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学生に関する事項 

1.1.1. 教科課程ごとの学生の定員は厳守されているか（看護指定規則４－５・２０、理学作業指
定規則２－１－６・３－１、衛生指定規則２－５、技工指定規則２－５） 

入学選考段階で、定員厳守を前提に合格者数の管理が厳密になされている。 

1.1.2. 卒業を認めるに当たっては、学力が十分であることを確かめる具体的な方法がとられて
いるか（看護指導要領 2-2-9、理学作業規定 5-5、衛生指導要領 6、技工指導要領 6-1） 

成績評価及び卒業･進級の判定にかかる学則の規定は以下のとおりとなっており、これに則った実務運用がなされている。 

 

1.1.3. 健康診断の実施、疾病の予防措置等学生の保健衛生上必要な措置がとられているか
（看護指導要領 2-2-14、理学作業指導要領 4-4、衛生指導要領 4-6、技工指導要領 3-8） 

健康診断については、毎年 4月に実施している。 

学生の日々の健康状態については、クラス担任や授業担当者を中心に常に把握に努め、不調を訴える学生が発生した際には、

医療職として（本校の専任教員は医療系の資格を有する者がほとんどである）適切な判断および対策を講じるようにしている。 

また、校舎には、ベッド 2床を備える医務室があり、適切に運用している。 

法定伝染病（インフルエンザ等も含む）に罹患および疑いのある学生・教職員に関しては、学校長（医師）の指導のもと、出校停

止などの措置を講じ、拡大の抑止に努めている。 

1.2. 施設設備等に関する事項 

河原医療大学校の施設設備に関しては、専修学校設置基準および厚生労働省が定める諸規定（前述）の基準を満たしている

ことから、専修学校として認可を受けるとともに、看護師等養成所、理学療法士作業療法士養成施設、歯科衛生士養成所、歯

科技工士養成所として指定を受けている。 

1.2.1. 校地・校舎の位置 

河原医療大学校（愛媛県松山市花園町 3－6、3－19）は伊予鉄道松山市駅から徒歩 5分、ＪＲ四国松山駅から徒歩 15分の位

置にある。 

愛媛県の中核都市である松山市においても最大の規模を誇る伊予鉄道松山市駅に近接していることにより、松山近郊はもとより、

県内においても、比較的距離が離れている東予・南予エリアからも学生の通学が至便であり、交通アクセスで特に問題となる点

は無い。 

1.2.2. 校舎等を保有するに必要な面積の校地を備えているか（設置基準第 45条第 1項） 

河原医療大学校は 1701.76㎡の校地を有しており、法令基準の校舎を保有するのに必要な面積を備えている。 

1.2.3. 校舎の面積は、設置基準第 47条に定める面積以上であるか（設置基準第 47条） 

以下（表 1.2-a）のとおり、設置基準第 47 条に定める学生総数規定校舎面積に対し、河原医療大学校は 3 倍以上の面積を有し

ている。 

表 1.2-a 

 
校舎面積 

設置基準第 47条に 

定める必要面積 
基準との差異 

河原医療大学校 8830.93㎡ 2540㎡ +6290.93㎡ 
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1.2.4. 校舎には、目的、生徒数又は課程に応じ、教室（講義室、演習室、実習室等とする。）、
教員室、事務室その他必要な附帯施設を備えているか（設置基準第 46条第 1項） 

1.2.4.1. 校舎の概要 

河原医療大学校の校舎・施設は建築基準法及び消防法その他の法令に準拠して建てられている。 

河原医療大学校の校舎は 2007年に看護学科、理学療法学科、作業療法学科の 3学科を有する学校として建築された。 

その後、新学科の増設に合わせて、隣接地の購入等で面積が増加し、現在では 8830.93 ㎡を有する愛媛県下の専修学校では、

最大規模の校舎を有している。 

校舎内に、教室、実習室はもとより、学生の就職指導や入試広報を司るセクションンも有している。 

 

1.2.4.2. 河原医療大学校における教室の数・面積及びその他附帯施設の整備状況 

【教室数（普通教室・大教室・実習室）】 

表 1.2-b 

用 途 室 数 

普通教室 23室 

実習室 19室 

大教室（講堂含） 4室 

計 46室 

 

【法令基準に対する各教室の有効面積】 

①愛媛県が定める「看護関係法令に係る許認可等の事務処理標準の設定について」：看護学生１人当たり概ね 1.7 ㎡×1 学級

（40人）=68.00㎡ 

②理学作業指導要領に定める教室面積：学生 1人あたり 1.65㎡×1学級（40人）=66.00㎡ 

③衛生指導要領に定める教室面積：学生 1人あたり 1.65㎡×1学級（40人）=66.00㎡（かつ 24.75㎡以上） 

④技工指導要領に定める教室面積：学生 1人あたり 1.65㎡×1学級（40人）=66.00㎡（かつ 24.75㎡以上） 

よって、法令ごと（各学科）を充たす必要があるが、以下（エラー! 参照元が見つかりません。）のとおり各教室とも要件を充たして

いる。 

また、各学科の実習室はそれぞれに面積要件がある（表 1.2-cに記載）が、すべて要件を満たしている。器具、設備等 

器具、設備等は、各学科の基準法令により定められており、それぞれ教育に必要な器具、設備を備えている。 

また、年に一度棚卸を実施し、数量および状態の確認を実施している。 

1.2.4.3. 河原医療大学校における器具、設備等の整備状況 

上述のように、各学科で法定必要物品が異なるが、本校は診療情報管理学科を除くすべての学科において厚生労働大臣の定

める養成所の指定を受けており、認可の際に必要物品のチェックを受けており、また上述のように毎年確認を行っている。教員

等に関する事項 

1.2.5. 教員組織の運営方針 

河原医療大学校は、河原学園の「感謝の心を育てる」という教育理念及び医療従事者には欠かせない人間愛の上に人間その

ものを自然、社会、生活環境との関係において捉え、個人あるいは集団に有用かつ効果的な看護の理論と方法論を発展させる。

また、これからの少子高齢社会に向かって多様化する対象者のニーズに応えるために「倫理」「美の感性」「自己知識」「経験」を

基盤とした正確な看護の知を身に付けるとともに生きる力を育て、何より対象者を思いやる心を持ち地域及び社会に貢献できる

実践的な医療従事者を養成することを目的として創設されている。 

この目的を達成するために、本校では高い専門性を有する専任教員と、愛媛大学医学部を中心とした、一流の講師陣を持って

教員組織を編成している。 
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兼任教員については、愛媛大学医学部を中心とした、医療系教育の専門家や、現に医療職として就労している医療人を年間

授業計画に基づき適宜招聘している。 

また、教育の質を担保するために年度終了時に兼任教員を集めて新年度の教育指導方針を周知・共有する機会を設けている

ほか、教科担当責任者による授業聴講の実施や、学生に対する授業アンケートの結果を必要に応じてフィードバックすることな

どにより、学校全体で教育の質が保たれるよう努めている。 

 

河原医療大学校 

2016年 5月 1日現在の教員数は以下（表 1.2-c）のとおりである。 

表 1.2-c 

専任教員 兼任教員 助手 

３３名 115名 0名 

 

1.2.5.1. 教員の数は、設置基準第 39条及び関係法令を遵守しているか（看護指定規則 4-4・看護指導要領 4-1-8、

理学作業指定規則 2-1-4・3-1-3、衛生指導要領別紙 5、技工指定規則 2-4） 

河原医療大学校の総定員に対して法令が求める教員数及び実際の教員数（2015年 5 月 1 日現在）は以下（表 1.2-d）のとおり

である。 

設置基準は満たしているが、関連法規を基準に鑑みると、作業療法学科において 2 名の欠員がある。法令遵守のためにも、平

成 28年度中に欠員を補充する予定であり、現在候補者と採用に向けた打ち合わせを実施している。 

 

表 1.2-d 

専修学校設置基準第 39条 関係法令による基準 河原医療大学校 

 
教員数 

教員数の中の 

専任教員数 
教員数 

教員数の中の 

専任教員数 
教員数 

教員数の中の 

専任教員数 

24名 12名 ― 34名 41名 33名 

1.2.5.2. 専任教員の要件（国家資格等）を満たしているか（看護指定規則 4-4、理学作業指定規則 2-1-3・3-1-3、

理学作業指導要領 3-2、衛生指導要領別紙 5-5、技工指定規則 2-4） 

専任教員 34名は以下（表 1.2-e）のとおり、各学科の国家資格を取得している。 

。 

◆国家資格保有者数内訳 

表 1.2-e 

看護師 理学療法士 作業療法士 歯科衛生士 歯科技工士 医師 合計 

15名 6名 4名 5名 3名 1名 35名 

1.3. 教育に関する事項 

1.3.1. 専修学校設置基準における規定 

1.3.1.1. 授業時数は、1年間にわたり 800単位時間以上としているか（設置基準第 16条第 1項） 

 

河原医療大学校における教科科目・授業時数は以下（表 1.3-a）の通りで、設置基準を満たしている。 

 

①河原医療大学校 
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表 1.3-a 

学科（学年） 単年度規定時間数 卒業に必要な時間数 

看護学科（1年） 960 3720 

看護学科（２年） 990 

看護学科（３年） 960 

看護学科（４年） 810 

理学療法学科（1年） 1080 4455 

理学療法学科（２年） 1095 

理学療法学科（３年） 1170 

理学療法学科（４年） 1110 

作業療法学科（1年） 1050 4545 

作業療法学科（２年） 1245 

作業療法学科（３年） 1320 

作業療法学科（４年） 930 

歯科衛生学科（1年） 1020 2880 

歯科衛生学科（２年） 1050 

歯科衛生学科（３年） 810 

歯科技工学科（1年） 1170 2270 

歯科技工学科（２年） 1100 

（注）1単位時間は 45分とする。 

 

1.3.1.2. 特別の事由があり、かつ、教育上支障のない場合を除き、一の授業科目について同時に授業を行う学

生数は、40人以下としているか（設置基準第 6条） 

看護学科、理学療法学科、作業療法学科、歯科衛生学科においては 1 学級 40 名、歯科技工学科は 1 学級 20 名を定員とし

て編成しており、同時に授業を行う学生数は両校それぞれ 1学級の定員を上回ることはない。 

1.3.2. 各法令における規定（看護指定規則 4-3-3、理学作業指定規則 2-1-3・3-1-2、衛生指導
要領 6-1、技工改正指導要綱） 

1.3.2.1. 各法令の定める時間数の教授が行われているか 

各教科科目の時間数は別添資料のとおりとなっており、規定の時間数が確実に実施されている。また、内容についても法令に添

ったものになっている。 

1.4. 財務に関する事項 

1.4.1. 学費等が適切に取り扱われているか（看護手引き２、理学作業指導要領 9-1 衛生指導
要領 2-5、技工指導要領 2-7） 

入学検定料、授業料等については、学則第 33条および細則別表において定められている。この内容は入学案内書（募集要項）

や本校ホームページにも掲載され、募集の際に入学検討者に周知されている。また、本校では寄付金その他の名目で不当な金

額を徴収するような行為は行っておらず、募集要項においても、実費かかる教科書代までも記載してある。 
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2. 基本指標 

2.1. 本校の「基本指標」について 

本校では「基本指標」を、学校の教育活動の基本的な状況を定量的に把握するための以下 2.2～2.9 の 6 指標とする。原則とし

て過去 3年度分を表示し、年度始めの基準値は 5月 1日現在とする。また、各指標とも、定期的に更新され、経年変化があるも

のはそれが把握できるとともに、学校間、学科間、さらにはクラス間で、比較することができる。また、それぞれの指標について、

あらかじめ【目標値】を設定し、それを実際の【結果】と対比させ、【目標値】に達しない場合は、【結果】を生じさせるプロセスの改

善計画や【目標値】の見直しを行う。それぞれの指標の元となるデータは、全学生の学籍、出欠、進路、履修科目、試験成績、

取得資格などの情報を事務局のデータベースで管理している。 

2.1.1. 「基本指標」の管理組織 

本校において「基本指標」は、現時点では、上述（2.1）のように事務局がデータ管理を行っている。しかし、上述（2.1）のような、

【目標値】の水準の見直しやプロセスの改善計画は、2015 年度内に制度化される、校長、学校運営部長、カリキュラム開発・管

理者（=カリキュラムリーダー）、学科長などからなる「カリキュラム編成管理会議」によって決定され、文書化されるものとする。 

また、さらに、「基本指標」の【目標値】のうち、学生の学習成果に直接的に関わる、2.4 科目履修認定率、2.5 資格取得率、2.7 

就職率の目標達成については、第一にカリキュラム開発・管理者（=カリキュラムリーダー）が管理するものとする。他方、2.2 在学

率・退学率・休学率、2.3 出席率の目標達成については、第一に学科長が管理するものとする。ただし、いずれも最終的には校

長が目標達成を管理するものとする。 

2.1.2. 本校の「基本指標」のための文書管理 

また、「カリキュラム編成管理会議」においては、開催毎に書記を任命し、議事録の作成とその一週間以内の学内公表を行うも

のとするとともに、2015 年度内に、「カリキュラム編成管理会議」の規約、開催時機、参加メンバー、運用方針、運用形態、運用

方法を制定し、文書化するものとする。 

また、2016 年度内に、「基本指標」の【目標値】・【結果】及び議事録、各種文書を学内において管理・共有するシステム「教育

管理システム」を、既存の事務局のシステムと統合し、完成・導入するものとする。なお、学内公開・共有手段については、イント

ラネットを活用したシステムを用い、教職員はシステムへのログイン後、職位に応じて基本指標や議事録、各種文書を閲覧でき

る仕様とする。 

2.1.3. 本校のシステム開発及びデータ管理について 

本校は、教育管理上、多くのデータを扱う必要がある。そのようなデータには、「基本指標」、つまり、在籍率・退学率・就職率（目

標値も含む）といった本校の教育実績・就職実績に関する情報、業務実績・専門性水準・教育力水準なども含めた教職員個人

に関する情報、学業成績や就職内定先も含めた学生個人に関する情報、その他の本校内外に関わる統計データ（諸官庁、諸

組織・団体が提供する各種データなども含む）、各公式会議の議事録、「授業計画書作成手引書」などの本校業務に関わる文

書類、授業用テキスト・教材、学内独自開発のシステム・ソフトウェアの仕様書・設計書といったものが含まれる。 

2.1.4. 教育管理システム 

各種データの管理、データを参照した情報公開、システム・ソフトウェアの開発、さらには、データ活用方法の開発にあたっては、

専門の担当部署として「システム管理部（仮称）」を 2015年度内に設けるものとし、本校の教育に関わるシステムの開発・データ

管理全般を担うものとして、その職務、職権、職域を定義し、文書化するものとする。さらに、「システム管理部」は、2016 年度内

に、本校の全データを管理・提供する「教育管理システム」を、既存の事務局が管理するデータベース（2.1参照）と統合したうえ

で、導入するものとする。 
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2.1.5. 「基本指標」全般の点検評価と改善計画 

学校情報システムの運用が効果を見せている事項としては、「基本指標」を、クラス単位、また、月単位で確認できることで、例

えば、短期間でのクラス出席率の軽微な低下によって、退学に繋がりかねない不登校学生の発生が早期に発見されるなど、ネ

ガティブな状況への迅速な対応が可能になるということがある。また、長期的に良好な状況のクラスや学科があれば、その理由

を分析し共有することで、改善→計画→実施のサイクルを早め、年度内での改善機会を増大させることができるということもある。 

実施方法（調査対象・頻度）についても現在検討中であるが、詳細は以下各指標の項目において記述する。また、2013 年度より、

「基本指標」の定期更新を、5月 1日以降毎週とする。 

2.2. 在学率・退学率・休学率 

2.2.1. 本校の在学率・退学率についての考え方 

本校では、在学率・退学率について、単年度（当該年度のみ）在学率・退学率と修業期間（入学年度から卒業年度までトータル

年数の）在学率・退学率の、2種設定し、それぞれ以下のように定義する。また、本校では「退学者数」には「除籍者数」を含む。 

2.2.1.1. 単年度在学率・退学率定義 

分子（在学率）=当該年度の 5月 1日以降の当該時点の在学生数 

分子（退学率）=当該年度の 5月 1日以降の当該時点の退学者数 

分母=当該年度の 5月 1日現在の在学生数単年度 

2.2.1.2. 修業期間在学率・退学率定義 

分子（在学率）=当該年度の 5月 1日以降の当該時点の在学生数 

分子（退学率）=当該年度の 5月 1日以降の当該時点の退学者数 

分母=入学年度の 5月 1日現在の在学生数 

2.2.2. 【目標値】学校法人・学校・学科共通 

在学率の目標値は、単年度 97％以上、修業期間複数年度 95％以上とする。 

退学率の目標値は、単年度 3％以下、修業期間複数年度 5％以下とする。 

 



12 

 

2.2.3. 【結果】学校数値の抜粋 

学校全体として、昨年度の退学者は 28名であり、退学率は 4.3％である。 

休学率 

2.2.4. 休学率定義 

分子=当該年度の 5月 1日以降の当該時点の休学生数 

分母=当該年度の 5月 1日現在の在学生数 

2.2.5. 【目標値】学校法人・学校・学科共通 

休学率の目標値は、1％以下とする。 

2.2.6. 【結果】学校数値の抜粋 

学校全体として、休学者は 8名であり、休学率は 1.2％である。 

2.3. 出席率 

2.3.1. 出席率定義 

分子=当該時点の在校生が出席した科目の授業時間数 

分母=当該時点の在学生が出席すべき科目の授業時間数 

2.3.2. 【目標値】学校法人・学校・学科及び科目共通 

出席率の目標値は、95％以上とする。 

2.3.3. 【結果】学校としての結果 

学校全体として、年間を通じて９５％を超える出席率を誇っており、別段問題はない状態である。 

 

2.4. 科目履修認定率 

2.4.1. 本校の科目履修認定率についての考え方 

科目履修認定とは文字通り、各科目の履修結果を評価し、履修が完遂できたと認定することである。したがって、その結果には、

学生の学力水準が端的に現れると同時に、科目授業の教育成果もまた端的に現れると考えられる。つまり、科目履修認定率は

本校の教育力を測る重要な指標でもある。履修認定率は、本校の教育力の水準を、本校が設定した教育目標に対して、本校

自身の教育活動実態がどれだけ妥当であったか、本校教育活動の内的整合性の度合いとして示していると考えられる。なお、

本校において科目履修認定は、定期試験（実施される場合は、その追試験・再試験も含む）の結果 60 点以上（100 点満点）で

合格とされる。したがって、科目履認定試験合格率の分子には、本試験合格者と追・再試験合格者を含む。また、定期試験合

格率については、その分子を本試験合格者のみとするもののほか、以下のように定義する。 
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2.4.1.1. 科目履修認定率定義 

分子＝科目定期＜本・追・再試験＞合格者数 

分母＝科目定期試験実施時点の在学者数 

2.4.1.2. 科目定期＜本試験＞合格率定義 

分子＝科目定期＜本試験＞のみ合格者数 

分母＝科目定期試験実施時点の在学者数 

2.4.1.3. 科目定期＜追試験＞実施率定義 

分子＝科目定期＜追試験＞のみ受験者数 

分母＝科目定期試験実施時点の在学者数 

2.4.1.4. 科目定期＜再試験＞実施率定義 

分子＝科目定期＜再試験＞のみ受験者数 

分母＝科目定期試験実施時点の在学者数 

2.4.1.5. 科目定期＜追試験＞合格率定義 

分子＝科目定期＜追試験＞合格者数 

分母＝科目定期＜追試験＞受験者数 

2.4.1.6. 科目定期＜再試験＞合格率定義 

分子＝科目定期＜再試験＞合格者数 

分母＝科目定期＜再試験＞受験者数 

2.4.2. 【目標値】学校・学科共通 

2.4.2.1. 科目履修認定率の目標値 

科目履修認定率の目標値は、99％以上とする。 

2.4.2.2. 科目定期＜本試験＞合格率の目標値 

科目定期＜本試験＞合格率の目標値は、80％以上とする。 

2.4.3. 【結果】学科の年度末数値の抜粋 

別紙（１）＜科目履修認定率＞参照 

2.5. 資格取得率 

2.5.1. 本校の資格教育の考え方について 

職業教育と資格教育の関係は、資格教育の完遂が職業教育の完遂であるというようには単純ではない。それは一般的に、資格

をもっていることがかならずしも該当職域において優れた職業人材であることを意味しないという判断からきている。また、本校に

とって取得目標資格は当該職種に就くための必要条件であるが、医療現場で優れた業績を残すためには、該当資格の取得は

必要条件ではあっても十分条件ではないだろうということは容易に推察されることである。したがって、本校は、本校の職業教育

目標は、資格の取得をもって最終目標とはしないものとする。むしろ、資格取得は最終目標に至る過程において重要な中間目

標であるものとする。なお、目標資格は、それぞれの学科名を冠した国家資格（看護師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生

士、歯科技工士）とする。 
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2.5.2. 目標資格 

本校において、目標資格とは、学科の扱う特定の職業分野への関連性が高く、その取得のための教育が、直接的な資格試験

対策に限らず、カリキュラムを組織的に編成する要因に含まれているものとする。つまり、カリキュラムは、中間目標である目標資

格が取得できるように編成され、学科の全学生が原則的に、目標資格を受験、取得するように指導される。目標資格目標は、上

述（2.5.1）のように、学科設立（カリキュラム設定）段階、もしくは、カリキュラム改訂段階において決定されるため、現段階におい

て、本校の全学科が上記２．７．１のように目標資格目標を設定している）。 

また、本校において、目標資格は卒業見込みが資格受験の必須項目になるため、必然的に目標資格は卒業年次生のみが対

象となる。 

2.5.2.1. 目標資格試験受験率 

本校では、目標資格試験受験率を、当該目標資格取得を対象としたカリキュラムを受講している全＜卒業年次生＞を＜分母

＞とした受験率とする。また、＜分子＞は＜目標資格試験受験者数＞とする。 

2.5.2.2. 目標資格試験合格率 

本校では、目標資格試験合格率を、当該目標資格取得を対象としたカリキュラムを受講している＜卒業年次生＞を＜分母＞

とし、＜目標資格合格者数＞を＜分子＞とする。 

2.5.2.3. 【結果】学校・学科・年度別数値の抜粋＜目標資格＞ 

学科（学年） 年度 
目標資格 

合格率 受験率 

看護学科（４年） 

2014 90.3% 100% 

2015 88.5% 100% 

2016 85.5% 100% 

理学療法学科（４年） 

2014 95.0% 100% 

2015 82.3% 100% 

2016 90.6% 100% 

作業療法学科（４年） 

2014 83.3% 100% 

2015  95.4% 100% 

2016  100% 92.8% 

歯科衛生学科（３年） 

2014 96.2% 100% 

2015 100% 100% 

2016 100% 100% 

歯科技工学科（２年） 

2014 100% 100％ 

2015 100% 100％ 

2016 100% 100％ 

 

＊歯科衛生学科を除く 4学科は 2011年度に初めての卒業生を輩出した。 

＊歯科衛生学科は 2012年度に初めての卒業生を輩出した。 

2.6. 進学率 

2.6.1. 本校の「進学率」についての考え方 

本校は職業教育、すなわち優れた職業人材の育成を使命としており、本来、進学は本校の教育の主意とするところではない。 

しかし、学科の扱う特定職業分野への関連性の高い国内外の職業教育機関への進学はこの限りではない。なぜなら、関連分野
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の進学においては、本校の各学科のカリキュラムおよび厚生労働省が定める医療人教育の接続性（一例として、助産師等の上

級資格（本校のカリキュラムを経て資格習得することが入学要件となる資格）があげられる）を保証するとともに、その進学から就

職決定までを包含する多面的な教育・指導を一貫して行う職業教育体制を本校が担保しているからである。 

一方、前途に広い可能性が開かれた多感な若者たちを教育対象としていることから、本校教育の過程において学生本人が当

初意図したものとは異なる職業分野への関心を抱き、その結果、本校とは関連しない大学、大学院、他の専門学校等への進学

が、学生本人の強い希望や保護者、保証人の積極的な賛同に基づいた進路変更（非関連分野進学）を伴うとしても、それを本

校が否定することはできない。 

ただし、その進路変更が学業不振による自信喪失や学生生活上の支障に端を発しているのならば、本校はその原因を速やか

に解明し、学生自身が当初本当に望んでいた進路へと復帰できるように全力を尽くすべきであると考える。 

これらのことから、本校卒業後に本校推薦以外の進学を選択する学生の比率は、一定程度は自然な現象として認められるべき

ものであるが、それ以上は本校の職業教育や教育環境の実態になんらかの瑕疵があるものと捉え、防止すべきものと考える。以

上より、本校では、進学率について、本校推薦進学率と、大学・大学院・その他専門学校進学率の、2 種設定し、それぞれを以

下のように定義する。 

2.6.1.1. 関連分野進学率定義 

分子=関連分野進学者数 

分母=卒業生数 

2.6.1.2. 非関連分野進学率定義 

分子=非関連分野の大学・大学院・その他専門学校進学者数 

分母=卒業生数 

2.6.2. 【目標値】進学率別・学科別 

2.6.2.1. 関連分野進学率目標値 

関連分野進学率の目標値は、看護学科２％以上、理学療法学科 1％以上、作業療法学科 1％以上、歯科衛生学科 1％、歯科

技工学科 4％以上とする。 

2.6.2.2. 非関連分野進学率目標値 

非関連分野進学率の目標はすべての学科において 1％以下とする。 

2.6.3. 【結果】学校の結果＜進学率と内訳＞ 

例年、１名程度の上位学校（関連性のある大学、学校等）に進学しており、非関連学校への進学実績は無い。 

率にすると、毎年１％程度であり、向上の方法を検討していく。 

 

