
1　学校関係者評価

(1)　教育理念・目標　　　　　　　　 　４　大変評価する　　３　やや評価する　　２　やや不十分　　１　不十分

評価

3.4

(2)　学校運営 　４　大変評価する　　３　やや評価する　　２　やや不十分　　１　不十分

評価

3.0

平成３０年度　鹿児島キャリアデザイン専門学校　学校関係者評価

関係者意見

　・理念・目的・人材像が明確であり，学校の将来構想に基づく学科授業体制が確立されていれば問題なしであろう。
　　学生がその理念に基づき履修していれば良しとし，保護者等への周知は学園報等でなされていれば充分であるかと考える。
　・ 競合校が様々な学科を立ち上げているようだ。もちろんすべての学科が上手くいくとはかぎらないが，そのような情報を
　　共有して，本校で行った場合のシュミレーションなどを行ってみることは，重要かもしれない。
　　また，学校理念の周知に関して，専門学校という形態を考えれば，必要最低限でいいのではないか？
　　個人の将来像は学生本人が把握する必要はあるが（先生方のサポートのうえで），学校の理念に関しては，
　　職員でない学生にどこまで周知させるかは，線引きが難しいところかもしれない。
　・改善策に掲げてある内容を，確実に実施していくことが必要と考える。
　・教育の目的，専門性は明確で充分評価できるが，地域社会のニーズに沿った専門家の育成に関しては，
　　もう一歩という気がする。地域の現場の実情として，トータルプランニング，コピーライティング，
　　プロデュースの専門分野での人材不足が慢性化しており，育成が急務である。ただ，不足分野に於ける
　　地域業界の対応は充分とは言えず，制作環境の改善が追い付いていないのが現況で，せっかく，その分野を
　　指向してくれても，雑務に追われることが多く，業界，業態の根本的な改革が先か，とも思えるが。
　・保護者に対する学校教育理念・目標の見え方というのは，親が子に対する姿勢（子に託す親の気持ち)に
　　つながると思う，検討を期待する。
　・学校の理念や目的，人材育成については教師を中心に共通認識として指導が行き届いていると思う。
　　今後は保護者の方への発信に力を入れ，一体となった教育に努めていってもらいたい。
　・保護者への周知の難しさが感じられる。文字面だけではなく，内容面をしっかりと理解していただき，
　　家庭と学校の信頼関係の下で学生の当事者意識を再認識させられ，更によくなるのでは。
　・これまで出席した入学式，卒業式，マスコミや卒業生を介しての情報から判断すると概ね良好であると判断したい。
　・こども学科を3年制から2年制に改めたことも様々なことを考慮してのご判断だったと思う。鹿児島市内に男性保育士の
　　養成校は本学と国際大学だと考えれば，差別化を図っていくことはとても大事である。2年制になり短大と同じ修学年数と
　　なることで，生徒の保護者の学費の負担も軽くなる。男性保育士が増えることは子ども達にとっても，女性保育士の働き方
　　改革にもメリットが多く，園運営や少子化に歯止めをかけるためのカギを握っていると言っても過言ではないと考えている。
　　ぜひ，積極的に男子生徒の確保をお願いしたい。
　・保護者への周知が不十分ではないかと意見があるので，学校行事等で保護者に対してことあるごとに周知に力を尽くすべきと思う。

関係者意見

　・学校運営方針・事業計画が策定され，それに従った運営がなされていることの確認ができていれば良しとすべきでは。
　　項目３は明確化されていることが当然であり，機能していれば充分と考える。
　　項目４・５は整備されているのが当然であり一般的には目につかないものであるが，運用に問題ないから目につかないだけであろう。
　　項目６について，業界・地域社会へのコンプライアンスに関する内規と体制作り教育は大切である。
　　項目８について，経営環境における業務効率化は推進すべきであり，システム化で解決できる。
　　働き方改革については打刻システム等も導入検討すべきでは？
　・コンプライアンスの問題に関しては，1つ間違えば事件，事故につながる可能性のある大変重要な項目であり，徹底した対策が
　　急務と考える。
　 ・一方的な注意喚起や指導ではなく，理解度を確認する方法についても検討が必要かと思う。
 　・組織運営や人事，財務については，評価する資料がないが，教育現場の情報公開やシステム化による業務の効率化は十分
　　図られていると思う。情報化，映像化社会に於いて，知的所有権や肖像権，広告関連法規等の規制は厳しく，学生には，
　　この面での認識を徹底して教え込んで欲しい。
　・社会の中で現状問題になっているコンプライアンス問題は，何が問題になっているかを皆が理解できるよう，問題の提起・
　　解決方法が共有し易い「場」が必要と思う。
　・ＳＮＳ対応やコンプライアンスの周知など，より一層の取り組みの強化を期待する。
　・ 厳しい少子化の中にあって，学科再編の努力は高く評価したい。この厳しい社会情勢を乗り越えるためには，
　　①無駄を削る，②時代のニーズに合った再編，③職員の質の向上と帰属意識，④ブランドの確立などいくつか
　　挙げられるが，鹿児島キャリデザインブラントの確立も強く出す必要はないか，より差別化を図る工夫が必要と思われる。
　・人事給与に関する規定の評価が少し低いのは，キャリアアップを目指す職員にとって，規定等にキャリアパス要件
　　（昇級や昇任，役職・職務内容など）といったものが反映されていないのではないかと思われる。
　　 職員のモチベーションが維持されるような規定であるべき。
　・学生がSNSを使うことについては否定するものではないが，一瞬で情報が拡散する恐さがある。間違った情報や
　　出してはならない情報など個人情報保護の観点もしっかりと学生に教えて欲しい
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(3)　教育活動 　４　大変評価する　　３　やや評価する　　２　やや不十分　　１　不十分

