思決定機関として機能している。なお、
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運営会議において協議、決定した事項のうち、重要事項については、理事会に報

告され、承認を受けている。 

6.1.3. 法令遵守 

コンプライアンスの徹底については、教育機関としての社会的責任を果たすとと

もに社会的信用を確保する上において極めて重要、かつ、不可欠であるとの認識

のもと、各種法令等の周知と遵守の徹底に努めている。本校においては、学校教

育法、私立学校法、専修学校設置基準などの重要な法律、政令、通達等や学則、

就業規則等の内部規則等についても、機会あるごとに改正点などを教職員に周知

させた上で、これら法令等の遵守を徹底することによって業務が執行されている。 

6.1.3.1. 個人情報保護 

個人情報の保護については、学校法人河原学園就業規則第 7条第 3項におい

て、職員の禁止行為として、「職務上知り得た個人情報、学園の運営上また

は営業上の情報、その他有用な内部情報を、方法のいかんを問わず、第三者

に漏洩し、または開示すること。また、これらの情報を業務以外の目的で利

用、保存、複写、複製等をすること。これらの守秘義務については、退職後

も同様とする。」旨を定めている。また、個人情報を取得、利用、保管、そ

の他の取り扱いを行うについて必要な事項を定め、個人情報の適切な保護に

資することを目的として、「学校法人河原学園個人情報の保護に関する規則」

を定め、同規則において、個人情報の利用目的と制限、管理、電子情報上で

取り扱う個人情報の保護のための遵守事項、個人情報の保護に関する法律そ

の他関係法令の適用等を定めている。さらに、同規則を受けて、電子情報化

社会に対応して電子情報上の個人情報を適切に保護し、もって社会的信用を

確保することを目的に「学校法人河原学園電子情報上の個人情報取り扱い細

則」、「河原学園情報セキュリティ方針」、「情報端末の利用基準」を定めてい

る。本校においては、上記学校法人河原学園個人情報の保護に関する規則等

を教職員、学生、保護者等に啓発したり、自由に閲覧させるなどして周知し、

これら規則等の遵守に努め、適切な個人情報保護の徹底を図っている。万一、

個人情報漏洩等の事案が起きた場合には、学校法人河原学園が定めた「危機

管理基本計画書」に基づき、速やかに組織的、かつ、適切な対応を行う方針

が確立されている。 

6.1.3.2. キャンパス・ハラスメント防止 

キャンパス・ハラスメント防止については、学校法人河原学園就業規則第

59条第 1項第 7号において、懲戒処分対象行為として具体的例示の上で「パ

ワー・ハラスメントに関する行為（嫌がらせ行為等）を行ったとき。」と定

めているほか、同規則第８章には「セクシャルハラスメント対応策」の章を

設け、「職員は、その職場またはその業務の遂行過程およびその関連する機

会において、他の職員、学生、保護者その他の者に対し、性的に不快感を与

える言動をしてはならない。また、職員は、これらの者に対し、職務上の地

位を利用して、交際等を強要するなどの行為をしてはならない。」旨の性的

言動・要求の禁止を定め、さらに、セクシャルハラスメントのない快適な作

業環境の保存、セクシャルハラスメントへの適切な対応等に関して定めてい

る。また、キャンパス・ハラスメント等に関する相談等については、臨床心

理士による相談室を毎週定期に開催しているほか、学園が教職員や学生等の
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同意のもと独自に構築しているクラウド利用の連絡メールを活用したキャ

ンパス・ハラスメント事案等の把握と事案に対する組織的、かつ、適切な対

応を目的とした「安全・安心支援システム」の運用を行っている。本校にお

いては、上記「就業規則」や「相談室」および「安全・安心支援システム」

等について、教職員や学生、保護者等にチラシ等で啓発したり、自由に閲覧

させるなどして周知し、キャンパス・ハラスメント防止と事案発生時の迅速

で適切な対応に努めている。 

6.1.3.3. 就業規則の周知 

就業規則は、教職員室等に印刷されたものが備え付けられているほか、改正

時等にはその都度教職員に対して説明会を開催したり、文書で配布するなど

して周知に努めている。 
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7. 教育（組織図、カリキュラム、授業計画、授業、試験） 

7.1. 教育のための組織図と文書管理（議事録の有無と公表） 

本校教育組織である教務部は、校長、副校長、学科責任者、一般教員（常勤・非常勤）

からなる。本校は、教務部や就職部のあり方を検証・再検討する会議として「教育戦

略会議」を毎年開催するものとする。 

 

7.2. カリキュラム 

7.2.1. 本校のカリキュラムの考え方 

本校は、学科毎の職業人材目標を教育目標および教育体系として解釈し、それを

入学時から教育目標に至るまでの全教育課程（教育体系全体の時系列的表現）と

して表現したものをカリキュラムと称する。そこには、本校の全教育内容のうち

卒業認定に必要な履修科目がすべて含まれる。従って、本校の科目としての教育

活動のすべては、まずもってカリキュラムによって規定される（別途、卒業認定

に含まれない課外授業・課外指導もある）。各学科のカリキュラムの中で、それ

ぞれの科目は各分野の広がりを縦軸とし、時間軸を横軸とするマトリクスの中に

配置される。縦軸上に並ぶ科目は同時期に並行して実施され、横軸上に並ぶ科目

は、後続する科目が先行する科目の履修を受講前提とするように構成される。カ

リキュラムの全課程終了時（全科目履修時）には、学生は教育目標および職業人

材目標に達するものとされる。 

7.2.2. カリキュラムの開発者・管理者 

7.2.2.1. 本校におけるカリキュラム開発者・管理者の役割 

本校は、学科毎に一定の職業人材目標を一定の教育目標、教育体系として解

釈し、時系列的な教育課程として表現したものがカリキュラムであると考え

る。従って、カリキュラムは学科毎に開発され、カリキュラム開発者・管理

者は、学科の職業人材目標、教育目標、技術・知識体系、および、関連業界・

関連職域の技術動向・採用動向、関連業種・職種の体系に精通した者が任命

される。カリキュラム開発者・管理者は、新設予定学科のカリキュラム新規

開発の際には、上記情報をすべて統合し、教育効果と人材育成効果を最適化

し、カリキュラム開発を行う。本校においては、カリキュラムは「シラバス

管理台帳」として文書化されることになっている。カリキュラム開発者・管

理者が開発したカリキュラム（「シラバス管理台帳」および付属資料）は、

「学園教務会議」において承認を受けるべきものとする。なお、カリキュラ

ムを評価する際には、一定の評価指標を用意し、事前にカリキュラム開発

者・管理者および評価者（「学園教務会議」参加者）の間で共有されている

ものとする。新設予定学科の場合、新規カリキュラム案が「学園教務会議」

において評価され、修正案の検討や承認が行われるものとする。既存学科の

カリキュラムについては、カリキュラム開発者・管理者は、関連業界の技術

動向の変化、および、本校教育実績・就職実績から発見されたカリキュラム

改善要素に応じて、適宜、カリキュラムを改変していくのでなければならな

いものとする。既存カリキュラムの検証や改変は毎年度実施し、「学園教務

会議」において、カリキュラム開発者・管理者による修正・改善案が教育実

績と合わせて評価され、次年度カリキュラムとして承認されなければならな

いものとする。このようなカリキュラムの評価や改変が適切に行われるよう
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に、カリキュラム開発者・管理者は、カリキュラムに含まれる各科目の授業

実態が、カリキュラムが規定する教育目標や科目趣旨から逸脱していないか、

カリキュラムが実際の授業実態と照らして達成不可能な目標を設定してい

ないかなど、カリキュラムと教育活動実態との関係をつねに検証できるので

なければならない。なお、カリキュラム開発者・管理者によるカリキュラム

と教育活動実態との関係に関する検証の具体的な方法論については、カリキ

ュラム開発環境に触れる際（7.2.2.4参照）に論じる。 

7.2.2.2. 「カリキュラム評価指標」素案 

「カリキュラム評価指標」素案を検討するにあたって、カリキュラム評価に

はさまざまな視点が考えられるが、多面的な視点（評価項目）をただ列挙し

ただけでは、一貫性のあるカリキュラム評価は不可能である。おそらく、一

貫性のあるカリキュラム評価を実現するためには、つまり、一貫性のある「カ

リキュラム評価指標」を形成するためには、一定の「カリキュラム」認識が

不可欠である。ところで、本校は、カリキュラムとは、「学科ごとの職業人

材目標を教育目標および教育体系として解釈し、それを入学時から教育目標

に至るまでの全教育課程（教育体系全体の時系列的表現）として表現したも

の」（7.2.1 参照）であると考えている。従って、カリキュラム形成には、

職業人材像形成、教育目標・教育体系確立、教育課程形成の少なくとも 3つ

の契機が含まれるということが本校の「カリキュラム」認識である。このこ

とに基づいて、現時点における「カリキュラム評価指標」素案を構成する評

価視点を考えたい。まず、現時点で、「職業人材像形成」の視点から、①タ

ーゲットとする業種職種の社会的有効性、②目標とする職業人材像の明瞭性、

③目標とする職業人材像の社会的有効性といった評価、「教育目標・教育体

系確立」の視点から、④目標とする職業人材像を実現する知識・技術体系の

明瞭性といった評価、「教育課程形成」の視点から、⑤教育課程の明瞭性、

⑥教育課程の社会的有効性、⑦教育課程の実現可能性といった評価が考えら

れる。以下は、これらの評価視点に基づいた「カリキュラム評価指標」の素

案である。 

まず、上記「①ターゲットとする業種職種の社会的有効性」に関する評価項

目である。そもそも、教育（カリキュラム）のターゲットとする業種職種職

域が明確に限定されていないことにはカリキュラム形成は始まらないこと

から、次の評価項目が考えられる（この場合、該当業種職種職域が既存のも

のであるか、今後形成されうるものであるかは問わない）。 

（1） 教育ターゲットとなる業種職種職域が明確に限定されているか。 

次に、該当業種職種職域の将来性に関する評価項目が必要になる。日本（あ

るいは世界）の経済構造全体の中で現存する特定業界が、将来にもわたって

安定的に存在し続けるとは限らない。安定的に存在しない、あるいは、今後

消滅する可能性が高い業種職種職域に関して学生を募集し教育を実施する

ことは、学生の将来性および本校自身の収益性を考慮しても回避すべきこと

である。そこで、この点に関する評価項目が必要である。 

（2） 該当業種職種職域の将来性と社会的なニーズの動向について、社会統

計などを含む客観的な根拠を踏まえて説明できているか。 

（3） 該当業種職種職域の将来的な不安要因について、社会統計などを含む



38 

 

客観的な根拠を踏まえて説明できているか。 

次に「②目標とする職業人材像の明瞭性」に関する評価項目である。特定の

社会的に有効な業種職種職域が限定されたとしても、その実務上の“優劣”

に関わる指標が明確になっていなければ、教育目標が合致すべき職業人材像

を限定することができない。しかも、“優秀”な職業人材の企業内成長過程、

つまり、キャリアパスまで明確に限定されている必要がある。なぜなら、実

在する、あるいは、実在可能な職業人材像であれば、企業内成長過程におい

て一定の職種や職域を通過していくはずだからである。そこで、以下の評価

項目が考えられる。 

（4） 該当業種職種職域において、業務実績の優劣に関する評価指標が明確

になっているか。 

（5） 該当業種職種職域において、優れた業務実績を達成できる“優秀”な

職業人材が備えるべき、職務能力上の特性が明確になっているか。 

（6） 該当業種職種職域において、“優秀”な職業人材は、どのようなキャリ

アパスを通過していくのかが明確になっているか。 

以上で特定の業種職種職域において、“優秀”な職業人材の意味が明確に限

定されているかどうか評価される。 

次は、「③目標とする職業人材像の社会的有効性」に関する評価項目である。

これまでに明瞭性が評価された職業人材像が、さらに社会的にどれほどの有

効性を持っているかについて評価する。この視点から、以下の評価項目が考

えられる。 

（7） 該当業種において、上記“優秀”な職業人材が多く活躍していると思

われる代表的な企業として、具体的な企業名はあげられている。 

（8） 上記企業は実際に、そのような職業人材を、新卒・中途採用の場面で

積極的に採用する傾向を示しているか。 

（9） 上記企業の経営実績と将来展望、同業他社との優劣状況について、企

業公開情報や社会統計といった客観的な根拠を踏まえて説明できて

いるか。 

以上により、カリキュラム案の中で、該当業種職種職域における目標とすべ

き職業人材像が明確に限定され、かつ、社会的にも有効なものであるかどう

かが評価される。 

その上で、「④目標とする職業人材像を実現する知識・技術体系の明瞭性」

の視点から、“優秀”な職業人材像の“優秀”さが一定の知識・技術体系に

還元できるのかを評価する。まず、“優秀”とされる職業人材の職務能力上

の特性は、一定の知識や技術によって習得可能なものなのかを評価する。“優

秀”とされる職業人材の像が明瞭かつ社会的にも有効であったとしても、例

えば、一定分野のプロスポーツ選手のように、“優秀”さが知的に習得可能

な知識や技術によるのではなく、非知的な技能によって形成されるような場

合もある。そのような場合は、知的学習の積み重ねであるカリキュラム型教

育によって“優秀”な職業人材を育成することは難しい。そこで、“優秀”

な職業人材像の“優秀”さを一定のしかも充実した内容をもった知識・技術

体系に還元できるかどうかを評価することが重要である。この視点から、以

下の評価項目が考えられる。 
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（10） 該当業種職種職域において“優秀”とされる職業人材の職務能力上

の特性は、どのような知識・技術の習得によって発揮できるのかを

明確に限定できているか。 

（11） 上記知識・技術は一定の全体構造をもった知識・技術体系として存

在しうるか。 

（12） 上記知識・技術体系を複数の分野に分節したときに、分野ごとに重

要な参考文献を 10～13冊程度ずつ挙げられているか。 

次に問題となるのは、「⑤教育課程の明瞭性」の視点から、複数の分野に分

節された知識・技術体系を、さらに時間軸上（年次・学期からなる）に複数

の科目として明確に展開できているかどうかである。この場合、学習者の学

力水準への配慮や学びやすさへの配慮を織り込むことが必要であると考え

られる。以下の評価項目が考えられる。 

（13） カリキュラムが前提とする学生の基礎学力や学習能力の水準につい

て、具体的な高校名や偏差値レベルをあげて示されているか。 

（14） 知識・技術体系をなす複数の分野を、さらに時間軸上の複数の科目

に分節したときに、科目ごとに重要な参考文献を 2～3冊程度ずつ挙

げられているか。 

（15） 教育課程の諸段階において、最終的な教育目標に向けて、学期単位、

学年単位の知識・技術上の目標は明確になっているか。 

（16） 教育課程内で、先行する科目と後続する科目の間の接続形態に、学

習内容が螺旋的に発展するような工夫が含まれているか。 

（17） 教育課程内で、同時的に実施される科目間の連携について、どのよ

うな条件を前提とするのかが明確になっているか。 

時間軸上への科目分割まで評価されれば、次は、「⑥教育課程の社会的有効

性」の視点から、科目群からなる教育課程の進行が、実社会上の格差（実務

上の“優劣”、キャリアパス、企業間格差）と合致しているかどうかを評価

する。 

（18） カリキュラムの進行に含まれる学習内容の諸段階が、それぞれ、ど

のような実務上の優劣差やキャリアパスの諸段階と対応しているの

かが明確になっているか。 

（19） カリキュラムの進行に含まれる学習内容の諸段階が、それぞれ、ど

のような就職目標企業と対応しているのかが明確になっているか。 

（20） カリキュラムがターゲットとする就職目標企業群が、学生の成績と

連動した評価スケールとともに挙げられているか。 

「⑦教育課程の実現可能性」の視点から、各科目をどのような教員配置によ

って実現するのか、実現のためにはどのような課題が考えられるのか、それ

はどのように克服されるのかという点の追求性が評価される。この視点から、

以下の評価項目が考えられる。 

（21） カリキュラムの実行に必要な教員配置は、すでに確定できているか。 

（22） 上記教員配置を行う上で、担当予定教員の専門性・教育力に関する

課題が明確になっているか。 

（23） 上記教員配置を行う上で、担当予定教員の専門性・教育力に関する

課題を克服するための実行可能な研修・研究計画は立てられている
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か。 

最後に、その他の視点として、以下の評価項目を付け加える。 

（24） カリキュラム内の各科目のコマシラバスには、復習コマもしくは試

験コマは、どれくらいの頻度で挿入されているか。 

（25） 該当業種職種職域の職業人材教育に関する本校の競合校（大学・専

門学校・高等専門学校）の学生募集動向について、現状の定員数・

学生数や定員数・学生数の推移などの客観的な根拠を踏まえて説明

できているか。 

7.2.2.3. カリキュラム開発者・管理者は存在しているか 

本校では、学科設立の準備段階で、カリキュラム開発者・管理者を少なくと

も 1名、任命するものとする。その職名は、「カリキュラムリーダー」とし、

専任者もしくは学科責任者・科目担当教員との兼任者がこれを任ずるものと

する。 

7.2.2.4. カリキュラム開発者・管理者には、有意なカリキュラム開発のための十分な

環境が与えられているか 

カリキュラムリーダーは、カリキュラム新規開発および状況に応じたカリキ

ュラムの改変を行わなければならない。そのためには、関連業界の技術動

向・採用動向、関連業種・職種の体系だけでなく、教育論・教育方法論にも

精通し、さらに、現に行われている本校の教育活動実態に関する情報をつね

に把握できているのでなければならない。これらは、①カリキュラム開発の

ノウハウに関する情報、②目標とする業界・職域に関する情報、③諸管庁や

他の教育機関に関する情報、④本校授業実態に関する情報を必要とするとま

とめることができる。まず、①カリキュラム開発のノウハウに関する情報に

ついては、本校内に限らず職業教育カリキュラムの開発経験者が提案する方

法論や職業教育にかかわる他の教育機関の現行カリキュラムに関する情報

などがこれに該当すると思われる。②業界・職域に関する情報については、

カリキュラムリーダーは関連業界内の複数の企業との定期的な情報交換が

できるのでなければならない。③諸管庁や他の教育機関に関する情報につい

ては、カリキュラムリーダーは文部科学省や厚生労働省など関連諸官庁の各

種答申や他の高等教育機関の教育実績に関する情報に精通しているのでな

ければならない。④本校授業実態に関する情報、⑤現行カリキュラムをより

広い視野から再評価するための情報については、カリキュラムリーダーは実

際の授業およびコマ進行について、リアルタイムにその状況を把握できてい

るのでなければならない。 

7.2.3. カリキュラムと人材像 

7.2.3.1. 人材像に基づいたカリキュラムになっているか 

本校の教育目標は同時に職業人材目標である。従って、カリキュラムは一定

の職業人材像に基づいているのでなければならない。カリキュラムリーダー

は、カリキュラムが基づく人材像を明確にする必要があり、その是非は前述

（7.2.2.1参照）の「学園教務会議」において評価される。 

7.2.3.2. 人材像についての社会・企業ニーズ、および人材先進性を意識したカリキュ

ラムになっているか 

カリキュラムに基づく人材像はシラバス管理台帳に明示されることになっ
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ている。また、職業人材像の明確化についての具体的な方法論やシラバス管