2.7. 就職率 

2.7.1. 本校の「就職率」についての考え方 

前述のように、履修判定試験合格率は、本校の職業教育力を端的に示すものであるが、それは本校が想定した教育目標と教

育活動との整合性を示すもの、いわば本校の教育活動に対する自己評価、つまり、本校の教育の内的整合性の指標である。こ

れに対して、就職率は、本校の教育成果に対する、本校の外部による、社会的な人材評価の指標である。 

ところで、職業教育の理念からすれば、教育から職業への接続にこそ整合性が求められるべきである。このことから、本校は、理

想的な教育を行えば目的とする職業へと学生を接近させることができるということが職業教育の本来の意味であると考える。つま
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り、職業教育は、内的な教育目標を達成するだけではなく、外部から評価される職業人材目標もまた同時に達成するものではな

ければならない、あるいは、両者が合致しているものでなければならないということである。 

したがって、本校は、就職率を、本校の教育成果が職業人材目標を達成できたか、本校の教育成果が社会からどのように評価

されたか、本校の教育が職業へと整合性をもって接続しているかを示す重要な指標であると考える。 

2.7.2. 本校の就職率【目標値】についての考え方 

本校は、本校の職業教育（職業人材目標）の達成度として、就職率として複数の異なる算出値を用いる。それらは、就職希望者

の扱い方や就職率算出時期に関して異なる値である。また、すべての就職率の分子となる就職決定者数は、一般的に大学な

どで用いられる「のべ内定者数」ではなく、内定先への就職を決定した学生の実数の総和であり、内定辞退数や取り消しの数も

含まない、最終的な決定数である。 

まず、就職希望の有無を区別せずに学生数分母による「2.7.2.1 就職率１」を設定する。この場合、就職非希望者を分母に入れ

ることにより、就職を希望する意欲をもたせられたかどうかということも本校の職業教育の成果として解釈する。「2.7.2.1 就職率１」

の【結果】は、就職非希望者の就職意欲を触発して就職させることができないかぎり、一定以上には上昇させることができないよ

うになっている。 

次に、就職希望者を分母とする「2.7.2.2 就職率２」を設定する。これは一般的な大学や専門学校が就職非希望者を分母から取

り除いて算出した就職率を公表するため、他校との比較のために算出する必要がある。 

そして、就職率算出時期に関しては、卒業年度 3月末の「2.7.2.2就職率２」に対して、卒業年度 12月末の「2.7.2.3就職率３」を

設定した。これは、まず就職活動早期ほど良質な企業の採用活動が活発であるという一般的傾向を受けたものだが、本校の主

たる就職先である病院や施設の中には、早期に内定を出した学生が国家試験に失敗し結局内定取り消しや本来の医療職では

なくヘルパーなどの関連職種で再度内定（もちろん待遇は異なる）するというリスクを避け、あえて早期の採用活動をしない、あ

るいは採用時期を早期のみならず国家試験受験後（自己採点で概ね合否は判別可能）の 2 月～3 月にも設けるという優良病

院・施設も多く存在するため、本校においては、卒業年度12月末に就職決定率100％というような単なる就職決定の早期化のた

めの目標設定はしない。むしろ、本校は、こうした現状を踏まえ、年末以降にも存在する優良企業の採用活動を、就職ミスマッ

チの防止や内定獲得機会を逸している優良学生にとっての好機ととらえ、積極的に活用するものとする。ただし、年末以降の駆

け込み就職を助長することのないように、12 月末時点の就職率を「就職率３」として一定の指標とし、その【目標値】を実情に合

わせて変化させつつ、3 月末時点の就職率を、職業教育の最終的な実績として示すものとする。また、今後の企業の採用活動

の動向がさらに早期化に向かえば、現在の 3月末から 2月末、1月末へと、本校の就職決定時期のポイントも前倒しすることは検

討する。以上より、本校では、就職率について、就職率 1～3 の、3 種設定し、それぞれを以下のように定義するとともに、【目標

値】を設定する。 

2.7.2.1. 就職率１定義 

分母=卒業者数－進学者数 

分子=卒業年度 3月末時点就職決定者 

【目標値学科共通 

就職率１の目標値は、95％以上とする。 

2.7.2.2. 就職率２定義 

分母=就職希望者数 

分子=卒業年度 3月末時点就職決定者数 

【目標値】学科共通 

就職率２の目標値は、98％以上とする。 
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2.7.2.3. 就職率３定義 

分母=就職希望者数 

分子=卒業年度 12月末時点就職決定者数 

【目標値】学校法人・学校・学科共通 

就職率３の目標値は、90％以上とする。 

【結果】学校・学科・年度別数値の抜粋＜就職率＞ 

開校以来、就職率１、２は１００％を継続しており、特に問題はない。 

2.7.3. 現状及び現状に対応した改善計画】 

卒業生調査の実施を必要とするため、その実施方法（調査対象・頻度）について現在検討中である。 

現段階では、卒業生に対する卒業後の就業状況に関する一斉アンケートの発送を、2015 年度を初回として以降定期的に実施

する予定である。 

教育理念・目的 

2.8. 設置趣旨について 

高齢化社会の進展等により、医療や社会福祉を取り巻く環境が変化している。それに伴い、各施設従事者の数的需要および質

的需要が高まっている。なかでも、県内の看護師、理学療法士及び作業療法士については高度な人材の不足が叫ばれており、

既存の養成校だけでは賄えない。よって、これら 3学科で構成する医療系専門学校を設立し､優れた人材を輩出することによっ

て地域社会に貢献したいという趣旨に基づき、本校は 2009年 4月に開校した。 

その後、歯科衛生学科、歯科技工学科、医療クラーク学科の 3学科を増設し、多様な医療分野において地域社会に貢献した

いという趣旨で、教育を実施している。 

2.9. 本校の教育理念について 

本学園の「感謝の心を育てる」という教育理念及び医療従事者には欠かせない人間愛の上に人間そのものを自然、社会、生

活環境との関係において捉え、個人あるいは集団に有用かつ効果的な看護の理論と方法論を発展させる。また、これからの少

子高齢社会に向かって多様化する対象者のニーズに応えるために「倫理」「美の感性」「自己知識」「経験」を基盤とした正確な

看護の知を身に付けるとともに生きる力を育て、何より対象者を思いやる心を持ち地域及び社会に貢献できる実践的な医療従

事者を養成する。 

2.10. 本校の将来構想（ビジョン）について 

本校の将来構想は、学則にもある、地域社会に貢献できる人材を育成するために、常に世間の情勢や社会・医療現場のニーズ

をくみ取り、進化し続けていく学校として存在することである。 

 

2.11. 本校の教育目的及び育成人材像について 

河原医療大学校の「学則」第１章第３条（目的）において以下のように規定されている。 

本校は、教育基本法、学校教育法、保健師助産師看護師法、理学療法士及び作業療法士法、歯科衛生法、歯科技工

士法に基づき、医療分野に関する知識、技術を修得させ、国際的な視野を持った専門職として、地域社会に貢献し

得る豊かな人材を育成することを目的とする。 
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2.12. 「教育理念と目的」等に関する点検評価と改善計画 

2.12.1. 学校の理念・目的・育成人材像は定められているか 

前述のように、本校には「開校の精神（2.8）」、「教育理念（2.9）」、「将来展望（2.10）」、「教育目的及び育成人材像（2.11）」が定

められており、本校の専門分野の特性は「教育目的及び育成人材像」に、本校の職業教育の特色は「建学の精神」及び「教育

理念」に明確に示されている。 

2.12.2. 社会のニーズ等を踏まえた学校の将来構想を抱いているか 

前述（2.10）のように、本校は、社会のニーズをとらえた学校であり続けるという将来展望を示している。 

2.12.3. 学校の理念・目的・育成人材像・特色・将来構想などは、有効に、学校関係者（学生・
卒業生・保護者・関係業界・関係団体・高校・地域住民等）に周知され、社会に公表され
ているか 

本校の教職員には、周知されており、また毎日の朝礼等で確認・周知が行われている。入職者は新入職員研修においてその詳

しい説明も受けている。 

学生には、本校の教育理念等が記載された「学生の手引き」が配布され、ガイダンスで説明されている。 

また、2013年度より、「学校関係者評価委員会」及び「教育課程編成委員会」において、卒業生・保護者・関係業界、関係団体・

高校・近隣住人・関連する専門分野の有識者等の代表者に、学校の理念・目的・育成人材像・特色・将来構想などが直接説明

される機会が設けられるとともに、ＨＰによる公表も実施している。 

2.12.4. 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  

本校では、各学科の教育目標は、関連する業界の現在のニーズのみならず、将来のニーズにも対応できるような先見性を反映

した職業人材像に基づく学科ごとのカリキュラムの仕上がり目標であるが、詳細については、「6.教育」において後述（4.2.5、

4.2.6）する。 
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沿 革 

2.13. 河原医療大学校の歩み 

 

2007年  専修学校愛媛医療専門大学校として開校（看護学科、理学療法学科、作業療法学科） 

専修学校として認可 

2009年  歯科衛生学科、歯科技工学科設置 

新学科増設に伴い校舎増築 

2010年  河原医療大学校に名称変更 

2013年  医療クラーク学科設置 

2016年  医療クラーク学科を診療情報管理学科に名称変更 
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3. 組織・管理運営 

3.1. 2016年度組織 

河原医療大学校の 2016年度組織は以下のとおりとなっている。 
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3.1.1. 学校組織 

河原医療大学校は看護学科（4 年制）、理学療法学科（4 年制）、作業療法学科（4 年制）、歯科衛生学科（3 年制）、歯科技工

学科（2年制）、医療クラーク学科（2年制）で組織されている。 

学校の最高責任者である学校長は、6学科すべてを統括しており、その責務は多岐にわたることから、副学校長 2名が学校長を

補佐する体制をとっている。 

また、各学科には学科責任者としての責務を担う学科長を配置し、各学科における教育・学生指導等の統括を行っている。 

また、学科を横断して機能する部門として、事務局を配置し、事務長が統括している。事務局には学生課、経理課、就職課が

設置してある。 

学生課は学生募集業務、入試に関する業務、学籍管理、証明書の発行を行っている。 

経理課は学費に関する業務、奨学金に関する業務を行っている。 

就職課は就職に関する業務を行っている。 

3.1.2. 意思決定 

 

学校法人の管理運営は、国の定める法規によるほかその基本的事項を「学校法人河原学園寄附行為」で定めている。更に法

人が設置する専門学校の管理運営については、運営する各専門学校の学則、その他の規則・規程において定めている。 

学校法人の最高の意思決定機関は理事会であり、法人の重要事項について審議決定する。理事会は、適宜開催している。 

理事会のもとには、理事長と各学校長および実務責任者により組織される運営会議が置かれている。運営会議は、毎月定期開

催し、各本部の現状について情報共有を図るとともに、直面する種々の問題対応から中長期計画の立案・策定に至るまで、経

営上の課題について幅広く協議している。また、運営会議は、本部組織と学校組織の統括責任者が一同に会する、日常の業務

執行における実質的な最高の意思決定機関として機能している。なお、運営会議において協議、決定した事項のうち、重要事

項については、理事会に報告され、承認を受けている。 

3.1.3. 法令遵守 

本校では、適正な学校運営は社会的信頼を獲得し、これを向上させるために不可欠であるとの認識に立ち、法令遵守の徹底に

努めている。各学校、部署においては、学校教育法、私立学校法、専修学校設置基準、保助看法、理学作業法、衛生法、技

工士法などの重要な法律、省令をはじめ、学則や就業規則、その他規則・規程に基づき業務が執行されている。 

3.1.3.1. 個人情報保護 

個人情報の保護については、学校法人河原学園就業規則第７条第３項において、職員の禁止行為として「職務上知り得た個

人情報、学園の運営上または営業上の情報、その他有用な内部情報を、方法のいかんを問わず、第三者に漏洩しまたは開示

すること。また、これらの情報を業務以外の目的で利用、保存、複写、複製等をすること。これらの守秘義務については、退職後

も同様とする。」旨定めている。 

また、個人情報を取得、利用、保管、その他の取り扱いを行うについて必要な事項を定め、個人情報の適切な保護に資する

ことを目的として「学校法人河原学園個人情報の保護に関する規則」を定め、同規則において、個人情報の利用目的と制限、

管理、電子情報上で取り扱う個人情報の保護のための遵守事項、個人情報の保護に関する法律その他関係法令の適用等を

定めている。 

さらに、同規則を受けて、電子情報化社会に対応して電子情報上の個人情報を適切に保護し、もって社会的信用を確保するこ

とを目的に「学校法人河原学園電子情報上の個人情報取り扱い細則」「河原学園情報セキュリティ方針」「情報端末の利用基

準」を定めている。 

本校においては、上記学校法人河原学園個人情報の保護に関する規則等を教職員、学生、保護者等に啓発したり、自由に

閲覧させるなどして周知し、これら規則等の遵守に努め、適切な個人情報保護の徹底を図っている。 
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万一、個人情報漏洩等の事案が起きた場合には、学校法人河原学園が定めた「危機管理基本計画書」に基づき、速やかに組

織的、かつ、適切な対応を行う方針が確立されている。 

3.1.3.2. キャンパス・ハラスメント防止 

キャンパス・ハラスメント防止については、学校法人河原学園就業規則第５９条第１項第７号において、懲戒処分対象行為とし

て具体的例示の上で「パワー・ハラスメントに関する行為（嫌がらせ行為等）を行ったとき。」と定めているほか、同規則第８章には

「セクシャルハラスメント対応策」の章を設け「職員は、その職場またはその業務の遂行過程およびその関連する機会において、

他の職員、学生、保護者その他の者に対し、政敵に不快感を与える言動をしてはならない。また、職員は、これらの者に対し、職

務上の地位を利用して、交際等を強要するなどの行為をしてはならない。」旨性的言動・要求の禁止を定め、さらに、セクシャル

ハラスメントのない快適な作業環境の保存、セクシャルハラスメントへの適切な対応等に関して定めている。 

また、キャンパス・ハラスメント等に関する相談等については、臨床心理士による相談室を毎週定期に開催しているほか、学

園が教職員や学生等の同意のもと独自に構築しているクラウド利用の連絡メールを活用したキャンパス・ハラスメント事案等の

把握と事案に対する組織的、かつ、適切な対応を目的とした「安全・安心支援システム」の運用を行っている。 

本校においては、上記「就業規則」や「相談室」および「安全・安心支援システム」等について、教職員や学生、保護者等にチ

ラシ等で啓発したり、自由に閲覧させるなどして周知し、キャンパス・ハラスメント防止と事案発生時の迅速で適切な対応に努め

ている。 

 

3.1.3.3. 就業規則の周知 

 

就業規則は、教職員室等に印刷されたものが備え付けられているほか、改正時等にはその都度教職員に対して説明会を開

催したり、文書で配布するなどして周知に努めている。 

また、教職員の新規採用時には、新入職員研修の一環として、就業規則に関する内容説明を行い、教育機関に勤務する者

に求められる法令遵守の姿勢について理解を深められるよう努めている。 

 

4. 教育（カリキュラム、授業計画、授業、試験） 

4.1. 教育のための組織と文書管理 

本校の教育組織は、学校長、副学校長、学科長、カリキュラムリーダー、一般教員（常勤・非常勤含む）から構成されているが、

職務、職権、職域が現時点では明確に文書化されていない。2015年度内には、これを文書化して明示するものとする。 

また、教育組織のあり方を検証・再検討する会議、「教育戦略会議」を毎年開催するものとし、これについても、2015 年度内に

「教育戦略会議」の規約、開催時機、参加メンバー、運用方針、運用形態、運用方法を制定し、文書化するものとする。議事録

作成及び公開の体制については、前述（2.1.2）と同様である。 

4.2. カリキュラム 

4.2.1. 本校のカリキュラムの編成方針（カリキュラムポリシー）についての考え方 

本校では、学科ごとに職業人材目標を設定し、これを卒業時点の教育目標・仕上がり目標、すなわち、ディプロマポリシー（卒業

認定方針）として、アドミッションポリシー（入学者受け入れ方針 4.2.7.2参照）に添って入学してきた学生が、卒業認定されるまで、

つまり、入学から卒業に至るまでの各学科の全教育課程をカリキュラムであると考える。また、カリキュラムとは、卒業認定に必要

な履修科目をすべて含み、そのすべての科目を時系列的に表現したものであると考える。したがって、本校の教育活動におい

て、必修科目はすべてカリキュラムによって規定されている（これとは別に、卒業認定には関わらない授業や課外指導がある）。 

つまり、各学科のカリキュラムの中で、それぞれの科目は各分野の広がりを縦軸とし、時間軸を横軸とするマトリクスのなかに配
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置される。縦軸上に並ぶ科目は同時期に並行して実施され、横軸上に並ぶ科目は、後続する科目が先行する科目の履修を受

講前提とするように構成される。 

したがって、本校においてカリキュラムとは、まず各学科における全科目シラバスの管理台帳として機能するものとする。また、カ

リキュラムの修了時、つまり、全科目履修認定時には、学生はディプロマポリシーとしての職業人材目標に達するものとする。 

4.2.2. 本校の「カリキュラム」の開発・管理者について 

前項で述べたように、本校では、学科ごとに一定の職業人材目標を一定の教育目標、教育体系として解釈し、時系列的な教育

課程として表現したものがカリキュラムであると考える。したがって、カリキュラムは学科ごとに開発され、カリキュラムを開発・管

理する者は、少なくとも、担当学科における、職業人材目標・教育目標、技術・知識体系、及び、関連業界の技術動向や採用動

向など、関連業種・職種の体系に精通していなければならない。また、カリキュラム開発・管理者は、学科設立時に、上記情報を

すべて統合し、教育効果と人材育成効果を最適化すべくカリキュラムを開発するものとする。 

本校では、カリキュラム開発・管理者を少なくとも一名任命し、その職名を「カリキュラムリーダー」としているが、その職務、職権、

職域が明示されていないため、これを文書化し、2015 年度に改めて任命するものとする。カリキュラムリーダーは、その職務を専

任する者もしくは学科長などと兼任する者がこれを務めるものとする。また、既存のカリキュラムについても、カリキュラムリーダー

は、関連業界の情勢変化及び本校教育活動実態から生じた正当なカリキュラム改善要請に応じて、適宜、カリキュラムを改変

しなければならないものとする。 

4.2.3. カリキュラムの評価について 

現時点では、本校において編成されたカリキュラムは、学科会議、運営会議の承認を得ることになっている。ただし、2015 年度

以降、その承認は、前述（2.1.1、2.1.2）の「カリキュラム編成管理会議」で受けるものとし、カリキュラムもシラバス管理台帳として

文書化されたものを提出するものとする。また、カリキュラムをシラバス管理台帳として作成するためのマニュアル（『カリキュラム

開発・シラバス管理台帳作成手引書』）及びカリキュラムを評価するための指標（「カリキュラム評価指標」）をやはり 2015年度内

に作成し、カリキュラム開発・管理者（カリキュラムリーダー）、及び、カリキュラム評価者（「カリキュラム編成管理会議」参加者）

の間で共有するものとする。新設予定学科の場合、新規カリキュラム案が「カリキュラム編成管理会議」において評価され、修正

案の検討や承認が行われるものとする。既存カリキュラムの検証や改変は毎年度実施し、「カリキュラム編成管理会議」におい

て、カリキュラムリーダーによる現状案・改変案が教育実績と合わせて評価され、次年度カリキュラムとして承認されなければな

らないものとする。このようなカリキュラムの評価や改変が適切に行われるように、カリキュラムリーダーは、カリキュラムに含まれる

各科目の授業実態が、カリキュラムが規定する教育目標や科目趣旨から逸脱していないか、カリキュラムが実際の授業実態と

照らして達成不可能な目標を設定していないかなど、カリキュラムと教育活動実態との関係をつねに検証しなければならない。 

以上を踏まえ、2015 年度内に、「カリキュラム編成管理会議」の規約、開催時機、参加メンバー、運用方針、運用方法、運用形

態を制定し、文書化するものとする。また、『カリキュラム開発・シラバス管理台帳作成手引書』及び「カリキュラム評価指標」を

2015 年度内に作成し、関係者全員で共有するものとする。なお、カリキュラム開発者（及び管理者）によるカリキュラムと教育活

動実態との関係に関する検証の具体的な方法論については、カリキュラム開発環境（4.2.4.3）に触れる際に述べる。また、『カリ

キュラム開発・シラバス管理台帳作成手引書』の作成指針でもある「カリキュラム評価指標」の素案を以下で述べる。 

4.2.3.1. 「カリキュラム評価指標」及びその素案について 

カリキュラム評価にはさまざまな視点が考えられるが、多面的な視点（評価項目）をいたずらに列挙するだけでは、一貫性のある

カリキュラム評価は不可能である。おそらく、一貫性のあるカリキュラム評価を実現するためには、一貫性のある「カリキュラム認

識」が不可欠である。 

ところで、本校ではカリキュラムを、前述（4.2.1）のように、学科ごとに職業人材目標を設定し、これを卒業時点の教育目標・仕上

がり目標として卒業認定されるまでの、つまり、入学から卒業に至るまでの各学科の全教育課程であると考える。また、カリキュラ

ムとは、卒業認定に必要な履修科目をすべて含み、そのすべての科目を時系列的に表現したものであると考えている。したがっ

て、カリキュラム形成には、職業人材像形成、教育目標・教育体系確立、教育課程形成の少なくとも三つの契機が含まれるとい
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うことが本校の「カリキュラム」認識である。このことに基づいて、現時点における「カリキュラム評価指標」素案を構成する評価視

点を考えたい。 

まず現時点で、「職業人材像形成」の視点から、①ターゲットとする業種職種の社会的有効性、②目標とする職業人材像の明瞭

性、③目標とする職業人材像の社会的有効性、「教育目標・教育体系確立」の視点から、④目標とする職業人材像を実現する

知識・技術体系の明瞭性、「教育課程形成」の視点から、⑤教育課程の明瞭性、⑥教育課程の社会的有効性、⑦教育課程の

実現可能性といった評価視点が考えられる。これらの評価視点に基づいて、以下に「カリキュラム評価指標」素案を提示する。 

 

まず、上記「①ターゲットとする業種職種の社会的有効性」に関する評価項目である。そもそも、教育（カリキュラム）のターゲット

とする業種職種職域が明確に限定されていないことにはカリキュラム形成は始まらないことから、次の評価項目が考えられる（こ

の場合、該当業種職種職域が既存のものであるか、今後形成されうるものであるかは問わない）。 

 

（1）教育ターゲットとなる業種・職種・職業分野が明確に限定されているか。 

 

次に、該当する業種・職種・職業分野の将来性に関する評価項目が必要になる。日本（あるいは世界）の経済構造全体の中で

現存する特定業界が、将来にもわたって安定的に存在し続けるとは限らない。安定的に存在しない、あるいは、今後消滅する可

能性が高い業種・職種・職業分野に関して学生を募集し教育を実施することは、学生の将来性及び本校自身の収益性を考慮

しても回避すべきことである。そこで、この点に関する評価項目が必要である。 

 

（2）該当する業種・職種・職業分野の将来性と社会的なニーズの動向について、社会統計などを含む客観的な根拠を踏まえて

説明できているか。 

（3）該当する業種・職種・職業分野の将来的な不安要因について、社会統計などを含む客観的な根拠を踏まえて説明できてい

るか。 

 

次に「②目標とする職業人材像の明瞭性」に関する評価項目である。特定の社会的に有効な業種・職種・職業分野が限定され

たとしても、その実務上の"優劣"に関わる指標が明確になっていなければ、教育目標が合致すべき職業人材像を限定すること

ができない。しかも、"優秀"な職業人材の企業内成長過程、つまり、キャリアパスまで明確に限定されている必要がある。なぜな

ら、実在する、あるいは、実在可能な職業人材像であれば、企業内成長過程において一定の職種や職域を通過していくはずだ

からである。そこで、以下の評価項目が考えられる。 

 

（4）該当する業種・職種・職業分野において、業務実績の優劣に関する評価指標が明確になっているか。 

（5）該当する業種・職種・職業分野において、優れた業務実績を達成できる"優秀な"職業人材が備えるべき、職務能力上の特

性が明確になっているか 

（6）該当する業種・職種・職業分野において、"優秀"な職業人材は、どのようなキャリアパスを通過していくのかが明確になって

いるか。 

 

以上で特定の業種・職種・職業分野において、"優秀"な職業人材の意味が明確に限定されているかどうかが評価される。次は、

「③目標とする職業人材像の社会的有効性」に関する評価項目である。これまでに明瞭性が評価された職業人材像が、さらに

社会的にどれほどの有効性を持っているかについて評価する。この視点から、以下の評価項目が考えられる。 

 

