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Ⅰ 平成 29年度 学校関係者評価について 

 

 学校法人岡山科学技術学園 岡山科学技術専門学校は、文部科学省が平成 25 年３月

に策定した「専修学校における学校評価ガイドライン」に基づき、全教職員に実施し

た自己評価とともに、学校長が作成した自己点検・自己評価の資料を基に、学校関係

者評価委員会を開催し、平成 29年度の学校関係者評価を実施しました。 

評価にあたっては、学校運営に関わる部分、教育活動に関わる部分、学科教育活動

に関わる部分等について協議するとともに、関係の委員の方々から貴重な御意見や御

提言をいただきました。 

協議を通していただきました御意見や御提言等は大項目ごとに要約し、「平成 29 年

度 学校関係者評価報告書」として取りまとめました。 

本報告書の内容につきましては、校内の運営委員会に諮り緊急性・重要性等の優先

順位に基づき改善等の具体案を作成し、次年度の学校運営等の改善や学科教育方針の

見直しに活かすとともに、本校の教育理念でもあります「技術教育を通じての人間教

育」をより充実させ、産業界で活躍できる有為な職業人の育成に繋げて行く所存です。 

 

平成 30年８月 

学校法人岡山科学技術学園 

岡山科学技術専門学校 

校長 中 桐 上 雄 
 

 

Ⅱ 学校関係者評価委員名簿 
 

 

氏  名 所          属 関連学科   (学科略記号) 

重谷隆男 
日本 NCRサービス株式会社 

取締役 サービス事業本部長 
情報システム学科      (C) 

栗田真志 株式会社プローバ 代表取締役 映像音響学科        (V) 

荻野洋一 八州電気工業株式会社 管理部 部長 電気工学科         (E) 

内倉 直 嘉美心酒造株式会社 取締役 杜氏 バイオサイエンス学科   (B) 

小松原庸宏 株式会社重藤組 総務部 部長 建築工学科         (K) 

木山英治 株式会社ジツタ中国 岡山店 店長 測量環境工学科       (N) 

浅沼栄作 ダイシン電機株式会社 取締役 総務部長 ものづくり工学科      (S) 

森 幸久 マルケ―自動車整備株式会社 総務課長 一級自動車工学科      (LM) 

岡本賢岳 
西日本三菱自動車販売株式会社 

岡山営業本部 サービス担当部長                                                               
二級自動車工学科      (M) 

冨谷篤也 日産車体岡山株式会社 事業部長 自動車カスタマイズ学科 (F) 

薮田尊典 岡山科学技術専門学校 同窓会 会長 全科 

向井江美 岡山科学技術専門学校 保護者会 会長 全科 
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Ⅲ 大項目ごとの現状・課題と関係者評価・意見 
 

 

 

 

（１）自己評価結果 

評 価 項 目 
４：適切    ３：ほぼ適切 

２：やや不適切 １：不適切 

１ 
学校の理念・目的・育成人材像は適切に定められて

いるか 
3.3 83.6％ 

２ 学校の特色はうまく（適切に）表現できているか 2.9 76.4％ 

３ 
学校・学科の将来構想（３～５年を見据えた）を抱

いているか 
2.7 63.6％ 

右欄は４または３と答えた人数の割合（％）を示す  

 

（２）現状 

①教育理念、目的、育成人材像については、教育活動方針に定め、公表とともに全教職員達成に

向け取り組んでいる。 

②本校教育の特色は、専門教育の充実、資格取得の推進、進路指導の充実、学生指導の充実を教

育活動の柱とした、社会の変化に柔軟に対応できる、即戦力となる技術者の育成である。 

③職場懇談会等の理事長講話を通して全教職員に将来構想を周知するとともに、学科においては

学科所属の全教員の意思疎通を図り、３～５年後を見通した学科像を策定している。 

 

（３）課題及び改善策 

②学校、学科の特色が学校外部へどの程度 PR できているのかわからない。 

②即戦力より適応力を備えた方が合うのでは。 

 

