
  

 

 

 

１ 実務経験のある教員等による授業科目の配置 

 

２ 学外者である理事の複数配置 

 

３ 厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表 

 

４ 財務・経営情報の公表 

 

５ 添付 

   

１）学校評価実施規定 

 

２）学校経営方針 

  



  

様式第２号の１－②【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の１

－①を用いること。 
 

学校名  山口調理製菓専門学校 
設置者名  学校法人 本田学園 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

課程名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のあ

る教員等によ

る授業科目の

単位数又は授

業時数 

省令で定める

基準単位数又

は授業時数 

配

置

困

難 

専門課程 
調理師科 

２年コース 

夜 ・

通信 
1,410時間 160時間  

高等課程 

調理師科 

１年コース 

夜 ・

通信 
600時間 80時間  

製菓衛生師科 
夜 ・

通信 
810時間 80時間  

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

HP https://www.yafc.ac.jp/disclosure/ 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学科 
学科名 

（困難である理由） 

 

  

https://www.yafc.ac.jp/


  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名  山口調理製菓専門学校 
設置者名  学校法人 本田学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
ＨＰ https://www.yafc.ac.jp/disclosure/ 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・ 

非常勤の別 
前職又は現職 任期 

担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 設計事務所 社長 
2018.4.1～

2020.3.31 
施設設備 

非常勤 医師（病院勤務） 
2018.4.1 ～

2020.3.31 
衛生・健康 

非常勤 人材派遣会社 事務 
2018.4.1 ～

2020.3.31 
労務管理 

非常勤 司法書士事務所 社長 
2018.4.1 ～

2020.3.31 
コンプライアンス 

（備考） 

 

  

https://www.yafc.ac.jp/


  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名  山口調理製菓専門学校 

設置者名  学校法人 本田学園 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画(シラバス)を作成し、公表して

いること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

 

 ・実技試験の課題科目は担当助手が講師と相談の上で決める。 

・学習評価の方法や実技試験の課題科目などを、職員会議にて前年度２月までに決

定する。 

・シラバス内の学習目標、学習計画、担当者からの記述については、前年度２月ま

でに担当者に確認する。 

・前年度３月末までに公表する。 

・学生に対しては、年度初めのオリエンテーションにて説明してクラス掲示すると

ともに、ホームページ内に掲載し、保護者等も確認できるようにする。 

 

授業計画書の公表方法 

HP https://www.yafc.ac.jp/disclosure/ 

年度初めのオリエンテーションにて説明 

クラス掲示 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

  
・筆記試験を行う教科科目は、 

筆記試験による評価７割（100 点満点の試験結果に７割を乗じる）、平常点３割

（出席状況、学習への取り組み状況など）を 100 点満点で算出する。60 点に満

たない者は追指導のうえ、追試験を実施する。 

 ・ 実技試験は、 

  各課題科目とも姿勢、器具の使い方、仕上がり、衛生、時間内提出などの項目に 

ついて 100点法で行い、60点に満たない者は追指導のうえ、追試験を実施する。 

・定期試験を実施しない教科科目は、 

レポート提出を義務付ける。提出状況、構成、表現、内容等を基準に、100 点満

点 

で採点し、60点以上を合格とする。欠席者も課題について調べてレポートを提出

す 

る。各期（前期、後期）ごとに判定し、60点に満たない者は再提出とする。 

 ・学習評価は、以下の基準で評価する。 

A+ ：１００ ～ ９０、 A ： ８９ ～ ８０、 B ： ７９ ～ ７０、 

  C ： ６９ ～ ６０、 D ： ５９以下 

 ・学生に対しては、年度初めのオリエンテーションにて説明するとともに、ホーム

ページ内に掲載し、保護者等も確認できるようにする。 

https://www.yafc.ac.jp/


  

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

   

・学年成績（評定）は、前期成績（100点満点）と後期成績（100点満点）の平均点 

をもって算出する。平均点の算出方法は、小数点以下を四捨五入するものとする。 

全教科の合計得点により順位を決定する。 

 

 ・60点以上の教科科目は単位認定し、60点に満たない者は追指導のうえ、追試験を 

実施する。 

 

 ・学習評価は、以下の基準で評価する。 

A+ ：１００ ～ ９０、 A ： ８９ ～ ８０、 B ： ７９ ～ ７０、 

  C ： ６９ ～ ６０、 D ： ５９以下 

 