（7）該当する業種において、上記"優秀な"職業人材が多く活躍していると思われる代表的な企業として、具体的な企業名は挙

げられているか。 

（8）上記企業は実際に、そのような職業人材を、新卒・中途採用の場面で積極的に採用する傾向を示しているか。 
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（9）上記企業の経営実績と将来展望、同業他社との優劣状況について、企業公開情報や社会統計といった客観的な根拠を踏

まえて説明できているか。 

 

以上により、カリキュラム案のなかで、該当する業種・職種・職業分野における目標とすべき職業人材像が明確に限定され、かつ

社会的にも有効なものであるかどうかが評価される。その上で、「④目標とする職業人材像を実現する知識・技術体系の明瞭

性」の視点から、"優秀"な職業人材像の"優秀さ"が一定の知識・技術体系に還元できるのかを評価する。 

 

まず、"優秀"とされる職業人材の職務能力上の特性が、一定の知識や技術によって習得可能なものであるのかを評価する。"優

秀"とされる職業人材の像が明瞭かつ社会的にも有効であったとしても、たとえば、一定分野のプロスポーツ選手のように、"優秀

さ"が知的に習得可能な知識や技術によるのではなく、非知的な技能によって形成されるような場合もある。そのような場合は、

知的学習の積み重ねであるカリキュラム型教育によって"優秀"な職業人材を育成することは難しい。そこで、"優秀"な職業人材

像の"優秀さ"を一定のしかも充実した内容をもった知識・技術体系に還元できるかどうかを評価することが重要である。この視点

から、以下の評価項目が考えられる。 

 

（10）該当する業種・職種・職業分野において"優秀"とされる職業人材の職務能力上の特性が、どのような知識・技術の習得によ

って発揮できるのかを明確に限定できているか。 

（11）上記知識・技術は一定の全体構造をもった知識・技術体系として存在しうるか。 

（12）上記知識・技術体系を複数の分野に分節したときに、分野ごとに重要な参考文献を 10 から 13 冊程度ずつ挙げられている

か。 

 

次に問題となるのは、「⑤教育課程の明瞭性」の視点から、複数の分野に分節された知識・技術体系を、さらに時間軸上（年次・

学期からなる）に複数の科目として明確に展開できているかどうかである。この場合、学習者の学力水準への配慮や学びやすさ

への配慮を織り込むことが必要であり、以下の評価項目が考えられる。 

 

（13）カリキュラムが前提とする学生の基礎学力や学習能力の水準について、具体的な高校名や偏差値レベルをあげて示され

ているか。 

（14）知識・技術体系をなす複数の分野を、さらに時間軸上の複数の科目に分節したときに、科目ごとに重要な参考文献を 2～3

冊程度ずつ挙げられているか。 

（15）教育課程の諸段階において、最終的な教育目標に向けて、学期単位、学年単位の知識・技術上の目標は明確になってい

るか。 

（16）教育課程内で、先行する科目と後続する科目の間の接続形態に、学習内容が螺旋的に発展するような工夫が含まれてい

るか。 

（17）教育課程内で、同時的に実施される科目間の連携について、どのような条件を前提とするのかが明確になっているか。 

 

時間軸上への科目分割まで評価されれば、次は、「⑥教育課程の社会的有効性」の視点から、科目群からなる教育課程の進行

が、実社会上の格差（実務上の"優劣"、キャリアパス、企業間格差）と合致しているかどうかを評価する。 

 

（18）カリキュラムの進行に含まれる学習内容の諸段階が、それぞれ、どのような実務上の優劣差やキャリアパスの諸段階と対応

しているのかが明確になっているか。 

（19）カリキュラムの進行に含まれる学習内容の諸段階が、それぞれ、どのような就職目標企業と対応しているのかが明確になっ

ているか。 

（20）カリキュラムがターゲットとする就職目標企業群が、学生の成績と連動した評価スケールとともに挙げられているか。 
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「⑦教育課程の実現可能性」の視点から、各科目をどのような教員配置によって実現するのか、実現のためにはどのような課題

が考えられるのか、それはどのように克服されるのかという点の追求性が評価される。この視点から、以下の評価項目が考えられ

る。 

 

（21）カリキュラムの実行に必要な教員配置は、すでに確定できているか。 

（22）上記教員配置を行ううえで、担当予定教員の専門性・教育力に関する課題が明確になっているか。 

（23）上記教員配置を行ううえで、担当予定教員の専門性・教育力に関する課題を克服するための実行可能な研修・研究計画

は立てられているか。 

 

最後に、その他の視点として、以下の評価項目を付け加える。 

 

（24）カリキュラム内の各科目のコマシラバスには、復習コマもしくは試験コマは、どれくらいの頻度で挿入されているか。 

（25）該当業種職種職域の職業人材教育に関する本校の競合校（大学・専門学校・高等専門学校）の学生募集動向について、

現状の定員数・学生数や定員数・学生数の推移などの客観的な根拠を踏まえて説明できているか。 

4.2.4. カリキュラム開発・管理者（カリキュラムリーダー）についての点検評価と改善計画 

4.2.4.1. カリキュラムの開発者（及び管理者）は存在しているか 

本校では、学科設立の準備段階で、カリキュラム開発者（及び管理者）を少なくとも一名任命するものとする。その職名は、「カリ

キュラムリーダー」とし、専任者もしくは学科長・科目担当教員などとの兼任者がこれを務めるものとする。なお、多分野多業種に

わたって十分な知識を有するならば、同一のカリキュラムリーダーが、複数の学科のカリキュラム開発・管理を担当してもよいもの

とする。本校は、カリキュラムリーダーの配置を学科設立要件とするため、カリキュラムリーダーが配置されていない学科は、本校

においてはすでに存在していない。ただし、現時点では、カリキュラムリーダーの職務、職権、職域が文書化されていないため、

これを文書化して明示するものとする（4.1参照）。 

4.2.4.2. カリキュラムの開発者は、ライン（職階）として存在しているか 

カリキュラムリーダーは、前述（4.2.4.1）のように、カリキュラム構成（及びその教育目標）と実際の教育活動実態を絶えず比較検

証し、必要な改善策を見出し、実行できなければならない。したがって、カリキュラムリーダーには、必要に応じて科目担当者に、

授業計画書の修正、授業内容・授業運営の改善などの指導を行える権限が職権としてすでに与えられていなければならない。

逆に、コマ進行上、カリキュラムの定める教育目標に達することが困難であるような場合には、科目担当者は、カリキュラムリーダ

ーにその旨を報告し、指導を仰がなければならないものとする。 

4.2.4.3. カリキュラムの開発者には、有意なカリキュラム開発のための充分な環境が与えられているか 

カリキュラムリーダーは、前述のように、カリキュラム新規開発及び状況に応じたカリキュラムの改変を行わなければならない。そ

のためには、関連業界の技術動向・採用動向、関連業種・職種の体系だけでなく、教育論・教育方法論にも精通し、さらに、現に

行われている本校の教育活動の実態に関する情報を常に把握できていなければならない。これらは、①カリキュラム開発のノウ

ハウに関する情報、②目標とする業界・職業分野に関する情報、③諸官庁や他の教育機関に関する情報、④本校授業実態に

関する情報、などとまとめることができる。まず、①「カリキュラム開発のノウハウに関する情報」については、本校内にかぎらず職

業教育カリキュラムの開発経験者が提案する方法論や職業教育にかかわる他の教育機関の現行カリキュラムに関する情報な

どがこれに該当すると思われる。②「業界に関する情報」については、カリキュラムリーダーは、関連業界内の複数の企業との定

期的な情報交換ができるものでなければならない。③「諸官庁や他の教育機関に関する情報」については、カリキュラムリーダー

は、文部科学省や厚生労働省など関連諸官庁の各種答申や他の高等教育機関による教育実績に関する情報に精通している

ものでなければならない。④「本校授業実態に関する情報」については、カリキュラムリーダーは、実際の授業及びコマ進行につ

いて、リアルタイムにその状況を把握できていなければならない。 

しかし、現状ではすべてが学内で制度化されているわけではない。①については、現在『カリキュラム開発・シラバス管理台帳作



27 

 

成手引書』を準備中であり、2015年度内には完成予定である。②については、2013年度内にカリキュラムリーダーと企業が情報

交換するための校内定例会である「教育課程編成委員会」の設置を制度化し、文書化するものとする（後述の 4.2.6.3参照）。③

については、2015年度内に実行体制を検討・立案し、文書化するものとする。④については、2016年度内に、カリキュラムリーダ

ーがコマ単位で授業評価を行えるようなシステム（「教育管理システム（2.1.4 参照）」）の導入を実現するものとする（後述する

4.2.15.8.2.10参照）。その導入は、本校「システム管理部」が中心となって行うものとする（2.1.4参照））。 

4.2.5. カリキュラムと職業人材像 

4.2.5.1. 本校の「職業人材像」についての考え方 

前述（4.2.1）の「本校のカリキュラム」の編成方針（カリキュラムポリシー）についての考え方」で詳述したように、本校の職業人材

目標は同時に本校の卒業時点の教育目標・仕上がり目標（ディプロマポリシー）である。そして、職業人材目標を設定するには、

職業人材像の存在が前提となる。つまり、職業人材目標とは、前提とされる職業人材像から導き出された卒業時点における仕

上がり目標であり、具体的なディプロマポリシーであるということになる。 

4.2.6. カリキュラムと職業人材像の点検評価と改善計画 

4.2.6.1. 人材像に基づいたカリキュラムになっているか 

前述したように、本校のカリキュラムは、職業人材目標を卒業時点の教育目標（ディプロマポリシー）として編成されており、職業

人材像に基づいたものである。したがって、カリキュラムは一定の職業人材像に基づいていなければならない。カリキュラムリー

ダーは、カリキュラムの根拠となる人材像を明確にする必要があり、その是非は前述（2.1.1）の「カリキュラム編成管理会議」にお

いて評価される。現状では、カリキュラムの根拠となる人材像は「シラバス管理台帳」に明示されるが、まだ全学科でシラバス管

理台帳が完成しているわけではない。「カリキュラム編成管理会議」の開催体制が決定され、文書化されるのに合わせて（2.1.2

参照）、全学科がシラバス管理台帳を完成させておくものとする。 

4.2.6.2. カリキュラムが基づく職業人材像には、現在の社会・企業ニーズのみならず、将来ニーズにも対応でき

るような先進性も反映されているか. 

カリキュラムがその達成を担う職業人材目標はシラバス管理台帳に明示されることになっている。また、職業人材像の明確化に

ついての具体的な方法論やシラバス管理台帳への記述方法については、『カリキュラム開発・シラバス管理台帳作成手引書』

で解説される。また、完成したカリキュラム（シラバス管理台帳）は、前述（4.2.3）のように、制度化される「カリキュラム編成管理

会議」において、「カリキュラム評価指標」にしたがって評価され、必要に応じて修正・改善されるものとしている。この「カリキュラ

ム評価指標」に、カリキュラムがどのように職業人材像を反映しているのかを評価するための指標を含めておくものとする。 

4.2.6.3. カリキュラムが基づく職業人材像に、現在の社会・企業ニーズ、及び将来ニーズにも対応できるような先

進性を取り込むどのような工夫が学内にあるか 

現状では、本校においてそのような工夫は必ずしも組織化されていないため、前述（4.2.4.3）のように、2013 年度内に、カリキュラ

ムリーダーと企業が情報交換するための校内定例会（「教育課程編成委員会」）の設置を制度化し、文書化するものとする。な

お、この校内定例会に招聘する企業については、とくに関連業界内において先進的、先導的立場にある企業を選択するものと

する 

4.2.6.4. 学生の就職企業及び関連分野の先進的な企業との定期的、組織的な交流（特にカリキュラム開発に絞

った）はあるか 

前項同様、現状、本校においてそのような交流は必ずしも組織的に行われていないため、前述（4.2.4.3、4.2.6.3）のように、2013

年度内に、カリキュラムリーダーと企業が情報交換するための校内定例会（「教育課程編成委員会（仮称）」）の設置を制度化し、

文書化するものとする。また、この校内定例会は、実際の現場あるいは専門の視点から現状のカリキュラムを点検・評価すること

で、2015 年度内に設置される前述（2.1.1）の「カリキュラム編成管理会議」によるカリキュラムの改善・開発を支援する組織と位

置づける。 
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4.2.7. カリキュラムとアドミッションポリシー 

4.2.7.1. 本校の「アドミッションポリシー」についての考え方 

前述（4.2.1）の「本校のカリキュラム」の編成方針（カリキュラムポリシー）についての考え方」詳述したように、本校では、アドミッシ

ョンポリシー（入学者受け入れ方針）に添って入学した学生が、ディプロマポリシーに照らし合わせて卒業認定されるまで、つまり、

入学から卒業に至るまでの各学科の全教育課程をカリキュラムであると考えている。したがって、カリキュラムは、アドミッションポ

リシーに沿って入学してきた学生が、設定された職業人材目標に到達して卒業できるように編成されていなければならないと考

える。 

4.2.7.2. 本校のアドミッションポリシー 

本校のアドミッションポリシー（入学者受け入れ方針）は以下である。 

（1） 医療に貢献し、人の役に立ちたいと考えている人。自分で学習が続けられる人。 

（2） 自分の行動に責任を持ち、ルールを守れる人 

（3） 自分で学習が続けられる人。 

（4） 周りの人と言葉、身ぶり、文字などを通して自分の考えや思いを伝えられる人 

4.2.8. カリキュラムとアドミッションポリシーの点検評価と改善計画 

4.2.8.1. カリキュラムは、入学してくる学生の基礎学力、学習能力、関心・意欲などの諸傾向に配慮したものにな

っているか 

本校では、カリキュラムが、入学者の諸条件に配慮したうえで、入学者の向学心・探究心を涵養し、現在の社会・企業ニーズの

みならず、将来ニーズにも対応できるような先進性を備えた人材へと導かれるようにあらかじめ設計されていなければならないと

考える。そのためにはまず、カリキュラムリーダーが、入学者の基礎学力、学習能力、関心・意欲の現状を把握しなければならな

い。 

そこで、カリキュラムリーダーは、カリキュラムリーダーが指名する本校教職員と入学候補者が入学前に、直近の学業成績、学校

生活などに関する資料に基づいた面談を必ず 1回は実施するという制度を設置し、文書化するものとする。また、前述（4.1）のカ

リキュラムリーダーの職務、職権、職域にこの件に関する規定を加えておくものとする。さらに、前述（4.2.3.1）の「カリキュラム評価

指標」には、カリキュラムがどのように入学（予定）者の諸傾向を反映しているのかを評価するための評価項目も含まれるものとす

る。なお、前述（4.2.4）のように、実際のカリキュラム評価は「カリキュラム編成管理会議」において行われ、必要に応じてカリキュ

ラムは修正・改善されるものとしている。 

4.2.8.2. 社会・企業ニーズといった、いわゆる出口の要求や評価（アウトカム）をあいまいにして、入口（入学者）

の元々のレベルを再認するだけのようなカリキュラムになっていないか 

前述（4.2.3.1）の「カリキュラム評価指標」に、入学（予定）者の諸条件を踏まえて職業人材としての先進性をも備えて卒業させる

ための工夫に関する評価項目を加えるものとする。なお、前述（4.2.4）のように、実際のカリキュラム評価は「カリキュラム編成管

理会議」において行われ、必要に応じてカリキュラムは修正・改善されるものとしている。 

 

4.2.8.3. 入り口（入学者）のレベルを出口の高度な要求に引き上げるための、科目配置上の工夫、授業展開上

（コマシラバス上）の工夫がなされているか 

本校が認識している科目配置上の有効な工夫として、並列関係しかない複数科目を無意味に時系列上に並べたり、先後関係

に意味のある複数科目をそういった統合的な視点なく時系列上に単純に並べたりするのではなく、先行する科目が後続する科

目の内容を概論的に含む、もしくは、逆に、後続する科目が先行する科目を概論的に含むように接続させるというものがある。こ

の方法は、学生の視野を広げると同時に技術・知識の細部への関心も喚起する工夫であり、無理なく、より高度な技術・知識を

学生に受け入れさせる工夫として有効性が高いと考える。また、コマシラバス上の工夫としては、コマ進行の過程に、2～4 コマ

に 1 コマの割合で復習コマ（もしくは直前の 1～3 コマ分の学習内容を対象とした「理解度確認試験」及び解答解説用のコマ）を
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設置するというものがある。 

これらの工夫は、『カリキュラム開発・シラバス管理台帳作成手引書』に記載予定である。さらに、この二種の工夫を前述

（4.2.3.1）の「カリキュラム評価指標」の評価項目に含め、全学科のカリキュラムを評価するものとする（ただし、このカリキュラム評

価の段階では、コマシラバス評価は概要評価に留める）。前述（4.2.4）のように、実際のカリキュラム評価は「カリキュラム編成管

理会議」において行われ、必要に応じてカリキュラムは修正・改善されるものとしている。 

 

4.2.9. カリキュラムと教員配置 

4.2.9.1. 本校の教員配置についての考え方 

本校では、カリキュラムとは、学科ごとの職業人材目標を教育目標として、入学からこれを達成して卒業に至るまでの全教育課

程であると考えている（4.2.1 参照）。したがって、カリキュラムの編成を牽引するものは職業人材目標であって、学生が入学まで

に得た基礎学力・知識・学習能力でも、本校教員の今現在の専門性・教育力でもないと考える。 

しかし、本校は自習教室ではなく、カリキュラムが学生に現実的な作用を及ぼすのは、本校教員の日々の授業の積み重ねから

であり、それ以上にはいかなる現実的な方法も存在しない。そこで、教員配置が問題になる。カリキュラムの教育目標を実現す

るためには、様々な専門性と教育力をもった本校教員を、もっとも効率的に最大の教育効果をあげられるように科目構成に対し

て配置しなければならない。 

また、本校はその際、本校教員の今現在の専門性・教育力を固定的に扱うのではなく、教員自身の成長と研鑽を促進しつつ、カ

リキュラムに適合させるような体制が、教育の受益者である本校の学生にとっても、本校教員のキャリア発達にとっても、もっとも

望ましいと考える。また、一人ひとりの教員にとって、そのような成長と研鑽が、ただいたずらに多分野に向けられて、専門性を拡

散していくことにならぬよう、まず、専門性の強化と確立を目指すという視点から行われるものでなければならないと考える。 

そこで、本校カリキュラムリーダーは、次年度カリキュラム案を「カリキュラム編成管理会議」に提出する際に、カリキュラムの科目

構成に対する「教員配置計画書」とともに、必要に応じて、教員の専門性・教育力の強化・確立を目指すための「教員研修計画

書」を提出するものとする。「教員配置計画書」は、どの科目をどの教員（常勤・非常勤）が担当するかの予定表であるが、「教員

研修計画書」は、さしあたりその能力条件を満たすための計画であると同時に、将来的な教員の才能開花や専門性の強化・確

立を企図した長期的な視野に立脚したものでなければならない。 

以上を踏まえて、「教員配置計画書」と「教員研修計画書」の規約と書式を定義し、文書化するものとする。それと同時に、前述

（2.1.1）の「カリキュラム編成管理会議」に関する文書にも、両文書に関する規約を記載しておくものとする。 

4.2.10. カリキュラムと教員配置の点検評価と改善計画 

4.2.10.1. カリキュラムは、常勤教員の専門性・教育力、非常勤の専門性・教育力などに配慮したものになってい

るか 

本校は、本校の全教員（常勤・非常勤）に関する専門性と教育力を教員情報として把握し、そのうえで、カリキュラムの教育目標

及び科目構成に対して最適な教員配置を行うことができると考える。それに際しては、前述（2.1.5）の「システム管理部」が管理

する教員情報が利用できる。 

カリキュラムリーダーは、「カリキュラム編成管理会議」（2.1.1参照）にカリキュラムの修正・改善案を提示する際に、シラバス管理

台帳とともに、事前に教員情報を参照して作成した「教員配置計画書」（4.2.9.1 参照）を添付するものとし、総合的な対策案を提

示するものとする（「教育管理システム」の導入期限目標が 2015 年度内のため、教員情報の参照は努力目標とする）。これにつ

いては、「カリキュラム編成管理会議」設置に関する文書に記載し、2015 年度内に作成される「カリキュラム評価指標」（4.2.3.1）

と、既存の『カリキュラム開発・シラバス管理台帳作成手引書』（4.2.4.3 参照）にも該当項目を追加しておくものとする。以上を踏

まえ、全学科が、2015 年度内に設置される「カリキュラム編成管理会議」の開催に合わせて、シラバス管理台帳（及び必要な付

属文書・資料）を完成させておくものとする。 
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4.2.10.2. 配慮することによって、カリキュラムの高度目標達成を妥協することにならないような工夫ある取り組み

は存在しているか 

現時点で本校が有効性を認める対策としては、1）豊富なテキストや教材、綿密な授業計画により、科目担当予定教員の専門

性・教育力を補うこと、2）科目担当予定教員に対して、一定の事前研究あるいは研修活動を課し、授業開始までに専門性・教

育力の向上を図ること、この二つがある。しかし、2010 年度から開始されたこれらの取り組みは、まだ全科目での完全実施に至っ

ていない。そこで、制度化される「カリキュラム編成管理会議」（2.1.1）の開催に合わせて、一定の規約を導入するものとする。す

なわち、カリキュラムリーダーは、次年度カリキュラム案策定段階で科目担当予定教員（常勤・非常勤）の専門性・教育力に不足

があると認められる場合、または長期的な視野から教員の専門性の強化・確立（あるいは人間的成長や教養修得）が必要であ

ると考えられる場合には、「カリキュラム編成管理会議」において、前述（4.2.9.1）のように、「教員配置計画書」及び「教員研修計

画書」とともに、総合的な対策案を提示するものとする。この規定については、「カリキュラム編成管理会議」設置に関する文書に

も記載しておくものとする。 

4.2.10.3. カリキュラムに基づいた授業計画を完全実施するうえでの、常勤教員の専門性・教育力を高める取り

組みはあるか 

従来から、上長による指名あるいは自主活動により、教員が内外の学会や研修会に参加するという形で、先進的な技能・知識や

教育方法を学び、授業にそれらを還元することは推奨されてきており、一定の成果もあげている。しかし、教員の専門性・教育力

強化のための活動は、現時点でも、まだまだ脆弱な体制で行われていると言わざるを得ず、改善すべき点も多い。前述

（4.2.10.2）において、カリキュラムリーダーは、科目担当予定教員の専門性・教育力を高めるための総合的対策案を、「カリキュ

ラム編成管理会議」において提示しなければならないとしている。そこで、前述（4.2.10.2）の「２）科目担当予定教員に対して、一

定の事前研究活動を課し、授業実施までに専門性・教育力の向上をはかること」については、前述（4.2.9.1）の「教員研修計画

書」として提出するものとしている。 

4.2.10.4. カリキュラムに基づいた授業計画を完全実施するうえで非常勤教員の評価やコントロールを強化する

取り組みはあるか 

現状、年に 1 回非常勤講師会議という形式で、意見交換会を持ってはいるが、評価・コントロールの見地からはまだ、脆弱である

と言わざるを得ない。今後は非常勤講師の講義を本校教員が見学し、フィードバックをすること及び学生が非常勤講師の講義

をアンケートという形で、評価する手法を取り入れるようにする。 

4.2.10.5. カリキュラム開発・管理者と教員（常勤・非常勤）との組織的な打ち合わせは、年間教務スケジュール

の中に組み込んであるか、何回くらい組み込んであるか、その会議に要する通年時間はどのくらいが

予定されているか 

現時点では、前項で述べたように、年に一度非常勤講師会議という形で組織的な打ち合わせを実施している。しかし、この常勤

教員の打ち合わせには、明確な開催規定がない。 

ところで、前述（4.2.10.2、4.2.10.3、）のように、「カリキュラム編成管理会議」において、カリキュラムリーダーは、常勤教員の専門

性・教育力向上のための「教員研修計画書」を提示するものとしている。また、非常勤教員に対しては、前述（4.2.10.4）のように、

すでに学校からの授業改善指導を受ける義務が契約条項に組み込まれているとしている。以上を踏まえて、カリキュラムリーダ

ーと科目担当（予定）教員（常勤・非常勤）との組織的な打ち合わせの機会を制度化する必要があると考える。 

まず、学校単位で科目授業開始前に開催される会議を、後述する「科目編成会議」として設置する（4.2.15.2.1 参照）。「科目編

成会議」では、カリキュラムリーダーは他の教育管理者、授業管理者とともに、「カリキュラム編成管理会議」における決定事項の

確認、「教員研修計画書」（4.2.9.1 参照）の内容確認、研修終了後の成果評価、授業計画書評価、科目担当予定教員（常勤・

非常勤）の課題事項や指導事項の検討などを行う。 

次に、学科単位で「科目編成会議」以降に随時開催される会議を、後述する「授業管理会議」として設置する（4.2.15.2.1 参照）。

「授業管理会議」は、「科目編成会議」の検討・決定事項を踏まえて開催される。「授業管理会議」は、科目授業開始以前の開

催では、カリキュラムリーダー（及び学科長）が、科目担当教員（常勤・非常勤）に対し、授業計画書の修正・改善指導、授業計

画書の承認、授業内容・授業運営に関する課題事項や注意事項の伝達などを行う。科目授業開始後は必要に応じて随時開催
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され、カリキュラムリーダー（及び学科長）が、科目担当教員（常勤・非常勤）に対して、授業計画書と、「教育管理システム」

