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３．学校関係者評価・意見

No. 項目 No. 項目

1
教育理念・
目的・
育成人材像

1
理念・目的・
育成人材像

70％
～
80%

教育理念・目的は書籍や小冊子
として全教職員に配付され周知
徹底されている。学園の特色の
一つが『教育ストーリーを3段
階(4期)に区分』して実施する
ことである。「就職」と「資格
取得」において一定の成果を残
し、有為な産業人を育成するこ
とができている。資格取得と就
職実績をさらに向上しつつ、実
習教育を充実させるために、社
会の動向を的確に見極め、ニー
ズを調査・分析して事業計画を
組んでいる。

・適正に運営されている。

令和４年８月１８日

令和３年度 中項目 自己
評価

総括 学校関係者の評価・提言

＜自己評価＞　0％（取組めていない）～100％（取組みは十分で、成果も出ている）までの11段階評価



No. 項目 No. 項目
令和３年度 中項目 自己

評価
総括 学校関係者の評価・提言

＜自己評価＞　0％（取組めていない）～100％（取組みは十分で、成果も出ている）までの11段階評価

2 運営方針
定めて
いる

学園全体の運営方針は理事会・
評議員会で、また各校の運営方
針は校長を中心とした運営会議
で定められている。それらに基
づいて部課長会議で詳細を決定
し、その内容は全体朝礼で告知
するとともに各課で周知徹底し
ている。教育現場への浸透度合
いを確認し、より高めることが
今後の課題である。

・適正に運営されている。

3 事業計画
定めて
いる

学校の運営方針を反映した事業
計画（目標達成プログラム）は
毎年度作成されており、各部署
では目標を達成すべく定期的に
進捗と差異を確認して必要な手
立てを講じている。
教職員全体での共有化を更に推
し進めることで、目標達成をよ
り確実なものにしていく必要が
ある。

・適正に運営されている。

4 運営組織 90%

理事会・評議員会で決議された
内容は、本部長・事業部長・校
長の下で開催される運営会議で
伝達・説明され、部長・課長な
どの各階層でも適切な意思決定
が行われている。また、意思決
定が効率的に行えるように、職
務分掌と責任に関する規定と各
部門・各部署の役割を明示した
運営組織図がある。

・適正に運営されている。

5
人事・
給与制度

80%

要員計画、採用計画、教職員研
修計画を通じて、人材の着実な
確保と育成が行われている。ま
た、人事・給与に関する規定も
整備されていて、人事部および
人事委員会を中心にして適切に
運用されている。

・適正に運営されている。

6
意思決定
システム

90%

理事会、評議員会、学園本部、
学校と階層ごとに意思決定シス
テムが確立されており、意思決
定者による決定内容はイントラ
ネットやグループウェアなどを
用いて速やかに伝達されてい
る。

・適正に運営されている。

7
情報
システム

70%

学校における管理システムの多
くはすでに導入されており、現
場の業務軽減に役立っている。
役目を終えたシステムなどが残
されており整理統合に取り組ん
でいる。

・適正に運営されている。

学校運営2



No. 項目 No. 項目
令和３年度 中項目 自己

評価
総括 学校関係者の評価・提言

＜自己評価＞　0％（取組めていない）～100％（取組みは十分で、成果も出ている）までの11段階評価

8 目標の設定
定めて
いる

毎年、教育課程を編成するに当
たり、教育課程編成委員会の提
言を教育課程に反映させること
で、時代のニーズに合った教育
を提供している。
また、各学科の教育目標、育成
人材像は、分かりやすい言葉
で、できるだけ具体的に示して
いる。

・適正に運営されている。

9
教育方法・
評価等

70%
～
80%

教育課程は、体系的にステップ
アップできるものになってい
る。定期的な見直しに当たって
は、卒業生、近隣住民、関連企
業等と協力した検討会によって
いる。
また、学生に対して定期的に授
業アンケートを実施し、講義方
法の改善を行っている。

・適正に運営されている。

10
成績評価・
単位認定等

70%
～
80%

成績評価・単位認定は客観的な
方法で常に明確に行っている。
毎年卒業生の入社後状況調査を
実施することで、教育カリキュ
ラムの見直しに役立っている。
また卒業研究については、研究
内容設定から成果評価まで企業
に協力いただき、現在のビジネ
ス現場に応じた実践的内容で実
施することができている。
シラバス等による成績評価基準
の公開準備を進めていく。