 ・学生に対しては、年度初めのオリエンテーションにて説明するとともに、ホーム

ページ内に掲載し、保護者等も確認できるようにする。 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 

HP https://www.yafc.ac.jp/disclosure/ 

年度初めのオリエンテーションにて説明 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

   

・進級もしくは卒業は、次の①②③のいずれをも満たした場合に認定される。 

①履修時間数で、座学と実習のそれぞれの教科科目とも、国の定める授業時間

数 

の９割に達していること。 

②学習評価で、座学のすべての教科科目に合格していること。併せて、調理実

習または製菓実習で、前期及び後期の実技試験のすべての課題科目に合格し

ていること。 

③校内料理コンクール及び卒業記念料理展に制作作品を出品していること。 

 

・試験終了時、追試終了時に判定会議を行う。 

 

・学生に対しては、年度初めのオリエンテーションにて説明するとともに、ホーム

ページ内に掲載し、保護者等も確認できるようにする。 

 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 

HP https://www.yafc.ac.jp/disclosure/ 

年度初めのオリエンテーションにて説明 

 

  

https://www.yafc.ac.jp/
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様式第２号の４－②【⑷財務・経営情報の公表（専門学校）】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の４

－①を用いること。 
学校名  山口調理製菓専門学校 

設置者名  学校法人 本田学園 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 HP https://www.yafc.ac.jp/disclosure/ 
収支計算書又は損益計算書 HP https://www.yafc.ac.jp/disclosure/ 
財産目録 HP https://www.yafc.ac.jp/disclosure/ 
事業報告書 HP https://www.yafc.ac.jp/disclosure/ 
監事による監査報告（書） HP https://www.yafc.ac.jp/disclosure/ 

 

２．教育活動に係る情報 

①学科等の情報 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

衛生 専門課程 調理師科 2年コース ○  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

２年 

 

 

 昼 

1,860    

単位時間 

700 
単位時間 

330 
単位時間 

900 
単位時間 

100 
単位時間 

― 
単位時間 

2,030単位時間 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

80人 15人 0人 7人 31 人 38人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

  

・実技試験の課題科目は担当助手が講師と相談の上で決める。 

・学習評価の方法や実技試験の課題科目などを、職員会議にて前年度２月までに

決定する。 

・シラバス内の学習目標、学習計画、担当者からの記述については、前年度２月ま

でに担当者に確認する。 

・前年度３月末までに公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yafc.ac.jp/
https://www.yafc.ac.jp/
https://www.yafc.ac.jp/
https://www.yafc.ac.jp/
https://www.yafc.ac.jp/


  

成績評価の基準・方法 

（概要） 

 

・筆記試験を行う教科科目は、筆記試験による評価７割（100点満点の試験結果に 

７割を乗じる）、平常点３割（出席状況、学習への取り組み状況など）を 100 

点満点で算出する。60点に満たない者は追指導のうえ、追試験を実施する。 

 ・ 実技試験は、各課題科目とも姿勢、器具の使い方、仕上がり、衛生、時間内提 

出などの項目について 100点法で行い、60点に満たない者は追指導のうえ、追 

試験を実施する。 

・定期試験を実施しない教科科目は、レポート提出を義務付ける。提出状況、構成、 

表現、内容等を基準に、100点満点で採点し、60点以上を合格とする。欠席者も 

課題について調べてレポートを提出する。各期（前期、後期）ごとに判定し、60 

点に満たない者は再提出とする。 

 ・学習評価は、以下の基準で評価する。 

A+ ：１００ ～ ９０、 A ： ８９ ～ ８０、 B ： ７９ ～ ７０、 

  C ： ６９ ～ ６０、 D ： ５９以下 

 

 

 

 

 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

 

・進級もしくは卒業は、次の①②③のいずれをも満たした場合に認定される。 

①履修時間数で、座学と実習のそれぞれの教科科目とも、国の定める授業時 

間数の９割に達していること。 

②学習評価で、座学のすべての教科科目に合格していること。併せて、調理

実習または製菓実習で、前期及び後期の実技試験のすべての課題科目に合

格していること。 

③校内料理コンクール及び卒業記念料理展に制作作品を出品していること。 

 

・試験終了時、追試終了時に判定会議を行う。 

 