理台帳への記述方法については、『カリキュラム開発・シラバス管理台帳作

成手引書』に既に解説されている。全学科がシラバス管理台帳（および必要

な付属文書・資料）を完成させておくものとする。 

7.2.3.3. 人材像の社会・企業ニーズ、および人材先進性を学内に取り込むどのような

工夫があるのか 

前述（3.3、7.2.2.4 参照）のように、本校では 2013 年度より、「教育課程

編成委員会」を年 2回開催し、該当職業分野の企業関係者とカリキュラムリ

ーダー、本校教員が、本校卒業生の就職後の業務遂行能力、本校基本指標に

関する目標と実績の関係、現行カリキュラムの妥当性、該当職業分野の人材

ニーズ、該当職業分野の社会的状況、該当職業分野の技術動向などについて

情報交換を行う場を設けている。なお、「教育課程編成委員会」に招聘する

企業については、カリキュラムリーダーが、とくに関連業界内において先進

的、先導的立場にある企業の中から選択するものとする。さらに、前述（3.4、

7.2.2.4 参照）のように、2013年度より「学校関係者評価委員会」を年 1回

開催しており、カリキュラムリーダーが認識した人材像の社会・企業ニーズ、

および人材先進性を、より広い視野から再検証する機会を設けている。 

7.2.3.4. 学生の就職企業、および関連分野の先進的な企業との定期的、組織的な交流

（特にカリキュラム開発に絞った）はあるか 

前述（3.3、7.2.2.4、7.2.3.3 参照）のように、本校では、2013 年度より、

「教育課程編成委員会」を年 2回開催し、該当職業分野の企業関係者とカリ

キュラムリーダー、本校教員が、本校卒業生の就職後の業務遂行能力、本校

基本指標に関する目標と実績の関係、現行カリキュラムの妥当性、該当職業

分野の人材ニーズ、該当職業分野の社会的状況、該当職業分野の技術動向な

どについて情報交換を行う場を設けている。なお、「教育課程編成委員会」

に招聘する企業については、カリキュラムリーダーが、とくに関連業界内に

おいて先進的、先導的立場にある企業の中から選択するものとする。 

7.2.4. カリキュラムとアドミッションポリシー 

7.2.4.1. カリキュラムは、企業ニーズや人材先進性を配慮すると同時に、入学してく

る学生の基礎学力、学習能力、関心・意欲などの諸傾向を配慮したものにな

っているか 

本校は、授業実施以前にカリキュラムが、入学者の諸条件を配慮した上で、

入学者の向学心・探究心を涵養し、人材先進性へと導かれるように設計され

ていなければならないと考える。そのためにはまず、カリキュラムリーダー

が、入学者の基礎学力、学習能力、関心・意欲の現状を把握しなければなら

ない。前述（7.2.2.1 参照）に定められた「カリキュラム評価指標」には、

カリキュラムがどのように入学（予定）者の諸傾向を反映しているのかを評

価するための評価項目も含まれるものとする。なお、前述（7.2.2.1参照）

のように、実際のカリキュラム評価は「学園教務会議」において行われ、必

要に応じてカリキュラムは修正・改善されるものとしている。 

7.2.4.2. 企業ニーズや人材先進性、いわゆる出口の要求を曖昧なままにして、入口（入

学生）のレベルを再認するようなカリキュラムになっていないか 

まず、「企業ニーズや人材先進性、いわゆる出口の要求」の把握に関しては、
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前述（3.3・7.2.2.4）のように、2013年度より、「教育課程編成委員会」を

年 2回開催し、該当職業分野の企業関係者とカリキュラムリーダー、本校教

員が、本校卒業生の就職後の業務遂行能力、本校基本指標に関する目標と実

績の関係、現行カリキュラムの妥当性、該当職業分野の人材ニーズ、該当職

業分野の社会的状況、該当職業分野の技術動向などについて情報交換を行う

場を設けている。さらに、前述（7.2.2.1参照）に定められた「カリキュラ

ム評価指標」に、入学（予定）者の諸条件と人材先進性とを両立させるため

の工夫に関する評価項目を加えるものとする。なお、前述（7.2.2.1参照）

のように、実際のカリキュラム評価は「学園教務会議」において行われ、必

要に応じてカリキュラムは修正・改善されるものとしている。 

7.2.4.3. 入口（入学生）のレベルを出口の高度な要求に引き上げるための、科目配置

上の工夫、授業展開上（コマシラバス上）の工夫がなされているか 

本校が認識している科目配置上の有効な工夫として、並列的関係（先後関係

のない関係）の複数科目を時系列上に無意味に並べたり、先後関係のある複

数科目を統合的視点なく時系列上に単純に並べたりするのではなく、先行す

る科目が後続する科目の内容を概論的に含む、もしくは、逆に、後続する科

目が先行する科目を概論的に含むように接続させるというものがある。この

方法は、学生の視野を広げると同時に技術・知識の細部への関心も喚起する

工夫であり、無理なく、より高度な技術・知識を学生に受け入れさせる工夫

として有効性が高いと考える。また、コマシラバス上の工夫としては、コマ

進行の過程に、2～4 コマに 1 コマの割合で復習コマ（もしくは「理解度確

認試験」および解答解説用のコマ）を設置するというものがある。これらの

工夫は、既に『カリキュラム開発・シラバス管理台帳作成手引書』に記載さ

れている。さらに、この 2種の工夫を前述（7.2.2.1参照）の「カリキュラ

ム評価指標」の評価項目に含め、全学科のカリキュラムを評価するものとす

る（ただし、この段階では、コマシラバス評価は概要評価に留める）。前述

（7.2.2.1参照）のように、実際のカリキュラム評価は「学園教務会議」に

おいて行われ、必要に応じてカリキュラムは修正・改善されるものとしてい

る。コマシラバスを含む授業計画書に関する評価指標や評価・改善制度に関

しては、「授業計画（シラバス・コマシラバス・仕上がり評価）」（7.2.7 参

照）以降で論じるものとする。 

7.2.5. カリキュラムと教員能力 

7.2.5.1. 本校の教員配置の考え方 

本校は、カリキュラムとは、「学科毎の職業人材目標を教育目標および教育

体系として解釈し、それを入学時から教育目標に至るまでの全教育課程（教

育体系全体の時系列的表現）として表現したもの」（7.2.1 参照）であると

考える。従って、カリキュラム形成を牽引するものは職業人材目標であって、

本校入学（予定）者の現在の基礎学力・既得知識・学習能力でも、本校教員

の現在の専門性・教育力でもないと考える。しかし、本校は自習教室ではな

く、カリキュラムが学生に現実的な作用を及ぼすのは、本校教員の日々の授

業の積み重ねからであり、それ以上にはいかなる現実的な方法も存在しない。

そこで、教員配置が問題になる。カリキュラムの教育目標を実現するために

は、様々な専門性と教育力をもった本校教員をもっとも効率的に最大の教育
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効果をあげられるように科目構成に対して配置しなければならない。本校は、

その際に、本校教員の専門性・教育力を現状に固定的に扱うのではなく、教

員自身の成長と研鑽を促進しつつ、カリキュラムに適合させるような体制が、

教育の受益者である本校学生にとっても、本校教員のキャリア発達にとって

も、もっとも望ましいと考える。また、そのような成長と研鑽は、ひとりひ

とりの教員にとって、多分野に向けて、いたずらに専門性を拡散していくの

ではなく、まず、専門性の強化と確立を目指すという視点からのものでなけ

ればならないと考える。そこで、本校カリキュラムリーダーは、次年度カリ

キュラム案を「学園教務会議」に提出する際に、カリキュラムの科目構成に

対する「教員配置計画書」とともに、必要に応じて、教員の専門性・教育力

の向上（専門性強化・確立としての）を図る「教員研修計画書」を提出する

ものとする。「教員配置計画書」は、どの科目をどの教員（常勤・非常勤）

が担当するかの予定表であるが、「教員研修計画書」は、さしあたりその能

力条件を満たすための計画であると同時に、将来的な教員の才能開花や専門

性の強化・確立を企図した長期的な視野に立脚したものでなければならない。 

上記「教員研修計画書」は、次の「学校法人河原学園教職員研修規程」にし

たがい作成されるものとする。 

 

学校法人河原学園教職員研修規程 

平成 25 年 4月 1日 

規程第１号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、学校法人河原学園教職員就業規則の規定に基づき、学

校法人河原学園(以下「本学」と略す)に勤務する教職員の研修に関し必要な

事項を定めるものとする。 

 

（教員研修の目的） 

第２条 

１ 教職員研修は、本学の短・中・長期方針に基づいて、以下の目的を持つ

ものとする。 

 

管理職研修（一号研修） 

学校経営に関わるもの 

学生募集に関わるもの 

FD（Faculty Development）に関わるもの 

SD（Stuff Development）に関わるもの 

管理職位に関わるもの 

社会的責務にかかわるもの（ハラスメント、コンプライアンスなど） 

教員研修（二号研修） 

業界の人材像形成に関わるもの 

先端技術に関わるもの 

カリキュラム開発に関わるもの 
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シラバス・コマシラバス開発に関わるもの 

教授法研究に関わるもの 

学生指導に関わるもの 

学生就職指導に関わるもの 

教員年次に関わるもの 

社会的責務にかかわるもの（ハラスメント、コンプライアンスなど） 

職員研修（三号研修） 

学校経営に関わるもの 

財務・経理処理に関わるもの 

学生募集に関わるもの 

学生就職支援にかかわるもの 

教学支援に関わるもの 

学生サービスに関わるもの 

職員年次に関わるもの 

社会的責務にかかわるもの（ハラスメント、コンプライアンスなど） 

初任者研修（四号研修） 

初任者研修については、二号研修、三号研修などの部署研修に加えて、 

入職当初に、以下の研修をセットで行うものとする 

学園理念にかかわるもの 

学園の短・中・長期方針にかかわるもの 

自己点検評価・学校関係者評価にかかわるもの 

社会的責務にかかわるもの（コンプライアンスなど） 

その他（五号研修） 

 

２ 教職員に対して、現在就いている職又は将来就くことが予想・期待され

る職に係る職務の遂行に必要な知識・技能等を修得させることにより、学園

方針の周知や学園目標の達成に必要な教職員の能力、資質等の向上を図るこ

とを目的とする。 

 

（法人の責務等） 

第３条 

１ 本学は、前条の目的を達成するため、研修計画を策定し、その研修計画

に基づく研修を実施することにより、教職員に研修を受ける機会を与えなけ

ればならない。 

２ 本学は、前項の研修計画を策定し、及び研修を実施するに当たっては、

教職員の自己啓発に向けた意欲を高めるよう努めるものとする。 

３ 本学は、必要と認めるときは、他の機関と共同して又は外部の機関に委

託して研修を行うことができるものとする。 

４ 所属長及び法人本部総務部責任者は、本学における教職員の能力開発に

関して研修の成果が上がるように努め、以下の業務を遂行すること。 

４－１ 所属長及び法人本部総務部責任者は、学園の短・中・長期方針に基

づいた研修の目的、ならびに課題を明記し、被研修者とそれらを共有するこ

と 
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４－２ 上記に基づいて、研修の成果評価を行い、職務能力の継続的な向上

に関してフォローすること 

４－３ 上記４－１、４－２の遂行については、研修指示書（４－１）、研

修成果書（４－２）を必ず用意し、研修の意義についての組織的な共有をは

かること。 

 

（日常勤務を離れて研修を受ける場合の教職員の責務） 

第４条 研修を受ける教職員は、研修が効果的に実施されるよう、当該研修

の実施に当たる組織が定める規程に従わなければならない。 

 

（勤務を通じた研修） 

第５条 

１ 本学は、所属長をして、日常の職務を通じて計画的に職務遂行能力を向

上させることを目的として必要な研修を行わせるものとする。 

２ 所属長は、前項の研修の基盤として、業務改善のための業務日報を管理

（書式開発・記入指導・評価などの）することとする。 

３ 所属長は、朝礼などを通じて、勤務組織の月次目標、期目標、年度目標

を担った個人目標をたえず喚起し、その達成のための指導に務めなければな

らない。 

４ 所属長は、第一に、業務日報の精度や効果を上げるための、組織的な目

標や課題を明示した指導・研修を継続的に行うこととする。 

５ 所属長は、第二に、勤務の飛躍的な向上のための外部研修（外部講師に

よるものも含めた）を、年度内で少なくとも一回は計画することとする。 

 

（研修の計画的推進） 

第６条 

１ 法人本部総務部責任者は、学園の短・中・長期経営（教学経営も含めた）

方針に基づいて、当該部署への研修要請、ならびに当該部署からの研修要望

を整理・集約し、毎年度、教職員研修実施計画を作成しなければならない。 

２ 総務部責任者は、すべての研修について、外部組織との有機的な連携（特

には関連当該企業連携など）に基づいて、実践的な研修計画を立てることと

する。 

３ 総務部責任者は、前項の計画の実施状況、効果評価に務め、年度末に研

修成果報告書を策定することとする。 

４ 総務部責任者は、前項の成果報告書に基づき、新年度の研修計画を策定

することとする。 

 

附則 

この規程は、平成 25年 4月 1日から施行する。 

 

7.2.5.2. カリキュラムは、常勤教員の専門性・教育力、非常勤の専門性・教育力など

を配慮したものになっているか 

本校は、本校の全教員（常勤・非常勤）に関する専門性と教育力を教員情報
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として把握し、その上で、カリキュラムの教育目標および科目構成に対して

最適な教員配置を行うことができると考える。その場合、前述（2.3参照）

の「システム管理部」が管理する教員情報（「河原学園 IRシステム」が提供

する情報）を利用できる予定である。そこで、カリキュラムリーダーは、2015

年度内に設置される「学園教務会議」（7.2.2.1 参照）にカリキュラムの修

正・改善案を提示する際に、全学科がシラバス管理台帳（および必要な付属

文書・資料）を完成させておくものとする。それとともに、事前に教員情報

を参照して作成した「教員配置計画書」（7.2.5.1 参照）を添付するものと

する。この件については、「学園教務会議」設置に関する文書に記載してお

くものとする。 

7.2.5.3. 配慮することによって、カリキュラムの高度目標達成を妥協することになら

ないような工夫ある取り組みは存在しているか 

現時点では、本校に、そのような取り組みは存在していない。そこで、2015

年度内に制度化される「学園教務会議」（7.2.2.1参照）の開催に合わせて、

一定の規約を導入するものとする。カリキュラムリーダーは、次年度カリキ

ュラム案策定段階で科目担当予定教員（常勤・非常勤）の専門性・教育力に

不足があると認められる場合、および、長期的な視野から教員の専門性の強

化・確立（あるいは人間的成長や教養修得）に必要であると考えられる場合

には、「学園教務会議」において、「教員配置計画書」（7.2.5.1 参照）とと

もに、総合的な対策案を提示しなければならないものとする。この規約につ

いては、「学園教務会議」設置に関する文書にも記載しておくものとする。

現時点で、本校が現時点で有効性があると認める対策としては、①豊富なテ

キストや教材、綿密な授業計画により、科目担当予定教員の専門性・教育力

を補うこと、②科目担当予定教員に対して一定の事前研究活動を課し、授業

開始までに専門性・教育力の向上を図ることの 2つである。 

7.2.5.4. カリキュラムに基づいた授業計画を完全実施する上での、常勤教員の専門

性・教育力を高める取り組みはあるか 

現時点では、本校に、本人の個人的研鑽とは別に、常勤教員の専門性・教育

力強化のための体制は築かれていない。前述（7.2.5.3参照）において、カ

リキュラムリーダーは、科目担当予定教員の専門性・教育力を高めるための

総合的対策案を、「学園教務会議」において提示しなければならないとして

いる。そこで、前述（7.2.5.3参照）の「②科目担当予定教員に対して一定

の事前研究活動を課し、授業開始までに専門性・教育力の向上を図ること」

については、前述（7.2.5.1参照）の「教員研修計画書」として提出するも

のとする。 

7.2.5.5. カリキュラムに基づいた授業計画を完全実施する上で非常勤教員の評価や

コントロールを強化する取り組みはあるか 

現時点では、本校に、非常勤教員の評価およびコントロールに関する規約、

体制は存在していない。しかし、前述（2.3 参照）のように、「システム管

理部」が管理する教員情報を非常勤教員評価にも利用できると考えられる。 

7.2.5.6. カリキュラム開発者・管理者と教員（常勤・非常勤）との組織的な打ち合わ

せは、年間教務スケジュールの中に組み込んであるか、何回くらい組み込ん

であるか、その会議に要する通年時間はどのくらいが予定されているか。 
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現時点では、カリキュラム開発者・管理者と教員（常勤・非常勤）との組織

的な打ち合わせは年間教務スケジュールに組み込まれていない。ところで、

前述（7.2.5.3、7.2.5.4参照）のように、「学園教務会議」において、カリ

キュラムリーダーは、常勤教員の専門性・教育力向上のための「教員研修計

画書」を提示するものとしている。また、非常勤教員に対しては、前述

（7.2.5.5参照）のように、カリキュラムリーダーもしくは学科責任者によ

る授業改善指導を受ける義務が契約条項に組み込まれるとしている。以上を

踏まえて、カリキュラムリーダーと科目担当（予定）教員（常勤・非常勤）

との組織的な打ち合わせの機会を制度化する必要があると考える。まず、学

校単位で科目授業開始前に開催される会議を、後述する「科目編成会議」と

して設置する（7.2.7.1.4参照）。「科目編成会議」では、カリキュラムリー

ダーは他の教育管理者、授業管理者とともに、「学園教務会議」における決

定事項の確認、「教員研修計画書」（7.2.5.1参照）の内容確認、研修終了後

の成果評価、授業計画書評価、科目担当予定教員（常勤・非常勤）の課題事

項や指導事項の検討などを行う。次に、学科単位で「科目編成会議」以降に

随時開催される会議を、後述する「授業管理会議」として設置する（7.2.7.1.4

参照）。「授業管理会議」は、「科目編成会議」の検討・決定事項を踏まえて

開催される。「授業管理会議」は、科目授業開始以前の開催では、カリキュ

ラムリーダー（および学科責任者）が、科目担当教員（常勤・非常勤）に対

し、授業計画書の修正・改善指導、授業計画書の承認、授業内容・授業運営

に関する課題事項や注意事項の伝達などを行う。科目授業開始後は必要に応

じて随時開催され、カリキュラムリーダー（および学科責任者）が、科目担

当教員（常勤・非常勤）に対して、授業計画書、「河原学園 IRシステム」（2.3

参照）が提供する諸データや後述する授業参観評価（7.3.3参照）の結果を

踏まえ、授業内容・授業運営改善のための指導を行う。 

7.2.5.7. 上記の打ち合わせ会議の議事録は存在しているか。 

現時点では、会議そのものが制度化されていない。 

7.2.6. カリキュラムと科目配置 

7.2.6.1. 卒業仕上がり目標に基づいた、期単位、学年単位の知識・技術目標があるか 

本校のシラバス管理台帳の書式では、卒業仕上がり目標に基づいた、期単位、

学年単位の知識・技術目標を記述することになっており、『カリキュラム開

発・シラバス管理台帳作成手引書』（7.2.2.4 参照）にも、その記述方法が

解説されている。これに加えて、前述（7.2.2.1参照）の「カリキュラム評

価指標」には、カリキュラムが卒業仕上がり目標に基づいた、期単位、学年

単位の知識・技術目標を有しているかを確認するための評価項目を含めるも

のとする。実際のカリキュラム評価は、「学園教務会議」（7.2.2.1 参照）に

おいて行われ、必要に応じて、カリキュラムの修正・改善を行うものとする。 

7.2.6.2. 卒業仕上がり目標、期単位目標、学年単位目標に基づいた科目が配置されて

いるか 

本校のシラバス管理台帳の書式では、卒業仕上がり目標に基づいた、期単位、

学年単位の知識・技術目標に基づいた科目を配置することになっており、『カ

リキュラム開発・シラバス管理台帳作成手引書』（7.2.2.4 参照）にも、そ

の記述方法が解説されている。これに加えて、前述（7.2.2.1参照）の「カ
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リキュラム評価指標」に、カリキュラム内に卒業仕上がり目標、期単位目標、