（４）考察 

  今後も、「技術教育を通じての人間教育」の下、質の高い専門教育、実践的な教育の推進、資

格取得の向上、進路指導の一層の充実を柱とした教育を推進する。工業系の総合専門学校として、

また、「職業実践専門課程」認定学科として、国際化や科学技術の進展に対応した実践的な知識・

技術・技能の習得に重点をおき、心豊かで逞しい技術者の育成を目指し日々の教育活動に取り組

む。 

 

（５）関係者評価・意見 

  評 価：3.0 

  意 見：特になし 

 

 

 

 

 

（１）自己評価結果  

評 価 項 目 
４：適切    ３：ほぼ適切 

２：やや不適切 １：不適切 

１ 目的に沿った運営方針が策定されているか 3.0 72.7％ 

２ 運営方針に沿った事業計画が策定されているか 2.9 72.7％ 

３ 運営組織や意志決定機能は明確になっているか 2.8 63.6％ 

１ 教育理念 

２ 学校経営 



3 

 

４ 人事・給与に関する規定等は整備されているか 3.1 83.6％ 

５ 
教育活動に関する情報公開が適切になされている

か 
3.2 89.1％ 

６ 
情報システム化等による業務の効率化が図られて

いるか 
2.7 61.8％ 

  右欄は４または３と答えた人数の割合（％）を示す  

 

（２）現状 

①本校教育を取り巻く諸情勢を踏まえて経営方針、教育活動方針を策定し、年度当初の教職員全

体会義において非常勤を含む全教職員に周知している。また、職場懇談会でも適宜確認をして

いる。 

②経営方針並びに教育活動方針に基づき事業計画を策定している。 

③組織図及び職務分掌表に基づき階層的に権限・義務・責任を設け、意志決定機能を明確にして

いる。 

④人事・給与については、就業規則並びに賃金規程を整備し適正に行っている。 

⑤教育活動に関する情報は、ホームページ（学校概要、教育活動方針、自己点検・自己評価、学

科ブログ等）、パンフレット、研究紀要、カギセンニュース等を通して広く公開している。 

⑥校内の全業務を管理するシステムを導入し４年が経過した。関係部署との情報交換を密にし、

運用・利用方法の拡大・改善に努めている。 

 

（３）課題及び改善策 

④人事・給与に関する規定は整備されているが、業務量と賃金との公平性に欠けている。 

⑥スクールリーダーの入力が却って業務を煩雑にしている。業務に適応できていない部分もあり、

業務の効率化、一貫性に欠ける。 

 

（４）考察 

    学校経営については、今後も、組織や分掌等の周知や協議内容等の丁寧な連絡を通して、

計画の実現に向け組織的な運営に努める。また、給与の面については、一層の透明性を図る。 

   情報のシステム化については、新システム導入後４年が経過し、毎年課題改善に努めてい

るが、新たな課題も出てきている。関係部署との情報交換を密にし、運用・利用方法の拡大

に向けて改善に努め、効率的なシステムの運用・利用体制を図りたい。 

 

（５）関係者評価・意見 

  評 価：3.0 

  意 見：配布資料にある、人事・給与に関する規定は整備されているが業務量と賃金の公平

性に欠けるという記述はどういうことか 

 

 

 

 

 

（１）自己評価結果 

評 価 項 目 
４：適切    ３：ほぼ適切 

２：やや不適切 １：不適切 

１ 教育理念等に沿った教育課程を編成しているか 3.2 86.8％ 

２ 
学科の修業年限に対応した教育到達レベルや学習時

間の確保は明確にされているか 
3.1 77.4％ 

３ 学科等のカリキュラムは体系的に編成されているか 3.1 84.6％ 

３ 教育活動 
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４ 授業評価の実施・評価体制はあるか 3.3 90.6％ 