 

 

 

学修支援等 

（概要） 

放課後の実習室解放 

夏季休業、前期末、冬期休業、学年末に補講を実施 

 

 

 

 

 



  

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 １３人 

（100％） 

１人 

（ 7.7％） 

１１人 

（ 84.6％） 

１人 

（ 7.7％） 

（主な就職、業界等） 

ホテル、旅館、飲食店、製菓店 

（就職指導内容） 

就職説明会の年に 3回程度開催（就職先、業界に対する知見を深めるセミナーの開催） 

カウンセリングの実施 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

調理師、調理技術技能評価試験の学科試験免除、食品技術管理専門士資格、調理師養成

施設調理実習助手資格、専門士、食品衛生責任者、介護食士 3 級、レストランサービス

技能検定 3級受験資格、食育インストラクター受験資格 

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

１３ 人  ０ 人  ０ ％ 

（中途退学の主な理由） 

 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

学生の変化に気付いた際、二者面談を実施、場合によっては三者面談を実施し 

早期発見、早期解決に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

②学校単位の情報 

ａ）「生徒納付金」等 

学科名 入学金 
授業料 

（年間） 
その他 備考（任意記載事項） 

調理師科２年コース 150,000円 560,000 円 340,000円  

調理師科１年コース 150,000円 560,000 円 340,000円 

製菓衛生師科   150,000円 560,000 円 360,000円 

修学支援（任意記載事項） 

・通学費補助 

・住居の格安提供 

・企業と連携した奨学金 

 

 

ｂ）学校評価 
自己評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

https://www.yafc.ac.jp/disclosure/（予定） 
本年度、従来の学校自己評価を抜本的に見直し、実施している。2020年度公表に向け

て着実に進行中である。 

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制） 

学校経営改善に向けての努力点（＝自己評価項目）として、以下に示す 10の大

項目を設定し、さらに、各項目に対応する複数のチェック項目（記載-略）を設定

した。教職員（学校）は、これらの実現・適正化に努め、その結果を検証し、一層

の学校改善を進めるものとする。（PDCA） 

＜評価項目＞ 

（1） 教育理念・目的・育成人材像 

（2） 学校運営 

 （3） 教育活動 

 （4） 学修成果 

（5） 学生支援 

（6） 教育環境 

（7） 学生の受け入れ募集 

（8） 法令等の遵守 

（9） 社会貢献・地域貢献 

（10） 財務 

 ＜点検項目の評価＞ 

 評価は（4…適切 3…ほぼ適切 2…やや適切 1…不適切）の 4 段階で行う。 

 

学校自己評価委員会で取りまとめた自己評価結果は関係資料とともに下記の４

名から構成される学校関係者評価委員会に提出し、学校評価（A～D４段階）を受け

る。各評価項目に対する評価結果及び改善意見に基づき、次年度に向けて、学校運

営・教育活動の内容・学生支援体制等を見直し、新たな学校改善計画を策定（～３

月末）・実施（４月初－学校経営方針として定め、周知・徹底）する。 

なお、学校関係者評価は理事会へ提出・承認後に公表するものとする。 

 

＊添付：山口調理製菓専門学校 学校評価実施規定・平成 31年度学校経営方針 

https://www.yafc.ac.jp/


  

学校関係者評価の委員 

所属 任期 種別 

飲食店勤務 2019.6.1～2021.3.31 卒業生 

ホテル勤務（料理長） 2019.6.1～2021.3.31 卒業生 

飲食店経営者 2019.6.1～2021.3.31 企業関係者 

高等学校教員 2019.6.1～2021.3.31 教育関係者 

学校関係者評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

https://www.yafc.ac.jp/disclosure/（予定） 

2020年度から評価を確実に実施・公表する 

第三者による学校評価（任意記載事項） 

 

 

ｃ）当該学校に係る情報 
（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

https://www.yafc.ac.jp/ 
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山口調理製菓専門学校 学校評価実施規程 
 

平成３１年４月１日制定 

 

（目的） 

第 1 条 この規程は、学則第 4 条に規程規定する学校自己評価及び学校関係者評価の実施

並びに結果の公表について必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第 2 条 この規程において、学校評価とは、学校教育法第 42 条及び学校教育法施行規則