（2.1.4参照）が提供する諸データや後述する授業参観評価（4.3.3参照）の結果を踏まえ、授業内容・授業運営改善のための指

導を行う。 

 

4.2.10.6. 上記の打ち合わせ会議の議事録は存在しているか。 

現時点では、会議そのものが制度化されていないものの議事録は存在する。しかし、より改善を図る目的で「科目編成会議」及

び「授業管理会議」（4.2.10.5・4.2.15.2.1 参照）については、本校公式会議として規定に基づく議事録を作成するものとする

（2.1.3、2.1.5参照）。 

4.2.11. カリキュラムとディプロマポリシー 

4.2.11.1. 本校の「ディプロマポリシー」の考え方 

本校では、ディプロマポリシーを、職業人材像から導きだされた卒業時点の仕上がり目標、すなわち、職業人材目標であると考

える。また、カリキュラムは、ディプロマポリシーへと到達するように編成されるが、この卒業時点の教育目標以前にも、適宜、時

系列的に到達すべき教育目標が設定されるべきであると考える。 

4.2.12. カリキュラムとディプロマポリシーの点検評価と改善計画 

4.2.12.1. 卒業仕上がり目標に基づいた、期単位、学年単位の知識・技術目標があるか 

本校のシラバス管理台帳の書式では、卒業仕上がり目標に基づいた、期単位、学年単位の知識・技術目標を記述することにな

っており、『カリキュラム開発・シラバス管理台帳作成手引書』（4.2.4.3）にも、その記述方法が解説されている。これに加えて、前

述（4.2.3.1 参照）の「カリキュラム評価指標」には、カリキュラムが卒業仕上がり目標に基づいた、期単位、学年単位の知識・技

術目標を有しているかを確認するための評価項目を含めるものとする。実際のカリキュラム評価は、「カリキュラム編成管理会

議」（4.2.3参照）において行われ、必要に応じて、カリキュラムの修正・改善を行うものとする。 

 

4.2.13. カリキュラムと科目配置 

4.2.13.1. 本校の「科目配置」についての考え方 

本校では、カリキュラム上の科目配置について、すでに述べたように「各学科のカリキュラムの中で、それぞれの科目は各分野の

広がりを縦軸とし、時間軸を横軸とするマトリクスのなかに配置される（4.2.1参照）」と考えている。 

また、縦軸上に並ぶ科目は同時期に並行して実施され、横軸上に並ぶ科目は、後続する科目が先行する科目の履修を受講前

提とするように構成されるものであると考えている。 

4.2.14. カリキュラムと科目配置の点検評価と改善計画 

4.2.14.1. ディプロマポリシー（卒業時点の仕上がり目標）、期単位目標、学年単位目標に基づいた科目が配置さ

れているか 

本校のシラバス管理台帳の書式では、卒業時点の仕上がり目標、並びに期単位、学年単位の知識・技術目標に基づいた科目

を配置することになっており、『カリキュラム開発・シラバス管理台帳作成手引書』（4.2.4.3）にも、その記述方法が解説されている。 

これに加えて、前述（4.2.3.1）の「カリキュラム評価指標」に、カリキュラム内に卒業時点の仕上がり目標、期単位目標、学年単位

目標に基づいた科目が配置されているかに関する評価項目を含めるものとする。実際のカリキュラム評価は、「カリキュラム編成

管理会議」（4.2.3参照）において行われ、必要に応じて、カリキュラムの修正・改善を行うものとする。 
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4.2.14.2. 各科目は、同期内の配置において、充分に関連のある有機的な構成になっているか 

まず、前述（4.2.3.1）の「カリキュラム評価指標」に、科目の同期配置が有機的に構成されているかを確認する評価項目を含める

ものとする。ただし、科目の同期配置が適切であるかどうかについては、最終的にはコマシラバスのコマ編成とコマ単位の授業

日程を参照する必要があり、ここでの評価（カリキュラム評価）としては、カリキュラム内科目間の同期条件を評価するものとする。

なぜなら、コマシラバスの詳細については、別途コマシラバスの評価機会に実施したほうが効率的と考えるからである（4.2.15.4

参照）。 

カリキュラム評価は、「カリキュラム編成管理会議」（4.2.3 参照）において行われ、必要に応じて、カリキュラムの修正・改善を行う

ものとする。 

 

4.2.14.3. 各科目の前・後期の内容は、その配置上、充分に関連のある有機的な構成になっているか 

まず、前述（4.2.3.1）の「カリキュラム評価指標」に、科目の先後配置が有機的に構成されているかを確認する評価項目を含める

ものとする。科目の先後配置を有機的に構成する手法として、本校は、科目の先後関係について、先行する科目が後続する科

目の内容を概論的に含む、もしくは、逆に、後続する科目が先行する科目を概論的に含むように接続させることが有効であると

考えている（4.2.8.3参照）。この工夫は、すでに『カリキュラム開発・シラバス管理台帳作成手引書』に記載されている。 

カリキュラム評価は、「カリキュラム編成管理会議」（4.2.3 参照）において行われ、必要に応じて、カリキュラムの修正・改善を行う

ものとする。 

 

4.2.14.4. 各科目は、職業人材目標への到達に向けて、順次高度化し、知識や技術が積み上がるように構成され

ているか 

本校は、職業人材目標を目指して科目構成を順次高度化するためのカリキュラム編成の手法として、先行する科目が後続する

科目の内容を概論的に含む、もしくは、逆に、後続する科目が先行する科目を概論的に含むように接続させるという手法が有効

であると考えている（4.2.8.3参照）。 

4.2.14.5. 各科目内の授業コマは、職業人材目標への到達に向けて、順次高度化し、知識や技術が積み上がる

ように構成されているか 

各科目内の授業コマが、人材目標を目指して順次高度化し、知識や技術が積み上がるように構成されているかどうかは、授業

計画書に含まれるコマシラバスの記述によって評価することができる。そこで、コマ進行が人材目標を目指して順次高度化する

ように構成されているかについての評価項目を含めて、コマシラバスに関する評価指標を、後述する「授業計画書評価指標」

（4.2.15.1.2参照）として定義・文書化し、本校全体で共有するものとする。 

 

4.2.14.6. 各科目内の授業コマは、学生の能力に教育的に配慮した（いわゆる“落ちこぼれ”、“吹きこぼれ”に配

慮した）構成になっているか 

現時点では、本校において、“落ちこぼれ”、“吹きこぼれ”対策としての一定の方法や体制は確立されていない。そこで、後述す

る「授業計画書評価指標」（4.2.15.1.2、4.2.15.1.3 参照）に、本校が有効な"落ちこぼれ"対策として認める手法である、2～4 コマ

に 1 コマの割合で復習コマ（もしくは直前の 1～3 コマ分の学習内容を対象とした「理解度確認試験」とその解答解説用のコマ）

を設置しているかどうかについての評価項目を含めるものとする。この点は「カリキュラム評価指標」にも含められ、コマシラバス

評価を多重化・多段階化している（4.2.8.3 参照）。しかし、コマシラバスの詳細評価（コマ編成におけるコマ単位の検証・評価）

については、カリキュラム評価ではなく、コマシラバス（授業計画書）評価の段階で行われる。したがって、復習コマの件も含め、

詳細なコマシラバス評価及びコマシラバス修正・改善は、「カリキュラム編成管理会議」ではなく、後述する、学校単位の「科目

編成会議」及び学科単位の「授業管理会議」において行うものとする（「科目編成会議」、「授業管理会議」については

「4.2.15.1.2授業計画書の作成・改善・実行」以降で扱う。とくに「授業計画書評価指標」については 4.2.15.1.3、4.3.2.4.5参照）。 

ところで、“吹きこぼれ”対策であるが、本校としては、カリキュラム及びコマシラバスの段階で配慮するよりも、そのときどきのクラ
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ス内学力分布や、自由選択科目を含む授業や別科研究講座などの課外授業を含むクラスのトータルな指導状況の中で、柔軟

に対応したほうが有効であると考える。ただし、この方法は柔軟な授業運営を教員に要求するため、科目担当教員の一存に委

ねられるのではなく、たえず、「授業管理会議」（4.2.15.1.2 参照）において、カリキュラムリーダー、学科長の承認を得たうえで実

施すべきものとする。この“吹きこぼれ"対策については、授業計画に関する箇所で詳細に論じるものとする（4.3.2.4.3参照）。 

4.2.14.7. この「カリキュラムと科目配置」の上記諸項目がわかりやすい仕方で公表できるものになっているか 

現時点では公表可能な文書としては存在していない。今後、シラバス管理台帳にもとづいて、公表を目的としてカリキュラムと科

目配置の特長を表現するための「カリキュラム構造図」の書式を決定し、文書化するものとする。 

4.2.15. 授業計画（シラバス・コマシラバス・仕上がり評価） 

4.2.15.1. 授業計画の管理及び管理者 

4.2.15.1.1. 本校の授業計画書の書式と構成について 

本校において、授業計画書とは、カリキュラム内に配置された科目ごとに作成し、シラバス、コマシラバス、履修判定指標（試験

指標）の三項目から構成されるものとしている。また、シラバスは科目配置理由（職業人材目標・教育目標に対する科目の意義）、

科目概要、科目趣旨などを示すもの、コマシラバスは一コマ単位の授業内容、教授方法、使用教材も含めた授業過程の全体

を含むもの、履修判定指標は科目の履修達成を判定する指標と水準を示すものとする。 

本校は、とくに履修判定指標とそこに至る過程であるコマシラバスを授業計画書に同時に含めることにより、コマ単位の授業の積

み重ねが、学生をして当該科目の応分する教育目標・人材目標へと至らしめる蓋然性を高めることができると考える。授業計画

書の作成については、原則としてカリキュラムリーダーの指導によって科目責任者教員が作成するものとし、科目責任者教員以

外の者が作成する例外的な場合も含めて、「カリキュラム編成管理会議」（2.1.1参照）の規約及び教員の職務、職権、職域の定

義（3.1参照）として文書化するものとする。 

4.2.15.1.2. 本校の授業計画書の作成・改善・実行 

本校においては、現状、授業計画書は原則的に科目責任者教員（シラバスリーダーと呼ぶ）が、カリキュラムリーダーの指導と支

援のもとに作成を行うものとしている。それは、非常勤を含む科目担当教員では、個々の専門性・教育力の水準が必ずしも一律

ではないために、授業計画書も一定以上の品質を確保できない可能性があるからである。そこで、授業計画書の質保証・質向

上を図るために、授業計画書の書式・内容、記述要領、記述範例を解説した「授業計画書作成手引書（2015 年度内に完成予

定）」を作成し、授業計画書作成者や評価者は、だれもが参照できる環境を用意することとする。 

「授業計画書作成手引書」には、たとえば、前述（4.2.8.3、4.2.14.6）の 2～4 コマに 1 コマの割合で復習コマもしくは試験コマ（直

前の 1～3 コマ分の学習内容を対象とした「理解度確認試験」とその解答解説を実施するコマ）を設置する意義や方法について

も解説される。今後はさらに、カリキュラムリーダー（あるいはシラバスリーダーなど他の教育管理者・授業管理者）が授業計画書

や科目担当教員の教育力を評価し、科目担当教員を指導するための体制を構築するものとする。そのために、授業計画書に

関する評価指標を作成者と評価者で共有するものとし、「授業計画書評価指標」として定義・文書化する。「授業計画書評価指

標」には、復習コマ（試験コマ）設置に関する評価項目も含まれるものとする（次節 4.2.15.1.3 参照）。同時に、カリキュラムリーダ

ー（あるいはシラバスリーダーなど他の教育管理者・授業管理者）が、この評価指標を参照して授業計画書を評価し、科目担当

教員（常勤・非常勤）に対して、各々が作成した授業資料・教材を修正・改善しつつ、授業計画書に基づいた授業遂行を指導す

るための 2種の会議を設置する。これは、2段階の会議となる。 

まず、学校単位で科目授業開始前に開催される会議を「科目編成会議」として設置する。「科目編成会議」は、「カリキュラム編

成管理会議」（4.2.3 参照）において、カリキュラムが承認された後に開催されるものとする。「科目編成会議」では、カリキュラムリ

ーダーは、シラバスリーダーなど、他の教育管理者、授業管理者とともに、「カリキュラム編成管理会議」における決定事項の確

認、「教員研修計画書」（4.2.9.1 参照）の内容確認・研修終了後の成果評価、「授業計画書評価指標」に基づいた授業計画書

評価、科目担当予定教員（常勤・非常勤）の課題事項や指導事項の検討などを行う。 

次に、学科単位で「科目編成会議」以降に随時開催される会議を「授業管理会議」として設置する。「授業管理会議」は、「科目
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編成会議」の検討・決定事項を踏まえて開催される。「授業管理会議」は、科目授業開始以前の開催では、カリキュラムリーダー

（及びシラバスリーダー、学科長など他の教育管理者・授業管理者）が、科目担当教員（常勤・非常勤）に対し、授業資料・教材

の修正・改善指導、授業内容・授業運営に関する課題事項や注意事項の伝達などを行う。科目授業開始後は必要に応じて随

時開催され、カリキュラムリーダー（及びシラバスリーダー、学科長など他の教育管理者・授業管理者）が、科目担当教員（常

勤・非常勤）に対して、授業計画書、「教育管理システム」（2.1.4参照）が提供する諸データや後述する「授業参観評価（4.3.3参

照）」の結果を踏まえ、授業内容・授業運営改善のための指導を行う。科目授業終了後は、後述する「科目総括会議」

（4.2.15.7.8.2 参照）における履修判定試験・追再試の結果分析を通じて、カリキュラム評価、授業計画書評価、教員評価が行

われ、カリキュラム改善要素、授業計画書改善要素、教員指導要素が見出される。その結果を受けて、カリキュラムリーダーは、

次年度カリキュラム案の開発、授業計画書改善案の作成、「教員研修計画書」と「教員配置計画書」（4.2.9.1 参照）の更新を行

い、「カリキュラム編成管理会議」に臨むとともに、「授業管理会議」を通じて、科目担当（予定）教員に対して必要な指導を行う。 
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4.2.15.1.3. 「授業計画書評価指標」素案 

現時点では、「授業計画書評価指標」に含むべき項目として、以下のようなものが考えられる。 

 

（1）シラバスは、カリキュラム全体の職業人材目標に対する科目の位置づけや意義を、知識・技術体系全体や社会的背景など

を踏まえながら記述できているか。 

（2）シラバスは、科目内容の概要だけでなく、科目の主題を明確に説明できているか。 

（3）シラバスは、科目主題と合致した 10個のキーワードを挙げられているか。 

（4）シラバスに挙げられた科目主題、10個のキーワードに対して、コマ編成は適切なコマ配分となっているか。 

（5）コマ編成上の先頭コマ近辺には、前学期の学習内容の復習機会を組み込んでいるか。 

（6）復習コマや試験コマ（直前の 1～3 コマ分の学習内容を対象とした「理解度確認試験」と解答解説の実施コマ）がどれくらい

の頻度で挿入されているか（2～4 コマに 1 コマの割合を確保しているか）。 

（7）コマ単位で、科目主題に対する位置づけや応分が明確になっているか。 

（8）コマ単位の内容は、さらに 3～4つの小単元に分節されているか。 

（9）上記小単元ごとに、どのような事柄を、どのような手順で、どのような地点まで解説するのか、具体的かつ詳細に記述している

か。 

（10）上記詳細記述は、理解度を問う小テストを作成しようとした場合、出題ポイントをある程度想起できるような詳細さの水準に

達しているか。 

（11）コマ単位の予復習のポイントが、形式的にではなく、具体的かつ実効性をともなった内容となっているか。 

（12）実習を扱うコマにおいて、必要な知識学習内容が明示され、実習内容と知識・技術体系との間を媒介できるような配慮を

含んでいるか。 

（13）実習を扱うコマにおいて、テキスト以外の説明教材（ビデオ動画、実物教具など）を用いた場合の解説上の配慮事項につ

いて記述されているか。 

（14）コマ単位で、参照文献・参照資料及び参照箇所の指示は明確に記述されているか。 

（15）試験指標の 10項目は、シラバスに挙げられた科目主題、10個のキーワードと合致した内容、序列になっているか。 

（16）試験指標の 10項目は、適切な配点配分となっているか。 

（17）試験指標の 10項目の配点配分は、コマ編成の重点配分と合致した傾向となっているか。 

 

なお、上記（6）で、復習コマもしくは試験コマ（直前の 1～3 コマ分の学習内容を対象とした「理解度確認試験」と解答解説の実

施コマ）の設置を「2～4 コマに 1 コマの割合」としているが、本校は、これを理想的な頻度とは認識していない。現時点の素案で

は、「復習コマ」の一形態として「試験コマ」における試験実施を考えているが、コマ単位で発生する履修不良者を発見し、補習

対応によって即日に履修復帰を促すためには、「復習コマ」とは別な目的・意義の制度として、毎コマの「理解度確認試験」と解

答解説の実施が不可欠であると考える。したがって、本校は、最終的には「理解度確認試験」と解答解説は、「復習コマ」の規定

と分離し、毎コマ実施するものという新しい評価項目として独立させるべきであると考える（3.3.2.4.5 参照）。それにともなって、

『授業計画書作成手引書』も該当箇所に関して改訂するものとする。 

4.2.15.2. 授業計画の管理及び管理者の点検評価と改善計画 

4.2.15.2.1. 授業計画（シラバス・コマシラバス・仕上がり評価）の承認については、担当教員を超えた上位管理者

（カリキュラムリーダー）の評価、指導、承認が存在しているか 

現時点では、そのような評価、指導、承認は学科ごとに行われており、とくに制度化されていない。そこで、授業計画書に関する

評価、指導、承認のプロセスを制度化するものとする。 

まず、授業計画書は、カリキュラムリーダーをはじめとする授業管理者・教育管理者によって、「カリキュラム編成会議」において
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概要評価が行われ、「科目編成会議」において詳細な評価・検討が行われるものとする（4.2.15.1.2参照）。 

次に、その結果を受けて開催される「授業管理会議」において、授業資料・教材の作成者（原則的に科目担当教員）は、カリキュ

ラムリーダー（あるいはシラバスリーダー、学科長など他の教育管理者・授業管理者）から直接に、その評価、指導、承認を受け

る（4.2.15.1.2参照）。 

授業計画書の完成度を評価する「授業計画書評価指標」については、評価者であるカリキュラムリーダー、作成者である科目責

任者及び運用者である科目担当教員の間で共有されるものとする（4.2.15.1.2参照）。 

4.2.15.2.2. カリキュラム開発・管理者は、前・後期末の総括、年度末の総括において、次年度のコマシラバス改

善まで踏み込んだカリキュラム改善、それに基づく教員研修課題、教材開発課題などの総括を行っ

ているか 

現時点では、コマシラバス・カリキュラムの改善点や教育目標達成上の課題の発見に結びつく有効な総括を行える体制は構築

されていない。 

当然のことながら、期末、年度末において、カリキュラムリーダーは総括を行い、前述（4.2.10.3）の「教員研修計画書」の有効性

と問題点、科目担当教員の専門性・教育力の有効性と問題点、学生の基礎学力・学習能力に対するカリキュラム・コマシラバス

の有効性と問題点、教育目標に対するカリキュラム・コマシラバスの有効性と問題点について、適切な評価と改善案の策定が

できるようにならなければならない。そのためには、カリキュラムリーダーが、当該期、当該年度を総括するために必要な情報を

充分に入手できる体制を作る必要がある。 

 

4.2.15.3. シラバス（点検評価と改善計画） 

4.2.15.3.1. シラバスは、単なる科目内容にとどまらず、卒業時点の仕上がり目標、学年目標、期目標に基づいて

いることが明確にわかる書式・内容になっているか 

本校のシラバスは、科目趣旨、科目概要、科目キーワード、カリキュラムリーダーのコメントからなっており、特に科目趣旨におい

て、卒業時点の仕上がり目標、学年目標、期目標との関係が言及される書式・内容で記述されることにになっている。ただし、現

時点では、シラバスの書式・内容について解説し、記述要領及び記述範例を記載した「授業計画書作成手引書（4.2.15.1.2 参

照）」が完成していないため、全学科の全科目のシラバスが必要要件をすべて充たしているわけではない。したがって、2015 年

度内に「授業計画書評価指標（4.2.15.1.3参照）」とともに、全学科全科目のシラバスを完成させるものとする。 

4.2.15.3.2. シラバスが基づく卒業時点の仕上がり目標、学年目標、期目標とシラバスとの関係を説明する文書

が存在しているか 

本校のシラバス管理台帳の書式は、最終的な職業人材目標、学年目標、期目標を明記するものとなっている。ただし、現時点

では、シラバスの書式・内容について解説し、記述要領及び記述範例を記載した「授業計画書作成手引書（4.2.15.1.2 参照）」

が完成していないため、全学科の全科目のシラバスが必要要件をすべて充たしているわけではない。したがって、2015 年度内

に「授業計画書評価指標（4.2.15.1.3参照）」とともに、全学科全科目のシラバスを完成させるものとする。 

4.2.15.3.3. シラバスは、単なる知識や技術指標にとどまらず、その学習が具体的な職業人材形成に関わってい

ること、つまり、その科目内容が目標とする職業人材のどの要素を構成しているのかが明確にわかる

書式、内容になっているか 

本校の授業計画書（シラバス・コマシラバス・履修判定指標）に含まれるシラバスの書式・内容は、科目趣旨、科目主題、科目

概要、科目キーワード、カリキュラムリーダーのコメントからなっており、とくに科目趣旨において、カリキュラム全体の職業人材目

標と科目内容との関係に言及している。ただし、現時点では、シラバスの書式・内容について解説し、記述要領及び記述範例を

記載した「授業計画書作成手引書（4.2.15.1.2 参照）」が完成していないため、全学科の全科目のシラバスが必要要件をすべて

充たしているわけではない。したがって、「授業計画書評価指標（4.2.15.1.3 参照）」とともに、全学科全科目のシラバスを完成さ

せるものとする。 
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4.2.15.3.4. シラバスには、関連する学則、登録コード、学科名、開講学年、開講期、科目名、担当教員名、必修・

選択の区別、実習・講義・演習などの区別、単位数、授業時間数、資格関連の有無、関連科目、主要

なテキスト、試験形態などの充分な基本情報が記載されているか 

本校の授業計画書（シラバス・コマシラバス・履修判定指標）に含まれるシラバスの書式では、主要なテキスト、試験形態、授業

時間数の情報が欠けている。今後シラバスの書式及び『授業計画書作成手引書』を変更するものとする。 

4.2.15.4. コマシラバス（点検評価と改善計画） 

4.2.15.4.1. コマシラバスには、その授業のキーポイントや授業の流れ、予復習のポイント、ポイントと関連する詳

細な参照文献・資料などが具体的に記入されているか 

本校コマシラバスには、その授業のキーポイントや予復習のキーポイント、関連する資料などを明示することになっている。しかし、

記述内容が十分な水準に達していないため、現在、シラバスの書式・内容について解説し、記述要領及び記述範例を記載した

「授業計画書作成手引書（4.2.15.1.2 参照）」を準備中である。この「手引書」では、コマシラバスの書式・内容として、「コマ主

題」、「シラバスとの関係」、「コマ主題細目」、「細目レベル」、「5キーワード」、「復習・予習課題」、「教材・教具」を含むこと、並び

に、「細目レベル」という項目において、授業の流れ、授業内容、教授方法、説明手順、文献・資料参照箇所を詳細に記述する

ことなどを制度化する予定である。 

4.2.15.4.2. コマシラバスは、キャリアパスを意識した知識・技術指標、関連資格の受験対策事項などとの関連が

明確にわかるように書かれているか 

本校のコマシラバスには、シラバスが担う職業人材目標が明示されている。しかし、記述内容の水準は十分なレベルに達してい

るとは言えない。また、コマシラバスの内容とキャリアパスとの関連性を明示するという点でも不完全と言わざるを得ない。そこで、

現在準備中の「授業計画書作成手引書（4.2.15.1.2参照）」にコマシラバスとキャリアパスとの関連性を明示する項目を追加して、

「授業計画書評価指標（4.2.15.1.3参照）」とともに、必要要件を充たす形で全学科の全科目のコマシラバスとともに完成させるも

のとする。 

4.2.15.4.3. コマシラバスは、記憶要素、理解要素、実践的要素などの学びの質に配慮して書かれているか 

現在準備中の「授業計画書作成手引書（4.2.15.1.2 参照）」の中で、当該コマの学びの質に応じて、どのような記述を行えばよい

かの記述範例も用意し、とりわけコマ目標の設定と達成評価が比較的難しい実習型授業について、授業計画の立て方が詳細

に解説される予定である。したがって、本校コマシラバスは、記憶要素、理解要素、実践的要素をとくに書式としては区分してい

ないが、コマシラバス作成者が、記述の際に豊富な記述範例を手本とすることにより、（とくに「細目レベル」の記述によって）学び

の質に配慮することができるようになっている。 

 

 