５ 
成績評価・単位認定、進級・卒業判定の基準は明確に

なっているか 
3.2 79.2％ 

６ 
資格取得に関する指導体制、カリキュラムの中で体系

的な位置づけはあるか 
3.1 82.7％ 

７ 指導力のある教員の確保に努めているか 2.8 64.8％ 

８ 
先端的な知識・技術・技能等の教員研修や指導力など

資質能力向上の取組が行われているか 
2.8 67.9％ 

９ 教職員の能力開発のための研修が行われているか 2.8 68.5％ 

                                         右欄は４または３と答えた人数の割合（％）を示す  

 

（２）現状 

①教育理念を前提とした教育活動方針、学科教育方針、また、教育課程編成委員会での提言も踏

まえ教育課程を編成している。 

②カリキュラムは、育成する学生像を到達目標として編成している。また、各教科目のシラバス

を作成し、授業時間数の確保や社会のニーズに即した教育活動を推進している。 

③カリキュラムは、学科教育方針に基づき、実習を重視しつつ講義や実習が系統的・体系的に学

べるよう編成している。 

④授業評価は、教育の質の向上の観点から教員評価の一環として位置づけ、学生による授業アン

ケートを年２回、教員による授業評価を年１回実施し、管理職による授業評価と合わせ総合的

に評価している。 

⑤教務内規で明確にしている。 

⑥学科教育方針に基づき年間を通して系統的、計画的に実施している。 

⑦教職員の確保については、教職員としての資質・能力、指導力、豊かな人間性を備えた人材の

確保に努めている。 

⑧関係団体による技術研修会や公開授業等を実施し、技術・技能や指導力の向上に努めている。 

⑨外部講師を招聘した教員研修やテーマを設けた全教員実施の公開授業等により、教職員の資

質・能力の向上に努めている。 

 

（３）課題及び改善策 

⑦給与の面で能力のある人材を集めることが難しい。 

⑦勉強に限らず、マナーや礼儀まで指導が徹底されると学校の雰囲気がよくなると思う。 

 

（４）考察 

   教育の充実に向け、教員の計画的な確保に一層努力する。 

    入試については、留学生についても、公正、公平、適切な選抜を一層推進する。 

教職員研修については、全教職員向けの校内研修を行う。専門分野については、関係企業や外

部機関での講習会や見学会に積極的に参加し、資質・能力の向上を図る。 

授業の工夫・改善に努め、社会が求める専門的な知識・技術・技能を習得させる。また、６S

管理の徹底やビジネス教養の充実を図り、社会性を身に付けさせる。留学生については、４年間

を通しての指導の充実を引き続き推進する。 

 

（５）関係者評価・意見 

  評 価：3.0 

意 見：システムエンジニアだけでなくハード面の教育も行ってほしい。また、社会人マナ

ーの教育も強化してほしい。 

企業では、連絡、報告が十分できない新入社員が目に付く。ビジネスマナーの教育

を強化してほしい。 

社会性を身につけられる人間教育を行ってほしい。 
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インターンシップでは、受け身の学生が目に付く。研修中に質問もできるよう積極

的に参加することができるための事前指導をしてほしい。 

ものづくり系 4分野のカリキュラムは多様な職業選択に役立っていると思う。保護

者の立場としては、家庭でできる躾や社会性の教育を行っていきたい。 
 

 

 

 

 

（１）自己評価結果 

評 価 項 目 
４：適切    ３：ほぼ適切 

２：やや不適切 １：不適切 

１ 就職率の向上に努めているか 3.3 94.4％ 

２ 資格取得率の向上に努めているか 3.2 84.9％ 

３ 退学率の低減に努めているか 3.0 79.2％ 

４ 卒業生の社会的な活躍及び評価を把握しているか 2.5 46.2％ 

右欄は４または３と答えた人数の割合（％）を示す 

  

（２）現状 

①企業訪問や説明会、進路指導連絡協議会等、就職推進課、進路指導課と学科長・担任が連携し、

早期決定と内定率の向上を目指した指導に取り組んでいる。 

②学科単位で目指す資格を掲げ、１年次から高い合格率を目指し計画的な指導を行っている。 

③学生の日頃の様子を観察するとともに、家庭との連携を密にした指導により、退学者の低減に

努めている。 

④企業訪問や高校の関係者から聞き取り調査を行い、卒業生の情報収集に取り組んでいる。また、

「職業実践専門課程」としての取組の中での企業の方からの意見や課題等については、各学科

へフィードバックし、指導内容・指導方法の改善に努めている。 

 

