
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

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 3.7

2 3.3

3 3.0

4 3.4

課題

改善策

鹿児島キャリアデザイン専門学校　令和３年度自己評価表

　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)　「1.教育理念・目標」に関し，「公表の仕方にも工夫が必要」とのご意見をいただいたため，各学科の教育目標や育成人材
像の明確化を図るため，令和3年度中に本校及び学科毎の「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）」を策定し，ホームページ等での公表を行う。また， SDGｓに関するご意見を複数いただいたため，本校及び各学科に
おけるSDGｓに関する取り組みを検討し，令和４年度の事業計画書に明記するようにした。

(2)　「2.学校運営」に関し，令和２年度から本校に導入されている変形労働時間制に対するご意見をいただいた。そのため，
日々の各職員による自身の勤怠管理に加え，月に１度は所属長が該当月の勤務時間の確認を行い，職員の計画的な勤務
時間の調整及び学科内での業務の分散等を行っている。

(3)　 「6.教育環境」に関し，「必要な機材や設備の導入」や「オンライン授業と対面授業」についてご意見をいただいた。コロナウ
イルス感染症対策のためのオンライン授業のスムーズな実施や，GIGAスクール構想等，時代に即した授業形態や多様化への対
応が求められていることから，学校全体の通信及び実習環境の見直しを進めるとともに，校内の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った。また，令和５年度入学生向けに学科毎にオンライン授業を実施する場合に必要と
なるノートパソコンの推奨スペックについて検討し，今後作成の募集要項に掲載するとともに，令和５年度入学対象者に対して
は，オープンキャンパスや進学相談会等での告知を図っていく。

評価項目

学校の理念・目的は定められているか

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

令和３年度に学科ごとの３つのポリシー（ディプロマ，カリキュラム，アドミッション）を策定したが，ホームページに公表はでき
ているものの，周知が不十分だった。

学科ごとの３つのポリシーを教職員間で日常使いし，適切な時期に必要となる対象者へ確実に周知していく。（アドミッ
ションポリシーは入学希望者および保護者へ，カリキュラムポリシーとディプロマポリシーは在学生および保護者へ）　また，
オープンキャンパスや進学相談会でのポリシーの説明など，具体的な周知方法については全職員が共通理解する場を設
け実践に努める。

　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。
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(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 3.4

2 3.3

3 3.5

4 3.7

5 3.4

課題

改善策

(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 3.3

2 3.4

3 3.5

4 3.3

5 3.4

6 3.4

7 3.5

8 3.4

9 3.8

10 3.5

11 3

12 2.8

課題

改善策

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

令和３年度はコロナウイルスの影響が徐々には収まりつつあるも，対面や県外の研修等は制限され参加できなかった。オ
ンラインでのセミナーも各種実施はされているが、それぞれの教科に関連するセミナーが多数実施される業種とそうでないも
のとがあり、充分な取り組みを行うことができなかった。また，研修予算は確保されているが，使用範囲が明確化されてお
らず，研修への参加率が上がらない要因になっていた。

令和４年度は社会活動や経済活動が回復傾向にあるため、県外への研修や各科関連のイベント等への参加を積極的
に検討していく。各科関連分野の研修への参加がしやすいよう部署ごとに研修予算を再配分し，費用が掛かる研修への
参加も各部署で決定および調整を行えるようにする。職員の能力開発につながる研修については，各科に共通する能力
向上の研修・ワークショップを検討するとともに，年間を通した校内研修も検討する。令和５年度の予算策定では，学
校・部署ごとの研修の予算化を確実に行い，研修参加率の向上を図る。

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

校務分掌の業務内容を明確にしていくとともに，各係ごとに業務の見直しを図り、学内でのより密なコミュニケーションを心
掛けて、更なる効率化に努める。

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

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

おおむね良好であるが，校務分掌には改善の余地がある。

評価項目

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
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(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 3.6

2 3.3

3 3.4

課題

改善策

(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 3.7

2 3.2

3 3.6

4 2.9

5 3.6

6 3.2

7 3.3

8 3.3

課題

改善策

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

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

コロナウイルスの影響で、十分な課外活動、校外実習等を実施することができなかった。また，学生相談は年々増える傾
向にあるが，カウンセラーは配置してあるものの学生との接点が少なく，カウンセラー利用までに至らないことがあった。

令和４年度はイベント等の再開に合わせ、コロナ対策を万全に行いつつ、さらに校外実習を増やせるよう努力していく。医
療系やこども学科の病院実習や幼稚園、保育園、施設等での実習もコロナの影響を鑑みつつ、支援を行っていく。学生
相談については，全科においてカウンセラーと学生の接点を設け，利用者側が利用しやすい体制を作るとともに，全教職
員において学内での学生相談対応の定期研修を行い，時期的な相談や事例を共有することで担任でも学生相談に対
応できるスキルを身に付けていく。

進路・就職に関する支援体制は整備されているか

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

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

特になし

なし

評価項目
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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　　該当なしは空欄

評価

1 3.1

2 3.1

3 3.3

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　　該当なしは空欄

評価

1 3.6

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 3

2 3.3

3 3.5

4 3.4

課題

改善策

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

特になし

なし

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が，学生募集活動においてアドミッションポリシーの周知が不足していた。

アドミッションポリシーを入学希望者および保護者へ確実に伝えられるよう周知方法を理解する場を設け実践に努める。
また，令和５年度は授業料等の改定，パソコン購入など変更点があるため，オープンキャンパスや進学相談会，ガイダン
ス等での周知を徹底する。

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

防災訓練を定期的に実施しているか

学校内備品の更新ができていない箇所がある。令和3年度に全館Wi-Fi環境が整備されオンライン授業を行う環境が
整ったが，オンライン授業を充実させるための機材（カメラなど）が不足している。

校内備品については更新の中期計画を策定し計画的更新を図る。オンライン授業機器の充実についてはコロナウイルス
終息後も地域柄必要になることがある（台風や天候による公共交通機関の停止など）ため，必要機材を選定し随時購
入していく。

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

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

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
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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　　該当なしは空欄

評価

1 3.6

2 3.6

3 3.4

4 3.6

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　　該当なしは空欄

評価

1 3.1

2 2.7

3 2.9

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 3.5

3 3.4

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，日本語科入学予定の留学生が入国できなかった。

令和４年度は留学生の受け入れが再開される予定である。入国した留学生のサポートを行うとともに，次年度に向け積
極的に募集活動を行っていく。

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

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

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

コロナ禍により，ボランティア活動や地域のイベント支援等，例年通りの活動を実施するのが難しい状況であった。

少しずつ社会活動が戻りつつある状況を受け，ボランティア活動の案内を引き続き行う。コロナウイルスの影響でボランティ
ア意識が低下しつつある実状に対し，職業人としてのボランティア活動の重要性（企業のCSR活動等）を学生に展開して
いくとともに，地域の清掃活動等実施ができないかを学内で検討する。

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

特になし

なし

評価項目
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