（1）実習で扱う動作・作業の特定職業・職域上の意義についての解説： 

同じ職業・職域に関連する他の動作・作業との関連性についても解説する。 

（2）実習で扱う動作・作業を遂行させるための事前指導： 

実習の目的（実習で遂行すべき動作・作業を示す）、実習に必要な前提知識、実習で使用する器具の扱い方、実習で扱う

動作・作業を遂行するための要点などに関して解説する。ここでは、多彩な教材（視覚的要素も含むような教材）による解説

が必要である。 

（3）実習活動中の学生に対する実習中指導： 

学生に実習中の動作・作業を遂行させるために必要な補助活動を行う。 

（4）実習結果の解説と事後対策指示を含む事後指導： 

成功原因、失敗原因の解釈と、実習に必要な前提知識、実習で使用する器具の扱い方、実習で扱う動作・作業を遂行する

ための要点などの再確認を行う。とくに実習結果が思わしくなかった場合は、事後対策も指導する。 
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4.2.15.4.4. コマシラバスは、学ぶ目的を記載するだけではなく、学ぶ方法やアプローチについても具体的に書か

れているか 

現在準備中の「授業計画書作成手引書（4.2.15.1.2 参照）」の中で、コマシラバスの書式・内容には、「細目レベル」という項目の

中に、コマ単位の授業の流れ、授業内容、教授方法、説明手順、教材利用方法、文献・資料参照箇所の記述が含まれている。

また、コマ単位で具体的な学び方やコマ主題へのアプローチの仕方が具体的に示されている。 

4.2.15.4.5. コマシラバスは、コマの連続性が重視されるばかりでなく、要所要所に復習コマなどを入れるなど、履

修の安定性に配慮した構成になっているか 

本校では、復習コマや試験コマ（「理解度確認試験」と解答解説実施コマ）を活用するように、コマシラバスを構成している。また、

現在準備中の「授業計画書作成手引書（4.2.15.1.2 参照）」の中では、復習コマや試験コマ（直前の 1～3 コマ分の学習内容を

対象とした「理解度確認試験」とその解答解説用のコマ）を 2～4 コマの割合で組み込むなど、より詳細に解説される。 

4.2.15.4.6. コマシラバスは、コマ単位で終わる単調な内容を並列した展開を避け、会得すべきポイントにじっくり

時間を取った構成になっているか 

コマシラバスのコマ進行において、会得すべきポイントに対する時間的配慮という事項は、現時点では、2015年度内に完成する

『授業計画書作成手引書（4.2.15.1.2）』にも含まれていない。したがって、重要ポイントにはより多くの時間配分をするなどを指示

する項目を加えるものとする。 

4.2.15.4.7. コマシラバスでは、単にキーワード的なポイント提示のみならず、その言葉によって何をどの程度まで

学ぶかなど、教育水準、理解水準までの言及がなされているか。また、そのために少なくとも 50 字以

上の記述がなされているか 

現在準備中の「授業計画書作成手引書（4.2.15.1.2 参照）」の中には、コマシラバスの書式・内容として、「5 キーワード」「細目レ

ベル」という項目があり、それぞれ、当該コマ内で扱われるキーワード、それを含む授業内容の教育水準、理解水準（何をどこま

で教えるか）を記述することになっている。「細目レベル」の記述については、コマシラバスの書式・内容を解説し、記述要領及び

記述範例を記載した『授業計画書作成手引書』において、コマごとに 450 字以上記述することになっている。したがって、1 キー

ワードあたり 90字以上割り当てられることになる。 

4.2.15.4.8. コマシラバスにおいては、復習のポイントが、特に次コマなどとの関連で具体的に書かれているか 

本校のコマシラバスでは、授業の序盤に前コマの復習を行うことで、その回の授業につなげ、授業の終盤に振り返りを行うという

形で進行することになっている。しかし、次コマとの関連についての説明は十分に行われているとはいえない。したがって、現在

準備中の「授業計画書作成手引書（4.2.15.1.2 参照）」の中に、「復習・予習課題」の記述要領や次コマの内容に触れながら記

述するという注意点を示すものとする。ただし、現時点では、全校全学科全科目のコマシラバスが完成していないため、2015 年

度内に、「授業計画書作成手引書」とともに、全学科全科目のコマシラバスを完成させるものとする。 

4.2.15.4.9. コマシラバスにおいて、予習のポイントが授業前の資料配付の限界などを配慮して、具体的に書かれ

ているか 

本校のコマシラバスには、「復習・予習課題」という項目があるが、現時点では、予習を支援する要素がいまだ十分であるとは言

えない。したがって、現在準備中の「授業計画書作成手引書（4.2.15.1.2 参照）」の中に、資料配布の限界を踏まえた「復習・予

習課題」の記述要領や次コマの内容に触れながら記述するという注意点を強調するものとする。 

4.2.15.4.10. コマシラバスにおいて、コマ毎、キーポイント毎に、予復習の要（かなめ）となるような、教科書にとど

まらない参照文献・参照資料（ネットを含む）などが、著作名・著者名・版数・出版社名・出版年、章題、

頁数、あるいは、ＵＲＬなどとともに示されているか 

本校のコマシラバスにおいて、有用参考文献や資料は、予復習を支援すべく明示することになっている。また、現在準備中の

「授業計画書作成手引書（4.2.15.1.2 参照）」の中に、「教材・教具」という項目を設け、参照するテキスト、教材、資料類を明記

することを規定する。また「細目レベル」という項目においては、授業内容の詳細とともに参照文献・参照資料の参照箇所を、さら
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に「復習・予習課題」という項目においては、その記述要領や注意点とともに、予復習に必要な参照文献・参照資料の参照箇所

を、何について、どのようなことを、どんな狙いで予復習するのかという事項とともに明記することを定める。 

4.2.15.5. カリキュラム・シラバス・コマシラバスの学生アンケート（点検評価と改善計画） 

4.2.15.5.1. 本校の学生アンケートについての考え方 

カリキュラム・シラバス・コマシラバスに基づく教育成果は、出席率、資格試験合格率、就職率、卒業率などの客観的な基本指

標データとして現れる。他方、学生アンケートの結果は、直接授業を受けた本人による主観的な評価によるものである。授業を

受けた本人による回答という意味で、本校はこれを謙虚に受け止めなければならない。しかし、学生は本校教育の対象者であっ

て、本校の教育目標、職業人材目標、カリキュラムや授業の全体を正当に評価するだけの十分な見識と判断力をすでに有して

いるとは必ずしも言えない。だからこそ彼らは学生なのであり、本校の全教育をその意味や価値も含めて授けるべき存在なので

ある。 

したがって、本校は、学生アンケートの結果を過剰評価し、一喜一憂することによって、カリキュラム・授業計画の形成、授業の

実施において右顧左眄（うこさべん）し、本校の教育理念や教育上の信念、職業人材目標を逸脱したり、損ねたりすることがない

ように留意したい。ただし、どのような回答であろうと、本校の学生がアンケートに対して、そのように回答したという事実は厳粛に

受け止めなければならない。それが本校のカリキュラム、授業計画、授業実態に対して、不見識で教育上好ましからざる評価で

あったとしても、その回答を提出したのが本校の学生であることに、本校は高等教育機関としての責めを認識するべきである。あ

るいはもし、アンケートの回答が、本校の教育理念や教育上の信念、職業人材目標及び社会通念に照らして正当な問題点の

指摘や批判、非難、苦情を含むものであれば、本校は速やかに問題点の所在を解明し、本校のカリキュラム、授業計画、授業

実態、教員の専門性・教育力、本校の教育環境などに改善の余地が認められる場合には、本校は躊躇なくこれを実行すべきで

ある。 

4.2.15.5.2. カリキュラム・シラバス・コマシラバス評価について、学生アンケートは定期的・組織的に実施されて

いるか 

学生アンケートは学期末ごとに全学科においてすでに実施されている。 

4.2.15.5.3. 上記の学生アンケートをカリキュラム・シラバス・コマシラバス改善に結びつける仕組みや実績は存

在しているか 

現時点では、記述欄の内容から、科目担当者が設定したコマシラバス通りに授業をしていない、あるいは授業スキルが低いなど

の疑いがある場合には、その科目担当者が特定できれば、カリキュラムリーダーやシラバスリーダーが確認のうえ指導・注意・警

告する、逆に、学生から高く評価されていると判断できる科目担当者が特定できる場合には、授業参観を実施して高評価の理

由を把握するという程度にしかアンケート結果を活用できておらず、アンケート結果を組織的にカリキュラム・シラバス・コマシラ

バス改善に結びつける仕組みや実績は存在していない。ただし今後、2015 年度内に導入される「教育管理システム」（2.1.5 参

照）によってアンケート結果は集約・集計されることになる。これを「科目総括会議」（4.2.15.1.2参照）において検討した結果、カリ

キュラム・シラバスの改善要素が見出された場合には、カリキュラムリーダーはカリキュラム改善案を作成し、次年度向けの「カリ

キュラム編成管理会議」（3.2.3 参照）において承認を得なければならないものとする。また、コマシラバス、授業内容、授業運営

上の問題点が予想される場合は、カリキュラムリーダー及び学科長は、前述（4.2.15.1.2）の「授業管理会議」において、科目担

当（予定）教員とともに改善案を検討し、コマシラバス及び授業の改善を図るものとする。 

4.2.15.5.4. 上記の評価や改善実績は公開されているか 

現状では、アンケートの集計結果は学内開示しているに留まる。 

前述（4.2.3）の「カリキュラム編成管理会議」、前述（4.2.15.1.2）の「授業管理会議」の何れについても、規約、運用方針、運用方

法、運用形態、参加メンバーは現段階では未定であり、カリキュラム・シラバス・コマシラバスの評価結果及び改善実績の公開

方法についても、この両者設置の際に定め、文書化するものとする。 
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4.2.15.6. カリキュラム・シラバス・コマシラバスの第三者評価（点検評価と改善計画） 

4.2.15.6.1. 学校がしかるべき開発・管理者の元に仕上げたカリキュラム・シラバス・コマシラバスについての第三

者評価は存在しているか。特に関連分野の実務者・技術者などの評価は存在しているか。評価に関

わる定期的で組織的な交流は存在しているか。 

現時点では、本校のカリキュラム・シラバス・コマシラバスは第三者評価を受けていない。2016年度内にカリキュラム・シラバス・

コマシラバスが第三者評価を受けるための準備を行うものとする。その際に、第三者評価を受ける意義、評価を依頼する機関、

評価結果の受容の仕方、評価文書の作成の仕方、第三者評価を受ける時期・頻度、評価結果の公開の仕方などを含め、第三

者評価に対する組織的な対応方法を定め、文書化するものとする。 

これに先立ち、関連分野の実務者・技術者などによる評価は、2013 年度より、「教育課程編成委員会」を設置し、外部の関連分

野の実務者・技術者に委員として参加してもらうことで制度化している。 

4.2.15.6.2. 上記カリキュラムの第三者評価の評価文書は存在しているか 

現時点では、本校のカリキュラム・シラバス・コマシラバスは第三者評価を受けていないため、評価文書は存在しない。 

4.2.15.6.3. 上記の評価は毎年更新されるものになっているか 

現時点では、本校のカリキュラム・シラバス・コマシラバスは第三者評価を受けていない。 

4.2.15.6.4. 上記の評価は公開されているか 

現時点では、本校のカリキュラム・・シラバス・コマシラバスは第三者評価を受けていない。 

4.2.15.7. 学生の仕上がり評価（科目履修判定＝試験判定） 

4.2.15.7.1. 試験指標（点検評価と改善計画） 

4.2.15.7.1.1. 本校授業計画書における試験指標の意義 

本校の授業計画書は、シラバス、コマシラバスとともに、同時に、試験指標（履修判定指標）を含んでいる（4.2.15.1.1 参照）。授

業計画書は、科目趣旨、科目概要、コマごとの授業展開を記述すればよいだけではなく、当該科目のコマ進行の終局において、

どのような知識がどれだけの水準で獲得されることになるか、学生の仕上がり状態を想定しつつ記述するものとしている。学生の

仕上がり状態の想定なくしていかなる授業計画もありえないからである。 

ただし、前述のように「授業計画書作成手引書（4.2.15.1.2 参照）」も「授業計画書評価指標（4.2.15.1.3 参照）」も現在準備中で

ある。そのため、その仕上がり状態が、授業計画上、想定通りのものかどうかを厳密に判定する試験を作成するための資料が整

備されていない。「授業計画書作成手引書」及び「授業計画書評価指標」の運用開始を持って、カリキュラムリーダー（及び授業

管理者・教育管理者）は、「科目編成会議」及び「授業管理会議」を開催し、授業計画書の評価・改善を制度化するものとする

（4.2.15.1.2参照）。 

4.2.15.7.1.2. シラバス・コマシラバスに基づいた試験指標がシラバス・コマシラバスと同時に形成できているかど

うか 

本校ではすでに、授業計画書には、シラバス、コマシラバスとともに、試験指標（履修判定指標）を含むものとしている。ただし、

「授業計画書作成手引書（4.2.15.1.2 参照）」が現在準備中であるため、その記述要領及び記述範例が詳細に提示できておら

ず、試験作成者がシラバス・コマシラバス・履修判定指標の間の一貫性を保つ（4.2.15.1.2参照）ための支援が不足しており、全

学科の全科目のシラバス・コマシラバス・履修判定指標が、授業計画書として完成の域に達しているわけではない。そこで、「授

業計画書作成手引書（4.2.15.1.2 参照）」とともに、全校全学科全科目のシラバス・コマシラバス・履修判定指標を完成させるも

のとする。 
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4.2.15.7.1.3. 試験指標は、シラバス・コマシラバスの内容と整合性があるか 

本校ではすでに、授業計画書には、シラバス、コマシラバスとともに、試験指標（履修判定指標）を含むものとしている。ただし、

「授業計画書作成手引書（4.2.15.1.2参照）」が現在準備中であるため、シラバス内に「科目主題」、「科目概要」、重要度順に並

べられた 10 個の「キーワード」を記述し、コマシラバス内にはコマごとに「シラバスとの関係」を記述するなど、シラバス・コマシラ

バスと履修判定指標の間に一貫性をもたらす方法が詳細に提示できておらず、現時点では、全校全学科全科目のシラバス・コ

マシラバス・履修判定指標が完成の域に達していない。そこで、2015 年度内に、「授業計画書作成手引書（4.2.15.1.2 参照）」と

ともに、全学科全科目の授業計画書（シラバス・コマシラバス・履修判定指標）を完成させるものとする。 

 

4.2.15.7.1.4. 試験指標は、全コマシラバスの流れの全体と整合性があるか 

本校ではすでに、授業計画書には、シラバス、コマシラバスとともに、試験指標（履修判定指標）を含むものとしている。 

 

 

 

 

4.2.15.7.1.5. 試験指標は、特にコマシラバスのキーポイントの教育水準・理解水準と整合性があるか 

本校ではすでに、授業計画書には、シラバス、コマシラバスとともに、試験指標（履修判定指標）を含むものとしている。ただし、

「授業計画書作成手引書（4.2.15.1.2 参照）」が現在準備中であるため、現時点では、試験指標がコマシラバスのキーポイントの

教育水準・理解水準と整合性を保つようにするための工夫について、わかりやすい方法が示されていない。そもそも試験指標は、

科目内容を体系的に集約した結果であり、複数のコマからなる時系列上の展開であるコマシラバスとは、そのままでは整合性の

確保や確認が難しいためである。そこで、『授業計画書作成手引書』（4.2.15.1.2 参照）に、そのための工夫に関する詳細な記述

を追加して完成させるとともに、全学科全科目のシラバス・コマシラバス・履修判定指標を完成させるものとする。 

 

4.2.15.7.1.6. 試験指標は、シラバス・コマシラバスに基づいて適切な数が具体的に挙げられているかどうか 

本校の試験指標（履修判定指標）は、授業内容に応じて具体的な数を挙げることになっている。ただし、「授業計画書作成手引

書（4.2.15.1.2参照）」が現在準備中であるため、現時点では、試験指標の数は書式上のルールとしては定められていない。目下

のところ、試験指標（履修判定指標）をシラバス内の 10 個の「キーワード」と対応した 10 項目とするといった方法を検討中であ

る。 

4.2.15.7.1.7. 試験指標には、重点的な重み付け表示（基本指標、中級指標、上級指標などの）が存在して 

いるか 

本校の試験指標（履修判定指標）は、重要度に応じた内容から構成されることになっている。ただし、「授業計画書作成手引書

（4.2.15.1.2 参照）」が現在準備中であるため、現時点では、書式上のルールとして定めはない。目下のところ、試験指標（履修

判定指標）を、シラバス内で重要度順に挙げられた 10 個の「キーワード」と対応させる 10 項目とすることで、自然と履修判定指

標の 10項目が傾斜配点され、その配点が 10項目それぞれに対して明記される、という方法を検討している。そこで、このルール

を加えて「授業計画書作成手引書（4.2.15.1.2 参照）」を完成させるとともに、全学科全科目のシラバス・コマシラバス・履修判定

指標を完成させるものとする。 

 

4.2.15.7.1.8. 試験指標には、重点的な重み付けに従って、配点割合を表示するルールが存在しているか 

本校の試験指標（履修判定指標）は、重要度に応じた内容から構成されることになっている。ただし、「授業計画書作成手引書

（4.2.15.1.2 参照）」が現在準備中であるため、現時点では、前述（4.2.15.7.1.7）のように、傾斜配点を可能とする工夫がルールと

して試験作成者に提示できていない。そこで、このルールを加えて「授業計画書作成手引書（4.2.15.1.2参照）」を完成させるとと
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もに、全学科全科目のシラバス・コマシラバス・履修判定指標を完成させるものとする。 

 

4.2.15.7.2. 試験指標の第三者評価 

4.2.15.7.2.1. 試験指標の第三者評価は存在しているか。特に関連分野の実務者・技術者などの評価は存在して

いるか。試験評価に関わる定期的で組織的な企業交流は存在しているか 

現時点では、本校の試験指標（履修判定指標）は第三者評価を受けていない。今後、試験指標が第三者評価を受けるための

準備を行うものとする。その際に、第三者評価を受ける意義、評価を依頼する機関、評価結果の受容の仕方、評価文書の作成

の仕方、第三者評価を受ける時機・頻度、評価結果の公開の仕方などを含め、第三者評価に対する組織的な対応方法を定め、

文書化するものとする。また、これに先立ち、関連分野の実務者・技術者などによる評価体制は、2013年度より、「教育課程編成

委員会」を設置し、外部の関連分野の実務者・技術者に委員として参加してもらうことで制度化する予定である。 

4.2.15.7.3. 試験管理 

4.2.15.7.3.1. 本校の試験問題・試験管理についての考え方 

 

本校は、授業計画書の履修判定試験指標と、実際の試験問題の出題内容との整合性を実施前に検証し、改善できる体制が必

要であると考える。とくに、履修判定指標が示す試験範囲、試験項目、配点、出題比重、難易度水準に、実際の試験問題が合

致しているかどうかを、試験問題作成者以外の者が評価・検証できる体制が必要であると考える。しかしそのためには、評価者

の定義、試験問題の内容及び形式に関する評価指標、さらには試験の事前評価から追再試に至るまでの試験実施に関するル

ールが必要である。 

以上のことから、今後、履修判定試験の内容及び形式に関する評価指標を「履修判定試験評価指標」として定義し、文書化す

るものとする。さらに、試験の事前評価から追再試に至るまでの試験実施に関するルールを「試験実施規約」として定義し、文書

化するものとする。「履修判定試験評価指標」には、授業計画書の履修判定試験指標と試験問題との整合性（試験範囲、難易

度、問題数、配点、出題比重、試験時間などに関する整合性）、問題文内容、出題形式、試験用紙形式、実習試験方法など多

角的な評価項目を含めるものとする。また、追再試試験を対象とした評価項目も含めておくものとする。「試験実施規約」には、カ

リキュラムリーダーによる試験評価と承認に関するルール、本試験実施に関するルール、追再試試験実施に関するルールが含ま

れるものとする。 

4.2.15.7.3.2. 「履修判定試験評価指標」素案 

現時点では、「履修判定試験評価指標」に含むべき項目として、以下のようなものが考えられる。 

 

（1）個々の受験者の得点やクラス平均点が予測できているか。 

（2）試験範囲、配点、配点比重、出題内容は、授業計画書の試験指標及び全授業コマの内容・比重配分と合致しているか。 

（3）出題数は、全授業コマの内容やコマ数に応じて適切なものになっているか。 

（4）問題用紙と解答用紙の両方に、設問ごとの配点を明記しているか。 

（5）出題内容が、授業中に実施していた他の試験問題（「理解度確認試験」（4.2.15.1.2 参照）など）と同一の問題や類似問題と

なっていないか。他の試験問題の安易な流用になっていないか。 

（6）出題内容が、専門用語の単純な語句暗記に偏重していないか。 

（7）問題文が曖昧で、正しく正解が導き出せない、もしくは、不特定多数の正解が生じるようなものになっていないか。 

（8）記述問題の場合、明確な採点基準が存在しているか。あるいは、解答記述に対して部分点を与えるような場合、その採点要

素と正解基準が明確に存在しているか。 

（9）選択問題の場合、解答選択肢の数が過少となっていないか。 
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（10）資格試験対策科目の場合、カリキュラムの教育的な戦略とは無関係に、実際の資格試験問題に劣る難易度になっていな

いか。 

（11）設問が、他に回避できる手段があるにもかかわらず、授業内容とまったく無関係な知識によって（偶然によって）、多くの学生

が正解できるような内容になっていないか。 

（12）設問が、授業中に発生した偶然的事実に依存するような内容になっていないか。一般化された知識・技術に立脚した内容

になっているか。 

（13）設問が、授業に対するアンケートとなっており、その回答内容や回答自体によって加点されるようなものになっていないか。 

（14）実習試験に偏り、本来ならば必要なはずの知識試験が省略されていないか。 

（15）グループ制作や作品提出を履修判定試験として採用した場合、受験者個人の実力を正当に評価できるような内容と体制

を保証できているか。 

（16）実習試験及びグループ制作や作品提出を履修判定試験として採用した場合、全授業コマの範囲と難易度に一致するよう

な難易度、複雑度、試験時間をともなった課題を提示することができているか。たとえば、実習試験時間を全実習コマ数か

ら算出するようなルールは存在するか。 

（17）追再試験の問題は、本試験と同等の難易度を保っているか。 

4.2.15.7.4. 試験承認（点検評価と改善計画） 

4.2.15.7.4.1. 本校の試験承認についての考え方 

授業計画書作成、試験問題作成の両者をすべて科目責任者教員（常勤）が単独で実行した場合、試験指標（履修判定指標）・

試験問題の間の一貫性保証が科目責任者教員一個人の能力と意思に依存してしまうことになる。そこで、科目担当責任者が作

成した試験問題をカリキュラムリーダーが事前評価・検証し、必要に応じて修正を行わせたうえで、承認を与えるようにする必要

がある。その際には、前述（4.2.15.7.3.1）の「履修判定試験評価指標」を参照するものとし、事前の試験評価と承認については、

「試験実施規約」に追加して文書化するものとする。本校は、これにより、試験問題の妥当性を確保できる蓋然性を高めることが

できると考える。 

4.2.15.7.4.2. 履修判定に用いる試験問題を、授業計画との整合性に基づいて検証するシステムは存在している

か 

現時点では、本校に、試験問題を検証・承認する体制は存在していない。そこで、前述（4.2.15.7.3.1）のように、「履修判定試験

評価指標」及び「試験実施規約」に基づいて、カリキュラムリーダーによる試験問題の事前評価・承認と、それによる試験実施の

体制を制度化するものとする。また、「履修判定試験評価指標」には、前述（4.2.15.7.3.1、4.2.15.7.3.2）のように、授業計画との整

合性を問う評価項目を入れるものとする。 

4.2.15.7.4.3. 試験内容は、実施前にカリキュラム開発者の承認を得ることになっているか 

現時点では、本校に、試験問題を検証・承認する体制は存在していない。そこで、前述（4.2.15.7.3.1）のように、「履修判定試験

評価指標」及び「試験実施規約」に基づいて、カリキュラムリーダーによる試験問題の事前評価・検証と試験承認を受けたうえで

の試験実施の体制を制度化するものとする。なお、「試験実施規約」では、試験内容について実施前にカリキュラムリーダーの承

認を得なければならない旨を規定するものとする。 

4.2.15.7.5. 試験作成ルール（点検評価と改善計画） 

4.2.15.7.5.1. 試験を作成する場合の組織的な基本ルール（少なくとも学科単位での基本ルール）のようなものは

存在しているか 

現時点では、本校に試験問題作成に関する基本ルールは存在していない。そこで、前述（4.2.15.7.3.1、4.2.15.7.3.2）のように、

「履修判定試験評価指標」を定義し、「試験実施規約」に基づいて、カリキュラムリーダーによる試験問題の事前の評価と承認を

義務づけることとしている。これら指標と規約により、試験問題作成に関する組織的な基本ルールが定められることになる。 
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4.2.15.7.5.2. 科目を横断する試験用紙書式というものは存在しているか 