（３）課題及び改善策 

④留学生に関しては、国内に身寄りがいないなどの理由で離職後の状況把握が困難である。 

 

（４）考察 

   就職については、校内だけでなく、関係機関とも連携しながら個に応じた指導に努め、学生の

自己実現を支援する。 

退学率低減の評価が低下傾向にある。学生への声掛けや教職員間の連絡を密にし、情報の共有

を図るとともに、保護者とも連携したきめ細かい指導に努める。特に、留学生の実態把握に努め、

指導・支援体制の確立を図る。 

卒業生の把握については、就職推進課、各学科および同窓会との連携のもと、積極的に企業訪

問を行い、企業のニーズや卒業生の活躍等の情報収集、分析、活用に努める。 

 

（５）関係者評価・意見 

  評 価：3.0 

意 見：卒業時の就職率だけでなく、就職後の定着率の調査はあるのか 

就職後 1年以内に離職することがあるが、学生の離職の本音の理由を知ることで改

善に役立てたい。資格については、留学生の日本語能力試験 N2 以上の取得を目指

してほしい。 

弊社に来た留学生は良く指導されていたが、今後も日本語力を高めてほしい。 

資格を多く取得できることが学校の魅力にもなると思う。 

４ 学修成果 
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(１）自己評価結果 

評 価 項 目 
４：適切    ３：ほぼ適切 

２：やや不適切 １：不適切 

１ 進路・就職に関する支援体制は整備されているか 2.9 74.1％ 

２ 学生相談に関する体制は整備されているか 2.6 61.1％ 

３ 学生に対する経済的な支援体制は整備されているか 2.6 55.6％ 

４ 学生の健康管理を担う組織体制はあるか 2.7 57.4％ 

５ 課外活動に対する支援体制は整備されているか 2.7 50.9％ 

６ 保護者と適切に連携しているか 3.0 79.6％ 

７ 卒業生への支援体制はあるか 2.4 41.5％ 

右欄は４または３と答えた人数の割合（％）を示す  

 

（２）現状 

①就職推進課を中心に進路指導連絡協議会、進路指導の日、企業説明会等を企画し、組織的、計

画的な就職支援体制が確立している。また、留学生の進路指導についても、進路ガイダンスの

充実や日本語能力の向上に向けた体制づくりに努めている。 

②担任を中心に、日々の教育活動や SHR 等を通して問題を抱える学生のシグナルをいち早くキ

ャッチし、相談等早期に対応できる体制を整えている。 

③特待生制度による奨学金の給付や授業料等の分納について個別に相談に応じるなど支援体制

を整えている。 

④学生課に健康管理を担う厚生係を設け、学生の健康診断等の職務にあたっている。また、専門

医や専門機関と連携して学生をサポートする体制を検討している。 

⑤部活動等の課外活動については顧問を選任するとともに、活動費の予算措置も講じ支援してい

る。 

⑥電話連絡や家庭訪問等、保護者と連携したきめ細かい指導を行っている。また、保護者会が組

織されており、役員会での意見交換をはじめ、学校行事への協力や教育備品の寄贈、部活動へ

の支援等、学校と連携して教育環境の整備に取り組んでいただいている。 

⑦平成 26 年度から新規卒業生の現状調査を実施している。また、同窓会が、学校創立 30 周年

を期に名簿を作成し、卒業生相互の絆を深める活動を推進する。 

 

（３）課題及び改善策 

③学生に対する経済的な支援機関の紹介はあるが、支援自体はわずかな奨学金のみである。今後

充実に向けた検討が必要である。 

④学校に校医を検討してもらいたい。 

 