第 66 条に規定する自己評価及び同法第 43 条及び同法施行規則第 67 条に規定す

る学校関係者評価をいう。 

（自己評価委員会の設置） 

第 3 条 自己評価を適切かつ円滑に行うための組織として、学校内に自己評価委員会

（以下「委員会」という。）を置く。 

（委員会の所掌事項） 

第 4 条 委員会は、自己評価の目的を達成するために、次の事項を所掌する。 

(1) 自己評価の基本方針及び実施体制並びに実施方法の制定・改廃に関すること 

(2) 自己評価の評価実施基準項目に関すること 

(3) 自己評価報告書の作成に関すること 

(4) 自己評価結果に基づく改善策の提案に関すること 

(5) 自己評価の公表に関すること 

(6) その他自己評価の実施について必要な事項に関すること 

（委員の構成） 

第 5 条 委員会は校長、理事長及び事務担当者並びに校長が指名する委員により構成する。 

（自己評価の実施） 

第 6 条 自己評価を実施する時期は、原則として、毎年度 2 月とする。 

2 自己評価は、校長の指揮のもと、第 4 条に定める基本方針、実施体制に基づく責任と役

割を教職員それぞれが十分に認識し、誠実に取り組まなければならない。 

（委員会の運営） 

第 7 条 委員会に委員長を置く。 

2 委員長には校長が就任する。 

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

4 委員長に事故があるときは、又は、委員長が欠けたときは、予め委員長が指名する委員

がその職務を代理する。 

5 委員会は委員長が招集する。 

6 委員会は、必要と認める場合には、委員以外の者に出席を求めることができる。 

（自己評価結果の活用） 

第 8 条 教職員は、自己評価結果を活用し、教育活動及び学校運営等の質の保証と向上に

継続的に努めなければならない。 

（自己評価結果の報告） 

第 9 条 校長は、自己評価結果を理事会に報告しなければならない。 

（自己評価結果の公表） 

第 10 条 校長は、理事会の承認を受け、自己評価結果を広く社会に公表しなければならな

い。 

（学校関係者評価） 

第 11 条 校長は、自己評価結果を本校の関係者により組織した学校関係者評価委員会（以

下「関係者委員会」という。）に報告し、意見を聴き、その意見を尊重し、教育活動

及び学校運営に活用しなければならない。 

（学校関係者委員会の構成） 



  

第 12 条 関係者委員会は、校長が委嘱する委員により構成する。 

2 委員は、関連業界等関係者・卒業生・教育に係る有識者、校長が特に必要と認める者と

する。       

3 委員の数は 6 名以内とする。 

4 委員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。 

（関係者委員会の運営） 

第 13 条 関係者委員会には、委員長を置く。 

2 関係者委員会は、校長が招集し、委員長がその運営にあたる。 

3 校長が必要と認める場合は、関係者委員会に委員以外の出席を求めることができる。 

4 関係者委員会は、委員の過半数の出席をもって成立とする。 

5 関係者委員会は、自己評価の進捗に応じ次年度の計画策定までの間に適宜 2 回程度実施

するものとする。 

（報奨及び費用弁償） 

第 14 条 関係者委員会委員の報酬及び費用弁償については、本校の定める基準により支払

う。 

（学校関係者評価の評価結果） 

第 15 条 委員長は、学校関係者評価の結果をまとめ、報告書を作成しなければならない。 

（学校関係者評価の評価結果の活用） 

第 16 条 教職員は、学校関係者評価の結果を活用し、教育活動及び学校運営等の質の保証

と向上に継続的に努めなければならない。 

（学校関係者評価結果の報告） 

第 17 条 校長は、学校関係者評価結果を理事会に報告しなければならない。 

（学校関係者評価結果の公表） 

第 18 条 校長は、理事会の承認を受け、学校関係者評価結果を公表しなければならない。 

（その他） 

第 19 条 本規程に定めるもののほか本校の学校評価に関し必要な事項は、校長が別に定め

る。 

 

附則 

この規程は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 
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はじめに 

 

少子高齢化の進行、AI の普及など大きな社会変革の時代に入った。奇しくも、平成

から令和への改元と重なり、新時代への期待も高まっている。本校にも、この時代の

変化に対応して、カリキュラムの変更など学校変革が求められている。   

変化・改革にあたっては、「不易流行」を踏まえ、以下 1 から 3 に示す校訓・教育

目標・教育方針に示された精神を伝統として守りながらも、時代（社会環境）に即応

した学校創造が求められる。 

 

