
１　教育理念

２　教育目標

３　本年度に定めた重点的に取り組むことが必要な目標や計画

鹿児島キャリアデザイン専門学校　令和２年度自己評価表

　深い人間愛の精神を基調として，人間尊重の理念に基づいて人格の形成を目指し，豊かな人間性と教養を備え，常に進歩
し多様化するさまざまな分野のニーズに応えられる有能な人材を育成する。

　本校は，日々高度化する技術革新に対応できる知識と技術を備えた工業分野での人材の育成，時代のニーズに応えられる
実践的で有能なクリエイターなど文化・教養分野での人材の育成，商業実務・医療秘書・医療事務に的確に対応できる商業
実務分野での人材の育成，保育・幼児教育において社会の多様化したニーズに的確に対応できる教育・社会福祉分野での人
材の育成，及びビューティ業界やブライダル業界で活躍できる優れた技能や有能な知識を備えた衛生分野での人材の育成，な
らびに豊かな人間性と創造性を有する国際性豊かで実践的な人材の育成を行うことを目的とする。

(１)　　「心の持ち方を共に学ぶ」という学園理念のもと，事業計画について，『これまでの取組みを一新して，新たにチャレンジする
取り組みを！』と，学科毎に3年後を見据えた中期計画を立て，職員全員が同じベクトルで意思統一を図り，目標の達成を目
指す。また，規則や規程等については，必要なものは新たに作成し，改定の都度，電子媒体等で周知を図るとともに，いつでも
閲覧可能とし，業務効率の向上を図るなど，全職員が無理無駄のない働き方となるよう環境の整備や業務改善を行う。（2.学
校運営）

 (２)　業界のニーズに沿った教育課程の編成やカリキュラム等の見直しについて，学科毎に設置された教育課程編成委員会の
意見を率直に受け入れ，検討を重ねることにより，時代に即したものとなるよう，インターンシップをはじめとする実習等の成果に期
待し，今後とも研鑽に心掛ける。職員の研修については，専門的な知識・技能等を修得するための研修は各学科で，指導力
育成などの資質向上に係る研修については教務が中心となり計画する。新型コロナ感染症予防対策により，リモートでの研修の
機会が増えることを期待し，アンテナを高くして情報を収集し，可能な限り多くの職員が受講できる研修を計画していく。（3.教育
活動）

(３)　教育環境については，新型コロナ感染症予防対策を発端として，遠隔授業の必要性が問われている。各学科が必要とす
る専門性の高いスペックのＰＣ環境（殆どがデスクトップ型）を，一人1台占有して使用できるよう，毎年予算計上し整備を進めて
きたが，今後は，遠隔授業を円滑に実施できるように，学生側の環境を含めた検討をさらに進めていく。
校舎環境については，段階的に蛍光灯照明をＬＥＤ化する計画を進めるとともに，防災管理も抜本的に見直し，危機管理マ
ニュアルを再構築する。（6.教育環境）

(４)　財務については，学園全体の財務状況や事業報告書等をホームページで公開しているが，学校全体の財務となると職員
による評価が難しく，評価を控える傾向も見受けられる。本校には多様な学科があり，各学科の必要機器等は，毎年それぞれ
の学科に応じた周期で新規購入や更新をしてきた。学校全体の収支に対する意識を高め，今後は，中長期の事業計画に則っ
た設備投資を行っていく。（8.財務）

(５)　学校全体に関わるボランティア依頼については，学内システムを通じて全学生に告知しているが，協力する学生は一部であ
る。ボランティアには，各自の特技を活かしたものと，勤労奉仕的なものの２種類があり，どちらの精神も伝えていく必要がある。本
校の社会貢献・地域貢献としては，医療系が実施している地域清掃ボランティアや，地元のお祭り等にスタッフとして参加・協力
している複数の学科もあり，このような活動が地域との連携に繋がると考えている。より活動を啓発するために，依頼のあったもの
を学生に奨励し，いかに社会貢献・地域貢献するために支援するか，ボランティア支援センターが設置されている鹿児島大学等
に連携を呼掛けるなど，前向きに検討していく。なお，特定学科に対する各種イベントへのボランティア依頼（TV映像音響科の
音響照明・撮影等，こども学科の絵本読み聞かせ等，ビューティ・ウェディング科のハンドマッサージ等）は，該当学科担当教員か
ら学生に告知され，専門学校ならではの「現場実習体験」として積極的に参加活動し，大変喜ばれている。今後とも，このことは
学校全体で取り上げ，全学生に活動を奨励啓発していく。（10.社会貢献・地域貢献）
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４　評価項目の達成および取組状況

(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　　該当なしは空欄

評価

1 3.6

2 3.4

3 3.1

4 3.5

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　　該当なしは空欄

評価

1 3.7

2 3.4

3 3.4

4 3.8

5 3.5

課題

改善策
変形労働時間制の導入により，実施した業務改善に対して，各担当者の業務量把握及び計画的な勤務時間の調
整，学科内でのフォロー，業務の分散等を図り，より全体的な業務の効率化を図っていく。

学園の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

人事，給与に関する規程等は整備されているか

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

各項目とも昨年度より評価は向上している。業務の効率化に向け，より一層の改善を目指す。

社会のニーズ等を踏まえた学生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

学校の理念・目的・育成人材像・特色・将来構想など，学生・保護者等への周知について，昨年同様の評価となった。
各学科の特色や育成人材像は周知できているが，学校全体の理念や目的となると，様々な学科が存在する分，周知
されにくい感がある。

