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1. 学校関係者評価の概要と実施状況 

 

 学内で評価を行なう自己評価報告書を、学校関係者評価委員に配布し、確認を依頼する。学校関係者評

価委員会を開催し、自己評価結果について評価し、評価報告書を作成する。 

 会議の進行及び必要な事務は学校が行うが、学校関係者評価委員の中から委員長を選任し、自己評価結

果に対する公正な評価に努める。当校では、令和 2年（2020年）10月に学校関係者委員会を設置して活動

を始めた。令和４年度の委員会に関しては、適切な時期の開催、審議、公開が実施されております。 

 

  （１）委員会日程計画 

第１回 令和 4年 9月   議題：① R4年度自己評価と R3年関係者評価の対照と検証 

② 課題設定 必要な調査と資料のリクエスト 

 

第２回 令和 4年 10月    議題： R4年度自己評価各項の検討と関係者評価素案の発表、討議 

                            追加資料のリクエストと各員まとめ作業 

 

第３回 令和 4年 11月    議題： 関係者評価委員各員の最終評価発表 全体まとめ作業 

 

令和４年 11月     報告書完成・公開 

 

  （2）委員会実施状況 

    第１回 令和 4年 9月 16日（金） 実施：予定通り行われる。評価担当者も決定した。 

   

第２回 令和 4年 9月 16日～10月 7日の間に、 第１回委員会で決定した評価担当に基づき評価を 

行い、内容を電子メール、電話を使い、確認した。 

     

第３回 令和 4年 11月１１日（金） R4年度の最終評価発表、各員まとめ作業を行った。 

           

 

学校関係者評価委員  参加メンバー 

     新井 斉   様 （近隣住民代表／新井建物管理設計事務所所長）    

小川 俊太郎 様（卒業生代表／かわらぶき整骨院院長）  

曽根 一男  様（高等学校長等経験者／城北中学高校教頭）    

小柳 嘉文  様（自治体代表／さいたま市議会議員-代理出席・鈴木孝至様）    

成田 英世  様（関係業界代表／株式会社シーキューブクリエイト代表） 
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2. 委員各自により作成された評価シート 

 

学校関係者評価委員・評価シート 

 令和 4年 10月 7日 評価者 曽根 一男  

評価基準  

基準 1 教育理念・目的・育成人材像 

 

評価項目  

1-1 理念・目的・育成人材像は、適正に定め、行なわれているか。 

「理念・目的・育成人材像」を含め学校活動の基本方針をスクールポリシーとして制定する動きが

一般化している。 

下記のスクールポリシーの３要素が伝わるように情報発信されているか、またスクールアイデンテ

ィティが伝わってくるかという観点で学校ＨＰを読んだ。 

【3つのポリシー】 

ディプロマポリシー（大学）またはグラデュエーションポリシー（高校等） 

カリキュラムポリシー 

アドミッションポリシー 

評価者メモ 

学校ＨＰ冒頭の「本校の強み」に掲げた教育理念、例えば「技術をコントロールできる人間性の創

造を理念とし」という点などと、医療系の２学科「鍼灸科」「視能訓練士科」の学科案内の内容は呼応

しており、理念を具現化する教育実践を目指す姿が想起できる。 

２つの学科案内の冒頭の「本校の目指す視能訓練士」「本校の目指す鍼灸師」はグラデュエーション

ポリシーとして育成しようとする人材像が端的に表現されていて良い。カリキュラムポリシーの観点

からも２つの学科については取得を目指す国家資格が決まっているため何を学習するのか分かりや

すい。 

一方、「本校の強み」の内容に外国人留学生に対する教育につながるようなものは読み取れなかっ

た。 

評価委員意見欄 

法人名「古藤学園」、学校名「浦和専門学校」には、どんな学校かを知らせる語は含まれていないの

で、本校を知らいない人にとって、学科名は極めて重要である。「鍼灸科」「視能訓練士科」「情報 IT

科・情報ビジネス科」の３学科は分かりやすいが、「ライフデザイン科・ワークライフ科」は、大学・

短大の教養系の新学科のようで、就職に結びつくイメージがわかない。（基礎的な就職準備、あるいは

就労猶予期間を求める学生側のニーズに合致した名称なのか‥） 

また、学生の属性が大きく異なるこれら４つ（６つ？）の学科を束ねる理念は何か、学園全体とし

てのスクールアイデンティティの打ち出し方は弱いように感じる。 

アドミッションポリシーについては「基準 7 学生の募集と受け入れ」で述べる。 
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学校関係者評価委員・評価シート（令和４年） 