現時点では、本校に試験用紙の書式に関するルールは存在していない。そこで、前述（4.2.15.7.3.1、4.2.15.7.3.2）のように、「履

修判定試験評価指標」を定義し、「試験実施規約」に基づいて、カリキュラムリーダーによる試験問題の事前の評価と承認を義

務づけることとしている。「履修判定試験評価指標」に試験用紙の書式に関する評価項目を入れることにより、科目を横断する試

験用紙書式を実現することができると考える。 

4.2.15.7.5.3. 試験作成ルールには、授業計画との整合性を計るためのルール、問題数の適正を保つためのルー

ル、難易度適正のルール、配点適正のルール、曖昧な採点基準を避けるためのルール（配点の大

きい記述問題などをできるだけ避けるためのルール）、問題文の曖昧さを避けるためのルール、試

験解答時間の適正を保つためのルールなどが含まれているか 

現時点では、本校に試験問題作成に関するルールは存在していない。そこで、前述（4.2.15.7.3.1、4.2.15.7.3.2）のように、「履修

判定試験評価指標」を定義し、「試験実施規約」に基づいて、カリキュラムリーダーによる試験問題の事前の評価と承認を義務

づけることとしている。 

「履修判定試験評価指標」には、授業計画書と試験問題との整合性（試験範囲、難易度、問題数、配点、出題分布、試験時間

などに関する整合性）、問題文内容、出題形式、試験用紙形式、実習試験など多角的な評価項目を盛り込むこととしている。 

4.2.15.7.5.4. 以上の作成ルールに基づいて、学生の実力が試験点数にきちんと分布する試験になっているか。

上位点数、下位点数、中位点数のそれぞれに受験者の点数分布が偏向したり、60点未満の不合格

者がたくさん出たりするような試験になっていないか 

現時点では、本校に試験問題作成に関するルールは存在していないため、学生の実力分布を正しく反映する試験問題になって

いるかどうか検証できていない。そこで、前述（4.2.15.7.3.1）のように、「履修判定試験評価指標」を定義し、「試験実施規約」に

基づいて、カリキュラムリーダーによる試験問題の事前の評価と承認を義務づけることとしている。そして、「履修判定試験評価

指標」には、授業計画書と試験問題との整合性（試験範囲、難易度、問題数、配点、出題分布、試験時間などに関する整合性）、

問題文内容、出題形式、試験用紙形式、実習試験など多角的な評価項目を盛り込むこととしている。本校は、これにより、学生

の実力分布を正しく反映する試験問題を作成する体制が構築できると考える。 

4.2.15.7.5.5. 特に点数分布がずさんになりやすい実習試験作成のルールの適正化は図られているか 

現時点では、本校に、実習試験も含め試験問題作成に関するルールは存在していない。そこで、前述（4.2.15.7.3.1）のように、

「履修判定試験評価指標」を定義し、「試験実施規約」に基づいて、カリキュラムリーダーによる試験問題の事前評価・検証と試

験承認を義務づけることとしている。そして、「履修判定試験評価指標」には、授業計画書と試験問題との整合性（試験範囲、難

易度、問題数、配点、出題分布、試験時間などに関する整合性）、問題文内容、出題形式、試験用紙形式、実習試験など多角

的な評価項目を盛り込むこととしている。 

試験管理が難しく、試験内容と授業計画書との整合性も保ちにくい実習試験については、現在のところ、実習以外の試験と同様

の評価精度には達していないと本校は考えている。しかし、実習試験は必須であることから、引き続き、改善に向けての検討を

進め、「履修判定試験評価指標」には、実習試験の内容評価に特化した項目を追加することとしている。 

4.2.15.7.5.6. グループ学習や作品作成など、学生単独の自立的な能力を測る期末試験においてノイズが入りや

すい要素を排除する仕組みが存在しているか 

グループ学習や作品作成においては、その成果物から学生単独の能力を正確に測ることは容易ではない。グループ学習の場

合は、学生個人に帰せられる分担や実績が曖昧になることが珍しくなく、作品作成の場合は、他学生の助成や支援の影響を排

除する（排除して評価する）ことが難しい。したがって、グループ学習や作品作成の場合、作成段階から一定の統制を加えてい

ないと学生の単独評価が無意味になりかねない。そこで、本校の基本的な姿勢としては、第一に、公正な試験管理が難しく、試

験内容と授業計画書との整合性も保ちにくいグループ学習や作品作成に基づく試験評価ついては、できる限りこれを回避すべ

きものと考える。現状においては、グループ学習も作品作成も、学科ごとに単なる習慣や経験に依存した工夫だけで実施されて

いる。今後、学科や科目の都合により、グループ学習や作品作成に基づいた試験評価が避けられない場合に備えて、グループ
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学習及び作品作成における学生単独評価を可能とするため、実習指導段階における統制方法と成果物の評価方法に関する

項目を、「試験実施規約」と「履修判定試験評価指標」に盛り込むものとする（4.2.15.7.3.1参照）。 

4.2.15.7.6. 試験実施ルール（点検評価と改善計画） 

4.2.15.7.6.1. 試験実施ルールは存在しているか 

現時点では、学科ごとに慣例的な実施方法をとっており、本校全体で明文化されたルールに基づいているとは言えない。そのた

め、前述（4.2.15.7.3.1）のように、試験を事前評価するための「履修判定試験評価指標」と試験実施のルールを定めた「試験実

施規約」を文書化し、制定するものとしている。 

4.2.15.7.6.2. 試験時間は、科目の特性（講義・実習などの）に応じた時間配分となっているか 

現時点では、学科ごとに慣例的な実施方法をとっており、本校全体で明文化されたルールに基づいているとは言えない。そのた

め、前述（4.2.15.7.3.1）のように、試験を事前評価するための「履修判定試験評価指標」を定義し、文書化するものとしている。

「履修判定試験評価指標」には、授業計画書と試験問題との整合性（試験範囲、難易度、問題数、配点、出題分布、試験時間

などに関する整合性）、問題文内容、出題形式、試験用紙形式、実習試験など多角的な評価項目を盛り込むものとしているた

め、科目の特性（講義・実習などの）に応じた時間配分に関する項目もこれらに含まれる。 

4.2.15.7.6.3. 実習試験は、授業の延長上の作品提出とか、短時間の断片的な作業主義的試験になって 

いないか 

実習試験は時間管理が容易ではない。一科目全コマ分の学習成果を時間制限された実習試験で評価しようとした場合、膨大

な試験時間が必要になる。そこで、一定の作業期間を設け、期日までに実習成果物を提出させるようにした場合は、こんどは他

学生による助成や支援の影響を排除できなくなる。本校としても、現時点における、実習試験による学力評価がその科目全体に

ついて十全かつ十分な精度に達しているとは考えていない。 

現状における改善点としては、特定の作業を試験において課す場合であるなら、その作業が科目の重点ポイントをできるだけ多

く含むように構成したり、同一レベルの重要ポイントを含む複数の作業を課題としたり、あるいは試験時にそのうちからどれか一つ

が本人の意思とは無関係に選ばれて課されるというような方法が考えられる。いずれにせよ前述（4.2.15.7.3.1）の「履修判定試験

評価指標」と「試験実施規約」には、実習試験に特化した項目も盛り込むものとする。 

4.2.15.7.7. 試験用紙・解答用紙（点検評価と改善計画） 

4.2.15.7.7.1. 試験問題には、（解答用紙共々）各問に配点が明示されているか 

現時点では、本校に試験用紙及び解答用紙の書式に関するルールは存在していない。そこで、前述（4.2.15.7.3.1参照）のように、

試験を事前評価するための「履修判定試験評価指標」を定義し、文書化するものとしている。「履修判定試験評価指標」には、

授業計画書と試験問題との整合性（試験範囲、難易度、問題数、配点、出題分布、試験時間などに関する整合性）、問題文内

容、出題形式、試験用紙形式、実習試験など多角的な評価項目を盛り込むものとしているため、試験用紙及び解答用紙の形

式（配点明記）に関する評価項目もこれらに含まれる。 

4.2.15.7.7.2. 解答用紙は、採点後本人に、新期開始前（あるいは開始時）に返却しているか 

現時点では、実習試験など、答案返却が難しい科目試験もあり、各試験の解答用紙（あるいは、試験解答実態そのものを示す

もの）を返却するための、試験全体を管轄する明示されたルールは存在していない。そこで、前述（4.2.15.7.3.1）の「試験実施規

約」に、採点済み解答用紙と正解の配布に関するルールを加えるものとする。 

4.2.15.7.8. 点数評価（点検評価と改善計画） 

4.2.15.7.8.1. 本校の点数評価についての考え方 

本校は、履修判定試験の点数は、学生の学業成績であると同時に、そのまま本校の教育実績を表していると考える。したがって、

試験の点数は、単純に学生の成績評価に用いるだけでなく、カリキュラム改善、授業計画書改善、教員の専門性・教育力改善、
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教育環境改善の要素を見出すための貴重な素材でもある。しかし、試験の点数からそのような各種の改善の要素を見出すため

には、試験の点数が適切かつ迅速に収集され、多様な分析に応えられるようにさまざまな統計量として算出されることを前提とす

る。このような体制は、データの入力から統計量の算出まで一貫して行えるシステムの導入を必要とする。これには、前述の「教

育管理システム」（4.2.4.3 参照）を利用することが最適である。そのために、この「教育管理システム」には、履修判定試験の入

力から各種統計量の算出及びその帳票出力まで実装しておくものとする。 

4.2.15.7.8.2. 点数評価とカリキュラム・授業計画書の改善 

前述（4.2.15.7.8.1）のシステムを導入するだけでは、試験点数に基づいた各種統計量の算出にとどまってしまう。したがって、各

種統計量を分析し、そこに含意されるカリキュラム改善、授業計画書改善、教員の専門性・教育力改善、教育環境改善の要素

を見出し、さまざまな改善案の検討へと結びつけていかなければならない。そこで、そのための機会として、追再試も含めた履修

判定試験後に学校単位で実施される「科目総括会議」を設置するものとする。「科目総括会議」においては、校長、カリキュラム

リーダー、シラバスリーダーを中心に、試験点数分布の原因究明や改善策の検討を行い、科目ごとに必要な措置を決定するも

のとする。 

さらに、「科目総括会議」の決定を受けて、学科ごとに前述（4.2.15.1.2）の「授業管理会議」を開催し、カリキュラムリーダー（及び

学科長）は、科目担当教員（常勤・非常勤）に対して必要な指導を行うものとする。 

なお、「科目総括会議」は、「カリキュラム編成管理会議」の下位会議、「授業管理会議」の上位会議という位置づけとし、カリキュ

ラムリーダーは、「科目総括会議」における試験点数、カリキュラム、授業計画書、授業実態、科目担当教員の専門性・教育力

への評価を踏まえ、カリキュラムや授業計画書の改善要素、科目担当教員の専門性・教育力の改善要素を見出し、次年度カリ

キュラム案及び「教員研修計画書」、「教員配置計画書」（4.2.9.1 参照）案へと反映させたのちに、次年度カリキュラムを検討す

る「カリキュラム編成管理会議」に臨むものとする。 

4.2.15.7.8.3. 各科目の試験点数の分析は、授業担当者、試験作成者を超えてなされているか 

2012 年度より、各期期末試験の終了後、各科目試験結果の分布分析を科目横断的に行っている。しかし、分析方法や分析結

果を共有する統一的な制度がなく、科目ごとの現状把握に留まり、本校教育力の改善・向上に役立てられるような体制は存在し

ていない。そのため、前述（4.2.15.7.8.1）のように、「システム管理部」が試験点数結果を収集・集計する「教育管理システム」を

導入することとしている。さらには、前述（4.2.15.7.8.2）のように、「教育管理システム」から得られる各種統計量を分析し、改善案

を検討する、学校単位の「科目総括会議」を設置し、これにより、試験点数の分析は、授業担当者、試験作成者を超えてなされ

るものと考える。 

4.2.15.7.8.4. 点数記入フォーマットは、少なくとも学科単位で統一されているか 

機械的な自動入力か教職員による手入力かの違いはあるが、既存の成績管理システムの共有フォーマットに入力している。ま

た、入力すればローデータとしてすべての学校・学科の集計は可能である。 

4.2.15.7.8.5. 学生の科目偏差値、学科内偏差値などが期毎に集計されるようなフォーマットになっているか 

前述（4.2.15.7.8.4）のように、点数記入の入力フォーマットは統一されており、入力されたローデータを集計することで、科目、学

科及びクラス毎の平均点や偏差値などは比較対照できる状態である。しかし、これらの数値が自動的に集計されるフォーマット

にはなっておらず、現状は教職員がローデータを演算ソフトに落とし、平均点、標準偏差を出し、表やグラフにまとめることを手作

業で行っていることから、集計まで一貫してフォーマット化されているとは言い難い。そのため、前述（4.2.15.7.8.1）のように、2015

年度内に、「システム管理部」が試験点数結果を収集・集計する「教育管理システム」を導入することとしている。これにより、点

数入力から学生の科目偏差値、学科内偏差値といった統計量の算出までを統一的に行える形になる。 
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4.2.15.7.8.6. そのフォーマットの中には、平均点のみならず、点数分布を表現するような標準偏差表示なども存

在しているか 

前述（4.2.15.7.8.4）のように、平均点、偏差値、標準偏差から得点分布を出すことは可能であるが、集計まで一貫してフォーマッ

ト化されているとは言えない。前述（4.2.15.7.8.1）の「教育管理システム」導入により、試験点数の平均点・標準偏差・偏差値など

の各種統計量の算出と一定度の分析結果の帳票出力を実現する見込みである。 

4.2.15.7.8.7. 上位、中位、下位のそれぞれに試験点数が偏向した分布をしていたり、二峰性を示していたり、基

準合格点（60点）を満たせない点数が大きく広がって散漫な分布になったりしている場合の 

原因特定や対策が組織的に行われているか 

前述（4.2.15.7.8.4）のように、標準偏差から得点分布を出し、これを分析して、分布の偏向、二峰性、散漫さを確認するところま

ではできている。しかし、その原因特定に関しては、試験の出題方法の不備や難易度の設定の不備であるということの発見が限

界であり、その対策が組織的に行われる段階には達していない。そのため、「教育管理システム」から得られる各種統計量を分

析し、そこからさまざまな改善案を検討する、学校単位の「科目総括会議」を設置するものとしている（4.2.15.7.8.2 参照）。この

「科目総括会議」において、学校長、カリキュラムリーダーを中心に、試験点数の偏向分布の原因究明や改善策の検討を行い、

カリキュラム全体及び科目ごとに必要な改善措置（教員への改善指導も含め）を決定するものとしている。これにより、点数分布

の原因特定や対策が組織的に行うことができるものと考える。 

4.2.15.7.8.8. 点数分析や対策会議にはカリキュラム開発・管理者が主導的に関わっているか 

現時点では、分析方法や分析結果を共有する統一的な制度がなく、各科ごとの現状把握に留まり、そのフィードバックをカリキュ

ラムリーダーが主導して組織的に行うような体制は存在していない。そのため、試験点数結果を収集・集計する「教育管理シス

テム」を導入し（4.2.15.7.8.1 参照）、そこから得られる各種統計量を分析し、改善案を検討する、学校単位の「科目総括会議」を

設置するものとしている（4.2.15.7.8.2 参照）。この「科目総括会議」において、学校長、カリキュラムリーダーを中心に、試験点数

の偏向分布の原因究明や改善策の検討を行い、カリキュラム全体及び科目ごとに必要な改善措置を決定するものとしている。

これにより、点数分布の原因特定や対策において、カリキュラム開発・管理者が主導的に関わることができるものと考える。 

4.2.15.7.9. 合否認定・合否総括（点検評価と改善計画） 

4.2.15.7.9.1. 本校における合否認定基準 

履修判定試験においては、追再試の結果も含めて、公正かつ適切な合否認定を行えなければならない。本校には、学則細則

において、卒業認定の要件として、各科目 80％以上の出席率でなければ成績評価を受けることができず、各教科の成績評価

が 100点満点の 60点以上でなければならないという成績評価の合否認定基準をもち、これを厳密に運用している。しかし、この

60 点という成績がどのように導き出されるものなのかということに関しては、試験に平素の学習状況が加味されるということしか規

定されていない。そこで本試験、追試、再試の全体に関する最終的な合否認定基準、「履修判定基準」を設置するものとする。 

4.2.15.7.9.2. 個々の学生の試験点数は、試験終了後迅速に処理され、学校管理者（校長・学長など）にまで即座

に共有されているか 

現時点では、学生の試験点数を集約し、学校管理者（学長・校長など）及び学科教育責任者（学科長・カリキュラムリーダー）に

即座に共有されるような体制は構築されていない。そのため、前述（4.2.15.7.8.1）のように、「教育管理システム」を導入すること

としている。これにより、学生の試験点数が迅速に本校の学校管理者、学科教育責任者に共有されると考える。 

4.2.15.7.9.3. 試験結果後の試験の妥当性などの検討を行う会議は年間スケジュールの中に組み込まれて 

いるか 

現時点では、本校に、試験後に試験の妥当性に関する分析・検討を行う正式な会議は存在しない。そのため、前述

（4.2.15.7.8.2）の「科目総括会議」がその趣旨をもった会議として設置される予定である。2016 年度内に、「科目総括会議」の規

約、開催時機、参加メンバー、運用方針、運用方法、運用形態を制定し、文書化することとしている（4.2.15.7.8.2参照）。 
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4.2.15.7.9.4. 試験の合否認定が担当教員任せになっていないか 

全科目の試験が、その採点基準とともに、科目責任者が作成し、試験実施、採点、集計も、厳密に行われているため、科目担

当者による恣意的な試験採点により合否が判定されるという可能性は極めて低い。しかし、成績評価には、科目ごとに統一はさ

れているものの任意設定できる平常点というものがあり、この部分で授業担当者の裁量が影響しないとは言い切れず、成績不良

者には再試も実施できる。そこで、「平常点」の厳密な採点基準を「履修判定基準」に加え、再試験の採点は科目担当者以外の

者しか行えないという規定を「試験実施規約」（4.2.15.7.3.1 参照）に追加する。そのうえで、履修判定試験後に実施される学校

単位の「科目総括会議」において、「履修判定基準」（4.2.15.7.9.1 参照）に則り、校長、カリキュラムリーダーによる確認のもと、最

終的な合否判定を行うものとする（4.2.15.7.8.2参照）。 

4.2.15.7.9.5. 60点未満の不合格者をどう処理するのかの基本ルールなどは存在しているか 

現時点では、試験不合格者の処遇に関して、学則細則における「学業成績不良者に対して、再試験を行うことがある」というルー

ル以外は設置されていない。そこで、前述（4.2.15.7.9.1）のように、「履修判定基準」を制定し、60 点未満の不合格者に対するよ

り厳密な対応ルールを加えるものとする。 

4.2.15.7.9.6. 履修認定率（合格者が受験者の何パーセントを占めるべきか）の目標などが存在しているか 

前述（エラー! 参照元が見つかりません。）のように、99％としている。 

4.2.15.7.9.7. 履修認定率目標に関してはカリキュラム開発者の管理事項になっているか 

本校においては、履修認定率をはじめとする基本指標の目標値については、前述（2.1.1）のように、現時点では、校長、本部長

からなる学校法人本部が決定しているが、2015 年度以降は、カリキュラムリーダーが参加する「カリキュラム編成管理会議」によ

って決定され、履修率の目標達成はカリキュラムリーダーの管理事項とされる（2.1.3参照）。 

4.2.15.7.9.8. 各科目の履修率や点数分布に問題がある場合、原因を特定し、対策を立てる組織上の仕組みが存

在しているか 

現時点では、各科目の履修率や点数分布の分析や改善策の検討を組織的に行うような体制は構築されていない。そこで、前

述（4.2.15.7.8.2）のように、期末試験後に実施される学校単位の「科目総括会議」において、校長、カリキュラムリーダーを中心に、

試験点数の偏向分布の原因究明や改善策の検討を行い、カリキュラム全体や科目ごとに必要な改善措置を決定することとして

いる。さらには、「科目総括会議」の決定を受けて、学科ごとの「授業管理会議」（4.2.15.1.2 参照）において、カリキュラムリーダー

（及び学科長）は、科目担当教員（常勤・非常勤）に対して、必要な改善指導（授業計画書、授業資料の改善・授業内容及び運

営の改善など）を行うこととしている（4.2.15.7.8.2参照）。 

4.2.15.7.9.9. 試験期間終了と学生への合否発表日時との間に、当該期の授業計画・試験結果（試験点数分布）

などを考慮に入れた授業評価＋教員評価を行う期総括会議のようなものが存在しているか 

現時点では、各科目の履修率や点数分布の分析や改善策の検討を組織的に行うような体制は構築されていない。そこで、前

述（4.2.15.7.8.2）のように、期末試験後に実施される学校単位の「科目総括会議」において、校長、カリキュラムリーダーを中心に、

試験点数の分析に基づいた授業評価、教員評価を行い、必要な改善措置を決定することとしている。さらには、その決定を受け

て、学科ごとに前述（4.2.15.1.2）の「授業管理会議」を開催し、カリキュラムリーダー（及び学科長）は、科目担当教員（常勤・非

常勤）に対して、必要な改善指導（授業計画書の改善・授業運営の改善など）を行うこととしている（4.2.15.7.8.2参照）。 

4.2.15.7.9.10. 合否発表は、上記総括会議の結果（承認）を経て発表されているか 

前述（4.2.15.7.9.4）にあるように、合否発表は、「科目総括会議」の結果を経て行われるものとしている。 

4.2.15.7.9.11. 試験結果を来期及び来年度の授業計画にフィードバックするような組織的な総括の仕組みは存在

しているか 

現時点では、本校に、そのような仕組みは存在していない。そこで、試験結果を次期もしくは次年度の授業計画書にフィードバッ

クする多段階のプロセスを導入することとしている。まず、期末試験後に実施される学校単位の「科目総括会議」において、校長、
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カリキュラムリーダーを中心に、試験点数分布の原因究明や改善策の検討を行い、科目ごとに必要な改善措置を決定する

（4.2.15.7.8.2 参照）。その決定を受けて、学科ごとの「授業管理会議」（4.2.15.1.2 参照）では、カリキュラムリーダー（及び学科

長）が、科目担当教員（常勤・非常勤）に対して、授業計画書、授業内容、授業運営に関する改善指導や提案を行う

（4.2.15.7.8.2参照）。 

「科目総括会議」は、「カリキュラム編成管理会議」の下位会議、「授業管理会議」の上位会議という位置づけとし、カリキュラムリ

ーダーは、「科目総括会議」における試験点数、カリキュラム、授業計画書、授業実態、科目担当教員の専門性・教育力への評

価を踏まえ、カリキュラムや授業計画書の改善要素、科目担当教員の専門性・教育力の改善要素を見出し、次年度カリキュラ

ム案・次年度「教員研修計画書」（4.2.9.1 参照）案・次年度授業計画書案へと反映させたのちに、次年度カリキュラムを検討す

る「カリキュラム編成管理会議」に臨むものとする（4.2.15.7.8.2参照）。 

4.2.15.8. 追試・再試の存在について 

4.2.15.8.1. 追試（本試験未受験者に行う試験。点検評価） 

4.2.15.8.1.1. 本校の追再試についての考え方 

本校では、原則として履修判定試験（本試験）の合否によって履修の可否を認定している。それに対して、追試・再試は例外的

な措置であり、本校は、その問題内容及び実施については、本試験受験者との公正を期するため、細心の注意を払うべきであ

ると考える。そのため、前述（4.2.15.7.3.1）のように、「試験実施規約」には、追再試験実施に関するルールも含まれている。なお、

追再試験問題評価者、追再試実施運営者、追再試答案採点者に関する規定もそこに定めるものとする。なお、追再試験問題

評価は、カリキュラムリーダーが担当するものとし、「履修判定試験評価指標」（4.2.15.7.3.1 参照）にしたがって評価するものとす

る。 

4.2.15.8.1.2. 追試は、存在しているか 

現時点では、学科の判断により、学科長管理のもとで追試を行っている事実が認められる。 

4.2.15.8.1.3. 追試実施の組織的なルールは、存在しているか 

本校の学則細則に「病気やその他やむを得ない理由により試験を欠席した者に対して、追試験を行うことがある」という条項があ

る。 

4.2.15.8.1.4. 追試実施の組織的なルールは、厳粛なものとなっているか 

上述（3.2.15.8.1.3）の学則細則における「その他やむを得ない理由」としては、就職試験の受験などの進路公欠があり、その認

定も含めて厳密に守られている。病欠については、診断書の提出を求めるのが原則である。 

4.2.15.8.1.5. 追試実施の組織的なルールの遵守を管理する仕組みは存在しているか 

上述（4.2.15.8.1.4）のように、学則細則の解釈はルールとして徹底されてはいるが、この運用ルールを明文化したものは存在しな

い。また、病欠の認定において診断書が提出できないケースが発生した場合は、最終的に学科長に判断が委ねられるが、この

ことも明文化されていない。また、追再試の実行日、実行・運営者は、少なくとも、学科長、カリキュラムリーダー、科目責任者（シ

ラバスリーダー）を含む会議で決定されるが、このことも明文化されていない。そこで、2015年度内に、追再試試験問題評価者、

追再試実施運営者及び追再試答案採点者の指定も含め、追再試試験実施に関するルールを「試験実施規約」（4.2.15.7.3.1参

照）に盛り込むこととしている。これにより、追試に関する組織的なルールの遵守をより厳密に管理できるようになると考える。 

4.2.15.8.1.6. 追試の実行日、実行・運営者を、授業担当者以上のラインで決めるシステムが存在しているか 

上述（4.2.15.8.1.5）のように、追再試の実行日、実行・運営者は、少なくとも、学科長、カリキュラムリーダー、科目責任者（シラバ

スリーダー）を含む会議で決定される。しかし、このルールを明文化したものはない。そこで、前述（4.2.15.8.1.5）のように、追再試

試験問題評価者、追再試実施運営者及び追再試答案採点者の指定も含め、追再試試験実施に関するルールを「試験実施規

約」（4.2.15.7.3.1参照）に盛り込むこととしている。これにより、追再試の運営体制が一応の完成をみると考える。 
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4.2.15.8.1.7. 追試内容は、カリキュラム開発者の承認を得ているか 

