
評価 評価の根拠・課題・改善方法等

１．教育理念は定められているか？ 4.1

・為世為人の浸透は教職員、学生とも共通であるため。
・学校綱領を毎日全員で唱和している。
・為世為人という綱領と人間力の育成という学科理念のもとに技術と人間力の育成を
行っている。

２．学校の特色が明確であるか？ 3.7

・状況に柔軟に対応しながら、外部へのアピールが必要。
・学科によりバラつきがある。校長先生の方針をさらに教員に浸透が重要。
・ＨＰやＯＣにてアピールできている。
・アットホーム感は変わらず打ち出している。
・時代のニーズに合わせた授業や行事の設定、専門科目以外にも多様性のある授業
を取り入れたカリキュラムを組んでいる。
・少人数制なので、丁寧な指導がしやすい。

３．学校の中期計画を立てているか？ 3.3
・校舎決めが喫緊課題ではある。
・各期末毎に情報の共有及び改善を行っている。
・年間計画に従い、進めている。

１．運営方針は定められているか？ 3.1
・年度末までに計画を決定している。
・年度ごとに学科の目標や指導方針を立て方針に則っている。
・各学科責任者により定められている。

２．事業計画は定められているか？ 3.9
・計画立案がなされている。
・各科目シラバスの作成し、計画に沿って授業を行っている。
・定められている。

３．運営組織や意思決定機能は、効率的なものになってい
るか？

3.1
・上長から指示をいただき、意思決定機能は充実していると感じる。
・規則・規範は定められているが、それぞれが有機的に結合していないように思われ
る。

４．人事や資金面での処遇に関する制度は整備されている
か？

2.9
・制度は整っている。
・勤怠システムは確立されている。

５．意思決定システムは確立されているか？ 3.1

・部署毎のまとまりができてきたと感じている。
・役割は明確である。
・教育・教学・事務局・入試広報と各組織内での役割が確立し、連携されていると思わ
れる。
・トップダウンだけではないように感じる。

６．情報システム化等による業務効率化が図られている
か？

3.3

・システムの導入で効率的になった。
・様々なシステムを導入しているが、統合に課題がある。
・各部署連携のもと日々の業務にＩＣＴを活用し、効率化を図っている。
・学生情報はシステムで把握できるようになっている。

１．各学科の教育目標、育成人物像は、その学科に対応す
る業界人材ニーズに向けて正しく方向づけられているか？

3.8

・進路別の対応が課題。
・各学科で毎年目標を掲げ、学生指導にあたっている。
・可能な限り現場のニーズを把握するようにしている。
・就職先に対して、求める人物像や近年の傾向などを定期的に聞き取り、ニーズに合
わせた人物の育成に向けて取り組んでいる。
・学校、教師が方向づけをしても学生にその意識をもってもらうことの難しさがある。い
い続けなければしかたが無いのかと思う。

２．各学科の教育目標、育成人材像を構成する知識、技
術、人間性等は、業界の人材ニーズレベルに照らして、ま
た学科の教育期間を勘案して、到達することが可能なレベ
ルとして、明確に定められているか

3.6

・定めている。
・各学科、常に新しい情報を取得し、学生指導を行っている。
・目標は明確だが、学生のレベルにも合わせていく必要がある。
・座学・現場実習・教育行事を交えて社会人力の育成を行い、期間内にニーズに合わ
せた人材になれるよう目標設定を設けている。

３．カリキュラムは体系的に編成されているか 3.7

・毎年見直しを図っている。
・編成されている。
・段階に応じてステップアップできるよう、また各分野の中で重要視されている知識を
学べるように配慮されたカリキュラムを構成している。
・教育課程編成委員会等で体系的な編成となるよう話し合っている。

４．学科の各科目は、カリキュラムの中で適正な位置付け
をされているか

3.6
・常に学生の事を考え、科目の変更を行っている。
・学生ニーズとのすり合わせが必要。
・各学科内にて定期的にカリキュラムの見直しを行い、科目を編成している。