令和４年１０月７日 評価者名 成田 英世  

評価基準  

２．学校運営 

 

評価項目  

大項目総括 

 

２－２ 理念に沿った運営方針を定めているか 

適切な運営方針と思います。評価は適切です。 

 

２－３ 理念等を達成するための事業計画を定めているか 

事業計画が作成されており、評価は適切です。 

 

２－４－１ 設置法人は組織運営を適切に行っているか 

問題ない組織運営がなされており、問題ないと判断できます。 

 

２－４－２ 学校運営のための組織を整備しているか 

毎年的鉄な組織体制を整備しており、評価は適切と判断できます。 

 

２－５ 人事・給与に関する制度を整備しているか 

人事給与整備は出来ており、今後も適宜見直しを図ることをお願いします。 

自己評価は適切です。 

２－６ 意思決定システムを整備しているか 

意思決定システムを有効に活用してください。評価は妥当と判断します。 

 

２－７ 情報システム化に取組み、業務の効率化を図っているか 

今後も業務の効率化を進めてください。評価は適切であると判断します。 

 

評価者メモ 

評価委員意見欄 
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学校関係者評価委員・評価シート 

R 4年 9月 4日 評価者名  小川 俊太郎   

評価基準  

基準 3 教育活動 

 

評価項目  

3-8 目標の設定 

コロナ禍での対応：オンライン講座などの推奨も行ったが… 

→ 教員スキル向上、学校で通信環境を提供等の措置 

   → 今後を想定した最低限の環境を検討 

（コロナ禍の今後が予想できない為大幅な負担増加は望ましくない） 

3-9 教育方法・評価等 3-9 （1/1） 

目標達成の程度や施策実施後の効果判定方法などを検討する必要がある 

  → 専門教育課程における社会の理想と現実の設定があいまい 

   → 学校独自の目標設定を明確にしていきたい 

3-10 成績評価・単位認定等 

現状の認識に齟齬が生じないようにしている。不明な点に対する積極的な説明を実施… 

→ 大きな進歩  

3-11 資格・免許の取得の指導体制 

1年次から国家試験合格のためのビルドアップ型教育の実施とその効率化が必要 

   → 早急に対応を希望いたします 

3-12 教員・教員組織 

十全を目指して努力されている。教員の組織体制も整備されている… 

   → 組織力の向上がみられる 

評価者メモ 

  ・コロナ禍の影響と取り巻く環境に対し一定以上の成果を得ていると考えられる 

評価委員意見欄 
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学校関係者評価委員・評価シート 

R4年 9月 4日 評価者名  小川 俊太郎  

評価基準  

基準４ 学修支援 

 

評価項目  

4-13 就職率 

東京・埼玉ハローワークとの協力体制を強化… 

  → 堅実なフォローにより商業実務課程に改善がみられている 

4-14 資格・免許の取得率 

入学生が倍増している活気に乗って、再度 100％達成を狙う。 

→ 専門学校の最優先課題を達成していただきたい 

4-15 卒業生の社会的評価 

商業実務課程の卒業生においては全体的な把握は困難である。 

→ 合理的な調査手法の構築が望まれる 

 

評価者メモ 

 ・合格率 100％ 

 ・卒業後の調査手法構築 

  