・適正に運営されている。

11
資格・免許の
取得の指導
体制

80%

資格取得の体制については一定
の水準は維持できている。
保護者への教育方針の理解を高
めること、また、実務家教員の
動員を進めることで、より教育
の質向上を図る。

・適正に運営されている。

12
教員・
教員組織

70%
～
80%

教員の確保については、常勤講
師・非常勤講師を問わず、採
用・育成・評価の各段階におい
て、目的達成のための体制がほ
ぼ出来上がっている。一部、不
十分な点を残すが今後の課題と
したい。

・適正に運営されている。

3 教育活動



No. 項目 No. 項目
令和３年度 中項目 自己

評価
総括 学校関係者の評価・提言

＜自己評価＞　0％（取組めていない）～100％（取組みは十分で、成果も出ている）までの11段階評価

13 就職率 80%

就職希望者数、就職者数及び、
各コースにおける就職率の把握
はできており、学内実施の各種
就職説明会が内定に繋がってい
る。
また、学園本部にて全国同一の
システムで就職活動状況の一元
管理を行い、各校の達成状況を
リアルタイムに確認している。

更なる就職状況の向上として、
下記についてご意見をいただ
く。
・コミュニケーション力の向上
・必要とされる資格の取得
・個性の活用
・ストレス耐性の向上
グループワーク等、上記項目を
伸ばせる環境作りが有効。

14
資格・免許の
取得率

80%

資格取得者を多く輩出するため
に学習カリキュラムや指導方法
を研究している。
現在の時代に合わせたリモート
教育のツール及び手法において
さらなる研究が必要である。

リモート教育等、コロナ禍での
授業に関して下記ご意見をいた
だく。
・リモート等の配信教育は、現
在の状況の中で有効な手段であ
る。
・上記の半面、臨場感やお互い
の気持ちや状況を把握しあうこ
とは困難である。
・教育という観点から考える
と、リモートと通学講義とのバ
ラスをとることが大切である。

15
卒業生の
社会的評価

70%

企業担当者より情報を収集して
状 況を確認している。課題発
見能力、課題解決能力について
在学時に育成すべき課題として
認識している。

・適性に運営されている。

4 学修成果



No. 項目 No. 項目
令和３年度 中項目 自己

評価
総括 学校関係者の評価・提言

＜自己評価＞　0％（取組めていない）～100％（取組みは十分で、成果も出ている）までの11段階評価

16 就職等進路 80%

入学から卒業までのカリキュラ
ムが整備されており、担任制度
の下、具体的な活動指導、オン
ラインでのセミナー開催等、就
職支援体制は整備されている。
毎年実施内容の見直しを実施
し、状況にあわせた対応を行っ
ている。

・適正に運営されている。

17
中途退学への
対応

60%

事業計画における最重要課題の
１つとして退学率の低減に向け
た取り組みが図られている。
近年は経済的理由、精神疾患等
で退学を余儀なくされる学生も
増加しているが、退学が懸念さ
れる学生は担当者間で情報共有
を行い、退学率の低減に努めて
いる。

退学率の低減について下記のご
意見をいただく。
・通学のモチベーションには、
成績が関係すると思われる。モ
チベーションが下がってる学生
の背中を押せるような対応が必
要。
・教員、学生間の信頼関係の強
化が必要。そのためには、お対
外を敬いねぎらう気持ちが必要
である。
・クラス内での人間関係を気づ
くことが苦手な学生への対応
が、その学生のモチベーション
にもつながる。

18 学生相談
60%
～
80%

定期的に担任が個人面接を実施
し、学習目標の確認や学習に関
する悩み等の対応できている。
また、逐次上司への報告がある
ため、担任だけでなく同部署の
教員が共通認識を持ち対応でき
る体制をとっている。
日本人学生と同様に個別相談を
実施している。入国管理手続き
についても教員がサポート体制
を整えている。

・適正に運営されている。

19 学生生活
50%
～
90%

より多くの学生が就学できるよ
うに、経済面、環境面などにつ
いて支援体制を整備している。
今後もニーズに合わせ、必要な
支援体制を整備していく。

・適正に運営されている。

20
保護者との
連携

70%

欠席の多い学生、就職活動で苦
戦している学生など、問題を抱
えている学生に対しては、日々
の打合わせ等を通じ、管理者が
状況を把握し、適宜保護者への
連絡等の指示を行っている。