学年単位目標に基づいた科目が配置されているかに関する評価項目を含め

るものとする。実際のカリキュラム評価は、「学園教務会議」（7.2.2.1参照）

において行われ、必要に応じて、カリキュラムの修正・改善を行うものとす

る。 

7.2.6.3. 各科目は、同期内の配置において、十分に連関のある有機的な構成になって

いるか 

まず、「カリキュラム評価指標」（7.2.2.1参照）に、科目の同期配置が有機

的に構成されているかを確認する評価項目を含めるものとする。ただし、科

目の同期配置が適切であるかどうかについては、最終的にはコマシラバスの

コマ編成とコマ単位の授業日程を参照する必要があり、ここでの評価（カリ

キュラム評価）としては、カリキュラム内科目間の同期条件を評価するもの

とする。なぜなら、コマシラバスの詳細については、別途コマシラバスの評

価機会に実施したほうが効率的と考えるからである（7.2.7.3 参照）。カリ

キュラム評価は、「学園教務会議」（7.2.2.1参照）において行われ、必要に

応じてカリキュラムの修正・改善を行うものとする。 

7.2.6.4. 各科目は次学期との関連の配置において、十分に連関のある有機的な構成に

なっているか 

まず、前述（7.2.2.1参照）の「カリキュラム評価指標」には、科目の先後

配置が有機的に構成されているかを確認する評価項目を含めるものとする。

科目の先後配置を有機的に構成する手法として、本校は、科目の先後関係に

ついて、先行する科目が後続する科目の内容を概論的に含む、もしくは、逆

に、後続する科目が先行する科目を概論的に含むように接続させることが有

効であると考えている（7.2.4.3 参照）。この工夫は、既に『カリキュラム

開発・シラバス管理台帳作成手引書』に記載されている。カリキュラム評価

は、「学園教務会議」（7.2.2.1参照）において行われ、必要に応じて、カリ

キュラムの修正・改善を行うものとする。 

7.2.6.5. 各科目は、人材目標を目指して順次高度化し、知識や技術が積み上がるよう

に構成されているか 

本校は、職業人材目標を目指して科目構成を順次高度化するためのカリキュ

ラム編成の手法として、先行する科目が後続する科目の内容を概論的に含む、

もしくは、逆に後続する科目が先行する科目を概論的に含むように接続させ

るという手法が有効であると考えている（7.2.4.3 参照）。この工夫は、既

に『カリキュラム開発・シラバス管理台帳作成手引書』に記載されている。

しかし、この手法だけが順次高度化するように科目を構成する唯一の方法で

はないと考える。そこで、「カリキュラム評価指標」（7.2.2.1参照）に科目

構成の高度化を評価するための多角的な評価項目を含める必要がある。現時

点で本校が認識している評価項目を「カリキュラム評価指標素案」（7.2.2.1

参照）に挙げている。 

7.2.6.6. 各科目内の授業コマは、人材目標を目指して順次高度化し、知識や技術が積

み上がるように構成されているか 

各科目内の授業コマが、人材目標を目指して順次高度化し、知識や技術が積

み上がるように構成されているかどうかは、授業計画書に含まれるコマシラ
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バスの記述によって評価することができる。そこで、コマ進行が人材目標を

目指して順次高度化するように構成されているかについての評価項目を含

めて、コマシラバスに関する評価指標を、後述する「授業計画書評価指標」

として定義・文書化し、本校全体で共有するものとする（7.2.7.1.2 参照）。

なお、コマシラバス評価およびコマシラバス修正・改善案の検討は、学校単

位の「科目編成会議」（7.2.7.1.2 参照）において行われ、最終的に、学科

単位の「授業管理会議」（7.2.7.1.2 参照）において、カリキュラムリーダ

ーが科目担当教員に対してコマシラバスを承認する。 

7.2.6.7. 各科目内の授業コマは、学生の能力に教育的に配慮した（いわゆる“成績下

位者”、“成績上位者”に配慮した）構成になっているか 

各科目内の授業コマが、学生の能力に教育的に配慮した（いわゆる“成績下

位者”、“成績上位者”に配慮した）構成になっているかどうかは、コマシラ

バスの記述によって評価することができる。そこで、「授業計画書評価指標」

（7.2.6.6および 7.2.7.1.2参照）に、本校が有効な“成績下位者”対策と

して認める手法である、2～4 コマに 1 コマの割合で復習用のコマ（もしく

は「理解度確認試験」用のコマ）を設置しているかどうかについての評価項

目を含めるものとする。この点は、「カリキュラム評価指標」にも含められ、

コマシラバス評価を多重化・多段階化している（7.2.2.1および 7.2.4.3参

照）。しかし、コマシラバスの詳細評価（コマ編成におけるコマ単位の検証・

評価）については、カリキュラム評価ではなく、コマシラバス（授業計画書）

評価の段階で行われる。従って、詳細なコマシラバス評価およびコマシラバ

ス修正・改善は、「学園教務会議」ではなく、後述する学校単位の「科目編

成会議」および学科単位の「授業管理会議」において行われるものとする

（7.2.7.1.2 参照）。ところで、“成績上位者”対策であるが、本校は、カリ

キュラムおよびコマシラバスの段階で配慮するよりも、そのときどきのクラ

ス内学力分布や、授業・課外授業（放課後に実施する PBLなど）を含むクラ

スのトータルな指導状況の中で、柔軟に対応したほうが有効であると考える。

ただし、この方法は高度な柔軟性を教員に要求するため、科目担当教員の一

存に委ねられるのではなく、絶えず「授業管理会議」（7.2.7.1.4 参照）に

おいて、カリキュラムリーダー、学科責任者の承認を得た上で実施すべきも

のとする。この“成績上位者”対策については、授業計画に関する箇所で詳

細に論じるものとする（7.3.2.4.3参照）。 

7.2.6.8. この「カリキュラムと科目配置」の上記諸項目が分かり易い仕方で公表でき

るものになっているか 

現時点では公表可能な文書としては存在していない。 

7.2.7. 授業計画（シラバス・コマシラバス・仕上がり評価） 

7.2.7.1. 授業計画の管理および管理者 

7.2.7.1.1. 本校授業計画書の書式と構成 

本校では、授業計画書はカリキュラム内に配置された科目毎に作成

し、シラバス、コマシラバス、試験指標（履修判定指標）の三者か

ら構成されるものとしている。シラバスは、科目配置理由（職業人

材目標・教育目標に対する科目の意義）、科目概要、カリキュラム

リーダーの科目主意を示す。コマシラバスは、1コマ単位の授業内
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容、教授方法、使用教材も含めた授業過程の全体を含む。履修判定

指標は、科目の履修達成を判定する指標と水準を示す。本校は、特

に、履修判定指標とそこに至る過程であるコマシラバスを授業計画

書に同時に含めることにより、コマ単位の授業の積み重ねが、学生

をして該当科目の応分する教育目標・人材目標へと至らしめる蓋然

性を高めることができると考える。 

7.2.7.1.2. 本校における授業計画書の作成・改善・実行 

本校においては、授業計画書は原則的に科目担当教員（常勤・非常

勤）が、カリキュラムリーダーの指導と支援のもとに作成を行うも

のとしている。しかし、科目担当教員は、専門性・教育力の水準が

必ずしも一律ではないために、授業計画書も品質が一定以上を確保

できない可能性がある。そこで、本校は、授業計画書の質保証・質

向上を図るために、授業計画書の書式・内容、記述要領、記述範例

を解説した『授業計画書作成手引書』を作成し、授業計画書作成者

や評価者は、誰もが参照できる環境を用意している。『授業計画書

作成手引書』には、例えば、前述（7.2.4.3および 7.2.6.7参照）

の 2～4 コマに 1 コマの割合で復習コマ、もしくは試験コマ（直前

の 1～3 コマ分の学習内容を対象とした「理解度確認試験」とその

解答解説を実施するコマ）を設置する意義や方法についても解説さ

れている。今後はさらに、カリキュラムリーダー（あるいは他の教

育管理者・授業管理者）が授業計画書や科目担当教員の教育力を評

価し、科目担当教員を指導するための体制を構築するものとする。

そのために、授業計画書に関する評価指標を作成者と評価者で共有

するものとし、「授業計画書評価指標」として定義・文書化する。

「授業計画書評価指標」には、復習コマ（試験コマ）設置に関する

評価項目も含まれるものとする。同時に、カリキュラムリーダー（あ

るいは他の教育管理者・授業管理者）が、この評価指標を参照して

授業計画書を評価し、科目担当教員に対して、授業計画書の修正・

改善や授業計画書に基づいた授業遂行を指導するための会議を設

置する。これは、二段階の会議となる。まず、学校単位で科目授業

開始前に開催される会議を「科目編成会議」として設置する。「科

目編成会議」は、「学園教務会議」（7.2.2.1参照）において、カリ

キュラムが承認された後に開催されるものとする。「科目編成会議」

では、カリキュラムリーダーは他の教育管理者、授業管理者ととも

に、「学園教務会議」における決定事項の確認、「教員研修計画書」

（7.2.2.1 参照）の内容確認・研修終了後の成果評価、「授業計画

書評価指標」に基づいた授業計画書評価、科目担当予定教員（常勤・

非常勤）の課題事項や指導事項の検討などを行う。次に、学科単位

で「科目編成会議」以降に随時開催される会議を「授業管理会議」

として設置する。「授業管理会議」は、「科目編成会議」の検討・決

定事項を踏まえて開催される。「授業管理会議」は、科目授業開始

以前の開催では、カリキュラムリーダー（および学科責任者）が、

科目担当教員（常勤・非常勤）に対し、授業計画書の修正・改善指
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導、授業計画書の承認、授業内容・授業運営に関する課題事項や注

意事項の伝達などを行う。科目授業開始後は必要に応じて随時開催

され、カリキュラムリーダー（および学科責任者）が、科目担当教

員（常勤・非常勤）に対して、授業計画書、「河原学園 IRシステム」

（2.3 参照）が提供する諸データや後述する授業参観評価（7.3.3

参照）の結果を踏まえ、授業内容・授業運営改善のための指導を行

う。科目授業終了後は、後述する「科目総括会議」（7.2.7.6.7.2

参照）における履修判定試験・追再試の結果分析を通じて、カリキ

ュラム評価、授業計画書評価、教員評価が行われ、カリキュラム改

善要素、授業計画書改善要素、教員指導要素が見出される。その結

果を受けて、カリキュラムリーダーは、次年度カリキュラム案の開

発、授業計画書改善案の作成、「教員研修計画書」と「教員配置計

画書」（7.2.5.1参照）の更新を行い、「学園教務会議」に臨むとと

もに、「授業管理会議」を通じて、科目担当（予定）教員に対して

必要な指導を行う。 

7.2.7.1.3. 「授業計画書評価指標」素案 

現時点では、「授業計画書評価指標」に含むべき項目として、以下

のようなものが考えられる。 

（1） シラバスは、カリキュラム全体の職業人材目標に対する科

目の位置付けや意義が、知識・技術体系全体や社会的背景

などを踏まえながら記述できているか。 

（2） シラバスは、科目内容の概要だけでなく、科目の主題を明

確に説明できているか。 

（3） シラバスは、科目主題と合致した 10個のキーワードを挙げ

られているか。 

（4） シラバスに挙げられた科目主題と10個のキーワードに対し

て、コマ編成は適切なコマ配分となっているか。 

（5） コマ編成上の先頭コマ近辺には、前学期の学習内容の復習

機会を組み込んでいるか。 

（6） 復習コマや試験コマ（直前の 1～3コマ分の学習内容を対象

とした「理解度確認試験」と解答解説の実施コマ）がどれ

くらいの頻度で挿入されているか（2～4コマに 1コマの割

合を確保しているか）。 

（7） コマ単位で、科目主題に対する位置付けや応分が明確にな

っているか。 

（8） コマ単位の内容は、さらに 3～4つの小単元に分節されてい

るか。 

（9） 上記小単元毎に、どのような事柄を、どのような手順で、

どのような地点まで解説するのか、具体的かつ詳細に記述

しているか。 

（10） 上記詳細記述は、理解度を問う小テストを作成しようとし

た場合、出題ポイントをある程度想起できるような詳細さ

の水準に達しているか。 
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（11） コマ単位の予復習のポイントが、形式的にではなく、具体

的かつ実効性を伴った内容となっているか。 

（12） 実習を扱うコマにおいて、必要な知識学習内容が明示され、

学生が実習内容と知識・技術体系との間を媒介できるよう

な配慮を含んでいるか。 

（13） 実習を扱うコマにおいて、テキスト以外の説明教材（ビデ

オ動画、実物教具など）を用いた場合の解説上の配慮事項

について記述されているか。 

（14） コマ単位で、参照文献・参照資料および参照箇所の指示は

明確に記述されているか。 

（15） 試験指標（履修判定指標）の 10項目は、シラバスに挙げら

れた科目主題、10個のキーワードと合致した内容、序列に

なっているか。 

（16） 試験指標（履修判定指標）の 10項目は、適切な配点配分と

なっているか。 

（17） 試験指標（履修判定指標）の 10項目の配点配分は、コマ編

成の重点配分と合致した傾向となっているか。 

なお、上記（6）で、復習コマもしくは試験コマ（直前の 1～3コマ

分の学習内容を対象とした「理解度確認試験」と解答解説の実施コ

マ）の設置を「2～4コマに 1コマの割合」としているが、本校は、

これを理想的な頻度とは認識していない。現時点の素案では、「復

習コマ」の一形態として「試験コマ」における試験実施を考えてい

るが、コマ単位で発生する履修不良者を発見し、補習対応によって

即日に履修復帰を促すためには、「復習コマ」とは別な目的・意義

の制度として、毎コマの「理解度確認試験」・解答解説実施が不可

欠であると考える。従って、本校は、最終的には、「理解度確認試

験」・解答解説は、「復習コマ」の規定と分離し、毎コマ実施するも

のという新しい評価項目として独立させるべきであると考える

（7.3.2.4.5参照）。それにともなって、『授業計画書作成手引書』

も該当箇所に関して改訂するものとする。 

7.2.7.1.4. 授業計画（シラバス・コマシラバス・仕上がり評価）の承認につい

ては、担当教員を超えた上位管理者（カリキュラム開発者・管理者）

の評価、指導、承認が存在しているか 

現時点では、そのような評価、指導、承認は、学科毎に行われ、特

に制度化されていない。そこで、授業計画書に関する評価、指導、

承認のプロセスを制度化するものとする。まず、授業計画書は、カ

リキュラムリーダーをはじめとする授業管理者・教育管理者によっ

て、「学園教務会議」において概要評価が行われ、「科目編成会議」

において詳細な評価・検討が行われるものとする（7.2.7.1.2参照）。

次に、その結果を受けて開催される「授業管理会議」において、作

成者（原則的に科目担当教員）は、カリキュラムリーダーから直接

に、授業計画書の評価、指導、承認を受ける（7.2.7.1.2 参照）。

授業計画書の完成度を評価する「授業計画書評価指標」については、
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評価者であるカリキュラムリーダーと作成者である科目担当教員

の間で共有されるものとする（7.2.7.1.2参照）。 

7.2.7.1.5. カリキュラム開発者・管理者は、当該期の期総括、当該年度年間総

括において、次年度のコマシラバス改善まで踏み込んだカリキュラ

ム改善、それに基づく教員研修課題、教材開発課題などの総括を行

っているか 

現時点では、カリキュラムリーダーが、コマシラバス・カリキュラ

ム改善および教育目標達成上の課題発見に結びつくような有効な

総括を行えるような体制は構築されていない。しかし、期末、年度

末において、カリキュラムリーダーは総括を行い、前述（7.2.5.4

参照）の「教員研修計画書」の有効性と問題点、科目担当教員の専

門性・教育力の有効性と問題点、学生の基礎学力・学習能力に対す

るカリキュラム・コマシラバスの有効性と問題点、教育目標に対す

るカリキュラム・コマシラバスの有効性と問題点について、適切な

評価と改善案の策定ができるのでなければならない。そのためには、

カリキュラムリーダーは、当該期、当該年度を総括するために必要

な情報を十分に入手できるのでなければならない。「システム管理

部」は、学内の教育成果、就職成果を表す各種データの集約・管理

と、学内担当者への情報提供を行える体制を構築するものとしてい

る。この情報提供体制が確立した後に、カリキュラムリーダーは、

当該期末・当該年度末総括を行い、カリキュラム・コマシラバス改

善課題、教員研修課題、教材開発課題の発見と改善策の検討を行う

ようにするものとする（7.2.7.6.7.2参照）。 

7.2.7.2. シラバス 

7.2.7.2.1. シラバスは、単なる科目内容に止まらず、卒業仕上がり目標、学年

目標、期目標に基づいていることが明確にわかる書式・内容になっ

ているか 

本校のシラバスの書式・内容は、科目趣旨、科目主題、科目概要、

科目キーワード、カリキュラムリーダーのコメントからなっており、

特に科目趣旨において、卒業仕上がり目標、学年目標、期目標との

関係が言及される書式・内容になっている。さらに、本校教員は、

シラバスの書式・内容について解説し、記述要領および記述範例を

記載した『授業計画書作成手引書』を参照することができる。 

7.2.7.2.2. 上記のシラバス上位の卒業仕上がり目標、学年目標、期目標などの

科目を越える人材目標、シラバスがそれに基づく大目標がシラバス

管理台帳（各科目のシラバス評価が可能な文書）として存在してい

るか 

本校のシラバス管理台帳の書式は、最終的な職業人材目標、学年目

標、期目標を明記するものとなっている。さらに、本校教員は、シ

ラバスの書式・内容について解説し、記述要領および記述範例を記

載した『シラバス管理台帳作成手引書』を参照することができる。 

7.2.7.2.3. シラバスは、単なる知識や技術指標に止まらず、当該科目の学習が

具体的な職業人材形成の意義に関わっていること（科目内容が当該
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高度職業人のどの要素を構成しているのか）が明確にわかる書式、