基準 4の項目においての改善点は明確であり、効率的な仕組みづくりに取り組んでいただきたい。 

評価委員意見欄 
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学校関係者評価委員・評価シート 

R 4年 9月 4日 評価者名 小川 俊太郎  

評価基準  

基準５ 学生支援 

評価項目  

5-16 就職等進路 

コロナ禍において、就職活動の準備段階で個別に支援することにより、個々の希望進路に対する情報

の整理が進み、指導に活用できている。 

  → 困難な状況下でありながら支援体制が整備され実行されている 

5-17 中途退学の対応 

退学を回避する方法を模索し、退学率の低減を図っている。 

 → データベース化や職員全員での対応が退学率の低減につながると期待したい 

5-18 学生相談 

プライバシーに配慮した相談体制が整備されている… 

→ 難しい事案に体制を整え、対応されていて素晴らしい  

5-19 学生生活 

学生が学生らしく勉学に勤しめる環境整備に努めている。 

  → 素晴らしいの一言 

5-20 保護者との連携 

民法改正により成年年齢が 18歳へ引き下げられるため… 

  → 入学者も成人扱いとなるため保護者への説明責任はないと思われるが、 

金銭的援助者として知るべき必要があることを配慮願いたい。 

5-21 卒業生・社会人 

今後も業界や社会のニーズに応える体制や環境整備を進める。 

  → 現状・具体的な取組等に対する解決方法について、具体的な内容についての記載がなく評価

することが困難である 

評価者メモ 

・学生支援向上のための整備が進み一定の効果が見られる。 

 ・各種ハラスメントなどデリケートな問題に対し細やかな対応がなされている。 

評価委員意見欄 
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学校関係者評価委員・評価シート 

令和３年度 令和４年 9月 19日 評価者名 新井 斉             

評価基準  

基準６．教育環境 

評価項目  

大項目総括 

本校舎と東校舎の併用体制となり、利便性の向上が図れる。依って学習・安全に関する環境が整いつ

つある。コロナ禍による経済と雇用の停滞等、社会情勢と環境の変化に注視し、全員が協調して対処

していく事が必須であり、災害への備えとして災害対策委員会の設置から緊急時への対処、対応への

整備を進めている。 

６－２２ 施設・設備等 

６－２２－１ 

教育環境と教育上の必然性並びに必要性を踏まえ、在校生に良好な施設・設備の導入を積極的に図り

実践している。またコロナ感染拡大の中、学生の健康維持と保全を鑑みた体温計、アルコール消毒ス

プレーを設置し有効に機能している。 

６－２３ 学外学習、インターンシップ 

６－２３－１ 

極めて専門性が高い人材に育成には、座学による高度なインプットが求められる。然し其れが実務実

践の現場にて有効に活用できるかは、学外学習とインターンシップ(臨地実習)の成果が学園の評価に

繋がるので、より一層のシステム構成の熟成が期待できる。 

６－２４ 防災・安全管理 

６－２４－１ 

一般的に防災に対する組織体制は必ずしも対内的・対外的にも適切に運用されているか顕在化されて

いない。本校舎と東校舎の緊密な連携を強固に保持して周辺地域への避難拠点としての役割を担うこ

とが望められる 

６－２４－２ 

本校は、言わば不特定多数の人や、多国籍の人々が同舟乗船している状況である。この中で的確(誰に

でも分かり理解できる)な防災安全マニュアル、危険等発生時(自然災害)対処に関するメッセンジャ

ー基地としての責務がある。これらの課題にはゴールが無いので恒常的に取り組むことが求められ

る。 

評価委員意見欄 

教育環境の課題を問う際に、教育の責務を担う者はその課題のトリアージを仕切る能力

が必要である。不測の一大事が発生した時に素早く発揮しなくてはならなくなる。その

感性と緊張感で平時のトリアージをやればよい。端的に言えば、重要性と緊急性の掛け

合わせである。組織は目的を達成するために生まれ、その構成員がその目的を共有しう

るためには、実務・実践型のステップアップフローチャート(工程表)が、教育環境の礎

を構成すると思います。 
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・基準 7 

 令和 4年 10月 7日 評価者 曽根 一男  

評価基準 7 

基準 7 学生の募集と受け入れ 

 