評価

(4)　学修成果 　４　大変評価する　　３　やや評価する　　２　やや不十分　　１　不十分

評価

3.1

3.4

　・項目１～１０に関しては教員間の評価・就職実績・就職後のて定着率等で評価でき特に問題は見受けられない。
　　項目１１は特に問題はないが，今後社会の要請に合わせた教員の確保は重要である。
　　項目１３～１４について，社会のニーズに合わせた教員の資質向上・教育上の技術向上は難しい問題であるが，外部からの
　　導入でカバーできる方法も選択肢に入れるべきではないかと。特に項目１４は重要であるが難問でもある。
　　外部研修等の採用も考えるべきではないか。
　・先生方におかれては，限られた条件の中で努力されていらっしゃると思う。学生の将来設計の手助けはもとより，
　　自己研鑽のためにもセミナーに出席される機会を多く得られることを希望する。
　・設備の充実も大切ではあるが，この先生に学びたいということで入学する生徒が増えることも大切なことだと感じる。
　　教員側がこの学校で教えたいと思えるような施策も必要と感じる。
　・カリキュラム，産学共同等，よく考えられていると思うが，インターンシップの期間，業務の選定等，一考の余地がある。
　　社会に出て，「何」と取り組みたいのか，自分の特性，能力と合致しているかを試行するのが校外実習，インターンシップの
　　目的であれば，複数の企業で実習することがいい結果を生むのではないか，と思う。また，指導者の養成，研修にも理解が
　　欲しい。注目される技術や実績を持った企業に積極的に派遣し，最新の情報を，まず指導者が得ることが重要かと考える。
　　地域の業界で実施するセミナーや講演会，懇親会にも参加すれば，知らなかった情報や人材との出会いもある。
　　すさまじい勢いで進化する広告環境，広告理論に対する知識がなければ専門学校の教育は破綻する。
　・ 時代は常に変化しているので，教える側も，教わる側も，より実践的な教育活動が出来るよう，関係部署が情報の最先端を
　　知り，伝えられたら良いと思う。
　・大学全入時代と呼ばれて久しいが，如何に魅力的な専門カリキュラムを構築できるかが，この少子化の中で生き残っていける
　　学校となりうるだろう。
　・ 医療情報管理学科では非常勤講師の授業がとても充実していると感じる。ICD10コーディングはＤＰＣ病院では収入に直結
　　するくらい重要なので，もう少し詳細な授業をしていただけると助かる。病院実習において過去の実習生との知識の差を感じた。
　・社会の多様化に対応する為の教育や人材育成，外部関係者からの指導など積極的に取り組まれていると思う。
　・現状と課題の「常勤教員の減少による過重な業務，また非常勤講師のフォローの負担もあり，人材育成に余裕があるとは
　　言えない。」に対して，改善策の「人員に見合った業務改善の検討（業務の可視化）」が急がれるのではないか。
　　ただ，一朝一夕に打開されるものではないので，懇切丁寧に取り組むしかないだろう。
　・ここ数年大きな改革，改善に取り組まれきめ細かなカリキュラムになっており，申し分ない。今後の課題は，学生が不消化に
　　ならないよう，また自分のものとして習得できるよう指導技術の工夫など，学生を「育てる」視点での取り組みや，古い時代の
　　伝授，教授，講義式の手法から脱皮，工夫が求められると思う。
　・毎回の会議で出された意見等をカリキュラムに積極的に活かそうとする先生方の姿勢は評価できる。
　・映像実習（中途半端に業界を理解）と記載してあったが，実際の現場で必要とされる技量などをしっかり理解すべきと思う。
　　放送現場等の方を招聘して話を聞くなどの機会を増やすことも大事かと思う。
　・留学生を受け入れているのであれば，学校サイドとして留学生への支援体制をもっと強化し，細やかな配慮が出来るようにすべき。