５．授業評価の実施・評価体制はあるか？ 3.3
・履修規定がしっかり整っている。
・体制はある。
・授業評価の実施により、講師への正確な評価を与えられている

６．育成目標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？

3.5

・社会経験のある講師で、指導を行っている。
・前職の経験職種は様々。
・各科目において、厳正に判断し実務経験や学習経験を積まれた講師の方が着任し
ている。
・そうなるように努力している。

７．成績評価・単位認定の基準は明確になっているか？ 3.9

・基準をきちんと設定している
・履修規定により定めれている。
・評価自体は各講師の裁量による所が大きいが、評価段階の基準は明確化されてい
る。

８．資格取得の指導体制はあるか？ 3.9

・試験対策を授業の中に取り入れている。
・常勤、非常勤講師間で連携をとり、指導体制を整えている。
・検定対策授業の実施。
・通常授業以外にも特別対策授業や再受検へのサポートなど、資格取得に向けての
体制を整えている。

１．就職率の向上が図られている 3.9

・入学時から就職を目標に指導を行っている。
・細やかな面談・面接練習が実施されている。
・担任や学科に一任されている。キャリアセンター等の専門的システムが必要。
・面談を通して就職に向けたプランニングや面接・書類の作成指導など細かなサポー
トを行い高水準の就職率の安定を図っている。

２．資格取得率の向上が図られている 3.8

・授業以外での補講等を実施している。
・授業内での検定対策、授業外での学生個別対応など実施している。
・通常授業以外にも特別対策授業や再受検へのサポートなど、資格取得に向けての
体制を整えている。

３．退学率の低減が図られている 3.6

・メンタル面で学校生活が続けられない学生のフォローがもっと必要である。
・様々な対策を検討・実施している。
・人間関係や学力面など問題のある学生に対し、面談や保護者の方との連携を図る
などサポートを行い退学率の低減に取り組んでいる。

４．卒業生・在校生の社会的な活動及び評価を把握してい
るか

3.1
・卒業後も連絡をとり、状況の把握をしている。
・就職先訪問を実施している。
・内定先への訪問を通して極力把握に努めている。
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１．就職・進学指導に関する体制は整備され、有効に機能
しているか？

3.6

・担任に限らず、学校全体で就職先の開拓も行っている。
・担任や学科に一任されている。
・定期的に担任による学生面談を行い、学生の状況を把握し、進級・就職に向けた指
導を行っている。

２．学生相談に関する体制は整備され、有効に機能してい
るか？

3.8
・スクールカウンセラーがいる。担任の他に学科責任者が相談を受け持つ事がある。
・担任制によって学生が相談しやすい環境を作り、また学校カウンセラーを配置し悩み
に対する支援体制を作っている。

３．学生の経済的側面に対する支援制度が全体的に整備さ
れ、有効に機能しているか？

3.7

・佐藤学園奨学金制度や、分割納入方法を取り入れている。
・学費分納・延納、奨学金制度の利用がある
・機能している。
・奨学金制度や分納制度を設け、金銭で苦労している学生に対して様々なサポート体
制を整えている

４．学生の健康管理を担う組織体制があり、有効に機能し
ているか？

3.3

・健康診断を年に一度実施している。
・スクールカウンセラーがいる。
・健康診断の実施や、カウンセラーや担任の連携のもとメンタル面での日々の健康ケ
アも行っている。

５．課外活動に対する支援体制は整備され、有効に機能し
ているか？

3.2
・取り組みがある学科はしっかり学生のフォローができている。
・学校全体の行事の他に学科毎でも課外活動を行い、学科内の親睦・学生の満足度
などに活かされている。

６．学生寮等、学生の生活環境への支援が行われている
か？

3.5
・提携先の業者が数社あり、学生のニーズに答えている。
・学生マンションの案内がある。
・学生専用のマンションなどの紹介で生活環境への支援を行っている

７．保護者と適切に連携しているか？ 3.5

・欠席が続いた学生には手紙、電話等で連絡をしている。
・保護者への手紙や電話連絡を実施している
・学校生活において気になる学生へは、保護者の方と情報のやりとりを行う他、随時
保護者との面談もできる体制にある。