内容になっているか 

本校の授業計画書（シラバス・コマシラバス・履修判定指標）に含

まれるシラバスの書式・内容は、科目趣旨、科目主題、科目概要、

科目キーワード、カリキュラムリーダーのコメントからなっており、

特に科目趣旨において、カリキュラム全体の職業人材目標と科目内

容との関係に言及している。さらに、本校教員は、シラバスの書式・

内容について解説し、記述要領および記述範例を記載した『授業計

画書作成手引書』を参照することができる。 

7.2.7.2.4. シラバスは、関連する学則、登録コード、学科名、開講学年、開講

期、科目名、担当教員名（フルネーム）、必修・選択の区別、実習・

講義・演習などの区別、単位数、授業時間数、資格関連の有無、関

連科目、主要なテキスト、試験形態などの十分な付帯基本情報が記

載されているか 

7.2.7.3. コマシラバス 

7.2.7.3.1. コマシラバスは、その授業のキーポイントや授業の流れ、予復習の

ポイント、ポイントと関連する詳細な参照文献指示などが具体的に

記入されているか 

本校コマシラバスの書式・内容には、「コマ主題」、「シラバスとの

関係」、「コマ主題細目」、「細目レベル」、「5キーワード」、「復習・

予習課題」、「教材・教具」が含まれており、特に「細目レベル」に

おいては、授業の流れ、授業内容、教授方法、説明手順、文献・資

料参照箇所が詳細に記述される。従って、コマシラバスの記述内容

は十分な情報を含むものであると考えられる。さらに、本校教員は、

コマシラバスの書式・内容を解説し、記述要領および記述範例を記

載した『授業計画書作成手引書』を参照することができる。 

7.2.7.3.2. コマシラバスは、キャリアパスを意識した知識・技術指標、関連資

格受験対策事項などとの関連が明確にわかる書式や内容に従って

書かれているか 

本校のコマシラバスの書式・内容には、「シラバスとの関係」とい

う項目が含まれており、シラバスが応分する職業人材目標に対する

関係が明記されている。これにより、コマシラバスの各コマが職業

人材目標との関係でどのような知識・技術指標を扱うか、関連資格

試験受験対策のどの部分を担うかが示されている。しかし、コマシ

ラバス内に「キャリアパスとの関係」を直接的に説明する項目は存

在せず、コマシラバスの書式・内容を解説し、記述要領および記述

範例を記載した『授業計画書作成手引書』にも、コマシラバスの記

述に関してキャリアパスとの関係は触れられていない。 

7.2.7.3.3. コマシラバスは、記憶要素、理解要素、実践的要素などの学びの質

に配慮した記載になっているか 

本校教員は、コマシラバスの書式・内容を解説し、記述要領および

記述範例を記載した『授業計画書作成手引書』を参照することがで

きる。その中で、当該コマの学びの質に応じて、どのような記述を
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行えばよいかの記述範例も用意されている。特に、コマ目標の設定

と達成評価が比較的難しい実習型授業について、授業計画の立て方

が詳細に解説されている。従って、本校コマシラバスは、記憶要素、

理解要素、実践的要素を特に書式としては区分していないが、コマ

シラバス作成者（原則的には科目担当予定教員）が、記述の際に豊

富な記述範例を手本とすることにより、（特に「細目レベル」の記

述によって）学びの質に配慮することができるようになっている。 

7.2.7.3.4. コマシラバスは、学ぶ目的を記載するだけではなく、学ぶ方法やア

プローチについても具体的に書かれているか 

本校のコマシラバスの書式・内容には、「細目レベル」という項目

の中に、コマ単位の授業の流れ、授業内容、教授方法、説明手順、

教材利用方法、文献・資料参照箇所の記述が含まれている。さらに、

本校教員は、コマシラバスの書式・内容を解説し、記述要領および

記述範例を記載した『授業計画書作成手引書』を参照することがで

きる。この中で、コマ単位で具体的な学び方やコマ主題へのアプロ

ーチの仕方が具体的に示されている。 

7.2.7.3.5. コマシラバスは、コマの連続的な契機に集中するばかりではなく、

要所で、復習コマなどを入れるような履修の安定性に配慮した構成

になっているか 

本校教員は、コマシラバスの書式・内容を解説し、記述要領および

記述範例を記載した『授業計画書作成手引書』を参照することがで

きる。その中には、復習コマや試験コマ（直前の 1～3 コマ分の学

習内容を対象とした「理解度確認試験」とその解答解説用のコマ）

を 2～4 コマの割合で組み込むことが解説されている。また、2015

年度内に作成され、文書化される「授業計画書評価指標」にも、同

様に復習コマもしくは試験コマの設置に関する評価項目が含めら

れている。 

7.2.7.3.6. コマシラバスは、コマ単位で終わる単調な内容を併記した展開を避

け、会得すべきポイントにじっくり時間を取った構成になっている

か 

コマシラバスのコマ進行において、会得すべきポイントに対する時

間的配慮という事項は、現時点では、『授業計画書作成手引書』に

含まれていない。 

7.2.7.3.7. コマシラバスにおいては、単に単一単語的な（キーワード的な）キ

ーポイント提示に止まらず、その言葉の教育水準、理解水準などに

まで立ち入って言及されているか（何をどの程度まで深く学ぶの

か） 

本校のコマシラバスの書式・内容には、「細目レベル」という項目

があり、コマ単位の授業の流れ、授業内容、教授方法、説明手順、

教材利用方法、文献・資料参照箇所の記述が含まれている。こうい

った内容により、当該コマ内で扱われるキーワードの教育水準、理

解水準も表現される。この点については、コマシラバスの書式・内

容を解説し、記述要領および記述範例を記載した『授業計画書作成
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手引書』にも説明されている。 

7.2.7.3.8. コマシラバスにおいては、単に単一単語的な（キーワード的な）キ

ーポイント提示に止まらず、そのキーポイントの教育水準、理解水

準などについて、少なくとも 50字以上の記述がなされているか 

本校のコマシラバスの書式・内容には、「5 キーワード」、「細目レ

ベル」という項目があり、それぞれ、当該コマ内で扱われるキーワ

ード、それを含む授業内容の教育水準、理解水準（何をどこまで教

えるか）を記述することになっている。「細目レベル」の記述につ

いては、コマシラバスの書式・内容を解説し、記述要領および記述

範例を記載した『授業計画書作成手引書』において、コマ毎に 450

字以上記述することになっている。従って、1キーワードあたり 90

字以上割り当てられることになる。 

7.2.7.3.9. コマシラバスにおいては、復習のポイントとなる事項が特に次コマ

などとの関連で具体的に書かれているか 

本校のコマシラバスの書式・内容には、「復習・予習課題」という

項目があり、復習のポイントを記述するようになっている。しかも、

本校教員は、コマシラバスの書式・内容を解説し、記述要領および

記述範例を記載した『授業計画書作成手引書』を参照することがで

きる。この中で、「復習・予習課題」の記述要領や次コマの内容に

触れながら記述するという注意点が示されている。 

7.2.7.3.10. コマシラバスにおいては、予習のポイントとなる事項が授業

前の資料配付の限界などを配慮して、具体的に書かれているか。特

にネット検索を利用した事前学習などを配慮して書かれているか 

本校のコマシラバスの書式・内容には、「復習・予習課題」という

項目があり、予習のポイントを記述するようになっている。さらに、

本校教員は、コマシラバスの書式・内容を解説し、記述要領および

記述範例を記載した『授業計画書作成手引書』を参照することがで

きる。この中で、資料配布の限界を踏まえた「復習・予習課題」の

記述要領や次コマの内容に触れながら記述するという注意点が示

されている。 

7.2.7.3.11. コマシラバスにおいては、教科書に止まらない参照文献・参

照資料提示が存在しているか 

本校のコマシラバスの書式・内容には、「教材・教具」という項目

があり、参照するテキスト、教材、資料類を明記するようになって

いる。さらに、「細目レベル」という項目において、授業内容の詳

細とともに参照文献・参照資料の参照箇所を明記するようになって

いる。これら項目に関して、本校教員は、コマシラバスの書式・内

容を解説し、記述要領および記述範例を記載した『授業計画書作成

手引書』を参照することができる。 

7.2.7.3.12. コマシラバスにおいては、予復習の要（かなめ）となる参照

文献・参照資料などの指示がコマ毎に存在しているか 

本校のコマシラバスの書式・内容には、「復習・予習課題」という

項目があり、予復習のポイントを記述するようになっている。さら
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に、本校教員は、コマシラバスの書式・内容を解説し、記述要領お

よび記述範例を記載した『授業計画書作成手引書』を参照すること

ができる。この中で、「復習・予習課題」の記述要領や注意点が示

されており、予復習に必要な参照文献・参照資料などの指示を明記

するものとしている。 

7.2.7.3.13. コマシラバスにおいては、予復習の要（かなめ）となる参照

文献などが単に著作名・著者名・版数・出版社名・出版年次に止ま

らず、具体的な章題、ページ数などとともに示されているか 

本校のコマシラバスの書式・内容には、「教材・教具」という項目

があり、予復習において参照するテキスト、教材、資料類を明記す

るようになっている。さらに、「復習・予習課題」という項目にお

いて、参照文献・参照資料の参照箇所を明記するようになっている。

これら両項目に関して、本校教員は、コマシラバスの書式・内容を

解説し、記述要領および記述範例を記載した『授業計画書作成手引

書』を参照することができる。ただし、現時点では全学科全科目の

コマシラバスは完成していないため、2016 年度内に全学科全科目

のコマシラバスを完成させるものとする。 

7.2.7.3.14. コマシラバスにおいては、キーポイント単位に、予復習の要

（かなめ）となる参照文献・参照資料などが章題、ページ数などと

ともに示されているか 

本校のコマシラバスの書式・内容には、「教材・教具」という項目

があり、予復習において参照するテキスト、教材、資料類を明記す

るようになっている。さらに、「復習・予習課題」という項目にお

いて、参照文献・参照資料の該当箇所を明記するようになっている。

そこには、単に参照文献・参照資料の該当箇所だけでなく、何につ

いて、どのようなことを、どんな狙いで予復習するのかも示される。

従って、本校のコマシラバスの書式・内容によって、キーポイント

単位で、予復習の要となる参照文献・参照資料の参照箇所を示すこ

とができる。これら両項目に関して、本校教員は、コマシラバスの

書式・内容を解説し、記述要領および記述範例を記載した『授業計

画書作成手引書』を参照することができる。 

7.2.7.4. カリキュラム・シラバス・コマシラバスの学生アンケート 

7.2.7.4.1. 本校の学生アンケートの考え方 

カリキュラム・シラバス・コマシラバスに基づく教育成果は、出席

率、資格試験合格率、就職率、卒業率などの客観的な基本指標デー

タとして現れる。他方、学生アンケートの結果は、直接授業を受け

た本人による主観的な評価によるものである。授業を受けた本人に

よる回答という意味で、本校はこれを謙虚に受け止めなければなら

ない。しかし、学生は本校教育の対象者であって、本校の教育目標、

職業人材目標、カリキュラムや授業の全体を正当に評価するだけの

十分な見識と判断力を、必ずしも既に有しているとは考えない。だ

からこそ、彼らは学生なのであり、本校の全教育を、その意味や価

値も含めて授けるべき存在なのである。従って、本校は、学生アン
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ケートの結果を過剰評価し、一喜一憂することによって、カリキュ

ラム・授業計画の形成、授業の実施において右顧左眄し、本校の教

育理念や教育上の信念、職業人材目標を逸脱したり、損ねたりする

ことがないように留意したい。ただし、どのような回答であろうと、

本校の学生がアンケートに対して、そのように回答したという事実

は厳粛に受け止めなければならない。それが本校のカリキュラム、

授業計画、授業実態に対して、不見識で教育上好ましからざる評価

であったとしても、その回答を提出したのが本校の学生であること

に、本校は高等教育機関としての責めを認識するべきである。ある

いは、もしアンケートの回答が、本校の教育理念や教育上の信念、

職業人材目標、および、社会通念に照らして正当な問題点の指摘や

批判、非難、苦情を含むものであれば、本校は速やかに問題点の所

在を解明し、本校のカリキュラム、授業計画、授業実態、教員の専

門性・教育力、本校の教育環境などに改善の余地が認められる場合

には、躊躇なくこれを実行すべきであると考える。 

7.2.7.4.2. カリキュラム・シラバス・コマシラバス評価について、学生アンケ

ートは定期的・組織的に実施されているか 

学生アンケートは学期末毎に全学科において既に実施されている。 

7.2.7.4.3. 上記の学生アンケートをカリキュラム・シラバス・コマシラバス改

善に結び付ける仕組みや実績は存在しているか 

現時点では、本校に、学生アンケートの結果をカリキュラム・シラ

バス・コマシラバス改善に結び付ける仕組みや実績は存在していな

い。カリキュラム・シラバスの改善要素が見出された場合には、カ

リキュラムリーダーはカリキュラム改善案を作成し、次年度向けの

「学園教務会議」（7.2.2.1 参照）において承認を得なければなら

ないものとする。また、コマシラバス、授業内容、授業運営上の問

題点が予想される場合は、前述（7.2.7.1.2参照）の「授業管理会

議」において、カリキュラムリーダー、学科責任者は科目担当（予

定）教員とともに改善案を検討し、コマシラバスおよび授業改善を

図るものとする。 

7.2.7.5. カリキュラム・シラバス・コマシラバスの第三者評価 

7.2.7.5.1. 学校がしかるべき開発者・管理者の元に仕上げたカリキュラム・シ

ラバス・コマシラバスについての第三者評価は存在しているか。特

に関連分野の実務者・技術者などの評価は存在しているか。評価に

関わる定期的で組織的な交流は存在しているか。 

現時点では、本校のカリキュラム・シラバス・コマシラバスは第三

者評価を受けていない。 

7.2.7.6. 学生の仕上がり評価（科目履修判定＝試験判定） 

7.2.7.6.1. 試験指標（履修判定指標） 

7.2.7.6.1.1. 本校授業計画書における試験指標（履修判定指標）の意義 

本校の授業計画書は、シラバス、コマシラバスとともに、

同時に試験指標（履修判定指標）を含んでいる（7.2.7.1.1

参照）。授業計画書は、科目趣旨、科目概要、コマ毎の授
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業展開を記述すればよいだけではなく、当該科目のコマ進

行の終局において、どのような知識がどれだけの水準で獲

得されるはずか学生の仕上がり状態を想定しつつ記述す

るものとしている。学生の仕上がり状態の想定なくしてい

かなる授業計画もあり得ないからである。さらに、その仕

上がり状態が想定通りのものかどうかを判定するための

試験指標（履修判定指標）も同時に授業計画の段階で示さ

れる。この授業計画書の作成にあたっては、本校教員は、

コマシラバス、試験指標（履修判定指標）の書式・内容、

記述要領、記述範例を解説した『授業計画書作成手引書』

を参照することができる（7.2.7.1.2 参照）。また、試験

指標（履修判定指標）を含む授業計画書に対する評価指標

が「授業計画書評価指標」（7.2.7.1.2 参照）として定義

され、これにより、カリキュラムリーダー（および授業管

理者・教育管理者）が主導する「科目編成会議」、「授業管

理会議」において、授業計画書は評価・改善の機会を得る

ことができる（7.2.7.1.2参照）。 

7.2.7.6.1.2. シラバス・コマシラバスに基づいた試験指標（履修判定指

標）がシラバス・コマシラバスと同時に形成できているか

どうか 

前述（7.2.7.1.1 参照）のように、本校の授業計画書は、

シラバス、コマシラバスとともに、同時に試験指標（履修

判定指標）を含んでおり、一括して作成できる書式・内容

となっている。さらに、本校の試験指標（履修判定指標）

は、シラバス・コマシラバスとともに、その記述要領およ

び記述範例が『授業計画書作成手引書』に示されている。

科目担当予定教員は、『授業計画書作成手引書』を参照す

ることにより、シラバス・コマシラバス・履修判定指標の

間の一貫性を保ちやすくなっている（7.2.7.1.2参照）。 

7.2.7.6.1.3. 試験指標（履修判定指標）は、シラバス・コマシラバスの

内容と整合性があるか 

前述（7.2.7.1.1 参照）のように、本校の授業計画書は、

シラバス、コマシラバスとともに、同時に試験指標（履修

判定指標）を含んでおり、一括して作成できる書式・内容

となっている。さらに、本校の試験指標（履修判定指標）

は、シラバス・コマシラバスとともに、その記述要領およ

び記述範例が『授業計画書作成手引書』に示されている

（7.2.7.1.2参照）。そこには、「科目主題」、「科目概要」、

重要度順に並べられた 10 個の「キーワード」、「シラバス

との関係」を記述することにより、シラバス・コマシラバ

ス・履修判定指標の間に一貫性をもたらす方法が解説され

ている。また、試験指標（履修判定指標）を含む授業計画

書は、作成後にも評価・改善の機会が与えられている。授
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業計画書の評価指標が「授業計画書評価指標」（7.2.7.1.2

参照）として定義され、カリキュラムリーダー（および他

の授業管理者・教育管理者）が主導する「科目編成会議」

「授業管理会議」において、評価・改善の機会を得ること

ができるとしている（7.2.7.1.2参照）。 

7.2.7.6.1.4. 試験指標（履修判定指標）は、全コマシラバスの流れの全

体と整合性があるか 

前述（7.2.7.1.1 参照）のように、本校の授業計画書は、

シラバス、コマシラバスとともに、同時に試験指標（履修

判定指標）を含んでおり、一括して作成できる書式・内容

となっている。さらに、本校の試験指標（履修判定指標）

は、シラバス・コマシラバスとともに、その記述要領およ

び記述範例が『授業計画書作成手引書』に示されている。

そこでは、シラバス内に「科目主題」、「科目概要」、重要

度順に並べられた 10 個の「キーワード」を記述し、コマ

シラバス内にはコマごとに「シラバスとの関係」を記述す

ることにより、シラバス・コマシラバスと履修判定指標の

間に一貫性をもたらす方法について解説している。また、

試験指標（履修判定指標）を含む授業計画書は、作成後に

も評価・改善の機会が与えられている。授業計画書の評価

指標が「授業計画書評価指標」（7.2.7.1.2 参照）として

定義され、カリキュラムリーダー（および他の授業管理

者・教育管理者）が主導する「科目編成会議」、「授業管理

会議」において、評価・改善の機会を得ることができると

している（7.2.7.1.2参照）。 

7.2.7.6.1.5. 試験指標（履修判定指標）は、特にコマシラバスのキーポ

イントの教育水準・理解水準と整合性があるか 

前述（7.2.7.1.1 参照）のように、本校の授業計画書は、

シラバス・コマシラバスとともに、同時に試験指標（履修

判定指標）を含んでおり、一括して作成できる書式・内容

となっている。さらに、本校の試験指標（履修判定指標）

は、シラバス・コマシラバスとともに、その記述要領およ

び記述範例が『授業計画書作成手引書』に示されている。

そこでは、シラバス内に「科目主題」、「科目概要」、重要

度順に並べられた 10 個の「キーワード」を記述し、コマ

シラバス内にはコマごとに「シラバスとの関係」を記述す

ることにより、シラバス・コマシラバス・履修判定指標の

間に一貫性をもたらす方法について解説してある。また、

試験指標（履修判定指標）を含む授業計画書は、作成後に

も評価・改善の機会が与えられている。授業計画書の評価

指標が「授業計画書評価指標」として定義され、カリキュ

ラムリーダー（および他の授業管理者・教育管理者）が主

導する「科目編成会議」、「授業管理会議」において、評価・
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改善の機会を得ることができるとしている（7.2.7.1.2参