関係者意見

 　・項目4・5については就職先訪問や卒業生通信等への寄稿の方法も考慮したほうが良いのでは。
　 ・就職先確保の企業まわりの時などに，卒業生の現状などを確認することを必ず行う等，どうすれば卒業生の情報収集
　　できるかを考える必要がある。
 　・広告や映像の世界で注目されるのは，プランナーやプロデューサー，たまにアートディレクターという社会なので，
　　卒業生の動向を把握するのは困難かと思えるが，業界では，卒業生が制作の中堅スタッフとして頑張っているのは，
　　よく耳にする。ただ，当社にいる卒業生もそうだが，彼女の周辺を見渡しても，母校とコンタクトを密にとっている
　　卒業生は見当たらない。卒業生が母校で喋れる機会，実習やセミナーにキャリアとして参加できる機会が欲しい。
　　課題を与えたグループ制作にも，可能な範囲でアドバイザーとしての参加を呼び掛けてはどうだろう。
　・卒業生の「見え方」が学校評価へつながるので，よい話をたくさんアピールしてほしい。
　・他の専門学校の紹介パンフレットを見ると，卒業生のインタビュー記事にかなりのページを割いているのが印象深い。
　・「卒業生の活躍の話があまり聞かれない」とあるが，資格を取り卒業し就職する事に満足してしまった結果では
　　ないか。教育の中で，社会の一員となり，今後の目標設定についても踏み込んで考える機会を持つことも大切
　　ではないかと思う。
　・卒業生の活躍の話などを集積する仕組化を図り， 学校新聞やSNS等で卒業生の仕事を紹介するような機会を是非とも
　　作って欲しい。
　・積極的に卒業生の講座を増やすべきでは。そして近い将来の自分を自覚させる必要がある。
　・卒業生の声は学園にとっても，在校生にとっても有意義である。その点，先生方が卒業後も気にかけてくださるからこそ，
　　卒業生は学園の役に立ちたいと考えるのだと思う。今後も，学園と生徒の関係性を大切にしていただきたい。
　・令和を迎え，社会の枠組み自体が変わっている。就職する前に不安材料を取り除くための「心の持ち方」等の指導が
　　必要と考える。例えば，現場に入ってすぐには仕事の中心にはなれないこと，技術者の仕事がしやすいように動くことを
　　明確に指導する（清掃・準備・後始末が重要）
　・卒業生の声を直接聞ける環境を整備する必要があると考える。
　・近年卒業生の早期退職者が多く感じられる。学生に対して明確な職業理解（現場の状況を含む）を伝えることが必要。
　・卒業生の活躍をもっと取り上げ周知していくことも，在校生やこれから入ってくる学生にとって大きな意欲にもつながるものと思う。

関係者意見
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(5)　学生支援 　４　大変評価する　　３　やや評価する　　２　やや不十分　　１　不十分

評価 関係者意見

3.1

　・項目1～3はよくできていると考える。項目4・6・7はやらねばならないがやり過ぎても如何かと考える。
　　項目5は実績が証明するのではないか。
　　項目８は１～２年ほどは必要かもしれないが，それ以上は本人次第であろう（所属組織内の問題かと考える）。
　　項目9・10は特に問題ない。
　・ 社会的にも，メンタルが弱い方の割合が多い時代になったと感じている。これらの問題を担任だけでカバーすることは，
　　限界があるだけでなく，危険な要素もある。プロに任せることのできる体制を構築することが重要と考える。
　・心の病について，入学後に学校側に原因があるのか，もともと病気を抱えているのかで取り組み方も違ってくると
　　思う。その他の学生へのフォローについても考えながら進めて欲しいと思う。
　・確かに，近年コミュニケーションのとれない若者が増えている。制作という作業は共同作業であり，スタッフ間の
　　意思疎通は最優先する。そんな中で，意見を言わない。話に加わらない。ただひたすらPCの前で作業するスタッフは
　　使いづらい。病的であれば猶更，就学中にケアしなければ，社会での失敗を切っ掛けに一生を無駄にする危惧すらある。
　・心の病は，現代病だと思います，生徒も先生も「人としてどう強く生きていけるかな」を，専門家による相談体制作りで，
　　解決に向かっていただけたらと思う。
　・各学生の状況が分からないため，サポートが遅れる事がある。
　　就職試験の日程や状況，悩みや考えている事など，リアルタイムに近い情報を共有化できれば，より良いサポートができる。
　・「現状と課題」に書かれてあることが本校だけの特有なケースなのか，検証は必要と考える。「とりあえず専門学校！」と
　　保護者や高校の進路担当者が考えているのであれば，由々しき問題である。
　・ 職場でも精神的なストレスや人間関係に悩む職員も増えていている様に感じる。学生の精神面に関しては，保護者と
　　情報を共有し，専門機関へ繋げていく事は大事だと思う。
　・メンタルヘルス等や家庭との連携・信頼関係の強化など対応策を，全スタッフで共有していくことが大切なのでは。
　　カウンセリングマインド等の共通理解を。
　・学校設立の趣旨からして，資格を取得させるための支援，資格取得後の生き方の支援が学校の役割であって，生活指導や
　　心のケアまで入るのは無理と思う，やれるのは家族や関係機関との連携まで。
　　たとえ取り組んでも到底解決には至らないのでは。
　・精神的不安を抱えた生徒さんが増えている現状の背景には何があるのか，気になる。生徒への経済的支援については
      １でも記入したが，2年制になることで保護者の負担は軽くなる。また，奨学金制度を利用できたとしても，入学金や
      制服等諸々，入学前の支払いに躓いて，養成校への就学を断念する高校生がこれまでにもいたことを最近知った。
      学園においては個人的な相談により，支払いに猶予を持たせる等，対応していることを知り，ありがたく思った。
      無償化が始まれば，入学金までが無償化に含まれるとのことで，心配する必要はないかもしれないが，収入のある
      家庭でも様々な事情を抱え，夢を諦めざるを得ない生徒もあるという。学園のような養成校だけでなく，保育の現場も
     一緒になり，保育士として勤務することを夢見る若者の応援のできる体制を考えていけたらと思う。
　・学生が直接臨床心理士へカウンセリングの依頼をできるよう改善したのは評価できる。しかし，心の病を抱える学生も多い
　　ようなので学生が気軽に来れる相談室の常設は無理でも，例えば毎月第●曜日の午後から等のような形でも設定して欲しい。
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(6)　教育環境 　４　大変評価する　　３　やや評価する　　２　やや不十分　　１　不十分