 

1 校訓 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 教育目標 

 

つねに校訓の理念に基づき、人格を高め、知識と技術を磨き、 

人類の飲食文化の向上に資する有意な担い手を育てる。 

 

 

3 教育方針 
 

 

 

 

人格と学問と技術、三位一体のバランスのとれた人間形成を 

目指し、日本料理・西洋料理・中国料理・製菓製パンに亘る料理 

の全ての領域を、基礎基本から高度な技術及び理論に至るまでを、 

厳しさの中にも愛情溢れる指導に徹してサポートする。 

 

 

4 現状と課題 

 

 平成 28 年度以降入学生の減少傾向が強まっている。特に、平成 30 年度入学生

礼
節 

 

努
力 

 
創
造 

校 訓 

教育目標 

教育方針 



  

は 39 名と過去最低となり、高校新卒者の減少は深刻である。なかでも、製菓衛生

師科及び調理師科 2 年コースの減少は急激かつ著しい。平成 31 年度入学選考で

は若干の回復（高卒者）があったものの、減少傾向そのものに変化はない。その背

景には少子化・高卒求人の堅調さなどの社会的要因が考えられ、学校の努力では如

何ともしがたいものがある。 

しかし、この危機の要因を外部的なものとして諦めては、事態は改善しない。今

後の内部努力で改善可能な部分はないか、改善策を追求していく必要がある。例え

ば、教育課程（教育計画）が適切かつ魅力的なものになっているか？学生への教科

指導・生活指導・進路指導は適切で確かな学力（生きる力）を育むものとなってい

るのか？など、学校自己評価・外部評価を効果的に実施・活用し、不断の検証と学

校改善を継続していかなければならない。また、このような学校改善の努力を通じ

て、本校教育の魅力を高めるとともに、その魅力を広く的確に発信し、地域社会等

の支持を得られるようにしていくことが肝要である。 

 

 

5 本年度の重点目標 

 

 本校パンフレットの末尾に「山口調理製菓専門学校 6 つの魅力！！」を掲げて

いる。6 つとは、学費の安さ・アクセスの良さ・講師陣の素晴らしさに加えて、一

人ひとりを大切にする教育・充実した教育内容・確かな進路指導である。特に後者

3 点は教職員全体の努力で改善を積み重ねていく課題でもある。本年度は、この 3

点を重点目標として、学校改善を進めていきたい。なお、学校自己評価及び学校関

係者評価においてもこれらを踏まえ検証を進めていく。 

 

  ア 「一人ひとりに心が通う教育」の実現 

・アンケートや個別面談等を通じて、個々の特性を把握し、臨機に対応し

ていく。 

・勇気づけ励ます教育の理念を教職員全体で共有する。    

  イ 教育内容の充実 

・教育計画（カリキュラム）が時代の変化・社会（地域・関連業界等）のニ

ーズ・学生のニーズに対応しているか不断の検証をすすめていく。そのた

めの情報収集を積極的にすすめる。 

・新入生アンケート等を活用し、学生のニーズを把握し、適宜、教育計画（カ

リキュラム）の変更を進めていく。 

  ウ 確かな進路指導 

・系統的な進路指導を全体指導・個別指導を取り混ぜながら進めていく。 

・職員会議、通常のミーティング等を活用し、職員全員が個々の学生の進路

希望などの情報を共有し、組織的な指導を行う。 

・積極的な職場（求職先）開拓を進める。 

 

 

6 学校自己評価の実施 

 

学校経営改善に向けての努力点（＝自己評価項目）として、以下に示す 10 の大

項目を設定し、さらに、各項目に対応する複数のチェック項目を設定した。教職員

（学校）は、これらの実現・適正化に努め、その結果を検証し、一層の学校改善を

進めるものとする。（PDCA） 



  

＜評価項目＞ 

（1） 教育理念・目的・育成人材像 

   ①学校の理念・目的・育成人材像は明確に定められているか。 

   ②①は学生・保護者等に周知されているか。 

   ③①は学生・保護者・調理製菓業界等の社会的ニーズに適合しているか。 

 