照）。 

7.2.7.6.1.6. 試験指標（履修判定指標）は、シラバス・コマシラバスに

基づいて適切な数が具体的に挙げられているかどうか 

本校の試験指標（履修判定指標）は、書式上のルールとし

て 10 項目と定められており、しかも、それはシラバス内

の 10個のキーワードと対応させることになっている。 

7.2.7.6.1.7. 試験指標（履修判定指標）には、重点的な重み付け表示（基

本指標、中級指標、上級指標などの）が存在しているか 

本校の試験指標（履修判定指標）は、書式上のルールとし

て 10 項目と定められており、しかも、それはシラバス内

で重要度順に挙げられた 10 個のキーワードと対応させる

ことになっている。このことによって、自然と履修判定指

標の 10項目が傾斜配点され、その配点が 10項目それぞれ

に対して明記される。さらに、履修判定指標の 10 項目と

配点に関する記述要領および記述範例が『授業計画書作成

手引書』に示されている。また、試験指標（履修判定指標）

を含む授業計画書は、作成後にも評価・改善の機会が与え

られている。授業計画書の評価指標が「授業計画書評価指

標」として定義され、カリキュラムリーダー（および他の

授業管理者・教育管理者）が主導する「科目編成会議」、

「授業管理会議」において、授業計画書の改善機会を得る

ことができるとしている（7.2.7.1.2参照）。 

7.2.7.6.1.8. 試験指標（履修判定指標）には、重点的な重み付けに従っ

て、配点割合を表示するルールが存在しているか 

本校の試験指標（履修判定指標）は、書式上のルールとし

て 10 項目と定められており、しかも、それはシラバス内

で重要度順に挙げられた 10 個のキーワードと対応させる

ことになっている。このことによって、自然と履修判定指

標の 10項目が傾斜配点され、その配点が 10項目それぞれ

に対して明記される。さらに、履修判定指標の 10 項目と

配点に関する記述要領および記述範例が『授業計画書作成

手引書』に示されている。また、試験指標（履修判定指標）

を含む授業計画書は、作成後にも評価・改善の機会が与え

られている。授業計画書の評価指標が「授業計画書評価指

標」として定義され、カリキュラムリーダー（および他の

授業管理者・教育管理者）が主導する「科目編成会議」、

「授業管理会議」において、評価・改善の機会を得ること

ができるとしている（7.2.7.1.2参照）。 

7.2.7.6.2. 試験指標（履修判定指標）の第三者評価 

7.2.7.6.2.1. 試験指標（履修判定指標）の第三者評価は存在しているか。

特に関連分野の実務者・技術者などの評価は存在している

か。試験評価に関わる定期的で組織的な企業交流は存在し
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ているか 

現時点では、本校の試験指標（履修判定指標）は第三者評

価を受けていない。 

7.2.7.6.3. 試験管理 

7.2.7.6.3.1. 本校の試験問題・試験管理の考え方 

履修判定に用いられる試験問題は、授業計画書の段階で試

験指標（履修判定指標）としては、予め試験範囲、試験項

目、配点、出題比重、難易度水準が定められているが、完

成された問題文まで計画に含まれている訳ではない。従っ

て、本校は、授業計画書の履修判定試験指標と実際の試験

問題の出題内容との整合性を実施前に検証し、改善できる

体制が必要であると考える。特に、履修判定指標が示す試

験範囲、試験項目、配点、出題比重、難易度水準に、実際

の試験問題が合致しているかどうかを試験問題作成者以

外の者が評価・検証できる体制が必要であると考える。 

7.2.7.6.3.2. 「履修判定試験評価指標」素案 

現時点では、「履修判定試験評価指標」に含むべき項目と

して、以下のようなものが考えられる。 

（1） 個々の受験者の得点やクラス平均点が予測できて

いるか。 

（2） 試験範囲、配点、出題比重、出題内容は、授業計

画書の試験指標（履修判定指標）および全授業コ

マの内容・比重配分と合致しているか。 

（3） 出題数は、全授業コマの内容やコマ数に応じて適

切なものになっているか。 

（4） 問題用紙と解答用紙の両方に、設問毎の配点を明

記しているか。 

（5） 出題内容が、授業中に実施していた他の試験問題

（「理解度確認試験」など）との同一問題や類似問

題となっていないか。他の試験問題の安易な流用

になっていないか。 

（6） 出題内容が、専門用語の単純な語句暗記に偏重し

ていないか。 

（7） 問題文が曖昧で、正しく正解が導き出せない、も

しくは、不特定多数の正解が生じるようなものに

なっていないか。 

（8） 記述問題の場合、明確な採点基準が存在している

か。あるいは、解答記述に対して部分点を与える

ような場合、その採点要素と正解基準が明確に存

在しているか。 

（9） 選択問題の場合、解答選択肢の数が過少となって

いないか。 

（10） 資格試験対策科目の場合、カリキュラムの全体的
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な戦略とは無関係に、本番の試験問題に劣る難易

度になっていないか。 

（11） 設問が、他に回避できる手段があるにもかかわら

ず、授業内容とまったく無関係な知識によって、

多くの学生が正解できるような内容になっていな

いか。 

（12） 設問が、授業中に発生した偶発的事実に依存する

ような内容になっていないか。一般化された知

識・技術に立脚した内容になっているか。 

（13） 設問が、授業に対するアンケートとなっていて、

その回答内容や回答自体によって加点されるよう

なものになっていないか。 

（14） 他に回避する手段があるにもかかわらず、安易な

実習試験や作品提出評価を採用していないか。 

（15） グループ制作や作品提出を履修判定試験として採

用した場合、受験者個人の実力を正当に評価でき

るような内容と体制を保証できているか。 

（16） グループ制作や作品提出を履修判定試験として採

用した場合、全授業コマの範囲と難易度に一致す

るような難易度、複雑度を伴った課題を提示する

ことができているか。 

（17） 追再試の問題は、本試験と同等の難易度を保って

いるか。 

7.2.7.6.3.3. 本校の試験承認の考え方 

授業計画作成、試験問題作成をすべて科目担当教員（常

勤・非常勤）が単独で実行した場合、試験指標（履修判定

指標）・試験問題の間の一貫性保証が科目担当教員一個人

の能力と意思に依存してしまうことになる。そこで、科目

担当教員が作成した試験問題をカリキュラムリーダーが

事前評価・検証し、必要に応じて修正を行わせた上で、承

認を与えるようにする。本校は、これにより、試験問題の

妥当性を確保できる蓋然性を高めることができると考え

る。 

7.2.7.6.3.4. 履修判定に用いる試験問題を、授業計画との整合性に基づ

いて検証するシステムは存在しているか 

現時点では、本校に、試験問題を検証・承認する体制は存

在していない。 

7.2.7.6.3.5. 試験内容は、実施前にカリキュラム開発者・管理者の承認

を得ることになっているか 

現時点では、本校に、試験問題を検証・承認する体制は存

在していない。 

7.2.7.6.4. 試験作成ルール 

7.2.7.6.4.1. 試験を作成する場合の組織的な基本ルール（少なくとも学
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科単位での基本ルール）のようなものは存在しているか 

現時点では、本校に試験問題作成に関する基本ルールは存

在していない。 

7.2.7.6.4.2. グループ学習や作品作成など、学生単独の自立的な能力を

測る履修判定試験においてノイズが入りやすい要素を排

除する仕組みが存在しているか 

グループ学習や作品作成においては、その成果物から学生

単独の能力を正確に測ることは容易ではない。グループ学

習の場合は、学生個人に帰せられる分担や実績が曖昧にな

ることが珍しくなく、作品作成の場合は、他学生の助成や

支援の影響を排除する（排除して評価する）ことが難しい。

従って、本校は、グループ学習や作品作成の場合、作成段

階から一定の統制を加えていないと学生の単独評価が無

意味になりかねないと考える。そこで、本校の基本的な姿

勢としては、第一に、公正な試験管理が難しく、試験内容

と授業計画書との整合性も保ちにくいグループ学習や作

品作成に基づく試験評価ついては、できる限りこれを回避

すべきものと考える。しかし、現状は、グループ学習も作

品作成も、学科ごとに単なる習慣や経験に依存した工夫だ

けで実施されている。 

7.2.7.6.5. 試験実施ルール 

7.2.7.6.5.1. 試験実施ルールは存在しているか 

現時点では、学科毎に習慣と経験に依存した実施方法をと

っており、本校全体で明文化されたルールに基づいている

ものではない。 

7.2.7.6.5.2. 試験時間は、科目の特性（講義・実習などの）に応じた時

間配分となっているか 

現時点では、学科ごとに習慣的な実施方法をとっており、

本校全体で明文化されたルールに基づいているものでは

ない。 

7.2.7.6.5.3. 実習試験は、授業の延長上の作品提出とか、短時間の断片

的な作業主義的試験になっていないか 

実習試験は、時間管理が容易ではない。1科目全コマ分の

学習成果を時間制限された実習試験で評価しようとした

場合、膨大な試験時間が必要になる。そこで、一定の作業

期間を設け、期日までに実習成果物を提出させるようにし

た場合は、こんどは他学生による助成や支援の影響を排除

し難くなる。そこで、本校としては、第一に、そもそも実

習試験による学力評価を推奨しないものとする。 

7.2.7.6.6. 試験用紙・解答用紙 

7.2.7.6.6.1. 試験問題には、（解答用紙共々）各問に配点が明示されて

いるか 

現時点では、本校に試験用紙および解答用紙の書式に関す
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るルールは存在していない。 

7.2.7.6.6.2. 解答用紙は、採点後本人に、新期開始前（あるいは開始時）

に返却しているか 

現時点では、採点済み解答用紙の返却に関するルールは存

在していない。 

7.2.7.6.7. 点数評価 

7.2.7.6.7.1. 本校の点数評価の考え方 

本校は、履修判定試験の点数は、学生の学業成績であると

同時に、そのまま本校の教育実績を表していると考える。

従って、試験の点数を単純に学生の成績評価に用いるだけ

でなく、そこから、カリキュラム改善、授業計画書改善、

教員の専門性・教育力改善、教育環境改善の要素を見出す

ための貴重な素材でもあると考える。しかし、試験の点数

からそのような各種の改善の要素を見出すためには、試験

の点数が適切かつ迅速に収集され、多様な分析に応えられ

るようにさまざまな統計量が算出されることを前提とす

る。このような体制は、データの入力から統計量の算出ま

で一貫して行えるシステムの導入を必要とする。これには、

前述（2.3 参照）の「河原学園 IR システム」を利用する

ことが最適である。そこで、この「河原学園 IRシステム」

には、履修判定試験の入力から各種統計量の算出およびそ

の帳票出力まで実装しておくものとする。 

7.2.7.6.7.2. 点数評価とカリキュラム・授業計画書の改善 

前述（7.2.7.6.7.1参照）のシステムを導入するだけでは、

試験点数に基づいた各種統計量の算出に止まってしまう。

従って、各種統計量を分析し、そこに含意されるカリキュ

ラム改善、授業計画書改善、教員の専門性・教育力改善、

教育環境改善の要素を見出し、さまざまな改善案の検討へ

と結び付けていかなければならない。そこで、そのための

機会として、追再試も含めた履修判定試験後に学校単位で

実施される「科目総括会議」を設置するものとする。「科

目総括会議」においては、校長、カリキュラムリーダーを

中心に、試験点数分布の原因究明や改善策の検討を行い、

科目毎に必要な措置を決定するものとする。さらに、「科

目総括会議」の決定を受けて、今度は学科毎に前述

（7.2.7.1.2参照）の「授業管理会議」を開催し、カリキ

ュラムリーダー（および学科責任者）は、科目担当教員（常

勤・非常勤）に対して、必要な指導を行うものとする。さ

らに、「科目総括会議」は、「学園教務会議」の下位会議、

「授業管理会議」の上位会議という位置付けとし、カリキ

ュラムリーダーは、「科目総括会議」における試験点数、

カリキュラム、授業計画書、授業実態、科目担当教員の専

門性・教育力への評価を踏まえ、カリキュラムや授業計画
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書の改善要素、科目担当教員の専門性・教育力の改善要素

を見出し、次年度カリキュラム案および「教員研修計画書」、

「教員配置計画書」（7.2.5.1 参照）案へと反映させたの

ちに、次年度カリキュラムを検討する「学園教務会議」に

臨むものとする。 

7.2.7.6.7.3. 各科目の試験点数の分析は、授業担当者、試験作成者を超

えてなされているか 

現時点では、本校に授業担当者、試験作成者を超えて試験

点数結果を分析し、本校教育力の改善・向上に役立てられ

るような体制は存在していない。 

7.2.7.6.7.4. 点数記入フォーマットは、少なくとも学科単位で統一され

ているか 

「河原学園 IR システム」により、点数記入フォーマット

は統一されている。 

7.2.7.6.7.5. 学生の科目偏差値、学科内偏差値などが期毎に集計される

ようなフォーマットになっているか 

「河原学園 IR システム」により、点数入力から学生の科

目偏差値、学科内偏差値といった統計量の算出まで統合的

に行える。 

7.2.7.6.7.6. そのフォーマットの中には、平均点のみならず、点数分布

を表現するような標準偏差表示なども存在しているか 

試験点数の平均点・標準偏差・偏差値などの各種統計量の

算出と一定度の分析結果の帳票出力も含まれる。 

7.2.7.6.7.7. 上位、中位、下位のそれぞれに試験点数が偏向した分布を

していたり、二峰性を示していたり、基準合格点（100点

満点中の 60 点）を満たせない点数が大きく広がって散漫

な分布になったりしている場合の原因特定や対策が組織

的に行われているか 

現時点では「河原学園 IR システム」から得られる各種統

計量を分析し、そこからさまざまな改善案を検討する学校

単位の「科目総括会議」を設置するものとしている

（7.2.7.6.7.2 参照）。この「科目総括会議」において、

校長、カリキュラムリーダーの主導の下に、試験点数の偏

向分布の原因究明や改善策の検討を行い、カリキュラム全

体および科目ごとに必要な改善措置（教員への改善指導も

含め）を決定するものとしている。本校は、これにより、

点数分布の原因特定や対策が組織的に行うことができる

ものと考える。 

7.2.7.6.7.8. 点数分析や対策会議にはカリキュラム開発者・管理者が主

導的に関わっているか 

現時点では「河原学園 IRシステム」を導入し（7.2.7.6.7.1

参照）、さらに「河原学園 IRシステム」から得られる各種

統計量を分析し、そこからさまざまな改善案を検討する学
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校単位の「科目総括会議」を設置するものとしている

（7.2.7.6.7.2 参照）。この「科目総括会議」において、

校長、カリキュラムリーダー主導の下、試験点数の偏向分

布の原因究明や改善策の検討を行い、カリキュラム全体お

よび科目ごとに必要な改善措置を決定するものとしてい

る。本校は、これにより、点数分布の原因特定や対策にお

いてカリキュラム開発者・管理者が主導的に関わることが

できるものと考える。 

7.2.7.6.8. 合否認定・合否総括 

7.2.7.6.8.1. 本校における合否認定基準 

本校には、現時点で、全学で統一された合否認定基準が設

定されていない。 

7.2.7.6.8.2. 個々の学生の試験点数は、試験終了後迅速に処理され、学

校管理者（学長・校長など）にまで即座に共有されている

か 

現時点では、学生の試験点数を集約し、学校管理者（学長・

校長など）および学科教育責任者（学科責任者・カリキュ

ラムリーダー）に即座に共有されるような体制は構築され

ていない。 

7.2.7.6.8.3. 試験結果後の試験の妥当性などの検討を行う会議は年間

スケジュールの中に組み込まれているか 

現時点では、本校に、試験結果後の分析・検討を行う正式

な会議は存在しない。 

7.2.7.6.8.4. 試験の合否認定が担当教員任せになっていないか 

現時点では、試験の合否判定方法は学科ごと、教員ごとに

まちまちになっている。 

7.2.7.6.8.5. 60 点未満の不合格者をどう処理するのかの基本ルールな

どは存在しているか 

現時点では、試験不合格者の処遇に関して、学内で統一的

なルールは設置されていない。 

7.2.7.6.8.6. 履修判定試験合格率（合格者が受験者の何%を占めるべき

か）の目標などが存在しているか 

履修判定試験合格率の目標値は 100%としている。 

7.2.7.6.8.7. 履修判定試験合格率の目標に関してはカリキュラム開発

者・管理者の管理事項になっているか 

本校においては、履修判定試験合格率をはじめとする基本

指標の目標値については、少なくとも校長、カリキュラム

リーダーが参加する「学園教務会議」によって決定され、

履修判定試験合格率の目標達成はカリキュラムリーダー

の管理事項とされている（2.2参照）。 

7.2.7.6.8.8. 各科目の履修判定試験合格率や点数分布に問題がある場

合、原因を特定し、対策を立てる組織上の仕組みが存在し

ているか 
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現時点では、各科目の履修判定試験合格率や点数分布の分

析や改善策の検討を組織的に行うような体制は存在して

いない。そこで、前述（7.2.7.6.7.2参照）のように、履

修判定試験後に実施される学校単位の「科目総括会議」に

おいて、校長、カリキュラムリーダー主導の下、試験点数

の偏向分布の原因究明や改善策の検討を行い、カリキュラ

ム全体や科目ごとに必要な改善措置を決定するものとし

ている。さらに、「科目総括会議」の決定を受けて、今度

は学科毎に前述（7.2.7.1.2参照）の「授業管理会議」を

開催し、カリキュラムリーダー（および学科責任者）は、

科目担当教員（常勤・非常勤）に対して、必要な改善指導

（授業計画書の改善・授業内容・授業運営の改善など）を

行うものとしている（7.2.7.6.7.2参照）。 

7.2.7.6.8.9. 試験期間終了と学生への合否発表日時との間に、当該期の

授業計画・試験結果（試験点数分布）などを考慮に入れた

授業評価＋教員評価を行う期総括会議のようなものが存

在しているか 

現時点では、各科目の履修判定試験合格率や点数分布の分

析や改善策の検討を組織的に行うような体制は存在して

いない。そこで、前述（7.2.7.6.7.2参照）のように、履

修判定試験後に実施される学校単位の「科目総括会議」に

おいて、校長、カリキュラムリーダー主導の下、試験点数

の分析に基づいた授業評価、教員評価を行い、必要な改善

措置を決定するものとしている。さらに、その決定を受け

て、今度は学科毎に前述（7.2.7.1.2参照）の「授業管理

会議」を開催し、カリキュラムリーダー（および学科責任

者）は、科目担当教員（常勤・非常勤）に対して、必要な

改善指導（授業計画書の改善・授業運営の改善など）を行

うものとしている（7.2.7.6.7.2参照）。 

7.2.7.6.8.10. 合否発表は、上記総括会議の結果（承認）を経て発

表されているか 

前述（7.2.7.6.8.4参照）にあるように、合否発表は、「科

目総括会議」の結果を経て行われるものとしている。 

7.2.7.6.8.11. 試験結果を来期、および来年度の授業計画にフィー

ドバックするような組織的な総括の仕組みは存在してい

るか 

現時点では、本校にそのような仕組みは存在していない。

そこで、試験結果を次期もしくは次年度の授業計画書にフ

ィードバックする多段階のプロセスを導入するものとし

ている。まず、履修判定試験後に実施される学校単位の「科

目総括会議」において、校長、カリキュラムリーダーの主

導の下、試験点数分布の原因究明や改善策の検討を行い、

科目毎に必要な改善措置を決定するものとしている
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（7.2.7.6.7.2 参照）。その決定を受けて、今度は学科毎