評価

(7)　学生の受け入れ募集 　４　大変評価する　　３　やや評価する　　２　やや不十分　　１　不十分

評価

(8)　財務 　４　大変評価する　　３　やや評価する　　２　やや不十分　　１　不十分

評価 関係者意見

3.0

　・学科により，必要なコストが大きく異なると思われる。全体的なプライオリティを付けて長期計画を練ってはどうか？
　・危機感があるように感じるが，それに対しての改善提案は無いのか。改善に向けて，職員と一緒になった取り組みが
　　必要と感じる。
　・予算作りは，目的をしっかり持って，担当部署と必ず理解し合える事が重要と思う。
　・「(3)　教育活動」の現状と課題「常勤教員の減少による過重な業務，また非常勤講師のフォローの負担もあり，人材育成に
　　余裕があるとは言えない。」などの理由も財務的要素が大きいのではと感じる。まずは現状を全スタッフで共有することで，
　　関心度を高めていくことが最優先課題ではないか。状況は現状と同様でも，全スタッフが現状認識を強く持ち，共有している
　　ことは，今後の取り組みに大いに効果を表すと考える。
　・財務が厳しいのは必要な学生数が確保できないという実態がある。また，日本の殆どの業種が人手不足の状態。
　　有効求人倍率の数値も全産業ともに高い。例えば福祉分野の介護職についても県内２．９倍。東京では８倍近くあり，
　　圧倒的な超売り手市場となっている。福祉医療事業所において人手不足対策は喫緊の課題となっている。そのような
　　背景からここで逆転の発想で専門学校が海外に進出するというのはいかが。海外では日本で働きたいという若者が多い。
　　今年４月からは外国人労働者の確保に向けて第４の在留資格が始まった。介護の分野では例えばベトナムでは日本流の
　　介護技術を教える学校と日本の福祉施設が協定を結び，計画的に生徒を介護職として日本で受け入れるということが
　　始まりだした。一方，現地で日本語を教えるスタッフについてはレベルの差が非常に大きいと聞く。日本語レベルの
　　N4程度の人が教えるといった具合。そこで日本の専門学校がベトナムに進出して日本語教育とノウハウを活かした教育を
　　現地の学生に施し，日本の事業所が受け入れる。需要と供給がマッチし，学校経営にとっても様々なメリットがあるような
　　気がする。また，係る費用面についても県内の福祉医療事業所と有料で契約することで捻出も可能ではないか。

関係者意見

3.1

　・学生がやりたい（と思って入学してきた）ことと，実際の授業内容にギャップが生じないような情報の提供や開示が必要と思う。
　　少子高齢化で学生が集まりにくくなっているが，より良い人材を確保する為には学校の魅力をもっと発信する事が必要ではないか。
　・改善策の「他校との比較，収支のバランスを考慮しながら，授業料免除等の見直しを図る。」からも，財務上の視点からの
　　課題でもある。
　・学生募集の点については，卒業生をオープンキャンパスでの訪問学生への講話に起用する等，工夫が見られる。学園での
 　　就学期間の魅力はもちろんだが，その先を思い描かせることは非常に効果的であると感じる。