（４）考察 

    今後も、担任・学科長・教務部長・教頭・副校長の連携とともに、保護者とも密接に連携し、

生活面・進路面の支援の充実に努める。また、専門医と連携して学生をサポートする体制を整

備・充実させる必要がある。 

留学生については、国際教育局を中心に、日本語学科、専門学科、就職推進課との連携を強

化し、日本語能力の向上、専門教育の指導の工夫、生活実態の把握に努め、指導と支援の充実

を図る。また、留学生卒業生の情報収集体制を検討し、進路指導に生かす。 

５ 学生支援 
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      卒業生の支援については、同窓会、企業後援会との連携を密にし、卒業生の動向把握と職場

定着に一層努める。 

 

（５）関係者評価・意見 

  評 価：2.7 

意 見：電気工学科の資格取得について、１年生及び２年生の全体的な取得率はどうか、ま

たコミュニケーション能力、あいさつ等の教育のためのツールがあれば教えてほし

い。 

自動車の電気電子の技術は必須であり、今後も技術の向上に努めて欲しい。ここ数

年、専門学校の卒業生が非常に少なくなってきている。さらに魅力ある専門学校づ

くりに専念して頂きたい。 

自動車業界の問題は人材確保である。同様に専門学校でも、高校生にいかに車に興

味をもってもらうかがキーポイントであり入社後の定着が全然違う。EV車や HV車

については学校としての取組み、及び昨年度の国家試験の合格率を伺いたい。 

当社のアルバイト生はきちんと挨拶ができており、是非褒めてやって欲しい。 

自動車工学科の 2年課程を修了後に１年課程で板金・塗装を勉強してから就職する

学生はいないのか。学生募集に関しては自動車に興味を持って頂けるような環境づ

くりと学科の魅力をいかに伝えるか必要であり、今後も募集人員の確保に努めても

らいたい。 

西日本豪雨により被災された方々への救済措置は何か検討されているか。学校とし

てもできる限りの支援をお願いしたい。 
  

 

 

 

 

(１）自己評価結果 

評 価 項 目 
４：適切    ３：ほぼ適切 

２：やや不適切 １：不適切 

１ 
施設・設備は、教育上の必要性に充分対応できるよう

整備されているか 
2.3 40.0％ 

２ 
学内外の実習施設、インターンシップ、海外研修等に

ついて十分な教育体制を整備しているか 
2.7 59.3％ 

３ 防災に対する体制は整備されているか 2.7 66.7％ 

右欄は４または３と答えた人数の割合（％）を示す  

（２）現状 

①施設・設備は、専門教育を推進する上で充分対応できるよう、可能な限り整備に努めている。 

②インターンシップについては、ほとんどの学科で実施している。実施していない学科も、企業

見学やイベント等への参加に努めている。海外研修は近年実施していない。 

③防災に対する体制は整備されている。安全点検や避難訓練、救命法講習会を実施し、教職員の

安全意識の向上、迅速な危機対応能力の向上に努めている。今後、さらに危機管理マニュアル

の内容を充実させ、全教職員への周知を徹底し、緊急時の迅速で適切な対応に努めたい。 

 

（３）課題及び改善策 

①施設自体が老朽化している。 

②海外研修制度等、魅力ある取組をしている学校がある。 

③避難訓練は実施されていない。 

 

（４）考察 

  実習設備等の充実については、技術の進展や養成施設としての要件等を考慮しながら、優先順

６ 教育環境 
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位を設け、設備の更新や新設を進め現場に即した学習内容の充実を図りたい。年２回のアンケー

ト調査による学生の要望等についても丁寧に回答し、学生の学習意欲の向上や社会での適応力の

向上に繋げたい。また、企業との連携によるインターンシップの取組を充実させ、質の高い実践

的な教育の充実とともに、コミュニケーション能力や職業観の育成に努める。 

安全・安心の意識の高揚を図るとともに、危機管理マニュアルの内容を充実させ、適切な防災

対策・緊急対応に努めたい。なお、今年度は避難訓練を実施できなかった。来年度は実施したい。 

 