８．卒業生への支援体制はあるか？ 3.3

・資格取得の為のフォローを実施している。
・本人から申し出があれば、出来る支援を行う。
・フォローがある。
・卒業生対象の講座や再就職の際の支援を行っている

１．施設・設備は、教育上の必要性に十分対応できるよう
に整備されているか

2.7

・授業や学生指導などに必要な教室以外にも談話室などの気分転換できるスペース
も確保している。
・学生数に対して共有スペース（休憩室、自習スペース）がもう少しあれば・・・。
・大講堂のような大人数を入れることのできる部屋があれば・・・
・ほぼ整備されている。

２．学外実習、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

3.5

・就職対策、実習対策等の授業を実施している。
・各学生に希望調査のもと実習先の確保を行い、実習中も訪問を行うなどして指導を
行っている。
・学外実習・インターンシップは全学科で実施している

３．防災に対する体制は整備されているか 3.3

・年に一度、避難訓練を実施している。
・防災訓練はある。
・避難マニュアルのもと、防災訓練の実施を行い、建物も災害時に対応できる整備は
されている。

１．学生募集は適切に行われているか 3.5
・その年の傾向に沿った多方面でのアプローチを行い、適切に募集を行っている
・ニーズに合ったオープンキャンパスの実施などを行うよう、心掛けている。

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

3.6
・努めている。
・入試広報部と教員の連携のもと、正確に情報を伝えるよう取り組んでいる
・パンフレット、説明会等でしっかり説明できている。

３．入学選考は、適正かつ公平な基準に基づき行われてい
るか

3.5
・2名で面接を実施している。
・面談や試験で適性を判断し、受験者に対し公平な選考を行っている
・毎年改善されている。

４．学納金は妥当なものとなっているか 3.7 ・消費税が上がる為、次年度の学費は検討する必要がある。

１．中期的に学校の財務基盤は安定していると言えるか 3.8 ・安定している。

２．予算・収支計画は有効かかつ妥当なものとなっている
か

3.4 ・前年度実績を基に、精査し適正な予算を算出している。

３．財務について会計監査が適正に行われているか 3.6 ・行われている。

４．財務情報公開の体制整備はできているか 3.0 ・更に体制を整える準備を行っている。

１．法令、設置基準等の順守と適正な運営がなされている
か

4.2 ・なされている。

２．個人情報に関し、その保護のための対策が取られてい
るか

4.0

・個人情報は鍵つきのロッカーに納める等、取扱いについては十分配慮している。
・各部署の責任者の監督の下、個人情報の取り扱いに対する整備・対策がとられてい
る。
・個人情報保護について部門全員で理解できている。

３．学校自己評価の実施と問題点の改善に努めているか 3.4
・年に２度、各自業務内容の見直しを行っている。
・毎年、自己評価の実施を行い改善・改良に努めている。
・問題があればできるだけ迅速に他の先生方と共有し、対策を考えています。

４．学校自己評価の結果を公表しているか 4.0
・最新版にしなければならない。
・ホームページにて情報開示しており閲覧できるように公開されている。

１．学校の教育資源や施設を活用した社会貢献を行ってい
るか

3.9

・大阪市のイベントへの参加、こども理科実験教室の参加等。
・小学生に向けた実験教室の実施や、炊き出しのボランティア活動を行い、学校の特
色を活かした社会貢献を行っている。
・ボランティアや地域との関わりは強いと感じる。
・学校周辺の清掃以外に、施設訪問なども行っていく予定です。
・地域との連携や区の児童への教育活動などを実施している。

２．学生のボランティア活動を推奨し、支援しているか 4.0

・全校一斉に近隣の清掃、各学科でのボランンティア活動等。
・推奨し、支援している。
・地域清掃や炊き出しなど、ボランティアに関する情報の掲示を行い、希望者に対して
支援できる体制を整えている。
・ボランティア募集等の案内を掲示し、各希望者に対して告知を行っている。また、一
部学科では積極的にボランティア活動に参加している。

Ⅶ．学生の募集
と受け入れにつ
いて

Ⅷ．財務につい
て

Ⅸ．法令等の順
守について

Ⅹ．社会貢献に
ついて

Ⅴ．学生支援に
ついて

Ⅵ．教育環境に
ついて