関係者意見

3.1

　・項目1・３は問題なく，項目２についても学内外の実施施設は問題ない。インターシップは民間・公的機関との連携で実施強化
　　すべきである。海外研修は希望者がいれば企画してもよいが実施に関しては経費等問題もある。
　・火災以外の避難を想定した訓練は必要かもしれない。
　　また，周辺住民の方々の避難指定場所などになっている場合は，食料や水等の備えも必要かもしれない。
　　これらは，危機管理のチームを編成し常に意識しておく必要があるかと思う。
　・火災以外の避難体制などについて，学園側への依頼ではなく，まずは御校で検討した上で提案という形の方が
　　学園側としても取り組みが進むと思う。
 　・施設，設備には問題はない，と思うが，インターンシップは前述(注：(３)教育活動参照）の通り，本来の目的を果たしていない。
　　学生には可能な限り多様な職場を見せて欲しい。受け入れ先企業のメリットなど考える必要ないのではないか。
　　人材が育たなければ煽りを食うのは業界であり，そういった意味を含めて積極的に受け入れ先を当たって欲しい。
　・各現場で使用する機器は日々進化しているので，学習環境の中で，見て知ってほしい機器，進化が解る機器を，
　　費用対効果を考えた上，導入が出来れば良いと思う。また，ネット環境・IP伝送に関してはさまざまな場所で
　　都合良く使われており，学校の設備としての充実を望む。
　・学生数の増加で，機材（おもにプリンター）の不具合のサイクルが早くなっている。
　　事前に保守部品の確保や，故障時のバックアップ機材など対策が必要。
　・学校内の設備や教育環境，外部機関との連携など整備され，生徒にとっては恵まれていると思う。
　・教育上の環境や安全面での環境など，いろんな視点で環境を見直すことが必要。
　　特に，「避難訓練は火災のみである。」という点からも，学園全体として危機管理（避難対策）を作成され，地震，水害，
　　津波，火山噴火などにおける避難計画等作成していかれる方向性を望む。
　・昨今の自然災害から急いで災害対応訓練はもちろん，不審者対策も含めたマニュアルから防犯グッズなど教育施設としての
　　配備は急ぐ必要がある。施設に求められる避難訓練には単一災害対応訓練ではなく地震が発生から火災が発生，
　　さらに津波が押し寄せるなどにどう対応するかの複合災害への避難訓練であって，学校には近隣住民の受け入れまで視野に
　　入れるべきであると思う。
　・施設についても最新の機器が設けられ，学園内の連携から様々なスペシャリストと関われる環境を提供されていることは
　　素晴らしい。インターンシップ等も積極的に取り入れている様子が窺える。
　・防災の関係では，学生を預かる施設でもあるので，大規模災害が生じた場合の避難計画や事業継続計画（BCP）なども
　　学校として作成すべきものと思う。また併せて津波が来ることも想定した訓練もやって良いのかと思う。もっと言えば
　　大規模災害時に学校が地域の避難所としての機能も併せ持つことも可能ではないか。水・食糧等の備蓄も含めて検討し，
　　学校が周辺地域の避難所機能を持つことを周知することも学校のアピールになるのではないか。
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(9)　法令等の遵守 　４　大変評価する　　３　やや評価する　　２　やや不十分　　１　不十分

評価

(10)　社会貢献・地域貢献 　４　大変評価する　　３　やや評価する　　２　やや不十分　　１　不十分

評価

(11)　国際交流 　４　大変評価する　　３　やや評価する　　２　やや不十分　　１　不十分

評価

関係者意見

3.2

　・地域社会への貢献は学校の存在意義にかかわるため今後も積極的に継続すべき。また，学生のボランティア精神は
　　社会に出てからより以上に必要性を問われるため推進すべきである。
　・ボランティアという言葉を利用してしまえば，費用の請求はできないと思う。地域貢献や社会貢献という項目で
　　費用の負担を検討するよりも，現状の環境でできる範囲のことを検討してはどうか？
　・お金をいただくことで，仕事に対する意識も変わってくると思う。内容によっては，受け入れ企業と交渉しても良いと思う。
　・ボランティア活動の参加は，学生の人格形成に重要な意味を持ち，大いに推奨し，評価し，機会を与えて欲しい。
　　産学連携での企業負担は当たり前で，研修，実習はともかく，全額とまではいかなくてもイベント，撮影等に
　　アルバイトとして現場作業に従事した際の日当と，少なくとも交通費くらいは支給すべきかと考える。
　　協定書を作って企業の理解を求めることが必要。
　・学校の地域への貢献度ポイントは高いと思う。「対価」に関して話をしてみて良いと思う。是非 地域に根ざした
　　貢献活動をお願いする。
　・社会貢献に対する評価が思ったより低くなっているのが気になる。積極的に生徒にあったボランティア活動を紹介し
　　参加する事は社会に出た時にとても役に立つと同時に，視野を広げる事にも繋がっていく。
　・現状認識に立って，適宜対応をできる仕組みづくりを構築していってはどうか。
　・授業が細かく組まれている中，全校上げて頑張っていると思う。
　・キャリアアップ研修についても実施されていくことをお聞きした。公の為であり，貢献されていることを感じる。
　・専門学校内にボランティア募集等の掲示物を設置する場所はあればよりいい。

関係者意見

3.1

　・項目１～３は特に問題はないだろう。項目４については学内発表会等の機会を作って成果発表する機会も必要か？
　・留学生に対する管理体制は十分とられていると思う。
　　言葉が通じにくい点はあるだろうが，その環境が校内で起こっていること自体が，国際交流だと思う。
　　成果物の情報発信は，国内や国外を意識する必要はないかと思う。
　 ・国際交流に対しての，現在の学校の戦略についてを教えて欲しい。
　 ・少子高齢化で介護職員不足が現実となってきている。技能実習生やEPAから外国人の受け入れを勧めていく施設も
　　増えてきている。今後いろいろな職種でも外国人と一緒に働く機会が増えてくる事が予測されるので，「日本語学科」を
　　もっとアピールし留学生を増やしていってほしい。
　・情報発信あるのみ。
　・国際交流どころか外国人労働者の推進を推奨する国家になった事から，学生の募集も海外に広くアピールすべきと思う。
　・こども学科ではお聞きしたことがないが，知り合いの施設で学園の卒業生の外国出身の方の評判が良かった。
　・留学生の就職率や就職先等の実績を教えて欲しい。