学校の理念や目的をより伝えやすくするため，年度初めに掲げた『学校の３つのポリシー（ディプロマポリシー，カリキュラムポ
リシー，アドミッションポリシー）』に対し，本年度中に学科毎の『３つのポリシー（ディプロマポリシー，カリキュラムポリシー，アド
ミッションポリシー）』を掲げ公表する。

評価項目

評価項目

学校の理念・目的は定められているか
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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　　該当なしは空欄

評価

1 3.5

2 3.3

3 3.5

4 3.4

5 3.5

6 3.5

7 3.5

8 3.4

9 3.8

10 3.4

11 3.2

12 3.0

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　　該当なしは空欄

評価

1 3.7

2 3.4

3 3.5

課題

改善策

資格取得率の向上が図られているか

就職先企業を訪問するなどして卒業生の実態を把握しているか

おおむね良好であるが，資格試験の中止や延期，就職試験ではWeb面接が増えるなど，コロナ禍の影響が大きかった。

求人が大きく減るなどコロナ禍の影響を大きく受ける学科もあるため，これまで以上に情報収集や企業訪問を積極的に
行い，就職率の更なる向上を図る。また，企業訪問した際には，卒業生の情報収集にも努める。

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

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け，本年度は県境をまたぐ出張の自粛等により，対面での研修会のほぼ全
てにおいて参加を見送った。また，感染拡大防止の観点から，学内でも対面での研修会等を実施できなかった。

本年度は研修参加に必要な研修費および旅費を予算化して各科・系統へ割り当てを行った。今後も同様に予算化
し，感染状況が改善した際には速やかに研修会等への参加ができるよう準備を行う。また，オンラインでの研修会へ参加
するなど，実施形態にも変化が見られた。今後は対面での研修会だけでなく，ウェビナー等への参加を推進し，研修会
等への参加機会を確保する。

評価項目

就職率の向上が図られているか

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

業界のニーズに沿った教育課程の編成を行っているか

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

学科等のシラバス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　　該当なしは空欄

評価

1 3.8

2 3.6

3 3.7

4 3.3

5 3.5

6 3.2

7 3.5

8 3.6

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　　該当なしは空欄

評価

1 3.2

2 3.3

3 3.5

課題

改善策

防災訓練を定期的に実施しているか

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け，年度当初や年度途中に複数回オンライン授業を実施することになった。
その際に，インターネット回線や，学生へ貸出し予定の端末が不足するなど，課題が明確になった。

来年度，スムーズなオンライン授業実施に向け，これまで，一部でのみ使用可能だったWi-Fiを全館で利用できるよう改
修工事を行う。端末については，将来的に学科毎に必要な機能を備えた端末を学生が購入することも含め，実習環境
を点検し，整備に努める。

高等学校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

保護者との連携は，保護者の都合や，学生と保護者の関係性等が影響し，必ずしも十分な連携が図れない場合があ
る。

担任を中心に，必要に応じて三者面談等を実施し，電話やメール等も利用して状況確認・報告等を行っているが，場
合によってはキャリアセンター，学科長，教頭なども交えて保護者との連携強化に努める。

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，インターンシップ等について十分な教育体制を整備しているか

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

課外活動に対する支援体制はあるか

経済的支援制度利用についての情報提供を行っているか

必要に応じて保護者との連携が図られているか

卒業生への支援体制はあるか

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
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(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　　該当なしは空欄

評価

1 3.7

2 3.6

3 3.8

課題

改善策

(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　　該当なしは空欄

評価

1 2.9

2 3.3

3 3.6

4 3.5

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　　該当なしは空欄

評価

1 3.8

2 3.7

3 3.5

4 3.8

課題

改善策

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

おおむね良好である。

財務について会計監査を適切に実施しているか

財務の情報公開はされているか

限られた学校予算の中で，学科間の予算配分に苦慮している。

学習に必要となる機器等の購入（更新）については，学科間で年度が重ならないよう，２～３年後を視野に入れ，時代
に即した環境を整える。また，財務の情報公開に関しては，今後も学園本部（財務担当）と連携し，公開に努める。

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

授業料等，徴収する金額はすべて明示しているか

おおむね良好である。

評価項目

学校の収支のバランスは取れているか

予算編成は教育目標・業務計画と整合性があるか

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
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(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　　該当なしは空欄

評価

1 3.3

2 2.7

3 3.4

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　　該当なしは空欄

評価

1 3.5

2 3.6

3 3.3

課題

改善策

留学生の受け入れを行っているか

留学生の受け入れ，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・生活指導等が適切に行われているか

コロナ禍で，日本語科の学生を海外から受け入れることができなかった。

アドバンス日本語科の募集を積極的に行い，国内留学生の受け入れを強化する。

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やイベント支援等を積極的に実施しているか

ボランティア活動について，学科毎に重点の置き方に違いがあるため，取り組み及び評価にばらつきがある。また，コロナ禍
により，これまでどおりのボランティア活動を実施することが出来なかった。

ボランティア活動への取り組みが少ない学科において，活動の意義を改めて伝達し，学科を上げて取り組める活動内容
を検討する。コロナ禍でも密を避け，実施できるボランティア活動について検討する。

評価項目

評価項目
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