（５）関係者評価・意見 

  評 価：2.6 

意 見：映像音響分野での最新の ICT(情報通信技術)教育や、東京などの大都市の就職だけ

でなく地元のケーブルテレビ設備などの最新設備や機材に関する協力をすること

もできる。 

土木系の最新技術について、今後も協力していきたい。 
  

 

 

 

 

(１）自己評価結果 

評 価 項 目 
４：適切    ３：ほぼ適切 

２：やや不適切 １：不適切 

１ 学生募集活動は、適正に行われているか 2.7 65.5％ 

２ 
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 
2.8 68.5％ 

３ 学納金は妥当なものになっているか 3.1 90.7％ 

右欄は４または３と答えた人数の割合（％）を示す  

 

（２）現状 

①募集広報課を中心に、専門学科と連携して計画的な高校訪問やガイダンスへの参加に努めてい

る。また、留学生についても、意欲、学力、経済的な面等を総合的に判断し、適正な受け入れ

に努めている。 

②教育成果は、ガイダンスや高校訪問等において正確に伝えるとともに、ホームページ上からも

定期的に発信している。 

③他の専門学校と同等であり、適正な金額である。 

 

（３）課題及び改善策 

①募集活動は他校以上のことを行って初めて OK だと思う。 

①留学生に、学校や日本に関しての情報が正確に伝わっていないように思う。また、数も大切で

あるが、質についてもより重要視することが望まれる。 

 

（４）考察 

   募集広報課と各学科との連携を一層強化し、広報会議等を通して情報の共有と多角的な分析に

努め、計画的・戦略的な高校訪問等を行い、学生確保に努める。また、魅力ある学科づくりとそ

の魅力の効果的な発信や、卒業生の活躍等の情報の収集・発信に努める。 

   留学生については、日本での就職を念頭に、入学時から目的意識、日本語能力、経済状況など

を的確に把握し、４年間の教育という観点を踏まえた適切な指導・支援・対応に努める。 

 

（５）関係者評価・意見 

  評 価：2.9 

  意 見： 特になし 

７ 学生の受け入れ募集 
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(１）自己評価結果 

（１）評価項目 

評 価 項 目 
４：適切    ３：ほぼ適切 

２：やや不適切 １：不適切 

１ 中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえる 2.5 49.1％ 

２ 予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか 2.7 62.3％ 

３ 財務について会計監査が適正に行われているか 3.1 84.3％ 

４ 財務情報公開の体制整備はできているか 3.0 75.0％ 

右欄は４または３と答えた人数の割合（％）を示す 

 

（２）現状 

①学校の中長期的経営基盤は安定しているといえる。学生の確保に努め、財務の健全化に努めた

い。 

②事業計画に基づき予算・収支計画を策定し、適正に執行されている。 

③毎年理事会において監査が行われ、適正な運用がなされている。 

④財務状況は、理事会の監査を経て校内の職場懇談会において公表している。 

 

（３）課題及び改善策 

①賞与の支給に不安がある。 

現在コスト削減のため、校内の清掃を教職員で分担している。学生への教育の目的をもって美

化活動をすることは良いことだと思うが、美化のレベルは以前より落ちている。財務が安定す

ればこれまでのように業者の方にしっかりやっていただきたい。本校に入ろうとする学生、保

護者等、外部の人々にも良くない影響がある。教職員には時間的に限界がある。 

 

（４）考察 

  今後も学生の確保に一層努め、財務の健全化に努めたい。 

 

（５）関係者評価・意見 

  評 価：2.8 

  意 見：特になし 

 

 

 

 

 
(１）自己評価結果 

評 価 項 目 
４：適切    ３：ほぼ適切 

２：やや不適切 １：不適切 

１ 
法令、設置基準等の遵守と適正な運営がなされている

か 
3.2 81.5％ 

２ 
個人情報に関し、その保護のための対策がとられてい

るか 
3.3 90.6％ 

８ 財務 

９ 法令等の遵守 
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３ 
自己点検・自己評価の実施と問題点の改善に努めてい