に「授業管理会議」（7.2.7.1.2 参照）を開催し、カリキ

ュラムリーダー（および学科責任者）は、科目担当教員（常

勤・非常勤）に対して、授業計画書、授業内容、授業運営

に関する改善指導や提案を行うものとしている

（7.2.7.6.7.2 参照）。さらに、「科目総括会議」は、「学

園教務会議」の下位会議、「授業管理会議」の上位会議と

いう位置付けとし、カリキュラムリーダーは、「科目総括

会議」における試験点数、カリキュラム、授業計画書、授

業実態、科目担当教員の専門性・教育力への評価を踏まえ、

カリキュラムや授業計画書の改善要素、科目担当教員の専

門性・教育力の改善要素を見出し、次年度カリキュラム案

および次年度「教員研修計画書」案、次年度授業計画書案

へと反映させたのちに、次年度カリキュラムを検討する

「学園教務会議」に臨むものとしている（7.2.7.6.7.2参

照）。 

7.2.7.7. 追試・再試の存在について 

本校では、原則的に、履修判定試験（本試験）の合否によって履修の可否を

認定している。それに対して、追試・再試は例外的な措置であり、その問題

内容および実施については、本試験受験者との公正を期するため、細心の注

意を払うべきであると考える。 

7.2.7.7.1. 追試（本試験未受験者に行う試験） 

7.2.7.7.1.1. 追試は、存在しているか 

現時点では、学科毎に必要に応じて追試を行っている。 

7.2.7.7.1.2. 追試実施の組織的なルールは、存在しているか 

現時点では、本校に追試に関する組織的なルールは存在し

ていない。 

7.2.7.7.1.3. 追試内容は、カリキュラム開発者・管理者の承認を得てい

るか 

現時点では、本校にカリキュラムリーダーによる追試内容

の承認というルールは存在していない。 

7.2.7.7.1.4. 追試による能力判定が、本試験と同じかそれ以上のレベル

の仕上がりを期待できるものになっているか 

現時点では、本校に追試による能力判定が、本試験と同じ

かそれ以上のレベルの仕上がりを期待できるものになっ

ているかを評価する仕組みは存在していない。 

7.2.7.7.1.5. 追試による仕上がり判定を、信頼性を担保しつつ客観化す

る仕組みは存在しているか 

現時点では、本校に追試による仕上がり判定を、信頼性を

担保しつつ客観化する仕組みは存在しない。 

7.2.7.7.2. 再試（本試験の不合格者に行う試験） 

7.2.7.7.2.1. 再試は、存在しているか 

現時点では、学科毎に必要に応じて再試を行っている。 
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7.2.7.7.2.2. 再試は、1回のみか 

現時点では、学科毎にまちまちである。 

7.2.7.7.2.3. 再試実施の組織的なルールは、存在しているか 

現時点では、本校に再試に関する組織的なルールは存在し

ていない。。 

7.2.7.7.2.4. 再試内容は、カリキュラム開発者・管理者の承認を得てい

るか 

現時点では、本校にカリキュラムリーダーによる再試内容

の承認というルールは存在していない。 

7.2.7.7.2.5. 再試による能力判定が、本試験と同じかそれ以上のレベル

の仕上がりを期待できるものになっているか 

現時点では、本校に再試による能力判定が、本試験と同じ

かそれ以上のレベルの仕上がりを期待できるものになっ

ているかを評価する仕組みは存在していない。 

7.2.7.7.2.6. 再試による仕上がり判定を、信頼性を担保しつつ客観化す

る仕組みは存在しているか 

現時点では、本校に再試による仕上がり判定を、信頼性を

担保しつつ客観化する仕組みは存在しない。 

7.2.7.7.2.7. 教員・学生共々、再試制度に安易に頼らない仕組み、日々

の授業に集中できる仕組みはできているか 

本校は、再試制度に頼らずに学生の履修を完遂させるため

には、コマシラバスを中心とした授業計画体制と、定期的

かつ頻繁な「理解度確認試験」（開始コマと終了コマの間

に複数回実施され、1 回分の試験範囲を直前の 2～3 コマ

以内に限定した試験）の実施、「理解度確認試験」結果に

基づく学生へのフィードバックとフォローが欠かせない

と考える。ところで、コマシラバスの作成にあたって、本

校教員は、コマシラバスの書式・内容を解説し、記述要領

および記述範例を記載した『授業計画書作成手引書』を参

照することができる。その中には、復習コマの意義やコマ

編成への導入方法が解説されており（7.2.4.3、7.2.7.3.5

参照）、さらに、復習コマの時間を利用して、「理解度確認

試験」およびその解答解説を実施する手法が解説されてい

る。この手引書にしたがえば、どの科目のコマシラバスに

も、1 週間に 1 回程度の割合で、「理解度確認試験」とそ

の解答解説の実施を織り込むことができる。また、カリキ

ュラムリーダーがコマシラバスを評価する際に参照する

「授業計画書評価指標」には、2～4 コマに 1 コマの割合

で復習用のコマ（もしくは「理解度確認試験」用のコマ）

を設置しているかどうかについての評価項目が含まれる

（7.2.6.7、7.2.7.1.2参照）。以上により、コマ進行中に

「理解度確認試験」とその解答解説のコマがほぼ定期的に

設置される。その結果、履修判定試験しか実施しない場合
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と比較して、試験の実施頻度が増加し、学生は授業中も比

較的高い緊張感が強いられると同時に、試験実施後に授業

内容の中で理解不十分だった箇所を容易に見いだすこと

ができる。これならば勉強に不慣れな学生であっても、復

習課題を見出しやすい。それを踏まえて、教員があるとき

の出題内容に、実施済み試験の復習問題や正答率の低かっ

た問題の再出題を含めれば、いっそうの学習効果を期待す

ることができる。これにより、カリキュラムリーダーは、

「理解度確認試験」の集計結果に基づき、1～3 コマ単位

で授業を評価（授業の成果評価）すること、および、履修

不良者を発見することが可能になる。その結果、カリキュ

ラムリーダー（もしくは学科長）は、「授業管理会議」に

おいて、科目担当教員（常勤・非常勤）に対し、適宜、授

業改善（内容改善・運営改善）指導や履修不良者に対する

補習対応指示を行うことができるようになる。（7.2.7.1.2

参照）。本校は、これらすべての仕組みにより、再試制度

への安易な依存を避け、日々の授業に基づいた実力養成を

図ることができると考える。ただし、「理解度確認試験」

の出題内容は、カリキュラムリーダーが評価し、必要に応

じて科目担当教員に対して改善指導を行うものとする。 

7.2.7.7.2.8. 大量の再試対象者（試験不合格者）を出した教員に対して

の指導は存在しているか 

現時点では、本校に大量の再試対象者（試験不合格者）を

出した教員に対する組織的な指導体制は構築されていな

い。しかし、前述（7.2.7.6.7.7参照）のように、学校単

位の「科目総括会議」において、試験点数、授業実態、授

業計画書、科目担当教員の専門性・教育力の評価が行われ、

その結果を受けて学科毎に開催される「授業管理会議」に

おいて、カリキュラムリーダー（および学科責任者）は、

科目担当教員（常勤・非常勤）に対して授業計画書改善、

授業内容・授業運営改善のための指導を行うことができる

（7.2.7.1.2参照）。 

7.2.7.7.2.9. 上記指導後の改善状況を管理する仕組みは存在している

か 

本校は、学科単位で開催される「授業管理会議」（7.2.7.1.2

参照）、および、「理解度確認試験」の結果を集約・集計す

る「河原学園 IRシステム」（2.3参照）を活用することに

よって、指導後の科目担当教員の改善状況を管理すること

ができると考える。上記の指導後、科目授業開始前に開催

される「授業管理会議」において、カリキュラムリーダー

は、科目担当教員（常勤・非常勤）に対し、授業計画書の

修正・改善指導、授業内容・授業運営に関する課題事項や

注意事項の伝達、研修参加指導などを行うことができる。
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さらに、科目授業開始後は、カリキュラムリーダーは、「河

原学園 IR システム」から得られる「理解度確認試験」の

集計結果を評価し、問題が認められる場合は、「授業管理

会議」において、科目担当教員（常勤・非常勤）に対して、

授業内容・授業運営改善のための指導を行うことができる。

さらに、カリキュラムリーダーは、「河原学園 IR システム」

による授業評価とは別に、後述する授業参観評価（7.3.3

参照）によって、授業実態を直接評価し、授業内容・授業

運営改善のための指導を行うこともできる。本校は、以上

により、大量の再試対象者（試験不合格者）を出した科目

担当教員に対して指導を行った後に、その改善状況を管理

することができると考える。 

 

7.3. 授業 

7.3.1. 授業計画と授業 

7.3.1.1. 本校の授業計画の考え方 

本校は、事前かつ入念に作成された授業計画書（シラバス・コマシラバス・

試験指標）が存在してこそ、該当科目が応分する教育目標（職業人材目標）

の水準に学生を到達させる蓋然性が高められると考える。従って、授業計画

書は、あらゆる想定可能な授業阻害要因（学生の個人的資質、基礎学力の水

準など）を考慮し、学生を確実に教育目標に到達させることができるように

形成されると同時に、実際の授業は、原則的に授業計画書に忠実に実施され

るのでなければならない。 

7.3.1.2. 授業は、授業計画（シラバス・コマシラバス・試験指標）に基づいて実施さ

れているか 

現時点では、全学科の授業計画書が完成していない。 

7.3.1.3. 授業が授業計画通りに実施されていることについて、授業先頭コマから最終

コマに至るまで、つまり履修判定試験結果が出るまでに検証するシステムは

存在しているか 

現時点では、科目のコマ進行を検証するようなシステムは存在していない。

しかし、カリキュラムリーダーは、「河原学園 IRシステム」を活用すること

により、「理解度確認試験」（2～4コマ割合で実施され直前の 1～3コマ分の

学習内容を対象とする試験）の集計結果に基づき、コマ進行が正常であるか

どうかその都度評価することができる（7.2.7.7.2.7 参照）。さらに、後述

する授業参観評価によって、カリキュラムリーダーが授業実態を直接評価す

ることもできる（7.3.3 参照）。本校は、これにより、授業が授業計画通り

に実施されていることを検証することができると考える。 

7.3.1.4. 授業が授業計画通りに実施されていることについて、授業が全コマ終了した

後、あるいは履修判定試験が終了した後に検証するシステムは存在している

か 

現時点では、そのようなシステムは存在しない。そこで本校は、履修判定試

験点数の集計結果および授業中に実施された「理解度確認試験」の点数の集

計結果を比較対照することにより、授業が全コマ終了した後、あるいは履修
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判定試験が終了した後に授業が授業計画通りに実施されていたかどうか検

証することができるのではないかと考える。これまでに規定したことから、

「システム管理部」が導入する「河原学園 IR システム」は、履修判定試験

と「理解度確認試験」の点数の集計結果、各種統計量を提供する（7.2.7.6.7.1

参照）。その上で、履修判定試験後に実施される学校単位の「科目総括会議」

において、試験点数の集計結果、各種統計量を分析して、授業計画書・授業

実態・履修判定試験結果との相互評価を行うことができる（7.2.7.6.7.2参

照）。その結果を受けて、カリキュラムリーダー（および学科責任者）は、

「授業管理会議」を開催し、科目担当教員（常勤・非常勤）に対して、授業

計画書改善、授業内容・授業運営改善といった指導を行うことができる

（7.2.7.6.7.2 参照）。本校は、以上により、授業が授業計画通りに実施さ

れていることについて、授業が全コマ終了した後、あるいは履修判定試験が

終了した後に検証するシステムを構築できると考える。 

7.3.1.5. 授業が授業計画通りに実施されていることについて、学生授業アンケート以

上に検証できるシステムは存在しているか 

現時点では、学生アンケート以外に授業が授業計画通りに実施されているか

を検証するシステムは存在していない。しかし、前述（7.3.1.4参照）のよ

うに、「河原学園 IRシステム」の試験点数（「理解度確認試験」・履修判定試

験の点数）集約・集計機能を利用して、「科目総括会議」では、授業実態・

授業計画書・履修判定試験結果を相互比較し、授業実態が授業計画書とどの

程度一致しているかを検証することができると考える。 

7.3.2. 授業運営 

7.3.2.1. 授業運営方法 

7.3.2.1.1. 本校の授業運営の考え方 

本校の教育目標（職業人材目標）は、基本指標目標値の設定、カリ

キュラムの開発、授業計画書の作成、授業実施の順で実現に移され

るものとされている。この中で、基本指標目標値から授業計画書ま

では合議的に品質管理を行いうるが、最後の授業実施については、

科目担当教員個人の専門性や授業運営能力に依存してしまう。もち

ろん、授業の内容（的展開）については、授業計画書によって質保

証が担保され、教員個人のとくに専門性については、「教員研修計

画書」（7.2.5.1 参照）に基づいて事前に必要な専門知識の補強を

行っておくことができる。しかし、最後の授業実施では、授業時間

をリアルタイムに管理する科目担当教員個人の授業運営能力によ

って、授業計画の実行が阻害される可能性がある。そこで、本校は、

授業運営の質保証を図るために授業運営・授業手順の規約、「授業

運営規約」を定めるものとする。ただし、科目担当教員個人の授業

運営能力には、教育者としての多彩で個性的な魅力も少なからず反

映していることから、それを排除しない範囲に限定した上で、「授

業運営規約」を定めるものとする。 

7.3.2.1.2. 授業の質保証を図るための授業運営方法に関するルールは存在す

るか 

現時点では、本校に、授業の質保証を図るための授業運営に関する
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ルールは存在していない。 

7.3.2.2. 出席管理 

7.3.2.2.1. 本校の出席管理の考え方 

授業計画通りに授業を運営するための第一の条件は、学生の出席で

ある。学生が出席し、授業に参加することなしには授業計画の実現

は危ういものになる。そこで万一欠席した学生に対しては適切な補

習対応や生活指導が行われなければならない。また、欠席率が高い

学生は、既に学業不振や環境不適応のような潜在的な退学要因を抱

えている可能性もある。その場合は、速やかにその徴候を掴み、授

業内容のフォロー、補習対応や生活相談などの措置を行う必要があ

る。いずれにしても、まずもって学生の出席状況を即時に把握し、

迅速かつ適切な対応がとれる体制の確立が必要である。そのために

は、「出欠基準」の定義と文書化、出欠状況（個々の学生、クラス

全体、学科全体、校全体について）を即自に把握し、管理するシス

テムの導入が不可欠である。本校は「河原学園 IR システム」（2.3

参照）にて、学生の出欠状況をコマ単位で全教員に公開している。 

7.3.2.2.2. 学生の出欠席状況が授業担当教員の上位管理者にわかる仕組みが

存在しているか 

「河原学園 IR システム」にて、学生の出欠状況を全教員で共有で

きるようにするものとする。 

7.3.2.3. 授業計画と授業 

7.3.2.3.1. 「講義要項」、「シラバス」などと言われたりするものは、毎授業コ

マにおいて、学生は持参し、授業中にも参照しているか 

学科によって異なる状況にある。 

7.3.2.3.2. ＜授業計画＞を記した文書類は、授業時間毎に学生が持参し参照し

やすい体裁になっているか 

現時点ではそのような体裁にはなっていない。 

7.3.2.3.3. ＜授業計画＞で指示された参照資料などは、毎授業コマにおいて、

積極的に活用されているか 

現時点では本校は、授業における参照資料の活用状況について検証

できていない。 

7.3.2.4. 日々の授業管理 

7.3.2.4.1. 毎コマの授業においては、授業冒頭、その日の授業内容全体を概観

するような工夫が存在しているか 

現時点では、本校における授業概観の実施状況は、教員によって異

なったものとなっている。また、授業概観に関する規約や標準的方

法、配布文書の書式、管理者による事前承認の手続きの仕方などに

ついても特に制定されていない。 

7.3.2.4.2. 毎コマの授業においては、授業終了時、小テストや振り返りなどの

コマ復習の工夫が存在しているか 

現時点では、2～4 コマに 1 コマは「理解度確認試験」と解答解説

の実施を導入している。 

7.3.2.4.3. 毎コマの授業においては、突出した学生やできない学生双方に配慮
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した仕組みが存在しているか。“成績上位者”や“成績下位者”を

出さないような工夫が存在しているか。 

現時点では、本校においては、“成績上位者”や“成績下位者”対

策について、一定の方法や体制が確立されている訳ではない。しか

し、本校は、直接的な“成績下位者”対策は、防止対策としては授

業に補助教員を配置すること、事後対策としては手厚い補習対応を

実施することがある。 

7.3.2.4.4. 毎コマの授業においては、予習・復習を喚起するような仕組みが存

在しているか 

現時点では、授業計画書に「復習・予習課題」が含められているが、

実際の授業における授業運営・授業手順に関する規約を定めていな

いため、予習・復習を喚起する仕組みも特に制度化されていない。 

7.3.2.4.5. 毎コマ単位の履修不良者に対する補習対応はできているか 

現時点では、本校において、学期途中での履修不良者の検出方法お

よび補習などの履修不良者対策について特に制度化されていない。 

7.3.2.4.6. 毎コマ単位の履修不良者を発見する仕組みは存在しているか 

本校は、履修不良者の発見には、科目の先頭コマから末尾コマの間

に高頻度で実施される「理解度確認試験」を活用している。コマ単

位で履修不良者を発見し、コマ単位で補習対応できるため、履修不

良者の履修不良状況を最短で解消することができる。 

7.3.2.4.7. 毎コマ単位の履修不良者に対するその日の内での補習対応はでき

ているか 

現時点では、補習対応についてはその管理が不完全であり、学科・

教員により補習形態が異なる。補習後の効果測定も教員の主観的な

ものとなっている現状がある。 

7.3.2.4.8. 上記「補習対応ができている」という認識を授業担当者以外の者が

共有する仕組みは存在しているか 

管理表にて「理解度確認試験」の結果と連動して、補習対応状況を

カリキュラムリーダーや学科責任者も含めて共有できるようにし

ている。 

7.3.2.5. 授業実施ルール 

7.3.2.5.1. 遅刻・早退判定を含む出欠席判定の組織的なルールは存在している

か 

現時点では、本校に、遅刻・早退判定を含む出欠席に関する組織的

な統一ルールは存在してない。 

7.3.2.5.2. 遅刻判定を含む出欠席判定の組織的なルールの遵守や管理を徹底

する仕組みは存在しているか 

現時点では、本校にそのような仕組みは存在していない。 

7.3.2.5.3. 遅刻判定を含む出欠席データは、授業担当者を超えた上位管理者と

共有できているか 

「河原学園 IR システム」にて、出欠席データを上位管理者が参照

することができる。 

7.3.2.5.4. 遅刻判定を含む出欠席データは、毎授業コマ終了時点で上位管理者
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と共有できるようになっているか 