・適正に運営されている。

21
卒業生・
社会人

70%

卒業生への支援体制としては、
担当教員を窓口に問い合わせに
応じて対応している。担当教員
と上司や他の教員、関係部署間
の連携により、可能な限りの
フォローアップを行い、卒業生
の満足も得られている。更なる
満足度の向上を図るために卒業
生サイトを運用し支援体制を整
えている。
また、大学卒業者や社会人など
のニーズにこたえる制度の開発
をさらに進めていく。

・適正に運営されている。

5 学生支援



No. 項目 No. 項目
令和３年度 中項目 自己

評価
総括 学校関係者の評価・提言

＜自己評価＞　0％（取組めていない）～100％（取組みは十分で、成果も出ている）までの11段階評価

22 施設・設備等 80%

適宜メンテナンスを行ってい
る。入替え業者等との連絡先が
明確になっており、メンテナン
ス体制が整っている。また、時
代にあった実習設備の入れ替え
等を心がけている。

・適正に運営されている。

23
学外実習、
インターン
シップ等

70%

実習や研修等の参加については
事 前に外部機関と実習内容や
研修内容の打合せを行い、期間
中は職員が訪 問・引率し、事
故やトラブルにならないように
十分注意している。

・適正に運営されている。

24
防災・
安全管理

70%

保険等の加入については十分な
ものになっているが、それ以前
の物的および人的な備えに関し
て、これから対応を施していか
なければならない。

・適正に運営されている。

6 教育環境



No. 項目 No. 項目
令和３年度 中項目 自己

評価
総括 学校関係者の評価・提言

＜自己評価＞　0％（取組めていない）～100％（取組みは十分で、成果も出ている）までの11段階評価

25

学生募集
活動は、
適正に
行われて
いるか

80%

学生および保護者等が入学判断
に必 要な情報を入手出来る
様、正確な情報 をホームペー
ジ、その他Web媒体や学校案内
で公開し、 進学相談会やオー
プンキャンパス等 でさらに詳
細な説明を行っている。
入学判断に必要な学校案内を目
的別に制作している。また、応
募に際して詳細内容が書かれて
いる募集要項や学校独自のホー
ムページがある。

・適正に運営されている。

26 入学選考
70%
～
80%

年度ごとに基準確認を行い、選
考基準の統一を図っている。
入学選考時の学生情報を一元管
理し入学後の学生指導に活用し
ている。

・適正に運営されている。

27 学納金
行って
いる

教育費に関しては、多くの家庭
で優先順位が高い項目になって
いる。したがって、学費に関し
ては教育材料費等と常に確認を
しながら負担にならない金額を
設定するように心がけていく。
また、学費納入に対しても滞る
ことがないように状況を確認し
ていく。

・適正に運営されている。

7
学生の募集
と受入れ



No. 項目 No. 項目
令和３年度 中項目 自己

評価
総括 学校関係者の評価・提言

＜自己評価＞　0％（取組めていない）～100％（取組みは十分で、成果も出ている）までの11段階評価

28 財務基盤
安定し
ている

学生募集は良好な状態で推移し
ており、コスト抑制の効果も相
まって安定的な学校経営ができ
ている。
財務部および内部監査室で主要
な財務数値は月次・年次の把握
分析がなされ、理事会で確認さ
れている。

・適正に運営されている。

29
予算・
収支計画

策定し
ている

予算は本部・学校ごとの教育目
標・ 業務計画に基づき作成さ
れ、財務部で 整合性等の
チェック後に理事会での承認が
行われている。
執行は本部・学校ごとの運営会
議で決済者の承認の下で適正に
行われている。

・適正に運営されている。

30 監査
実施し
ている

教育機関の公益性を重視し、監
事による監査とともに、内部お
よび外部の会計監査人による監
査を実施している。その際の責
任体制は監査契約書に明記して
ある。
また、実施スケジュールは外部
会計監査人とともに過去の監査
実績を踏まえて作成している。

・適正に運営されている。

31
財務情報の
公開

70%

学園の情報公開規程に基づき、
財務諸表のうち、事業活動収支
計算書・貸借対照表等に関して
は各校への申請書提出で閲覧可
能であり、学園のホームページ
にも掲載している。