評価項目  

7-25-2  学生募集活動は適正に行われているか。 

7-26-1 入学選考基準を明確にし、適切に運用しているか。 

 

 コロナ禍による入国制限の影響が続き留学生も含めた生徒募集は困難な環境にあるなかで、本校の

生徒募集は健闘している。社会的ニーズのある医療専門職の育成、良好な立地環境、新しい校舎・設

備などのアドバンテージを活かしているものと推察する。 

 

評価者メモ 

学校ＨＰの募集要項は各学科の志願者の特性の違いに対応し、「情報 IT科・情報ビジネス科」では、

留学生向けの表現にするなど、学科ごとに違いがあり、工夫されている。 

 

評価委員意見欄 

 鍼灸科だけがアドミッションポリシーを掲げ、それをＡＯ入試選考基準に含めている。入試制度に

関わらず全科でそれぞれ求める学生像をアドミッションポリシーとして明示し生徒募集を行うこと

が望ましい。志願者の学校、学科の選択の一助となりミスマッチを減らすことにもつながる。 
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学校関係者評価委員・評価シート（令和４年） 

           令和４年１０月７日 評価者名 成田 英世   

評価基準   

８．財務  

評価項目   

大項目総括  

８－２８－１ 学校及び法人運営の中長期的な財務

基盤は安定しているか 

財務基盤は安定していることを確認しており、評価

は適切です。 

 

８－２８－２ 学校及び法人運営にかかる主要な財

務数値に関する財務分析を行っているか 

評価は妥当と判断されます。 

 

８－２９－１ 教育目標との整合性を図り、単年度

予算、中期計画を策定しているか 

手指消毒、機器の消毒、学校全体の消毒、マスク・・・

等、対策費に関しては予算を使われていると思いま

すが、その予算の明確化、消耗品費（衛生管理費）な

ど、コロナ対策として目に見えわかるようにすると

より予算が分かりやすく思えます。 

情報漏洩に関するセキュリティ対策費（ウィルス）

等の予算も一様に明確化に対応できると良いと思い

ます。 

コロナ対策として明確にしておくと、補助金等の際

にもわかりやすいのではないでしょうか。 

 

 

８－３０ 私立学校法及び寄附行為に基づき、適切

に監査を実施しているか 

適切に監査されており、評価は適切と思います。 

  

 