現時点では、本校にそのような仕組みは存在していない。また、授

業担当者あるいは担任が直接 IR システムへ入力する形式であるた

め、リアルタイムな反映はなされていない。 

7.3.2.5.5. 出欠席状況を、補習対策、退学率低減対策につなげるような評価と

組織的な取り組みが存在しているか 

教務会議にて出欠席状況の報告・共有は行っているが、補習対策な

どにつながる取り組みは存在しない。 

7.3.3. 授業参観評価 

7.3.3.1. 本校の授業参観評価の考え方 

本校は、授業参観評価（参照文献・参照資料評価も含む）は、授業実態、お

よび、科目担当教員の専門性・教育力・授業運営能力をもっとも端的に評価

することができる機会であると考える。さまざまな指標から推論をめぐらせ

るよりも、授業参観評価を一度でも行うほうが、確実な授業評価・教員評価

を生み出せることがある。そこで、本校は、有意な授業参観評価を実現する

ために、授業参観評価指標、実施時期、実施方法、実施形態、評価者、評価

結果の反映機会などについて定めておく必要があると考える。 

7.3.3.2. 授業参観評価の実施体制 

本校は、授業参観評価において、授業のどのような点をどのように評価する

のか、つまり、授業参観評価指標が他のすべての条件を決定すると考える。

これまでの自己点検評価の観点から、授業参観評価指標に含められるべき項

目は、大別して授業の内容面と運営面に分類することができる。内容面の項

目とは、「カリキュラム評価指標」（7.2.2.1 参照）、「授業計画書評価指標」

（7.2.7.1.2 参照）に基づいた授業計画書と授業実態の合致度に関する評価

項目である。運営面の項目とは、「授業運営規約」（7.3.2.1.1参照）の遵守

に関する評価項目である。これらの評価項目を考慮すると、特に内容面の評

価項目はより専門的な知見を必要とするという意味で、授業参観評価の評価

者としてもっとも適切なのはカリキュラムリーダーであると考えられる。カ

リキュラムリーダーは、内容面の評価項目に関わる、カリキュラムの教育目

標・職業人材目標、授業計画書に関して、もっとも専門的な知見を有してい

るからである。カリキュラムリーダーに準ずる評価者としては、学科責任者、

校長、副校長といった管理者が考えられる。授業参観評価の時期としては、

毎コマが理想的であるが、「学園教務会議」、「科目編成会議」、「授業管理会

議」においてその都度検討し、柔軟に運用していくものとする。授業参観評

価の評価結果は文書化され、教育管理者・授業管理者に共有された上で、「授

業管理会議」において、カリキュラムリーダー（もしくは学科責任者）から

科目担当教員に対する授業内容・授業運営改善指導としてフィードバックさ

れる。 

7.3.3.3. 「授業参観評価指標」素案 

現時点では、「授業参観評価指標」として、以下のようなものが考えられる。 

（1） 授業準備の段階で、“成績下位者”、“成績上位者”対策は十分にできて

いるか。 

（2） 特に、上記対策としてテキスト・教材に一定の工夫を取り入れている
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か。 

（3） 始業前に、配布物は不足なく学生全員に配布できているか。 

（4） 始業前に、プロジェクターやビデオ機器などの機材の準備が授業中の

作業時間を極小にできるように完了できているか。 

（5） 始業時に、教員は時間的余裕をもって教室に入室できていたか。 

（6） 始業時および終業時に、教員ときちんと挨拶ができるように学生指導

を行っているか。 

（7） 授業開始冒頭で授業概観を 5分から 10分程度かけて実施しているか。 

（8） コマ編成上の先頭コマでは、その科目のシラバス、コマシラバス全体

の流れ、試験指標（履修判定指標）について十分に説明しているか。 

（9） 授業中に、前コマの内容との連続性や区分を理解させるような説明を

行っているか。 

（10） 授業中に、そのコマの内容がカリキュラム全体や科目全体において、

どのような位置付けにあるのかを理解させるような工夫を行っている

か。 

（11） 授業中に、テキストや資料を参照する際に、参照箇所の指示行為自体

が余計な授業時間消費を引き起こさないような工夫を行っているか。 

（12） 授業中にテキスト以外の説明教材（ビデオ動画や実物教具など）を用

いた場合、説明したい内容と一致したものになっているか。 

（13） 授業中にテキスト以外の説明教材（ビデオ動画や実物教具など）を用

いた場合、説明に利用したい箇所やポイントがわかりやすく指示でき

ているか。 

（14） 授業中に小テスト（理解度確認試験）を実施する場合、出題内容・正

答・正答解説は、事前にカリキュラムリーダーの承認を得ていたか。 

（15） 授業中に小テスト（理解度確認試験）を実施した場合、厳粛な採点を

行っているか。 

（16） 授業中に小テスト（理解度確認試験）を実施した場合、過去出題内容

の復習問題や正答率の低かった問題の再出題を含めているか。 

（17） 授業中に小テスト（理解度確認試験）を実施した場合、不正解者や正

答率の低い問題を意識した正答解説を行っているか。 

（18） 授業中に、授業参加意識が低い学生や寝ている学生に対して、注意を

喚起したり、覚醒させたりするような積極的指導を行っているか。 

（19） 授業中に、授業参加意識が低い学生や寝ている学生の発生比率はどれ

くらいか。 

（20） 授業終了前に、授業計画書に沿った必要な予復習課題を提示できてい

るか。 

（21） 上記予復習課題の提示は、形式的にではなく、具体的で実効性のある

内容になっているか。 

（22） 授業の内容は、授業計画書に沿ったものとなっていたか。 

7.3.3.4. 毎コマの授業においては、他の教員や管理者が教場に足を運び授業参観評価

を行うような取り組みがなされているか 

現時点で、本校において、他の教員や管理者が教場に足を運び授業参観評価

を行うような取り組みは、少なくとも組織的、制度的には行われていないが
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授業参観を行うこと自体は制約しておらず、必要に応じて参観が可能な状況

である。 

7.3.3.5. 上記のような授業参観評価については、評価指標が存在しているか 

現時点で、本校において、授業参観評価に関する評価指標は、少なくとも組

織的、制度的には存在していない。 
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8. 就職指導 

8.1. 就職のための組織図と文書管理（議事録の有無と公表） 

本校の就職指導体制は、教務部（学校長、副校長、学科責任者、一般教員（常勤・非

常勤））と就職部からなる。学生に対する就職指導において、就職部は、おもに就職先

企業開拓、就職情報収集、学内外の就職活動イベントの開催などを担当するが、就職

指導方針の形成に関しては、教務部からの指示および教務部との相談を踏まえて活動

を行うものとする。 

ただし現状は、教務部が就職情報を取り扱わず、当学園の就職キャリア支援センター

にて学科に合わせた就職情報の提供を受け、学生への提供、活動の進捗管理のみを教

務部が行っている。 

8.2. 就職目標と評価指標 

8.2.1. 本校のカリキュラムと就職目標の考え方 

本校の職業教育は、教育目標が同時に職業人材目標であるような教育である。従

って、学生を履修判定試験に合格させるという内的目標（本校自らが定義した教

育目標に対する本校自身の教育活動の到達度を評価する）と同時に、一定の職業

人材として育成するという外的目標（社会が学生の職業人材としての到達度を評

価する）をもっている。職業人材目標は学科毎に設定され、就職目標としても表

現される。そして、それを実現するための最大の教育的手段として形成されてい

るのが各学科のカリキュラムである。従って本校は、カリキュラムが到達しよう

とする教育目標は同時に職業人材目標であり、さらには就職目標をも規定するは

ずだと考える。ところで、カリキュラムは学生を予備知識ゼロの状態から出発し

て、教育目標、職業人材目標、就職目標に到達させるべく時間的形式を備えてい

る。従って、職業人材目標と照らして、かりに就職目標企業群の事業内容に“高

次低次”の差異があるとすれば、それは、カリキュラム進行上の人材形成の質的

諸段階と対応しているはずである。あるいは、カリキュラムの職業人材目標が対

象とする業種・職域の内部に、“低次”な業務から“高次”な業務の職位に至る

キャリアパス（若年から壮年に至る社会人人生の過程と一致）があるとすれば、

それは、カリキュラム進行上の人材形成の質的諸段階と対応しているはずである。

そうだとすれば、就職目標への到達を計画的に把捉できるのは、第一に、カリキ

ュラムの開発者・管理者たるカリキュラムリーダーに他ならないはずである。他

方、同一業種の企業が同一職種の人材を採用する場合においても、企業が希求す

る人材像は一様ではない。事業の中心が複雑な管理業務に定位している企業ほど、

将来を見据えて、より“高度”な人材像を希求し、単純な単独作業業務に定位し

ている企業ほど、より“低度”な人材像で済ませている傾向があるように見える。

前者は大企業に多く、収益率（給与水準）も人気も高いため、労働市場において

就職希望者に、実際に“高度”な人材像を要求できると考えられる。給与水準が

高く学生に人気の大企業の採用担当者が、「採用してみたら結局、有名大学の学

生ばかりだった」と振り返るのは、一般的によく聞かれる話である。そのため、

同一業種同一職種の採用を行う企業群であっても、学生に要求する人材像（人材

の質）は、実際に社風や企業文化の問題を超えて異なっていると考えられる。そ

うであるならば、本校の就職目標も、たんに就職率のような量的な規定だけでな

く、同一業種・職域に関わる企業群のなかでも、どんな人材像（人材の質）の要

求をする企業に応えるのかという質的な規定も含意する必要がある。従って、本
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校は、本校のカリキュラムの人材形成の質的諸段階と同一業種・職域に関わる企

業群の質的格差（要求する人材像の質的格差）が矛盾なく一致するように、カリ

キュラムと就職目標を形成すべきではないかと考える。 

8.2.2. 就職目標および企業評価指標の形成 

本校は、カリキュラム進行の人材形成の質的諸段階と企業群の（あるいは企業が

要求する人材像の）質的格差が一致するように、就職目標の質的規定を定義した

いと考える。そのことはつまり、カリキュラム進行上に位置する学生の知識・技

術の水準（および学業成績の水準）が、企業群の（あるいは企業が要求する人材

像の）質的格差と一致するように、就職目標の質的規定を定義するということで

ある。それは、カリキュラムリーダーが第一に認識しているものであるが（どれ

くらいの成績であれば、どの水準の企業から内定がとれるという感覚として）、

学生の教育指導・就職指導の都合上、客観的な数値を含む企業評価指標として存

在しているほうが便益に優れる。それは、学生の成績と対照可能な仕方でランク

付けされた企業群といった形態であれば理想的である。そのような就職目標の形

成には、①カリキュラムが基づく職業人材目標像（職業人材目標が内包する業

種・職域・実務特性・可能なキャリアパス）の明確化、②該当業種・該当職域の

企業群に対する職業人材目標像との合致度・乖離度評価、③職業人材目標像との

合致度・解離度評価に一般的な企業評価を加えた企業群の価値序列化、④価値序

列化された企業群と学生成績と就職実績の間の相関分析による、企業群に対する

偏差値スケール（「企業ランキング表」）の形成、⑤「企業ランキング表」の企業

群に対する内定獲得目標値の設定という五段階の手順が必要であると考える。 

8.3. 就職率と就職目標 

8.3.1. 就職目標（就職率目標）は、存在しているか 

前述（2.9参照）のように既に存在している。 

8.3.2. 就職率実績の学内外の公開は、卒業年次 5月 1日在籍数を元に、休学者数、進学

者数、卒業不可者数、無業者数などの内訳と共に示されているか 

現時点では、本校は、卒業年次 5月 1日在籍数を元に、休学者数、進学者数、卒

業不可者数、無業者数などの内訳を付加した就職率実績について、学内外に公開

していない。 

8.3.3. 入学時在籍数（卒業時進学者を除く）を分母にした就職率公表は存在しているか 

現時点では、本校は、入学時在籍数（卒業時進学者を除く）を分母にした就職率

実績について、学内外に公開していない。 

8.3.4. 卒業年次月次就職率データは、存在しているか 

現時点では、本校には、卒業年次の月次就職率データは存在していない。 

8.3.5. 卒業年次月次就職率データは、公開されているか 

現時点では、本校は、卒業年次就職率データのみ学内外に公開している。 

8.3.6. 早期就職目標（例えば、卒業年次 8月末 100%といったような早期就職率目標）は、

存在しているか 

現時点では、本校に、具体的な数値による早期就職率目標は存在していない。し

かし、前述（2.2参照）にあるように、基本指標の目標値は、「学園教務会議」に

おいて決定されるものとしている。 

8.3.7. 就職率目標に止まらず、カリキュラムに基づいた学びをフルに活かすことのでき

る具体的な就職先企業（企業評価群）をターゲットにした学校独自の就職目標は、
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組織的に存在しているか 

現時点では、本校に、カリキュラムの教育課程と相関した、具体的な就職先企業

（企業評価群）をターゲットとした本校独自の就職目標は存在していない。 

8.3.8. 就職目標の管理者は、コアカリキュラム開発者・管理者と同じか 

現時点では、本校では、就職目標の管理者を統一的制度的には設置していない。 

8.3.9. 上記の組織的で教育組織的な就職指導が、「学生の希望」と一体化するような目

標形成の仕組みはできあがっているか 

現時点では、本校には、教育組織的な就職指導が自然と「学生の希望」と一体化

するような目標形成の仕組みはできあがっていない。学科が目指す職種の求人特

性もあり、都度担任から配信される求人情報から選択するか、学生自身の学科カ

リキュラムを無視した「希望」によって、学生の「就職希望先企業」が決められ

ていることが多い。しかし、本校は、学生に対して、入学直後から、学科の職業

人材目標が、社会生活上どんな意義をもっているか、学生個人のキャリア発達に

とってどんな意義をもっているかを説明することにより、学生自身による「就職

希望先企業」の自己決定が、同時に、本校の教育組織的な就職指導の方針と合致

するように形成することができるのではないかと考える。さらに、学科の職業目

標人材像の魅力を提示するために、その像と合致する典型的な社会人との接触機

会を複数回設置するということも有効であると考える。 

8.4. 就職の質と企業評価 

8.4.1. 就職の質を意識した就職目標（就職率目標）は、存在しているか 

現時点では、本校に、就職の質を意識した就職目標（就職率目標）は存在してい

ない。 

8.4.2. 就職の質に関わる目標とカリキュラム開発上の人材目標とは対応しているか（具

体的な就職企業の内容や評価に対応したカリキュラム開発がなされているか） 

本校は、就職目標の質的規定に関わる、具体的な就職目標企業の内容や評価と、

カリキュラム開発上の人材目標との対応を図るために、2013 年度より、「教育課

程編成委員会」を年 2回開催し、該当職業分野の企業関係者とカリキュラムリー

ダー、本校教員が、本校卒業生の就職後の業務遂行能力、本校基本指標に関する

目標と実績の関係、現行カリキュラムの妥当性、該当職業分野の人材ニーズ、該

当職業分野の社会的状況、該当職業分野の技術動向などについて情報交換を行う

場を設けている。なお、「教育課程編成委員会」に招聘する企業については、カ

リキュラムリーダーが、とくに関連業界内において先進的、先導的立場にある企

業の中から選択するものとする。なお、就職目標とカリキュラム開発上の人材目

標との対応関係については、さらに「学校関係者評価委員会」によって再検証を

行うことができる。 

8.4.3. 就職を目標にしたカリキュラムに基づく学内試験の学生成績の上下が、就職先企

業評価や就職実績と対応するような整合性が存在しているか 

現時点では、本校において、学内試験の成績・就職先企業評価・就職実績との間

の整合性・相関性は検証されていない。 

8.4.4. どんな学内試験成績を取るとどんな企業に就職できるのかの提示が、上記の整合

性と共に、学生にできているか 

現時点では、本校は、学生に対して、どんな学内試験成績を取るとどんな企業に

就職できるのかについて、経験的な目安以上の提示はできていない。 
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8.5. 就職指導体制 

8.5.1. 本校の就職指導の考え方 

本校は、前述（8.2.1 参照）のように、カリキュラム進行の人材形成の質的諸段

階と企業群の（あるいは企業が要求する人材像の）質的格差が一致するように就

職目標を定義する。 

8.5.2. カリキュラム方針に基づく就職指導 

8.5.2.1. カリキュラム開発者・管理者主導による、就職指導方針が存在しているか 

本校では既に、全学科にカリキュラム開発者・管理者であるカリキュラムリ

ーダーが配置されているが、就職指導方針については、責任分担が明確に規

定されていない。 

8.5.2.2. カリキュラムの人材目標やカリキュラムがターゲットとする具体的な企業、

および履修判定試験成績（あるいは学内偏差値）に基づいた就職指導になっ

ているか 

現時点では、学内成績と就職目標企業の就職難易度との相関性が明確となっ

ていないため、カリキュラムの職業人材目標がターゲットとする具体的な企

業と学内成績をリンクさせた就職指導はできていない。 

8.5.2.3. 履修判定試験成績と連動した就職指導学生名簿・就職先企業名簿は存在して

いるか 

現時点では、本校にそのような名簿は存在していない。 

8.5.3. 教務主導による就職指導 

8.5.3.1. 就職指導は、就職部主導ではなく、教務部主導になっているか 

現時点では、本校では、学生の就職指導について、キャリア支援センター主

導となっている。 

8.5.3.2. 就職指導プログラムは、コアカリキュラム開発者・管理者と連動した内容に

なっているか 

現時点では、本校では、就職指導プログラムの形成・実施について、責任分

担が明確に規定されていない。 

8.5.3.3. 就職先企業開拓、就職情報収集、学生情報収集は、コアカリキュラム開発者・

管理者と連動した内容になっているか 

現時点では、本校では就職先企業開拓、就職情報収集の業務をキャリア支援

センターに依頼しているため、学内のカリキュラム担当者と連動できていな

い。 

8.5.4. 就職指導方針に基づく就職情報提供 

8.5.4.1. 就職指導方針に基づく就職情報の提供は、十分なされているか 

現時点では、本校において、就職指導方針が明確化されていないため、就職

情報の提供も、就職指導方針とは関係なく行われている。 

8.5.4.2. 就職指導方針に基づく就職情報の提供は、企業からの情報だけではなく、そ

れを取り込んだ学校独自のフォーマットでなされているか 

現時点では、本校において、就職指導方針が明確化されていないため、就職

情報の提供フォーマットも、就職指導方針とは直接関係なく定義されている。 

8.5.4.3. 上記「独自のフォーマット」の中には、必要な知識・技術情報、キャリアパ

スを形成する知識・技術情報、卒業生の活躍状況など、要するに学校で専門

的に学んだことが活かせるかどうかを判断できるフォーマットになってい
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るか 