上述（4.2.15.8.1.6）のように、カリキュラムリーダーを含む会議で決定されているが、このことが明文化されていない。そこで、追再

試も含め試験内容については事前にカリキュラムリーダーが評価し、承認を行うことを、前述（4.2.15.7.3.1）の「試験実施規約」に

おいて 2015年度内に規定することとする（4.2.15.8.1.1参照）。 

4.2.15.8.1.8. 追試による能力判定が、本試験と同じかそれ以上のレベルの仕上がりを期待できるものに 

なっているか 

現時点では、追再試による能力判定が本試験と同じかそれ以上のレベルの仕上がりを期待できるものになっているかについて、

評価する仕組みは本校には存在していない。そのため、前述の「試験実施規約」にて、追再試も含め試験内容は事前にカリキュ

ラムリーダーが「履修判定試験評価指標」に基づいて評価し、必要に応じて修正を行う旨を定めるものとする（4.2.15.8.1.1 参照）。

なお、「履修判定試験評価指標」には追再試の難易度水準に関する項目も含まれる。これにより、追再試による能力判定が、本

試験と同じかそれ以上のレベルの仕上がりを期待できるようになるものと考える。 

4.2.15.8.1.9. 追試による仕上がり判定を、信頼性を担保しつつ客観化する仕組みは存在しているか 

現時点では、本校に、追再試による仕上がり判定を、信頼性を担保しつつ客観化する仕組みは存在しない。そこで、本試験問

題と追再試試験問題の難易度を比較する評価項目を前述（4.2.15.7.3.1）の「履修判定試験評価指標」に盛り込むものとする。 

4.2.15.8.2. 再試（本試験の不合格者に行う試験。点検評価と改善計画） 

4.2.15.8.2.1. 再試は、存在しているか 

現時点では、学科の判断により、学科長管理のもとで再試を行っている事実が認められる。 

4.2.15.8.2.2. 再試は、一回のみか 

現時点では、学科ごとにまちまちで、回数は最大で５回まで実施された事例がある。 

4.2.15.8.2.3. 再試実施の組織的なルールは、存在しているか 

本校の学則細則に「学業不良者及びやむを得ない理由なく試験を受けなかった者に対して、再試験を行うことがある」という条

項があるのみで、この条項の厳密な運用ルールが明文化されていない。そこで、前述（4.2.15.8.1.1）のように、追再試試験問題

評価者、追再試実施運営者及び追再試答案採点者の指定も含め、追再試試験実施に関するルールを「試験実施規約」に盛り

込むこととしている。 

4.2.15.8.2.4. 再試実施の組織的なルールは、厳粛なものとなっているか 

上述（4.2.15.8.2.3）のように、現時点では、学則細則の条項があるのみで、この条項の厳密な運用ルールは明文化されていない。

そこで、前述（4.2.15.8.1.1）のように、追再試験問題評価者、追再試実施運営者及び追再試答案採点者の指定も含め、追再試

験実施に関するルールを「試験実施規約」に盛り込むこととしている。これにより、再試に関してより厳格なルールを運用できるも

のと考える 

4.2.15.8.2.5. 再試実施の組織的なルールの遵守を管理する仕組みは存在しているか 

前述（4.2.15.8.1.6）のように、追再試の実行日、実行・運営者は、少なくとも、学科長、カリキュラムリーダー、科目責任者（シラバ

スリーダー）を含む会議で決定される。しかし、このルールを明文化したものはない。そこで、前述（4.2.15.8.1.1）のように追再試試

験問題評価者、追再試実施運営者及び追再試答案採点者の指定も含め、追再試試験実施に関するルールを「試験実施規

約」に盛り込むこととしている。これにより、再試に関する組織的なルールの遵守をより厳密に管理できるようになると考える。 

4.2.15.8.2.6. 再試の実行日、実行・運営者を、授業担当者以上のラインで決めるシステムが存在しているか 

現時点では、本校に、追再試の実行日、実行・運営者を、授業担当者以上のラインで決めるシステムは存在していない。そこで、

前述（4.2.15.8.1.1）のように、追再試試験問題評価者、追再試実施運営者及び追再試答案採点者の指定も含め、追再試試験
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実施に関するルールを「試験実施規約」に盛り込むこととしている。本校は、これにより、追再試の運営を科目担当者以上のライ

ンで決定することができると考える。 

4.2.15.8.2.7. 再試内容は、カリキュラム開発者の承認を得ているか 

前述（4.2.15.8.1.6）のように、追再試の実行日、実行・運営者は、少なくとも、学科長、カリキュラムリーダー、科目責任者（シラバ

スリーダー）を含む会議で決定される。 

4.2.15.8.2.8. 再試による能力判定が、本試験と同じかそれ以上のレベルの仕上がりを期待できるものに 

なっているか 

現時点では、本校に、追再試による能力判定が、本試験と同じかそれ以上のレベルの仕上がりを期待できるものになっているか

を評価する仕組みは存在していない。そのため、前述の「試験実施規約」にて、追再試も含め試験内容は事前にカリキュラムリ

ーダーが「履修判定試験評価指標」に基づいて評価し、必要に応じて修正を行う旨を定めるものとする（4.2.15.8.1.1参照）。なお、

「履修判定試験評価指標」には追再試の難易度水準に関する項目も含まれる。これにより、追再試による能力判定が、本試験と

同じかそれ以上のレベルの仕上がりを期待できるようになるものと考える。 

4.2.15.8.2.9. 再試による仕上がり判定を、信頼性を担保しつつ客観化する仕組みは存在しているか 

現時点では、本校に、追再試による仕上がり判定を、信頼性を担保しつつ客観化する仕組みは存在しない。そこで、本試験問

題と追再試試験問題の難易度を比較する評価項目を前述（4.2.15.7.3.1）の「履修判定試験評価指標」に盛り込むものとする。 

4.2.15.8.2.10. 教員・学生共々、再試制度に安易に頼らない仕組み、日々の授業に集中できる仕組みはできてい

るか 

本校は、再試制度に頼らずに学生の履修を完遂させるためには、コマシラバスを中心とした授業計画体制と、定期的かつ頻繁

な「理解度確認試験」（開始コマと終了コマの間に複数回実施され、一回分の試験範囲を直前の 1～3 コマ以内に限定した試

験）の実施、「理解度確認試験」の結果に基づく学生へのフィードバックとフォローが欠かせないと考える。 

ところで、コマシラバスの作成にあたって、本校教員は、コマシラバスの書式・内容を解説し、記述要領及び記述範例を記載し

た『授業計画書作成手引書』を参照することができる。その中には、復習コマの意義やコマ編成への導入方法が解説されており、

さらに、復習コマの時間を利用して、「理解度確認試験」とその解答解説を実施する手法が解説されている（4.2.14.6、4.2.15.1.2、

4.2.15.1.3 参照）。この手引書にしたがえば、どの科目のコマシラバスにも、一週間に一回程度の割合で、「理解度確認試験」と

その解答解説の実施を織り込むことができる。 

また、カリキュラムリーダーがコマシラバスを評価する際に参照する「授業計画書評価指標」には、2～4コマに 1コマの割合で復

習用のコマ（もしくは「理解度確認試験」用のコマ）を設置しているかどうかについての評価項目が含まれる（4.2.14.6、4.2.15.1.2、

4.2.15.1.3参照）。さらに、現在コマ毎に設定されている復習ドリルをより厳密な理解度チェックとして運用することも考えられる。 

以上により、コマ進行中に「理解度確認試験」とその解答解説のコマがほぼ定期的に設置される。その結果、履修判定試験（期

末試験）しか実施しない場合と比較して、試験の実施頻度が増加し、学生は授業中も比較的高い緊張感が強いられると同時に、

試験実施後に授業内容の中で理解不十分だった箇所を容易に見いだすことができる。これならば勉強に不慣れな学生であっ

ても、復習課題を見出しやすい。それを踏まえて、教員があるときの出題内容に、実施済み試験の復習問題や正答率の低かっ

た問題の再出題を含めれば、いっそうの学習効果を期待することができる。 

 

4.2.15.8.2.11. 大量の再試対象者（試験不合格者）を出した教員に対しての指導は存在しているか 

現時点では、本校に、大量の再試対象者（試験不合格者）を出した教員に対する組織的な指導体制は構築されていない。今

後については、前述（4.2.15.7.8.7）のように、学校単位の「科目総括会議」において、試験点数、授業実態、授業計画書、科目

担当教員の専門性・教育力の評価が行われ、その結果を受けた学科ごとの「授業管理会議」において、カリキュラムリーダー（及

び学科長）が、科目担当教員（常勤・非常勤）に対して授業計画書改善、授業内容・授業運営改善のための指導を行うこととし

ている（4.2.15.1.2参照）。 
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さらに、次年度カリキュラムの形成に向けて、カリキュラムリーダーは、「教員研修計画書」（4.2.10.3 参照）案を更新し、次年度カ

リキュラムを検討する「カリキュラム編成管理会議」で承認を得た後に、科目担当（予定）教員に対して研修参加を指導すること

ができる（4.2.15.7.8.2参照）。 

以上により、本校は、履修不良を引き起こしている教員に対して、十分な指導が行うことができると考える。 

4.2.15.8.2.12. 上記指導後の改善状況を管理する仕組みは存在しているか 

学科単位で開催される「授業管理会議」（4.2.15.1.2 参照）、及び、「理解度確認試験」の結果を集約・集計する「教育管理シス

テム」（4.2.4.3参照）を活用することによって、指導後の科目担当教員の改善状況を管理することができると考える。 

カリキュラムリーダーは、科目授業開始前に開催される「授業管理会議」において、科目担当教員（常勤・非常勤）に対し、授業

計画書の修正・改善指導、授業内容・授業運営に関する課題事項や注意事項の伝達、研修参加指導などを行った後、科目授

業開始後は、「教育管理システム」から得られる「理解度確認試験」の集計結果を評価し、問題が認められた場合には、「授業

管理会議」において、当該科目担当教員（常勤・非常勤）に対して、授業内容・授業運営改善のための指導を行うことができるこ

ととしている。 

さらに、カリキュラムリーダーは、「教育管理システム」による授業評価とは別に、後述する授業参観評価（4.3.3 参照）によって、

授業実態を直接評価し、授業内容・授業運営改善のための指導を行うこともできる（4.3.3参照）。 

以上により、大量の再試対象者（試験不合格者）を出した科目担当教員に対して指導を行った後に、その改善状況を管理する

ことができると考える。 

4.3. 授 業 

4.3.1. 授業計画と授業 

4.3.1.1. 本校の授業計画についての考え方 

本校は、事前かつ入念に作成された授業計画書（シラバス・コマシラバス・試験指標）が存在してこそ、当該科目が応分する教

育目標（職業人材目標）の水準に学生を到達させる蓋然性を高めることができると考える。したがって、授業計画書は、あらゆる

想定可能な授業阻害要因（学生の個人的資質、基礎学力の水準など）を考慮し、学生を確実に教育目標に到達させることがで

きるように形成されると同時に、実際の授業は、原則的に授業計画書に忠実に実施されるものでなければならない。 

4.3.1.2. 授業は、授業計画（シラバス・コマシラバス・試験指標）に基づいて実施されているか 

現時点では、全校全学科全科目の授業計画書が完成していない。まず、全校全学科全科目の授業計画書を完成させるものと

する。 

4.3.1.3. 授業が授業計画通りに実施されていることについて、授業先頭コマから最終コマに至るまで、つまり履修

判定試験結果が出るまでに検証するシステムは存在しているか 

現時点では、科目のコマ進行を検証するようなシステムは存在していない。しかし、カリキュラムリーダーは、「教育管理システ

ム」を活用することにより、「理解度確認試験」（2～4 コマ割合で実施され直前の 1～3 コマ分の学習内容を対象とする試験）の

集計結果を確認し、コマ進行が正常であるかどうかそのつど評価することができる（4.2.15.8.2.10 参照）。さらに、後述する授業

参観評価によって、カリキュラムリーダーが授業実態を直接評価することもできる（4.3.3 参照）。これにより、授業が授業計画通り

に実施されていることを検証できると考える。 

4.3.1.4. 授業が授業計画通りに実施されていることについて、授業が全コマ終了した後、あるいは履修判定試験

が終了した後に検証するシステムは存在しているか 

現時点では、そのようなシステムは存在しない。そこで、本校は、履修判定試験点数の集計結果及び授業中に実施された「理

解度確認試験」点数（4.2.14.6 参照）の集計結果を比較対照することにより、授業が全コマ終了した後、あるいは履修判定試験

が終了した後に授業が授業計画通りに実施されていたかどうかを検証することができるのではないかと考える。 
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2016 年度に導入した「教育管理システム」は、履修判定試験と「理解度確認試験」の点数の集計結果、各種統計量を提供する

（4.2.15.7.8.1 参照）。期末試験後に実施される学校単位の「科目総括会議」においては、これら試験点数の集計結果、各種統

計量を分析して、授業計画書・授業実態・履修判定試験結果との相互評価を行うものとする（4.2.15.7.8.2参照）。 

この結果を受けて、カリキュラムリーダー（及び学科長）は、「授業管理会議」を通じて、科目担当教員（常勤・非常勤）に対して、

授業計画書改善、授業内容・授業運営改善といった指導を行うものとする（4.2.15.7.8.2参照）。 

以上により、授業が授業計画通りに実施されていることについて、授業が全コマ終了した後、あるいは履修判定試験が終了した

後に検証するシステムを構築することができると考える。 

4.3.1.5. 授業が授業計画通りに実施されていることについて、学生授業アンケート以上に検証できるシステムは

存在しているか 

現時点では、学生アンケート以外に授業が授業計画通りに実施されているかを検証するシステムは存在していない。しかし、前

述（4.3.1.4）のように、「教育管理システム」の試験点数（「理解度確認試験」・履修判定試験の点数）集約・集計機能を利用し、

「科目総括会議」では、授業実態・授業計画書・履修判定試験結果を相互比較し、授業実態が授業計画書とどの程度一致して

いるかについて検証することができると考える。 

4.3.1.6. 〈授業計画〉を記した文書（「講義要項」「シラバス」などと言われたりするもの）は、学生に公開されている

か 

現時点では、全校全学科が、授業計画書（シラバス・コマシラバス・履修判定指標）を完成させているわけではなく、学生に公開

しているわけでもない。また、学生への公開を考慮した書式・体裁を定めてもいない。今後、学生の閲覧を考慮した公開用の書

式・体裁を決定したうえで、全校全学科全科目の授業計画書を完成させ、学生に公開するものとする。 

4.3.2. 授業運営 

4.3.2.1. 授業運営方法 

4.3.2.1.1. 本校の授業運営についての考え方 

本校は、本校の教育目標（職業人材目標）は、基本指標目標値の設定、カリキュラムの開発、授業計画書の作成、授業実施の

順で実現に移されるものと考える。この中で、基本指標目標値から授業計画書までは合議的に品質管理を行いうるが、最後の

授業実施については、科目担当教員個人の専門性や授業運営能力に依存してしまう。もちろん、授業の内容（的展開）につい

ては、授業計画書によって質保証が担保され、教員個人のとくに専門性については、「教員研修計画書」（4.2.9.1）に基づいて事

前に必要な専門知識の補強を行っておくことができる。しかし、最後の授業実施では、授業時間をリアルタイムに管理する科目

担当教員個人の授業運営能力によって、授業計画の実行が阻害される可能性がある。そこで、本校は、授業運営の質保証を

図るために授業運営・授業手順の規約として「授業運営規約」を定めるものとする。ただし、科目担当教員個人の授業運営能力

には、教育者としての多彩で個性的な魅力も少なからず反映していることから、それを排除しない範囲に限定したうえで「授業運

営規約」を定めるものとする。 

 

4.3.2.1.2. 授業の質保証を図るための授業運営方法に関するルールは存在するか 

現時点では、授業の質保証を図るための授業運営方法に関するルールは存在していない。そこで、前述（4.3.2.1.1）のように、20

授業の準備段階から授業終了後の補習実施まで含めた授業運営・授業手順の規約「授業運営規約」を制定、文書化するもの

とする。 

4.3.2.1.3. 上記ルールは、組織的に共有されているか 

文書化された「授業運営規約」は、「システム管理部」により管理され、イントラネットを利用したシステムを通じて、全教職員に共

有されるものとする（2.1.3・2.1.5参照）。 
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4.3.2.2. 出席管理（点検評価と改善計画） 

4.3.2.2.1. 本校の出席管理についての考え方 

授業計画通りに授業を運営するための第一の条件は、学生の出席である。学生が出席し、授業に参加することなしには授業計

画の実現は危ういものになる。そこで万一欠席した学生に対しては適切な補習対応や学生生活指導が行われなければならない。

また、欠席率が高い学生は、すでに学業不振や環境不適応のような潜在的な退学要因を抱えている可能性もある。その場合は、

すみやかにその徴候を掴み、授業内容のフォロー、補習対応や学生生活相談などの措置を行う必要がある。いずれにしても、ま

ず学生の出席状況を即時に把握し、迅速かつ適切な対応がとれる体制の確立が必要である。そのためには、「出欠基準」の定

義と文書化、出欠状況（個々の学生、クラス全体、学科全体、校全体について）を即自に把握し、管理するシステムの導う入が

不可欠である。 

 

4.3.2.2.2. 学生の出欠席状況が授業担当教員の上位管理者にリアルタイムに（少なくとも毎コマ時間終了時に

は）わかる仕組みが存在しているか 

現状では、このような仕組みは存在しない。事前に連絡があった学生のみ把握できるようになっている。 

4.3.2.2.3. 出欠席の管理ルールのようなものは存在しているか 

学則細則に準ずるルールとして学生の手引きに記載され、非常勤を含む教職員に周知され、厳格に運用されているルールがあ

る。 

4.3.2.3. 授業計画と授業 

4.3.2.3.1. （「講義要項」「シラバス」などと言われたりするもの）は、毎授業コマにおいて、学生は持参し、授業中に

も参照しているか 

現時点では、全校全学科が、授業計画書（シラバス・コマシラバス・履修判定指標）を完成させているわけではないため、学科

によって異なる状況にある。今後、全校全学科全科目の授業計画書を完成させ、学生は授業時に必ず持参し、参照するように

指導するものとする。 

4.3.2.3.2. 〈授業計画〉を記した文書類は、毎授業時間ごと、学生が持参し参照しやすい体裁になっているか 

現時点では、全校全学科が、授業計画書（シラバス・コマシラバス・履修判定指標）を完成させているわけではない。また、書

式・体裁についても、学生の閲覧をとくに配慮したものにはなっていない。今後、学生の閲覧を考慮した公開用の書式・体裁を決

定し、文書化するものとする。 

4.3.2.3.3. 〈授業計画〉で指示された参照資料などは、毎授業コマにおいて、積極的に活用されているか 

現時点では、授業における参照資料の活用状況について検証できていない。今後に向けて、授業計画で指示された参照資料

を授業で積極的に活用しているかどうかを検証するためには、二つの方法があると考える。一つは、該当コマの理解度を問う「理

解度確認試験」（4.2.14.6参照）の解答解説中に、その参照資料がどれくらい参照されているかを確認することである。もう一つは、

カリキュラムリーダーや学科長といった授業管理者が、直接、授業参観評価（4.3.3）を行い検証するという方法である。 

前者については、「授業運営規約」（4.3.2.1.1 参照）の「授業準備」の項に、「理解度確認試験」の出題内容及び解答解説資料

については事前にカリキュラムリーダーによる評価と承認を受けるという項目を追加するものとする。この段階の評価により、参照

資料の授業内での活用度を推測することができる。 

後者については、後述する授業参観評価（4.3.3 参照）の規約、評価者、実施時期、実施方法、評価方法、評価基準を制定し、

文書化するものとする。以上によって、カリキュラムリーダーもしくは授業管理者は、授業における参照資料の活用状況を検証し、

必要に応じて、「授業管理会議」（4.2.15.1.2参照）を通じて、科目担当教員を指導することができるものと考える。 
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4.3.2.4. 日々の授業管理 

4.3.2.4.1. 毎コマの授業においては、授業冒頭、その日の授業内容全体を概観するような工夫が存在して 

いるか 

現時点で、本校における授業概観の実施状況は、教員によって異なったものとなっている。また、授業概観に関する規約や標準

的方法、配布文書の書式、管理者による事前承認の手続きの仕方などについてもとくに制定されていない。今後制定される「授

業運営規約」（4.3.2.1.1参照）に、授業概観の規約、授業概観の方法、配布文書の書式についての項目を盛り込むものとする。 

4.3.2.4.2. 毎コマの授業においては、授業終了時、小テストや振り返りなどのコマ復習の工夫が存在して 

いるか 

現時点で、小テストや振り返りなどのコマ復習導入は、多くの講義授業で実施されている。 

4.3.2.4.3. 毎コマの授業においては、突出した学生やできない学生双方に配慮した仕組みが存在しているか。

“吹きこぼれ”や“落ちこぼれ”を出さないような工夫が存在しているか 

現時点では、本校においては、“吹きこぼれ”や“落ちこぼれ”対策として、一定の方法や体制が確立されているわけではない。

本校としては、直接的な“落ちこぼれ”対策は、防止対策としては授業に補助教員を配置すること、事後対策としては手厚い補

習対応を実施することがあるが、いずれも教員による大きな尽力が必要になると考える。むしろ、間接的な防止対策として、授業

計画書の段階で対策を織り込んでおくことが最良かつ第一次的な方法であると考える。そこで、前述（4.2.8.3）のように、“落ちこ

ぼれ”対策として、科目編成の中で先行する科目が後続する科目の内容を概論的に含む、もしくは、逆に、後続する科目が先行

する科目を概論的に含むように接続させること、そしてコマ編成の中で 2～4 コマに 1 コマの割合で復習コマ（もしくは「理解度確

認試験」・解答解説のコマ）を設置することの二つを有効な方法として考えている（4.2.3、4.2.8.3 参照）。そして、これら二点とも

「カリキュラム評価指標」の評価要素に含め、2015 年度内に制定される「カリキュラム編成管理会議」（4.2.3 参照）において、カリ

キュラム・コマシラバス評価の際に参照されるものとしている（4.2.8.3参照）。 

さらに、「コマ編成の中で 2～4コマに 1コマの割合で復習コマ（もしくは「理解度確認試験」・解答解説のコマ）を設置すること」に

ついては、「授業計画書評価指標」（4.2.14.5、4.2.15.1.2 参照）にも再度盛り込まれ、『授業計画書作成手引書』（4.2.15.2.1 参

照）においても解説を行う。このように多段階的な評価と改善を踏まえて完成された授業計画書（コマシラバスを含む）は、最終

的に学科単位で開催される「授業管理会議」において承認される（4.2.15.1.2参照）。 

さらに二次的な（“落ちこぼれ”発生後の）“落ちこぼれ”対策として、授業中に実施された「理解度確認試験」（4.2.14.6 参照）の

結果に基づいて、コマ単位（もしくは 1～3 コマ単位）の履修不良者を見つけ出し、授業のコマ進行の水準に復帰させるために補

習対応を行うという方法がある。この場合、履修不良が判明した段階で即日に補習対応を実施することがもっとも望ましい。 

 

4.3.2.4.4. 毎コマの授業においては、予習・復習を喚起するような仕組みが存在しているか 

現時点では、授業計画書に「復習・予習課題」という項目が含まれているが、実際の授業における授業運営・授業手順に関する

規約を定めていないため、予習・復習を喚起する仕組みもとくに制度化されていない。今後、定義される「授業運営規約」

（4.3.2.1.1 参照）に、授業時間中にコマシラバスに記載された「復習・予習課題」（4.2.15.4.1 参照）の提示を行うことを盛り込むも

のとする。 

4.3.2.4.5. 毎コマ単位の履修不良者に対する補習対応はできているか 

現時点では、本校において、学期途中での履修不良者の検出方法及び補習などの履修不良者対策についてとくに制度化され

ていない。今後、制定される「授業運営規約」（4.3.2.1.1 参照）の「授業後処理」の項目に、2～4 コマに 1 コマの割合で実施され

る復習コマもしくは試験コマ（「理解度確認試験」（4.2.14.6、4.2.15.1.2 参照）によって発見された履修不良者に対する補習対応

の履修不良判明即日実施を規定するものとする。しかしながら、本校は、「理解度確認試験」の実施頻度は、現状案の 2～4 コ

マに一回ではなく、毎コマの実施がもっとも望ましいと考える。その場合は、コマ単位で履修不良者を発見し、コマ単位で補習対

応できるため、履修不良者の履修不良状況を最短で解消することができるからである。現状案では、『授業計画書作成手引書』

にも「授業計画書評価指標」にも、「理解度確認試験」の実施頻度は、2～4コマに 1コマとされており、これは、復習コマの一環と
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して試験コマを考えているからである。これに対して、履修不良者の発見と迅速な対応という異なる目的により、「復習コマ」の実