るか 
3.1 80.0％ 

４ 自己点検・自己評価結果を公開しているか 3.4 90.9％ 

右欄は４または３と答えた人数の割合（％）を示す  

 

（２）現状 

①法令及び専修学校設置基準を遵守し、各法令に準拠した適正な学校運営がなされている。 

②個人情報については、コンプライアンスに基づき厳重な管理がなされている。 

③毎年度自己点検・自己評価を実施し、課題等を明らかにするとともに問題点の改善に取り組ん

でいる。 

④ホームページ上に公開している。 

 

（３）課題及び改善策 

③前年度からの進歩、改善点を示してほしい。 

 

（４）考察 

   各部署での分析、総括を踏まえ、課題を共有し改善に努める。また、今後も法令遵守に努める。 

 

（５）関係者評価・意見 

  評 価：3.3 

  意 見：特になし 

 
 

 

 

 

(１）自己評価結果 

（１）評価項目 

評 価 項 目 
４：適切    ３：ほぼ適切 

２：やや不適切 １：不適切 

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 
2.8 65.5％ 

２ 学生のボランティア活動を奨励、支援しているか 2.6 50.0％ 

３ 
公開講座、教育訓練（公共職業訓練等）の受託等を

積極的に実施しているか 
2.7 61.8％ 

右欄は４または３と答えた人数の割合（％）を示す  

（２）現状 

①各種団体に、貸校舎等による本校施設の活用を推進している。 

②市のボランティア活動への参加やクラス別の清掃活動を定期的（毎月）に行っている。学生の

自主的活動の充実を図りたい。 

③毎年、大学生へのペインティング指導や高校等への出前授業、子供向けイベントや各種イベン

トも積極的に取り組んでいる。また、今年度、専門実践教育訓練の施設として電気工学科、バ

イオサイエンス学科、測量環境工学科、ものづくり工学科の４学科を申請した。今後も、教育

の充実を図り、社会のニーズに応えていきたい。 

 

（３）課題及び改善策 

③今後は 18歳人口がどんどん減少する。社会人対象の講座があってもよいと思う。 

 

（４）考察 

学校や外部団体主催のボランティア活動への参加を積極的に促す。また、学生の自主的な活

10 社会貢献・地域貢献 



11 

 

動を支援する。 

出前授業や地域の活性化に向けた活動への協力等を通して、地域への貢献とともに豊かな心

の育成を図る。 

今年度、専門実践教育訓練施設として、厚生労働省より新たに４学科が認定を受け、合計５

学科の認定となった。社会人の学び直しに貢献する学校として、教育の一層の充実を図りたい。

地域・社会に貢献する学校として、今後も検討、充実させることが重要だと思う。 

 

（５）関係者評価・意見 

  評 価：2.7 

  意 見：特になし 

 

 

 

Ⅳ 学校関係者評価委員会について 
  

  学校関係者評価委員会は、参加者の日程の都合等により、次の２グループに分けて

開催した。本報告書は、それぞれのグループから出された意見等を集約したものであ

る。 

 

 第１グループ 平成 30年７月 19日（木）10:00～12:00 

出席委員：重谷隆男、栗田真志、内倉 直、小松原庸宏、木山英治、浅沼栄作、向井恵美 

 

 第２グループ 平成 30年８月２日（木）13:30～15:00 

   出席委員：荻野洋一、森 幸久、岡本賢岳、冨谷篤也、薮田尊典 

 

 

 

Ⅴ まとめ 
 

  各委員から出された御意見・御質問については、学校長、事務局長、各学科長が本

校の現状と今後の取り組みについて説明し、了承をいただきました。 

  なお、今回いただいた御意見や御提言等は、可能なところより平成 30年度の教育

活動に取り入れ、本校教育の一層の充実に取り組んでいく所存です。 

  おわりに、平成 29年度学校関係者評価委員会を開催するにあたり、御多忙にも関

わりませず御出席いただくとともに、貴重な御意見・御提言をいただきました委員の

皆様に心から感謝申し上げます。 