現時点では、本校の学生向けの就職情報について、そのような内容を含むフ

ォーマットは定義されていない。 

8.5.5. 就職指導方針に基づく就職指導 

8.5.5.1. 就職指導プログラムは、カリキュラム開発者・管理者の主導の下に編成され

ているか 

現時点では、本校において、就職指導プログラムの形成・実施について、責

任分担が明確に規定されていない。 

8.5.5.2. 就職指導は担任任せになっていないか 

現時点では、本校の就職指導は担任単位で分断して行われている傾向があり、

指導方針や指導内容が担任個人の学生指導力、就活ノウハウ、就職情報収集

能力、企業との累積的関係、学生との対人関係に大きく依存している。 

8.5.5.3. 個別の学生に対する個別の就職先指導は、卒業年次の 1年前の秋から、組織

的に開始されているか 

現時点では、本校の就職指導は、担任単位で分断して行われている傾向があ

り、個別の就職先指導に関しても開始時期もまちまちとなっている。 

8.5.5.4. 個別の就職先指導は、個々の学生の成績状況などを踏まえて、学校のカリキ

ュラム開発者・管理者主導による推薦企業リストをもって開始されているか 

8.5.5.5. 出席率やパーソナリティ評価に傾いた就職指導になっていないか 

現時点では、本校の就職指導は、担任単位で分断して行われている傾向があ

り、指導が担任個人の学生指導力、就活ノウハウ、就職情報収集能力、企業

との累積的関係、学生との対人関係に大きく依存している。 

8.5.6. 企業説明会 

8.5.6.1. 就職提携先企業、新規開拓企業による学校独自の（就活学生に対する）企業

説明会が定期的・組織的にできているか 

現時点では、本校は、卒業前年次の 1月に学校独自の企業説明会を全学規模

で開催している。しかし、参加企業の選択は特に学校独自の就職指導方針や

カリキュラムリーダーの企業評価を反映したものではなく、本校就職部や担

任の累積的な企業交際に根ざしたものが多い。また、地域柄都市部に近い企

業の説明会が中心であり、学校周辺企業の参加はほとんどない。そのため、

一部の企業においては当校内での企業説明会を不定期ではあるが実施して

いる。 

8.5.6.2. 企業説明会に先立って、参加企業のプレ学習プログラムは十分なものになっ

ているか 

現時点では、本校は、企業説明会に先だって参加企業のプレ学習プログラム

を実施していない。 

8.5.7. 卒業生フォロー 

8.5.7.1. 本校における卒業生フォローの意義 

卒業生フォローは、本校カリキュラムおよび就職指導プログラムと密接な関

係をもつため、教務部、および、カリキュラムリーダーが主導して行い、卒

業生の卒業後・就職後動向に関する情報を率先して収集・把握しておくべき

だと考える。 

8.5.7.2. 卒業生フォローは、教務部、およびカリキュラム開発者・管理者主導になっ
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ているか 

本校では、2013 年度より、該当職業分野の企業関係者、本校卒業生、本校

在校生父兄、カリキュラムリーダー、本校教員などが、本校の教育活動全般

（現行カリキュラム、授業方法、就職指導方法など）、本校の自己点検評価

報告書の内容、本校卒業生の就職後の業務内容と自社評価、該当職業分野と

該当職業分野内企業に対する社会的評価などについて情報交換を行う場と

して、「学校関係者評価委員会」を年 1回開催している（3.4参照）。 

8.5.7.3. 就職企業評価の精度を高めるための、定期的で組織的な卒業生フォローは存

在しているか 

現時点では、就職企業評価と結びついた卒業生フォローは、十分には実施さ

れていない。十分な卒業生フォローではないが、2013 年度より、該当職業

分野の企業関係者、本校卒業生、本校在校生父兄、カリキュラムリーダー、

本校教員などが、本校の教育活動全般（現行カリキュラム、授業方法、就職

指導方法など）、本校の自己点検評価報告書の内容、本校卒業生の就職後の

業務内容と自社評価、該当職業分野と該当職業分野内企業に対する社会的評

価などについて情報交換を行う場として、「学校関係者評価委員会」を年 1

回開催している（3.4参照）。 

8.5.7.4. そのフォローをカリキュラム開発・カリキュラム改善・シラバス・コマシラ

バス改善につなぐ仕組みや文書システムは存在しているか 

現時点では、本校には「学校関係者評価委員会」を除いて、卒業生フォロー

を、カリキュラム開発・カリキュラム改善・シラバス・コマシラバス改善に

結び付ける仕組みや文書システムは存在していない。 

8.5.7.5. 卒業生と在校生との交流が定期的・組織的に存在しているか 

現時点では、本校に、学園祭を除いて卒業生と在校生との交流は、定期的・

組織的に存在してはいない。 

 



85 

 

9. 学生支援 

9.1. 在校生の支援 

9.1.1. 経済面における支援 

本校では入学時または入学後に、下記の学納金減免及び分納制度並びに奨学金制

度、教育ローンの適用や紹介をとおして経済面の支援を行っている。 

9.1.1.1. 学納金減免並びに分納制度 

（1） AO入学特典 

（2） 特待生制度 

（3） 指定校推薦特典 

（4） 就学支援制度 

（5） 大学・短大・社会人支援制度 

（6） 家族制度 

（7） 再入学制度 

（8） 学納金分納制度 

9.1.1.2. 奨学金制度 

（1） 河原学園奨学金制度 

（2） 日本学生支援機構奨学金の紹介 

9.1.1.3. 教育ローン 

（1） 自力進学ローン 

（2） 金融機関の教育ローンの紹介 

9.1.2. 生活面における支援 

本校では入学時または入学後に、下記の各種支援をとおして生活面の支援を行っ

ている。 

（1） マンション、アパートの紹介 

（2） 1人暮らし支援制度の適用 

（3） 通学定期支援制度の適用 

（4） アルバイトの紹介 

9.1.3. 進路・就職面における支援 

本校では、学内に就職担当者を配置しており、各教室内には求人票を掲示してい

る。また、OBや OGによる相談体制も整えており、過去の受験報告書も閲覧可能

な環境にある。受験対策の面でも、個人面談や面接、筆記試験対策を実施してお

り、学生が安心して就職活動に臨める環境を整備している。 

9.1.4. 健康面における支援 

本校では入学時の面談並びに、4 月に学生全員に対して健康診断を実施し、早い

段階で個々の健康面での不安を把握している。学内で疾病・傷病の発生時には、

医務室での休養の対応をとり、場合によっては保護者へ連絡し、帰宅させている。

また、学校医においては通常時より健康管理についてすぐに対応できる環境にあ

る。 

9.1.5. 学生相談における支援 

本校では、学生個々のさまざまな悩みに対応するためクラス担任、教務課長、就

職担当者、校運営責任者、校長が相談・支援できる体制にある。また学園に心理

カウンセラーを配置しており、こころの相談についても対応できる体制にある。 

9.1.6. 保護者との連携 
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本校は、保護者に学校・学科の方針等や学生の状況について理解していただきた

いと考えており、入学前の家庭訪問、ならびに全学科 1年次に三者面談を実施し

ている。 

9.1.7. 卒業生に対する支援 

本校では、卒業生に対して職場への適時訪問を実施し、状況を確認している。ま

た、仕事における悩みについても相談の場を設け、転職を希望する際にはアドバ

イスや求人の紹介をとおして支援している。 

9.1.8. 高等学校等に対する支援 

後に社会貢献・地域貢献でも述べているが、学校見学や出張授業等を積極的に受

け入れ、高等学校等のキャリア教育に対する支援を行っている。 

 

9.2. 学生支援についての点検評価と改善計画 

昨今、家庭環境や個々の精神面や健康面、学力面に起因する学生の問題や不安が増え

ている。表面に現れたものに対しては、上記のような支援を行い解決できるように学

校をあげて取り組んでいるが、潜在的なものに対しては、その発見が決して容易では

ない。そのため、今まで以上に学生個々とのコミュニケーションを大切にし、学生が

発するちょっとしたシグナルに気付き、問題や不安が大きくなる前に対処できるよう

にしなければならない。そのために、保護者との連携もより充実したものにしなくて

はならない。 
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10. 学生の受け入れ 

10.1. 入学選考のための組織と文書・書類管理 

本校の入学選考は学園本部で決定される要領、スケジュール等に準じて実施している。

学内組織として校長を委員長とし、校運営責任者、教務課長、学生課で構成する「入

試委員会」を設置しており、入試の運用、注意事項並びに合否の判定について審議し、

決定している。また、入学選考に関する文書や書類は個人情報保護の対象でもあり、

教務室において校運営責任者の管理のもと、厳重に管理されている。 

 

10.2. 本校の入学者選考の考え方と入試種別 

本校では、育成人材像や指導目標・共学目標にあるように職業教育・専門教育を通し

て、学生が自らの将来の夢や目標の実現のために、仲間や教職員とともに個の力を高

めていくことを目的としている。従って、入学者選考においては、学習意欲や職業意

識、そして本校で学びたいという意思を重視しており、現在のところ、学力試験は実

施していない。また、入試は「推薦入試」「一般入試」「AO 入試」の 3 種類の入学選考

を実施している。原則として、入試種別に応じて必要な出願書類の提出を義務づけて

おり、書類選考並びに面接、面談を行い合否決定しており、結果は試験後 1 週間以内

に郵送で通知する。また、入学試験は年間 7 回実施しているが、入学定員を充足した

時点で締切としている。 

10.2.1. 推薦入学試験 

10.2.1.1. 推薦入学 

高等学校・中等教育学校卒業を卒業見込みで、出身校から推薦を得られ、本

校入学を専願で希望する者を対象とする。出願書類は入学願書と出身校の調

査書、推薦書を義務づけている。書類審査と面接を行い、合否を決定する。 

10.2.1.2. 指定校推薦入学 

県内東予地域の高校を中心に、本校の入試委員会で決定された高等学校・中

等教育学校に対し指定校推薦枠を設定し、推薦基準とともに該当校に案内し

ている。高等学校・中等教育学校卒業を卒業見込みで、出身校から指定校推

薦としての推薦を得られ、本校入学を専願で希望する者を対象とする。出願

書類は入学願書と出身校の調査書、推薦書を義務づけている。書類審査と面

接を行い、合否を決定する。 

10.2.2. 一般入学試験 

高等学校・中等教育学校卒業以上の最終学歴を有するか、卒業見込みの者、並び

に高等学校卒業程度認定試験合格者で本校入学を希望する者を対象とする。専願

区分と併願区分を設けており、出願書類は入学願書と出身校の調査書、併願の場

合には併願書の提出を義務づけている。書類審査と面接を行い、合否を決定する。 

10.2.3. ＡＯ（アドミッション・オフィス）入学試験 

高等学校・中等教育学校卒業以上の最終学歴を有するか卒業見込みの者並びに高

等学校卒業程度認定試験合格者で本校を専願する者を対象とする。オープンキャ

ンパス等への 1回以上の参加実績をエントリー条件とし、面談において、本校が

求める学生像（アドミッションポリシー）の内容を理解したうえで入学を志望し

ているかどうかの確認がなされ、エントリーの可否を決める。エントリーを認め

られた者が出願手続き完了後に正式に合格と判定された場合、対象者全員に対し

て入学前スクーリングを実施している。 
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10.3. 募集活動 

10.3.1. 本校の募集活動について 

本校では募集活動にあたり、募集要項と学校案内を作成している。募集要項には、

本校の教育方針や人材育成目標をはじめ、入試、学納金、支援制度等について、

また、学校案内には各学科のカリキュラムや授業内容、就職、資格等の教育実績

を記載している。これらの情報や内容は同じレベルのものをホームページにも掲

載している。また、現在進行形である教育活動やその結果等の情報をリアルタイ

ムで入学希望者や保護者、高等学校等に正確に提供するために、新たな資料の作

成やホームページの随時更新を行って対応している。その主な活動としては、入

学検討者やその保護者に対しては、本校が独自に実施するオープンキャンパス、

保護者説明会、個別相談会がある。さらに高校が行う校内ガイダンスや進学業者

が開催する進学説明会にも積極的に参加し、入学検討者に対して本校の説明を行

い、また質問に対応して本校への理解を深めている。高等学校や中等教育学校に

対しては、東予を中心に訪問して、本校の教育内容や成果、それぞれの出身校か

ら本校に進学した在校生や卒業生の状況を報告している。 

10.3.1.1. オープンキャンパス 

本校に入学検討者を招き、学校・学科や入試・学費等の説明のほか、授業で

使用している施設設備において、本校の教員による体験模擬授業を実施する。

また、同伴した保護者を対象にした説明や質疑応答や参加者個々の相談にも

対応している。 

10.3.1.2. 保護者説明会 

遠方や仕事等の理由で来校が困難な入学検討者の保護者を対象に、本校があ

る新居浜市を含む県内東予４会場で説明会を開催している。入学検討者の参

加も可能であり、本人及び保護者に学園並びに本校の教育方針や教育内容、

実績、学納金等を直接説明している。 

10.3.1.3. 個別相談会 

さまざまな理由により、上記のオープンキャンパスや保護者説明会に参加で

きない入学検討者に対して、平日の夕方を中心に相談会を実施している。仕

事でオープンキャンパスへの参加や昼間時間の来校が困難な社会人の参加

割合が高い。 

10.3.1.4. 進路ガイダンス・進学説明会 

進路ガイダンスは、高等学校・中等教育学校が自校の進路指導の一環として

校内で開催するものであり、進学説明会は進学業者が県内各地区において開

催するものである。 

 

10.4. 学生の受け入れについての点検評価と改善計画 

10.4.1. 学生募集は適正に行われているか 

学生募集については、本校の教育及び教育成果に関する正確かつ詳細な情報を、

オープンキャンパス・保護者説明会・個別相談会・進路ガイダンス・進学説明会

等を通して、また、ホームページや学校案内パンフレットなどの紙媒体などを介

して、様々な方法で提供できている。入学選考についても、「入学選考委員会」

が決定した入学選考に関わる各種規定を「入学選考実施委員会」が公正かつ適切
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に遂行するという体制にある。しかし、AO入試などにおいて実施される面接での

アドミッションポリシー理解の確認の方法が明確ではなく、AO合格者全員がアド

ミッションポリシーを理解したうえで入学志願しているとは言い難いという問

題がある。また、アドミッションポリシーが、入学希望者全員を対象とする本来

の受け入れ方針ではなく、AO入試対象者に限定されているという点も問題である。

今後、募集段階での告知を徹底して認知度を上げ、修学意欲の高い学生から共感

を得られるようにして、入学選考段階でその理解度を確認するという体制を確立

することで、アドミッションポリシーの理解度を上げていく必要がある。 

10.4.2. 適切な定員を設定し、学生を受け入れるとともに、在籍学生数を収容定員に基づ

き適正に管理しているか 

定員の管理については、過年度の入学者数及び入学辞退率を踏まえ慎重に管理し

ている。今後は継続的に定員の適正管理について評価・検証を行い、入学辞退理

由等を精査した上で、適切な対策を講じ、次年度には入学者ベースでの定員確保

を目指すものとする。 

10.4.3. 学生募集及び入学者選考が公正かつ適切に実施されているかどうか、定期的に検

証は行われているか 

公正かつ適切な入学選考を行うため、入学選考方法、出願資格等については、学

園本部及び本校入学選考委員会が、前年度の活動を評価して次年度の活動につい

て審議する会議を、毎年度一定回数開催することで、入学選考に関する改善を滞

りなく継続的に進めることができる体制としている。また、募集活動の定期的な

検証は、この自己点検評価によって実施されていると考えている。 

10.4.4. 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 

毎年、入試や学費、教育内容を説明する資料として募集要項や学校案内を作成し、

資料希望者に送付するほか、リアルタイムな情報提供のために追加資料の作成と

送付、同様にホームページでの掲載を実施している。また高等学校・中等教育学

校に対しても定期的な訪問により、各校卒業生の本校入学後及び卒業後の近況や

本校の最新情報の提供を行っている。 

10.4.5. 学納金は妥当なものとなっているか 

学納金に関しては募集要項に金額並びにその内訳、納入方法、入学辞退者には期

日内であれば、入学選考料と入学金を除く学納金を返還することを記載している。

また募集要項には、各種教育ローンの案内も掲載しており、利用希望者の問い合

わせに対して説明を行っている。金額については、同分野を設置する他校や地域

性から判断して妥当な金額と判断している。 
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11. 学校教育以外の諸活動 

11.1. 本校の学校教育以外の諸活動についての考え方 

本校は、社会や地域に開かれた学校を目指し、校舎や設備などの施設、指導者や学生

などの人材といった教育資源を活用した社会貢献・地域貢献や、日頃の学修成果をい

かした学生のボランティア活動に積極的に取り組み、社会や地域に貢献していく。 

 

11.2. 社会貢献・地域貢献に関する点検評価と改善計画 

11.2.1. 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 

本校の教育資源や施設を活用して中学生、高校生の学校見学や職場体験の受入れ

はまだ回数が少なく、今後は積極的に受け入れていく旨、情報提供していく必要

がある。先方に出向いての活動も同様である。 

11.2.2. 学生のボランティア活動を奨励、支援しているか 

地域清掃ボランティアは 10 年継続して定期的に実施できている。今後も活動を

継続していく。 

11.2.3. 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 

公開講座・教育訓練については受託できていない。 
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12. 財務 

① 2017年度収支の状況 

本校は、事業活動収入のほとんどを学生生徒等納付金に依存しており、学生数の増減が財

務状況に与える影響が極めて大きい。2015年度から 2017年度にかけての 3ヵ年については、

学生数の増加に伴い、学生生徒等納付金収入は増加で推移している。今後も効果的且つ効率

的な学生募集活動の継続により定員充足を目指すこと、また入学時におけるミスマッチの排

除、在学中のケアの更なる充実により退学率を抑制することなどを通じて、学生生徒等納付

金を安定的に確保していくことが最重要課題の一つと言える。 

事業活動支出で最も大きな割合を占めるのは、他の学校法人と同様、人件費である。本校

では、創立以来、専門性の高い専任の教員によるきめ細かな教育指導を追及し続けており、

有用な人材を多く確保していることは本校の優位性の一つと言えるが、反面、この教員重視

の施策により、人件費比率（事業活動収入に占める人件費の割合）は、従前より、全国平均

程度ではあるが、若干高い割合で推移してきた。今後は更に 18 歳人口も減少を続けていく

ことから、教育の水準は堅持しつつ、カリキュラム改善、教職員の能力開発などを通じて人

員配置の見直しを行い、人件費管理を適切に行うことにより、更に財務体質の強化を図って

いくことが重要である。 

 

② 事業活動収支計算書関係比率 

人件費比率 

人件費比率は、事業活動収入に占める人件費の割合を示す重要な比率であり、人件費は事

業活動支出の中で最大の部分を占めているため、この比率が特に高くなると、事業活動支出

全体を大きく膨張させ事業活動収支の悪化を招きやすい。本校については、全国平均程度の

水準で推移しており、問題のない状態である。 

 

教育研究（管理）経費比率 

事業活動収入に占める教育研究（管理）経費の割合を示す教育研究（管理）比率について

は、全国平均に比べ低く、良い水準で推移している。教育研究（管理）経費は、教育研究活

動の維持・発展のためには不可欠なものであるが、今後も消費収支の均衡を失しないように

経費削減や業務の合理化に努める必要がある。 

 

③ 貸借対照表関係比率 

資産構成比率 

資産構成比率については、全国平均程度の水準であり、流動資産の中で現金預金の比重も

大きく、資金流動性についても問題がない状態である。 

 

負債構成比率 

負債構成比率は、総資金に占める短期的な債務の比重を示したもので、財政の安全性を評

価する指標であるが、本校については、全国平均程度の水準であり、財政の安全性が確保で

きている。 

 

自己資金構成比率 

自己資金構成比率は、企業会計の自己資本比率に相当し、自己資金の充実度、法人財政の

安定度を示す指標となるが、全国平均程度の水準を維持している。 
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流動比率 

流動比率は、学校法人の短期的な支払能力を判断する指標であり、この比率が 100%を割っ

ている場合には、資金繰りに窮している状況が疑われる。本校については、全国平均程度の

水準を確保しており、健全な状態である。 

 

前受金保有率 

前受金保有率は、翌年度の事業活動収入となるべき授業料や入学金等が、翌年度繰越金と

して当該年度末に保有されているかを示す指標である。この比率が 100%を割ると、その前受

金が先食いされている。すなわち資金繰りが苦しい状況であることが疑われる。本校につい

ては、全国平均程度の水準であり、資金繰りについては、問題のない状態である。 