関係者意見

3.4

　・特に大きな問題は見受けられないが個人情報を多く取り扱っており組織内での教育は定期的に実施すべきと考える。
　・コンプライアンスの問題に関しては，1つ間違えば事件，事故につながる可能性のある大変重要な項目であり，
　　徹底した対策が急務と考える。
　・ネットワークへの接続やパソコンへのログインなどについて，認証システムの導入も検討が必要ではないか。
　　（離席時の画面のロックなど）も。
　・離席時のパソコン画面のロックや，パソコンの画面にプライバシーフィルター等の設置も有効と考える。
　　可能なことから着実な改善を実施してほしい。
　・ネットの異常な進化により，個人情報の流出が大問題化している。情報の集積に危機感のない学校からの流出も
　　また知的所有権を扱う業態の後継者として，個人情報保護の認識は欠くべからざる知識であり徹底した教育を行う
　　必要がある。
　・「現状と課題」でも触れられているが，学生同士でのやりとりに危うさを感じる。多方面への情報発信が，自分の
　　「場所」「行動」「時間」をさらけ出していることの自覚が無い。
　・学生への情報公開と情報管理のメリハリを，事項等や部門間で明文化していくと更によくなるのではないか。
　・評価制度を設けて改善すべき点について，真摯に受け止める姿勢が学園全体に感じられる。オープンな雰囲気の職員室は
　　魅力的であるが，先生方のご指摘のように学生が意識せざるとも目に入る情報の管理は徹底しなければならないと感じる。
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２　学校関係者評価委員のご意見に基づく改善方法

3　学校自己評価

(1)　教育理念・目標　　　　　　　　 　４　大変評価する　　３　やや評価する　　２　やや不十分　　１　不十分

評価

1 3.5

2 3.0

3 2.8

4 3.2

現状と
課題

改善策

(2)　学校運営 　４　大変評価する　　３　やや評価する　　２　やや不十分　　１　不十分

評価

1 3.1

2 2.9

3 3.0

4 2.9

5 3.2

6 2.8

7 3.2

8 3.3

現状と
課題

改善策
・伝達事項の確認は各自の意識が重要だが，見落としを防ぐため，データの見える化（一覧化）ができないか検討する。
・明文化可能なものについては，コンプライアンスに関するマニュアルを作成する。また，学生の意識付けにおいては，
　学科共通もしくは学校共通の課題として，全教員で繰り返し指導をしていく。

人事，給与に関する規程等は整備されているか

教務・財務等の組織整備など意思決定システムは整備されているか

業界や地域社会等に対するコンプライアンス体制が整備されているか

教育活動等に関する情報公開が適切になされているか

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

・決定事項の伝達がシステム化されて便利になる反面，確認不足や見落としが増える場合がある。
・学生の肖像権・著作権などに対するコンプライアンス周知がまだまだ不十分である。本人・対象者の了承なくSNSに画像を
　UPするなどの行為がまだ散見される。

・学生への周知はできていると思うが，保護者への周知がやや不十分であると思う。
・授業内容や機材の対応について
・他科との専門知識交流にまだまだ課題が残る。特に各科の発表会におけるリハーサルへの意識の差があり，緊張感を持って
　取り組むことができていない。

・毎年度，第１回目の学校新聞に教育理念や目標を掲載する，または必ず学校新聞のどこかに教育理念を掲載するなど，
　保護者が目にする機会を増やすよう検討する。
・業界のニーズの変化が激しいが，毎年機材の一部は更新し，授業内容も改善しながら対応していく。
・各科ごとのカリキュラムがある中で合同授業を組むのは互いに難しいが，事前の打ち合わせ・準備にもう少し時間をかけて，
　同じ意識で取り組むようにする。また，次回に向けた振り返りの時間を各科合同でとり，PDCAサイクルを意識させるようにする。

評価項目

目的等に沿った運営方針が策定されているか

運営方針に沿った事業計画が策定されているか

運営組織や意思決定機能は，規則等において明確化されているか，有効に機能しているか

　(1)職員の研修について，専門分野においては各科にて取り組んでいるが，業種によって開催場所や頻度等ばらつきがあり，また，日程も
　　関係して等しく職員が研修を受けられていない状況がある。各科にて更なる情報収集を行い，業務の調整を行いつつ，積極的に研修に
　　参加するよう努めていく。また，学校としては職員全体に係る研修を行っているが，今年度は特に資質向上や能力開発のための有意義な
　　研修が開催できるよう，計画・実施に取り組む。（教育活動）
　(2)コンプライアンスについては，全職員に改めて学園就業規則を周知し，服務規律の徹底を図り，職員一人ひとりが社会的規範や倫理を
　　遵守しながら教育活動を行っていく。また，本年度から財務状況に加え，事業報告や財産目録等を公開し，開かれた学校運営を目指す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学校運営）
　(3)これまで避難訓練は火災を想定したものが中心だったため，鹿児島県や鹿児島市の最新のハザードマップ等を活用し，学園本部や姉妹校
　　とも連携を図りながら，地震や浸水等，様々な災害を想定した危機管理対策の検討を進める。（教育環境）
　(4)個人情報保護に関しては学校から学生に対しての対策は行っているが，学生間での個人情報保護（SNS使用時等）についての対策の
　　必要性を感じる。職員一人ひとりの更なる意識向上を図るとともに，各学科ごとの授業に即した，学生への啓蒙活動・教育に努める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法令等の遵守）