・適正に運営されている。

8 財務



No. 項目 No. 項目
令和３年度 中項目 自己

評価
総括 学校関係者の評価・提言

＜自己評価＞　0％（取組めていない）～100％（取組みは十分で、成果も出ている）までの11段階評価

32
関係法令、
設置基準等
の遵守

90%

学園本部がリーダシップをと
り、規程や届出書の変更を適切
に行っている。また、入社時に
法令遵守の研修を行っている。

・適正に運営されている。

33 個人情報保護 80%

個人情報保護のため情報セキュ
リティの一環として規程が存在
し、個人情報保護法の安全管理
措置を中心に保護対策を実施し
ている。また、入社時に教職員
に対して規程の遵守を徹底して
いる。
更には、簡易的に現況を把握で
きる「情報セキュリティマネジ
メントセルフ点検シート」を導
入し安全管理体制の改善の基礎
としている。

・適正に運営されている。

34 学校評価
行って
いる

自己点検・評価報告書は申請が
あれば全項目を閲覧できる体制
になっており、大原学園ホーム
ページにも掲載している。
外部者による学校関係者評価は
行い、報告書を大原学園ホーム
ページに掲載している。今後も
継続的に評価を行い、課題を明
確にして学校運営に活かしてい
く必要がある。

・学校関係者評価を行ってい
る。

35
教育情報の
公開

70%

学校の概要や教育内容は大原学
園ホームページ等に掲載し、よ
り見易くするため段階を追って
整備計画（リニューアル）して
いるが、未だ教職員に関する情
報はその対象となっていない。

・教育情報の公開を行ってい
る。

9
法令等の
遵守



No. 項目 No. 項目
令和３年度 中項目 自己

評価
総括 学校関係者の評価・提言

＜自己評価＞　0％（取組めていない）～100％（取組みは十分で、成果も出ている）までの11段階評価

36
社会貢献・
地域貢献

50%
～
70%

国際交流について、専門課程の
中に留学生を受け入れるコース
があり、留学生推薦制度なども
整っている。また、学園グルー
プの中に留学生のための学校
「大原日本語学院」を設置して
いる。

・適正に運営されている。

37
ボランティア
活動

70%

学生のボランティア活動につい
ては、学校所在地自治体あるい
は病院・施設など学生の希望者
に限定して実施している

・適正に運営されている。

４．学校関係者委員会総括
学生の「幸せな就職」を資格取得、退学率の低減、社会人指導を教育テーマに掲げて、学校運営・教育活動
に取り組んでいる。多くの大原卒業生が実社会で活躍していることは、社会的貢献の意味で非常に大きな役
割を果たしている。
社会で即戦力となる知識技能や社会性を向上させる教育を提供していると思われる。また、学生生活におい
ては、様々な場面で学生とコミュニケーションを図り、学生の長所や特性を踏まえた上での指導が、素晴ら
しい教育成果を上げている原点であろうと推察される。学習相談のみならず、日々の生活における悩みなど
も教員・保護者と共有解決しながら、学生が成長していく姿が想像できる。

今後も学生へ提供する教育環境、教育内容の質を維持しながら、下記の課題を中心に更なる向上を図るべき
との提案をした。
・就職率の向上とそれに伴う社会人教育
・コロナ禍の中での教育ツールのバランス
・退学率低減のための取り組み

以上の課題解消を中心に、今後も学校関係者一同、客観的な視点から様々な提言を投げかけることにより、
大原簿記公務員医療福祉保育専門学校立川校が社会の信頼を益々得られるようにサポートして行きたいと考
えている。

10
社会貢献・
地域貢献

自己評価結果については、適正であると評価できる。
大原簿記公務員医療福祉保育専門学校立川校の教育成果及び学生指導並びに学校運営の取組みについて、企
業、卒業生の視点から検証を行った。自己評価結果は妥当であると評価できる。
今年度は３点を重点課題として取り組んでいくとのことだが、学生の為に更なる「就職」「資格取得」「人
格形成」の教育と指導ができるよう、教職員が一丸となって努めてほしい。
また、上記３点のみならず、他の項目についても目を向けて、常にブラッシュアップしながら向上を図って
欲しい。