（2） 学校運営 

   ①運営方針・事業計画・予算を適正な手続きで決定しているか。 

   ②運営方針・事業計画を文章化し、教職員に周知・徹底しているか。 

   ③予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか。 

   ④学校運営組織を整備し、適正に運営しているか。 

   ⑤意志決定システムを整備し、適正に運用しているか。 

 

（3） 教育活動 

   ①教育理念・目的に沿った教育課程の編成・実施方針を定めているか。 

   ②教育課程は教職員によって、的確に実施されているか。 

   ③シラバスの作成などによって、授業内容・計画・目標及び評価基準等は明示さ

れているか。 

   ④成績評価、単位認定、進級・卒業判定の基準を明確に定め、適正に運用してい

るか。 

   ⑤授業評価の実施体制を整備し、実施しているか。 

   ⑥⑤を通じて、カリキュラム・授業改善は適切にすすめられているか。 

   ⑦教育目標の実現に向けた教職員は確保されているか。 

   ⑧教職員の資質（専門性・指導力等）向上に向けた研修が適切に計画・実施され

ているか。 

 

（4） 学修成果 

   ①就職率を向上させるための施策は図られているか。 

   ②退学者を減らすための施策は図られているか。 

   ③学生が身につけるべき資質・能力（知識・技能等）は明確化されているか。 

   ④③の向上にむけて、その実現度合いを把握し、教育活動等の改善をすすめてい

るか。 

   ⑤卒業生・在校生の社会的活躍及び社会的（就職先等での）評価を把握している

か。 

   ⑥④を踏まえて、教育活動等の改善を進めているか。 

 

（5） 学生支援 

   ①就職等進路決定に対する支援体制は整っているか。 

   ②学生の心身の健康維持・管理は適正に行われているか。 

  ③学生への経済支援体制は整っているか。 

  ④学生の課外活動に対する支援体制は整備されているか。 

   ⑤保護者との連携は適切に行われているか。 

   ⑥卒業生への支援体制は整っているか。 

 

（6） 教育環境 

   ①施設・設備はカリキュラムに対応した適正なものになっているか。 

   ②施設・設備は安全・衛生面で適正なものになっているか。 



  

   ③企業等の連携により、実習・インターンシップの場等の教育体制は整備されて

いるか。 

   ④防災・安全管理体制を整備し、適切に運営しているか。 

 

（7） 学生の受け入れ募集 

   ①入学者の募集活動を適正かつ効果的に実施しているか。 

   ②選考時期・選考基準・選考方法は適切なものになっているか。 

   ③校納金（入学金・諸経費・学費など）等は適切か。 

 

（8） 法令等の遵守 

   ①適正な学校運営を行うに当たり、法令や学校設置基準を遵守しているか。 

   ②個人情報の保護のための対策は適正に講じられているか。 

   ③学校自己評価を実施・公表し、学校改善をすすめているか。 

   ④学校関係者評価を実施・公表し、学校改善をすすめているか。 

 

（9） 社会貢献・地域貢献 

   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。 

   ②学生・職員による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。 

 

（10） 財務 

   ①学校及び法人運営の中長期的な財政基盤は安定しているか。 

   ②財政について、法律等に乗っ取り適正に監査が実施されているか。 

   ③財務情報は適切に公開されているか。 

 

＜点検項目の評価＞ 

   評価は（4…適切 3…ほぼ適切 2…やや適切 1…不適切）の 4 段階で行う。 

 

 

7 学校関係者評価の活用 

  6 に示した学校自己評価を学校関係者の評価に付し、学校の現状を客観的かつ的

確に把握・検証し、課題を明確にした上で、さらなる改善を積み重ねるものとする。

（PDCA） 

 

学校自己評価結果は、別に定める学校関係者評価委員会に提出し、次に示す 4 段

階（A…適切 B…ほぼ適切 C…やや適切 D…不適切）の評価を受ける。 

   評価結果及び改善意見等を受けて、年度末までに改善計画書（新たな学校教育方

針）を策定し、学校運営や教育内容等の改善を具体的に進めていくものとする。本

校においては、年度末から年度初めの職員会議でこれらを審議し、実行に移す。な

お、年度途中においても、計画のチェックは適宜行い、改善すべき点があれば、速

やかに改めて行くものとする。 

 

8 学校自己評価及び学校関係者評価の具体的な手順・方法（評価委員の選任・評価委

員会の招集等）については別に定める。 
 