評価項目

学校の理念・目的・育成人材像は定められているか　（専門分野の特性が明確になっているか）

社会経済のニーズ等を踏まえた学校の将来構想を抱いているか

学校の理念・目的・育成人材像・特色・将来構想などが学生・保護者等に周知されているか

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
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(3)　教育活動 　４　大変評価する　　３　やや評価する　　２　やや不十分　　１　不十分

評価

1 3.2

2 3.1

3 3.2

4 3.2

5 3.3

6 3.4

7 3.3

8 3.3

9 3.5

10 3.2

11 2.8

12 3.0

13 2.9

14 2.6

現状と
課題

改善策

(4)　学修成果 　４　大変評価する　　３　やや評価する　　２　やや不十分　　１　不十分

評価

1 3.3

2 3.1

3 3.0

4 2.8

5 2.9

現状と
課題

改善策

・卒業生の活躍の話があまり聞かれないように感じる。他県に出ているいないに拘わらず，業績を残している者も少なからず
　いると思うので，在校生へのフィードバックをしたい。

・ 学校新聞やSNS等で卒業生の仕事を紹介するような機会を作っていく。

評価項目

就職率の向上が図られているか

資格取得率の向上が図られているか

退学率の低減が図られているか

卒業生・在校生の社会的な活躍及び評価を把握しているか

卒業後のキャリア形成への効果を把握し，学校の教育活動の改善に活用されているか

人材育成目標の達成に向け授業を行うことができる要件を備えた教員を確保しているか

関連分野における業界等との連携において優れた教員（本務・兼務含む）を確保するなどマネジメントが行われているか

関連分野における先端的な知識・技能等を修得するための研修や教員の指導力育成など資質向上のための取組が行われ
ているか

職員の能力開発のための研修等が行われているか

 ・カリキュラムの見直し
 ・映像実習だけでいうならば，専門性をもって習得するのに最低2ヶ年かかるであろうところを，本校の特色として最初の１年で
　音響を含めて幅広く習得した上で学習する体制である。そのため，中途半端に業界のことを理解してしまう傾向があり，
　受け入れ企業によっては敬遠されしまうのではないかと危惧する。ただし，現場に即した体制ではあると思う。
 ・常勤教員の減少による過重な業務，また非常勤講師のフォローの負担もあり，人材育成に余裕があるとは言えない。
 ・教員の資質向上のための研修等がやや不足と感じる。
 ・授業評価アンケートは日本語のみで，留学生にとっては回答しにくい。教師が訳しながら回答しているが，それでは
　本音が見えないのではないかと思う。

・「高等教育段階の教育費負担軽減新制度」への対応も含め，業界のニーズに即した学習内容になるよう，常に授業内容の
　見直しを行なっていく。
・コースに分かれる時期を半年早め，専門的技術の習得に時間をかけられるよう工夫する。また，転科・転コースの実施基準を
　整備することも検討していく。
・人員に見合った業務改善の検討（業務の可視化）
・専門学校における教員のあり方や，各科ごとに専門知識や技術力向上のための研修を取り入れられないか検討していく。
・易しい日本語もしくは英語等でのアンケート作成も検討していく。

関連分野の企業・関係施設等や業界団体等との連携により，カリキュラムの作成・見直し等が行われているか

関連分野における実践的な職業教育（産学連携によるインターンシップ，実技・実習等）が体系的に位置づけられているか

授業評価の実施･評価体制はあるか

職業教育に対する外部関係者からの評価を取り入れているか

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

資格取得等に関する指導体制，カリキュラムの中での体系的な位置づけはあるか

評価項目

教育理念等に沿った教育課程の編成・実施方針等が策定されているか

教育理念，育成人材像や業界のニーズを踏まえた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

学科等のカリキュラムは体系的に編成されているか

キャリア教育・実践的な職業教育の視点に立ったカリュキュラムや教育方法の工夫・開発などが実施されているか
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(5)　学生支援 　４　大変評価する　　３　やや評価する　　２　やや不十分　　１　不十分

評価

1 3.5

2 3.1

3 3.0

4 2.8

5 2.9

6 2.9

7 2.9

8 3.1

9 3.0

10 3.0

現状と
課題

改善策

(6)　教育環境 　４　大変評価する　　３　やや評価する　　２　やや不十分　　１　不十分

評価

1 3.2

2 2.8

3 3.2

現状と
課題

改善策

(7)　学生の受け入れ募集 　４　大変評価する　　３　やや評価する　　２　やや不十分　　１　不十分

評価

1 3.2

2 3.0

3 3.0

現状と
課題

改善策

学納金は妥当なものとなっているか

・TV映像音響科として作品制作をする際，年度によってドラマ制作だったりＴＶＣＭだったりと制作物が異なり，また，
　監督などの表現者のこだわりによっても経費が異なってくるため，制作費をどう設定するかのルールづくりが必要と感じる。
・学科による学納金の違いについて。次年度からの施行により，入学者数の変動が心配である。