８－３１ 私立学校法に基づく財務情報公開体制を

整備し、適切に運用しているか 

ホームページ上に適宜に公開されており、自己評価

は適切と判断します 
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学校関係者評価委員・評価シート 

令和３年度 令和４年 9月 19日 評価者名 新井 斉             

評価基準  

基準９．法令等の遵守 

評価項目  

大項目総括 

適正校基準を 7年間連続で満たしている。此れを継続して維持することは、教職員は元より学園の全

職員、更に学園に関わる全ての関係者、そして学園生が遵守しなければならない。特に差別のないク

リーンな学校を目指していくことが大事です。法律はその社会的な変遷により改正されます。学園は

常に法令順守に努めることを目指している。 

９－３２ 関係法令、設置基準等の遵守  ９－３２－１ 

ハラスメント防止宣言は、それを実践していくことが重要です。人間には自己が認識でき、責任の持

てる範囲がある。ハラスメント被害を遠くの地で起きていると見ていないだろうか？其れがどれほど

深刻なものであってその痛みを同じく感じなければならない。ヒューマンサイズ・ヒューマンペース

が学校社会の設計原理で発信してほしい。 

９－３３ 個人情報保護  ９－３３－１ 

個人情報とは、その組織にて囲い込み(隠蔽)する事ではないのです。個人の情報を保護して、その情

報を選択して最適なものを選び、結果として個人にメリットに繋がり、学園が誠実な人たちで構成さ

れる社会になり、それを逆手に取る人たちが棲息できる隙間を作らないことを遂行してほしい 

９－３４ 学校評価 ９－３４－１・９－３４－２・９－３４－３・９－３４－４ 

学園は学生によって営まれているにだから、本来、学園がもっと効果的に、より超長期の観点で、広

い視野で、社会インフラに携わることこそ、究極の自己評価と言える。故に最も恐れるのは、支配層

(教職員、学園関係者)による重要情報の秘匿である。不都合な事実は隠されがちである。不幸を負わ

ないために鋭意検討してほしい 

９－３５ 教育情報の公開 ９－３５－１ 

学園運営のスタンスは、より「大局」からの発想、より「身近」な目線が、学園運営や学園生への共

生につながる。バードアイのような大局とアリのような学園生から見る目線は一対でなければならな

い。実践することの意義と手法による意味を掛け合い、行き過ぎたら改めるという領域を考慮してほ

しい。 

評価委員意見欄 

「大切な人が、大切にしていることを大切にする」つくるには造るだけでなく、創るも、作るもある。 

それらを遂行していく時にはミスをする。此れは、必然性な事象です。学園が、より堅固な人間関係

のチェーンを繋ぎ、家族のチェーン、友人のチェーン、地域のチェーン、社会のチェーン、信用のチ

ェーン、価値観のチェーン、心のチェーン、を創造してミスを補填して学園の発展に繋げて頂きたい。 
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学校関係者評価委員・評価シート（令和４年） 

令和４年１０月７日 評価者名 鈴木 孝至  

評価基準  

１０．社会貢献・地域貢献 

評価項目  

大項目総括 

地域住民との積極的な交流はないが、学生が参加した「臨床実習」が設けられており良いことだと思

います。ゴミ拾い等の地域貢献活動も実施されており評価できます。全体的な自己評価は適切だと思

います。 

 

１０－３６－１ 

学校の教育資源を活用した社会貢献・地域貢献を行っているか 

鍼灸学科においては地域住民への「臨床実習」が実施されており、また、日本に暮らす留学生の生活

マナーなどの指導もされており、評価は適切であると判断します。 

 

１０－３６－２ 

国際交流に取組んでいるか 

コロナ感染状況もあり、積極的な活動は難しいと思われるが、今後は留学生を交えたイベント等を企

画実行することも必要かと思います。現時点での自己評価は妥当と判断されます。 

  

１０－３７ 

学生のボランティア活動を奨励し、具体的な活動支援を行っているか 

学校近隣のゴミ拾い活動などを通じて地域との一体感を今後も続けられたい。評価は適切であると判

断します。 

 

評価者メモ 

 

評価委員意見欄 
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学校関係者評価委員・評価シート（令和４年） 

令和４年１０月７日 評価者名鈴木 孝至   

評価基準  

１１．国際交流 

評価項目  

大項目総括 

新型コロナ感染が続いているため、地域住民等との交流の機会が設けられていないが、社会ルール等

を積極的に指導していると感じられた。自己評価は適切であると判断できます。 

 

１１－３８ 

留学生の受入れ・派遣について戦略を持っているか 

学生から選ばれる学校を目指して広報活動が積極的に組織的に実施されていることが確認できてい

る。自己評価は適切と判断される。 

 

１１－３９ 

留学生の受入れ・派遣、在籍管理等において適切な手続等がとられているか 

毎月の定期的在籍確認等については、教師、職員が一体となって実施できており、自己評価は適切で

あると判断できます。 

  

１１－４０ 

留学生の学修・生活指導等について学内に適切な体制が整理されているか 

全体としての学生管理会議を開催し、問題点、課題を共有しながら、各担任が個々の生徒に対して真

剣に向き合って指導していることを確認した。自己評価は適切であると判断します。 

 

１１－４１ 

学習成果が国内外で評価される取り組みを行っているか 

引き続きの新型コロナ感染の状況であるが、卒業生について一定の就職率が確保されており、企業か

ら評価されていると感じた。自己評価は適切であると判断します。 

 

評価者メモ 

評価委員意見欄 

 

 