・  現状の学級費を増額の方向で再度見直しても良い。
・  他校との比較，収支のバランスを考慮しながら，授業料免除等の見直しを図る。

防災に対する体制は整備されているか

・ＴＶ映像音響科だけでいえば，ライブイベントなどへの協力参加はあるが，基礎をじっくり習得するための科独自の全体研修が
　不足している。学生間でモチベーションにムラがあり，習熟度に大きな差が出てしまう。しかしながら，学年全体で研修をするには
　場所も時間も限られるため，なかなか都合がつかないなどの問題もある。
・インターンシップや，実習の計画も交渉しているが，学生数が安定しないことや，企業によっては学生が希望しないなど，
　継続的安定的ではないため，学校や学生のメリットはあっても，企業のメリットが期待できない所があり難しい。
・ 避難訓練は火災のみである。地震や津波，火山噴火における避難体制を確立してほしい。
・ 棚などの転倒防止，落下防止の策がとられていない場所がある。防災訓練についても，パターン化している気がする。

 ・インターンシップについては，各科ごとに業種による特性があり，一概に同じ体制を整えることは難しい。ただし，少しでも
　学生に有益になるよう各科教員，キャリアセンター職員等が協力しあって，インターンシップ先の開拓に取り組んでいく。
 ・本校だけでは火災以外の危機管理（避難対策）を作成するのは難しいため，学園全体として地震，水害，津波，
　火山噴火などにおける避難計画等作成していただけるよう，依頼する。
 ・学生用の棚ついては転倒しにくいものを新設し，設置の仕方を工夫した。今後は，棚の上に落ちそうなものを
　置かないなどの周知と対策を心掛ける。

評価項目

学生募集活動は適正に行われているか

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

高校・高等専修学校等との連携によるキャリア教育・職業教育の取組が行われているか

・ 心の病に対しての対処方法が弱いように感じる。現状はことばの支援センターの臨床心理士によるカウンセリングが主で，
　それ以外の部分での学級担任の負担が大きいと思う。
・ 問題を抱えた入学者が増えている。学生の健康管理のための設備，人員が必要と考える。
・ 学生の家庭状況や心の問題など，学業に支障をきたすほどの場合の手立てとして専門家による相談室などの必要性を
　感じる。

・ 学生が気軽に相談できるような相談者の常駐や相談室の確保が理想ではあるが，すぐに実現するのは難しい。
　そのため，臨床心理士の周知の徹底を図るとともに，学生が直接臨床心理士へカウンセリングの依頼をできるよう改善した。

評価項目

施設・設備は，教育上の必要性に十分対応できるよう整備されているか

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

学生の健康管理を担う組織体制はあるか

課外活動に対する支援体制は整備されているか

学生の生活環境への支援は行われているか

保護者と適切に連携しているか

卒業生への支援体制はあるか

社会人のニーズを踏まえた教育環境が整備されているか

評価項目

進路・就職に関する支援体制は整備されているか

学生相談に関する体制は整備されているか

学生に対する経済的な支援体制は整備されているか
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(8)　財務 　４　大変評価する　　３　やや評価する　　２　やや不十分　　１　不十分

評価

1 2.7

2 2.8

3 3.0

4 2.9

現状と
課題

改善策

(9)　法令等の遵守 　４　大変評価する　　３　やや評価する　　２　やや不十分　　１　不十分

評価

1 3.4

2 3.1

3 3.0

4 3.4

現状と
課題

改善策

(10)　社会貢献・地域貢献 　４　大変評価する　　３　やや評価する　　２　やや不十分　　１　不十分

評価

1 3.0

2 3.1

3 2.6

現状と
課題

改善策

(11)　国際交流 　４　大変評価する　　３　やや評価する　　２　やや不十分　　１　不十分

評価

1 3.1

2 3.1

3 3.1

4 2.7

現状と
課題

改善策

留学生の受け入れ・派遣について戦略を持って行っているか

留学生の受け入れ・派遣，在籍管理等において適切な手続き等がとられているか

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備されているか

学習成果が国内外で評価される取組を行っているか

・  成果を発表，発信する機会が少ない。

・　SNSなどを通じて学生が情報を発信する。スピーチコンテストや懸賞などへも応募する。

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

学生のボランティア活動を奨励，支援しているか

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

・  学生の研修がボランティア化している場合があり，逆にキチンとした対価を求めてもよい場面もあるように思う。

・  産学連携などにおける一定基準のルール化を検討する（交通費や食事代等）。

評価項目

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

自己評価の実施と問題点の改善を行っているか

自己評価結果を公開しているか

・ 個人情報保護に関しての認識がまだ弱いように感じる。特に学生同士の個人情報保護についてなど。また，職員室での
　業務中に入退室する学生に気づかない場合もあり得るため，業務内容によっては注意が必要と感じる。

・ 職員室は場所によって入室した学生から作業中のパソコンがまる見えになる場合などがあるため，入室のルールや座席配置を
　見直せないか検討する。また，重要書類や作業内容については，学生の入室が多い時間を避けるなど，改めて職員の
　意識向上に努める。

評価項目

財務について会計監査が適正に行われているか

財務情報公開の体制整備はできているか

・ 一般企業よりも予算意識が薄いように感じる。科として利用可能な予算範囲などが把握できると，もっと効率を
　追い求められる気がする。
・ 今後，少子化などに伴う学生数の減少による財務への不安がある。

・  コピー代や光熱費など，コスト認識がしやすい経費については見える化を進め，コスト改善の効率化を図る。

評価項目

法令，専修学校設置基準等の遵守と適正な運営がなされているか

評価項目

中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか

予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか
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