施とは独立させて、「理解度確認試験」の運用を考える必要がある。そこで、復習コマもしくは試験コマ（「理解度確認試験」・解

答解説を実施するコマ）の設置は、2～4コマに 1コマの割合としているが、復習コマの設置とは別に、「理解度確認試験」と解答

解説を毎コマ実施し、即日補習対応を行うという方式に、さらに改善するものとする。これに伴い、『授業計画書作成手引書』、

「授業計画書評価指標」の内容を改定するとともに（4.2.15.1.3 参照）、「授業運営規約」の「理解度確認試験」及び「授業後処

理」の項目も改定するものとする。 

4.3.2.4.6. 毎コマ単位の履修不良者を発見する仕組みは存在しているか 

本校は、履修不良者の発見には、科目の先頭コマから末尾コマの間において高頻度で実施される「理解度確認試験」がもっとも

有効であると考える。 

4.3.2.4.7. 毎コマ単位の履修不良者に対するその日の内での補習対応はできているか 

現時点では、本校にそのような補修対応のシステムは存在していない。そこで、前述（4.3.2.4.5）のように、2015 年度内に、2～4

コマに 1 コマの割合で復習コマもしくは試験コマ（「理解度確認試験」・解答解説を実施するコマ）を組み込み、その結果に基づ

いた即日の補習対応を実施するという制度を構築することとしている。 

4.3.2.4.8. 上記「補習対応ができている」という認識を授業担当者以外の者が共有する仕組みは存在して 

いるか 

現時点では、本校に補習対応の状況を共有できるような仕組みは存在しない。そこで、現在導入されている「教育管理システ

ム」に、前述（4.2.15.4.10）のＥラーニングシステムに実装されている「復習ドリル」「理解度確認試験」の結果と連動して、補習対

応状況をカリキュラムリーダーや学科長も含めて共有できるような機能も備えておくものとする。 

4.3.2.5. 授業実施ルール（点検評価と改善計画） 

4.3.2.5.1. 遅刻・早退判定を含む出欠席判定の組織的なルールは存在しているか 

前述（4.3.2.2.3）のように学則細則に準ずるルールとして学生の手引きに記載され、非常勤を含む教職員に周知され、厳格に運

用されているルールがある。 

 

4.3.2.5.2. 遅刻判定を含む出欠席判定の組織的なルールの遵守や管理を徹底する仕組みは存在しているか 

前述（4.3.2.2.3）のように、学則細則に準ずるルールとして学生の手引きに記載され、非常勤を含む教職員に周知され、厳格に

運用されているルールがある。 

4.3.2.5.3. 遅刻判定を含む出欠席データは、授業担当者を超えた上位管理者と共有できているか 

現状では、学科会議での報告で共有されている。 

4.3.2.5.4. 遅刻判定を含む出欠席データは、毎授業コマ終了時点で上位管理者と共有できるようになっているか 

現状では、そのようなシステムは構築されておらず、今後システムを構築する。 

4.3.2.5.5. 出欠席状況を、補習対策、退学率低減対策につなげるような評価と組織的な取り組みが存在している

か 

現時点では、そのような評価と取り組みはできていない。2016 年度に導入した「教育管理システム」に、試験点数集約・集計機

能（4.2.15.8.2.10 参照）、補習対応状況確認機能（4.3.2.4.8 参照）を組み込み、前述（4.3.2.2.2 参照）の学校情報システムの出

席管理機能と連携させて、出欠管理と授業管理を相関させるのに必要な情報を迅速に入手できるようにするものとする。さらに、

2015年度内に定義される「授業運営規約」（4.3.2.1.1参照）に、「出欠基準」と「出欠指導」の項目（4.3.2.1.1参照）、履修不良者

に対する補習対応（即日実施）についての項目（4.3.2.4.5参照）を盛り込むものとする。 

以上により、出欠席状況を、補習対策、退学率低減対策へと結びつけて活動する組織的な取り組みが構築できると考える。 
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4.3.3. 授業参観評価（点検評価と改善計画） 

4.3.3.1. 本校の授業参観評価についての考え方 

本校は、授業参観評価（参照文献・参照資料評価も含む）は、授業実態及び科目担当教員の専門性・教育力・授業運営能力

をもっとも端的に評価することができる機会であると考える。「教育管理システム」は、既存の学校情報システムと連動させること

で、各種試験点数の結果、出欠状況、補習対応状況に関する多角的な情報を提供することになっている。しかし、それらは授業

実態を推し量る間接的な指標にすぎない。それに対して、授業参観評価は、評価者がその場に居合わせなければならないとい

う制約があるものの、授業実態を直接的に観察できるため、上記諸指標に影響を与えた要因を特定できる最も有力な機会と考

えられる。実際に、さまざまな指標から推論をめぐらせるよりも、百聞は一見にしかず、授業参観評価を一度でも行うほうが、確実

な授業評価・教員評価を生み出せることがある。そこで、本校は、有意な授業参観評価を実現するために、授業参観評価の指

標、実施時機、実施方法、実施形態、評価者、評価結果の反映機会などについて定めておく必要があると考える。 

4.3.3.2. 授業参観評価の実施体制 

本校は、授業参観評価において、授業のどのような点をどのように評価するのか、つまり、授業参観評価指標が他のすべての条

件を決定すると考える。これまでの自己点検評価の観点から、授業参観評価指標に含まれるべき項目は、大別して授業の内容

面と運営面に分類することができる。内容面の項目とは、「カリキュラム評価指標」（4.2.3 参照）・「授業計画書評価指標」

（4.2.15.1.2 参照）に基づいた授業計画書と授業実態の合致度に関する評価項目である。運営面の項目とは、「授業運営規約」

（4.3.2.1.1 参照）順守に関する評価項目である。これらの評価項目を考慮すると、とくに内容面の評価項目はより専門的な知見

を必要とするという意味で、カリキュラムリーダーこそ授業参観評価の評価者としてもっとも適切であると考えられる。カリキュラム

リーダーは、内容面の評価項目に関わる、カリキュラムの教育目標・職業人材目標、授業計画書に関して、もっとも専門的な知

見を有するからである。カリキュラムリーダーに準ずる評価者としては、学科長または校長といった管理者が考えられる。授業参

観評価の時期としては、毎コマが理想的であるが、「カリキュラム編成管理会議」、「科目編成会議」、「授業管理会議」において

そのつど検討し、柔軟に運用していくものとする。授業参観評価の評価結果は文書化され、教育管理者・授業管理者に共有さ

れたうえで、「授業管理会議」において、カリキュラムリーダー（もしくは学科長）から科目担当教員に対する授業内容・授業運営

改善指導としてフィードバックされる。以上の内容を踏まえて、2015 年度内に、授業参観評価の評価指標である「授業参観評価

指標」と、授業参観評価の実施時機、実施方法、実施形態、評価者、評価結果の反映機会を定める「授業参観評価規約」を制

定、文書化するものとする。 

4.3.3.3. 「授業参観評価指標」素案 

現時点では、「授業参観評価指標」に含むべき項目として、以下のようなものが考えられる。 

 

（1）授業準備の段階で、"落ちこぼれ"、"吹きこぼれ"対策は充分にできているか。 

（2）とくに、上記対策としてテキスト・教材に一定の工夫を取り入れているか。 

（3）授業準備の段階で、配布物は不足なく学生全員に配布できているか。 

（4）始業前に、プロジェクターやビデオ機器などの機材の準備が、授業中の作業時間を極小にできるように完了できて 

いるか。 

（5）始業時に、教員は時間的余裕をもって教室に入室できていたか。 

（6）始業時及び終業時に、教員ときちんと挨拶ができるように学生指導を行っているか。 

（7）授業開始冒頭で授業概観を 5分から 10分程度かけて実施しているか。 

（8）コマ編成上の先頭コマでは、その科目のシラバス、コマシラバス全体の流れ、試験指標について充分に説明しているか。 

（9）授業中に、前コマの内容との連続性や区分を理解させるような説明を行っているか。 

（10）授業中に、そのコマの内容がカリキュラム全体や科目全体において、どのような位置づけにあるのかを理解させるような工

夫を行っているか。 
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（11）授業中に、テキストや資料を参照する際に、参照箇所の指示行為自体が余計な授業時間消費を引き起こさないような工

夫を行っているか。 

（12）授業中にテキスト以外の説明教材（ビデオ動画や実物教具など）を用いた場合、説明したい内容と一致したものになってい

るか 

（13）授業中にテキスト以外の説明教材（ビデオ動画や実物教具など）を用いた場合、説明に利用したい箇所がわかりやすく指

示できているか。 

（14）授業中に小テスト（理解度確認試験）を実施する場合、出題内容・正答・正答解説は、事前にカリキュラムリーダーの承認

を得ていたか。 

（15）授業中に小テスト（理解度確認試験）を実施した場合、厳粛な採点を行っているか。 

（16）授業中に小テスト（理解度確認試験）を実施した場合、過去出題内容の復習問題や正答率の低かった問題の再出題は含

まれているか。 

（17）授業中に小テスト（理解度確認試験）を実施した場合、不正解者や正答率の低い問題を意識した正答解説を行っている

か。 

（18）授業中に、授業参加意識が低い学生や寝ている学生に対して、注意を喚起したり、覚醒させたりするような積極的指導を

行っているか。 

（19）授業中に、授業参加意識が低い学生や寝ている学生の発生比率はどれくらいか。 

（20）授業終了前に、授業計画書に沿った必要な予復習課題を提示できているか。 

（21）上記予復習課題の提示は、形式的にではなく、具体的で実効性のある内容になっているか。 

（22）授業の内容は、授業計画書に沿ったものとなっていたか。 

4.3.3.4. 毎コマの授業においては、他の教員や管理者が教場に足を運び授業参観評価を行うような取り組みが

なされているか 

現状では、そのような取り組みはなされていない。今後、授業参観評価の評価指標である「授業参観評価指標」と、授業参観評

価の実施時期、実施方法、実施形態、評価者、評価結果の反映機会を定める「授業参観評価規約」を制定、文書化するものと

する。 

4.3.3.5. 毎コマの授業においては、他の教員や管理者が教場に足を運び授業参観評価を行うような取り組みが

組織的、定期的になされているか 

現時点においては、制度化・組織化された取組はなされていない。今後、授業参観評価の評価指標である「授業参観評価指

標」と、授業参観評価の実施時期、実施方法、実施形態、評価者、評価結果の反映機会を定める「授業参観評価規約」を制定

し、文書化するものとする。 

4.3.3.6. 毎コマの授業においては、他の教員や管理者が教場に足を運び授業参観評価を行うような取り組みが

組織的、定期的になされ、その結果がリアルタイムに授業改善、教員評価、カリキュラム評価にフィード

バックされるような組織運営がなされているか 

前述（4.3.3.4）のように、本校において、そのような取り組みはなされていない。そこで、2015 年度内に、授業参観評価の評価指

標である「授業参観評価指標」と、授業参観評価の実施時期、実施方法、実施形態、評価者、評価結果の反映機会を定める

「授業参観評価規約」を定めるものとする。さらに、授業参観評価の結果は、「授業管理会議」（4.2.15.1.2 参照）において総括さ

れ、授業内容・授業運営改善要素、教員評価要素、カリキュラム評価要素について分析・検討され、一定の措置がとられるもの

とする。 

検討された授業内容・授業運営改善要素、教員評価要素、カリキュラム改善要素のうち、授業内容・授業運営改善要素と教員

評価要素に直接的な教員指導を必要とする問題が見出された場合は、別途「授業管理会議」を通じて、カリキュラムリーダー

（及び学科長）から当該科目担当教員に対する改善指導を行うものとする。また、より長期的な視野に基づく教員指導が必要な

場合は、カリキュラムリーダーが「教員研修計画書」（4.2.9.1 参照）に必要な修正を加えるものとする。さらに、カリキュラム評価要

素の検討において、重大な問題が見出された場合には、カリキュラムリーダーが、次年度用カリキュラムや授業計画書に必要な
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修正・改善を加えるものとする。 

 

4.3.3.7. 上記のような授業参観評価については、評価指標が存在しているか 

現時点で、本校において存在していない。今後、授業参観評価の評価指標である「授業参観評価指標」を制定し、文書化する

ものとする（「4.3.3.3『授業参観評価指標』素案」参照）。 

4.3.3.8. 評価指標については、〈授業計画〉における教育目標達成に関する進捗評価についての指標が重点化

されているか 

現時点で、本校において、前述（4.3.3.4）のように、授業参観評価に関する評価指標は、少なくとも組織的、制度的には存在して

いない。そこで、前述（4.3.3.2）の授業参観評価指標に、授業計画書の教育目標達成の進捗評価に関する評価項目を盛り込む

ものとする（「4.3.3.3『授業参観評価指標』素案」参照）。ただし、教育目標達成に関する進捗評価については、「理解度確認試

験」の集計結果に対する評価も併用するものとする。 
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5. 就職指導 

5.1. 就職のための組織と文書管理（議事録の有無と公表） 

本校の就職指導体制は、各校の就職担当がメンバーとして構成される就職課が横断的に関わる形となっている。学生に対する

就職指導において、就職課は、おもに就職先企業開拓、就職情報収集、学内外の就職活動イベントの開催などを担当するが、

就職指導方針の形成も含め、教育本部長の指示及びカリキュラムリーダーとの相談を踏まえて活動を行うものとする。また、現

時点では、就職課員、学科長、カリキュラムリーダー、一般教員の職務、職権、職域が文書化されていないため、2015年度内に

これを文書化して明示するものとする。 

5.2. 就職目標と評価指標 

5.2.1. 本校のカリキュラムと就職目標についての考え方 

本校の職業教育は、教育目標が同時に職業人材目標であるような教育である。したがって、学生を履修判定試験に合格させる

という内的目標（本校自らが定義した教育目標に対する本校自身の教育活動の到達度を評価する）と同時に、一定の職業人材

として育成するという外的目標（社会が学生の職業人材としての到達度を評価する）をもっている。職業人材目標は学科ごとに

設定され、就職目標としても表現される。そして、それを実現するための最大の教育手段として導入されているのが各学科のカリ

キュラムである。したがって、本校は、カリキュラムが到達しようとする教育目標は同時に職業人材目標であり、さらには就職目標

をも規定するはずだと考える。 

ところで、カリキュラムは、学生を予備知識ゼロの状態から出発して、教育目標、職業人材目標、就職目標に到達させるべく時

間的形式を備えている。したがって、職業人材目標と照らして、仮に就職目標企業群の事業内容に"高次低次"の差異があると

すれば、それは、カリキュラム進行上の人材形成の質的諸段階と対応しているはずである。あるいは、カリキュラムの職業人材

目標が対象とする業種・職域の内部に、"低次"な業務から"高次"な業務の職位に至るキャリアパス（若年から壮年に至る社会

人人生の過程とも一致）があるとすれば、それは、カリキュラム進行上の人材形成の質的諸段階と対応しているはずである。であ

れば、就職目標への到達を計画的に把捉できるのは、第一に、カリキュラムの開発者・管理者たるカリキュラムリーダーに他なら

ないはずである。他方、同一業種の企業が同一職種の人材を採用する場合においても、企業が希求する人材像は一様ではな

い。 

事業の中心が複雑な管理業務に定位している企業ほど、将来を見据えて、より"高度"な人材像を希求し、単純な単独作業業

務に定位している企業ほど、より"低度"な人材像で済ませている傾向があるように見える。前者は大企業に多く、収益率（給与水

準）も人気も高いため、労働市場において就職希望者に、実際に"高度"な人材像を要求できると考えられる。従業員の就職から

定年までを引き受けることはしない小規模企業でも、優良と思われる企業は、従業員の将来を見据えたキャリアパスを用意して

いる。例えば、一定水準以上の実力をつけた従業員に、もし妥当なポジションを自企業で用意できなければ、妥当なポジション

を用意できる別の企業に紹介したり、独立開業を支援したりするというようなルールをもつ企業である。いずれにしても、人材のキ

ャリアをより遠くまで見据える企業ほど、より遠くまで到達できる"高度"な人材を求める。 

そのため、同一業種同一職種の採用を行う企業群であっても、学生に要求する人材像（人材の質）は、いわゆる社風や企業文

化の問題を超えて異なっていると考えられる。そうであるならば、本校の就職目標も、単に就職率のような量的な規定だけでなく、

同一業種・職域に関わる企業群のなかで、どんな人材像（人材の質）の要求をする企業に応えるのかという質的な規定も含意す

る必要がある。したがって、本校は、本校のカリキュラムの人材形成の質的諸段階と同一業種・職域に関わる企業群の質的格

差（要求する人材像の質的格差）が矛盾なく一致するように、カリキュラムと就職目標を形成すべきあると考える。 
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5.2.2. 就職目標及び企業評価指標の形成 

本校は、カリキュラム進行の人材形成の質的諸段階と企業群の（あるいは企業が要求する人材像の）質的格差が一致するよう

に、就職目標の質的規定を定義したいと考える。そのことはつまり、カリキュラム進行上に位置する学生の知識・技術の水準（及

び学業成績の水準）が、企業群の（あるいは企業が要求する人材像の）質的格差と一致するように、就職目標の質的規定を定

義するということである。それは、第一にカリキュラムリーダーが認識しているものであるが（どれくらいの成績であれば、どの水準

の企業から内定がとれるという感覚として）、学生の教育指導・就職指導の都合上、客観的な数値を含む企業評価指標として存

在しているほうが利便性に優れる。それは、学生の成績と対照可能な仕方でランク付けされた企業群といった形態によって実現

されると考えられる。そのような就職目標の形成には、①カリキュラムが基づく職業人材目標像（職業人材目標が内包する業種・

職業分野・実務特性・可能なキャリアパス）の明確化、②該当業種・該当職業分野の企業群に対する職業人材目標像との合致

度・乖離度評価、③職業人材目標像との合致度・解離度評価に一般的な企業評価を加えた企業群の価値序列化、④価値序

列化された企業群と学生成績と就職実績の間の相関分析による、企業群に対する偏差値スケール（「就職・成績目標スケー

ル」）の形成、⑤「就職・成績目標スケール」の企業群に対する内定獲得目標値の設定という五段階の手順が必要であると考え

る。 

5.3. 就職率と就職目標（点検評価と改善計画） 

5.3.1. 就職目標（就職率目標）は、存在しているか 

前述（2.7）のようにすでに存在している。 

5.3.2. 就職率実績の学内外の公開は、卒業年次 5月 1日在籍数を元に、休学者数、進学者数、
卒業不可者数、無業者数などの内訳と共に示されているか 

現時点では、本校は、卒業年次 5 月 1 日在籍数を元に、休学者数、進学者数、卒業不可者数、無業者数などの内訳を付加し

た就職率実績について、学内開示はしているが、学外には公開していない。今後は、詳細な内訳情報を付加した就職率情報を

学内外に公開するものとする。なお、就職率実績のデータ収集・集計及び公開体制の構築に関しては、2015 年度以降、前述

（2.1.4）の「システム管理部」に移行するものとする。 

5.3.3. 入学時在籍数（卒業時進学者を除く）を分母にした就職率公表は存在しているか 

現時点では、本校は、入学時在籍数（卒業時進学者を除く）を分母にした就職率実績について、学内開示はしているが、学外に

は公開していない。今後、入学時在籍数（卒業時進学者を除く）を分母にした就職率実績を学外に公開するものとする。 

5.3.4. 卒業年次月次就職率データは存在しているか 

前述（5.3.2）のようにすでに存在しており、クラス・学科・学校単位で月次のデータが確認可能である。 

5.3.5. 卒業年次月次就職率データは公開されているか 

現時点では、卒業年次就職率データのみ学内外に公開している。今後は、2015 年度内に、月次就職率データも公開するものと

する。なお、就職率実績のデータ収集・集計及び公開体制の構築に関しては、2015 年度より、前述（2.1.4）の「システム管理部」

に移行するものとする。 

5.3.6. 早期就職目標（たとえば、卒業年次 8月末 100%といったような早期就職率目標）は、存
在しているか 

前述のように、現時点では、優良採用企業の求人状況がすべて早期化している状況ではないため、早期就職を重視した数値

目標は設定していない。ただし、年度末の駆け込み就職を抑制するため、12月末時点の就職率に一定の目標を設定している。 
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5.3.7. 就職率目標にとどまらず、カリキュラムに基づいた学びをフルに活かすことのできる具
体的な就職先企業（企業評価群）をターゲットにした学校独自の就職目標は、組織的に
存在しているか 

現時点では、カリキュラムの教育課程と相関させた、具体的な就職先企業（企業評価群）をターゲットとした本校独自の就職目

標は存在していない。そこで、前述（5.2.2）のように、「就職・成績スケール」（学内成績との相関性に基づいて偏差値スケール化

された企業群）を形成し、「就職・成績目標スケール」に対する内定獲得目標値の設定という仕方で、本校独自の就職目標を形

成するものとする。 

5.3.8. 就職目標の管理者はコアカリキュラム開発・管理者と同じか 

現時点では、本校では、就職目標の管理者を統一的制度的には設置していない。今後、カリキュラムリーダーの職務、職権、職

域に、就職目標の管理者に関連する項目を追加するものとする（後述の「5.5.1本校の就職指導についての考え方」参照）。 

5.3.9. 上記の組織的で教育組織的な就職指導が、「学生の希望」と一体化するような目標形
成の仕組みはできあがっているか 

現時点では、本校には、教育組織的な就職指導が自然と「学生の希望」と一体化するような目標形成の仕組みはできあがって

いない。しかし、本校は学生に対して、入学直後から、学科の職業人材目標が、社会生活上どんな意義をもっているか、学生個

人のキャリア発達にとってどんな意義をもっているかを説明すること、及び、カリキュラム進行の過程で、前述（5.2.2）.の「就職・

成績目標スケール」（学内成績との相関性に基づいて偏差値スケール化された企業群）をたえず提示することにより、学生自身

による「就職希望先企業」の自己決定が、同時に、本校の教育組織的な就職指導の方針と合致するように形成することができる

のではないかと考える。さらに、学科の職業目標人材像の魅力を提示するために、その像と合致する典型的な社会人との接触

機会を複数回設置するということも有効であると考える。この接触機会は、後述する「卒業生－在校生交流会」（5.5.7.5 参照）と

統合して開催する方法を検討してもよい。 

以上のような学生の就職目標形成のための具体的な方法論とスケジュールについて、カリキュラムリーダーは、キャリア教育推

進部の支援を得て、後述する「学科別就職指導計画書」に記載し、「カリキュラム編成管理会議」の承認を受けるものとする

（5.5.1 参照）。また、その作成に際しては、本校が有効と考える範例を記載した「学科別就職指導計画書作成手引書」を参照で

きるものとする。 

 

5.4. 就職の質と企業評価（点検評価と改善計画） 

5.4.1. 就職の質を意識した就職目標（就職率目標）は存在しているか 

現時点では、本校に、就職の質を意識した就職目標（就職率目標）は存在していない。前述（5.3.6）の「早期就職目標」と「就

職・成績目標スケール」（学内成績との相関性に基づいて偏差値スケール化された企業群）に対する内定獲得目標値（5.2.2 参

照）が、就職目標の質的規定を構成すると考える。 

5.4.2. 「就職の質がいい」ということに対応する学校独自の就職企業評価が、何段階かの 
ランク付けと共に存在しているか 

現時点では、本校に、ランク付けされた学校独自の就職企業評価は存在していない。会社四季報などによる企業情報、ミシュ

ランなどによる店舗情報、また、学生や教員の研修情報・就業情報など、評価実施のための情報収集の段階である。そこで、こ

れらの情報も含め、前述（5.2.2）の「就職・成績目標スケール」（学内成績との相関性に基づいて偏差値スケール化された企業

群）を作成し、文書化することとしている。 
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5.4.3. 上記企業ランク毎の就職目標は存在しているか 

現時点では、本校に、企業ランク毎の就職目標は存在していない。そこで、前述（5.2.2）の「就職・成績目標スケール」（学内成

績との相関性に基づいて偏差値スケール化された企業群）に対する内定獲得目標値を、設定し、文書化することとしている。 

5.4.4. 就職企業評価の精度を高めるための取り組みは存在しているか 

前述のように、現時点では、本校の就職企業評価ついては、会社四季報などによる企業情報、ミシュランなどによる店舗情報、

また、学生や教員の研修情報など、評価実施のための情報収集の段階であり、その評価精度を高めるための取り組みには着手

できていない。そこで、これらの情報も含め、前述（5.2.2）の「就職・成績目標スケール」（学内成績との相関性に基づいて偏差値

スケール化された企業群）を作成し、文書化するものとしている。さらに、「就職企業評価の精度を高めるための取り組み」は、前

述（5.2.2）の「五段階の手順」に直接的に関わっている。とくに、「②該当業種・該当職業分野の企業群に対する職業人材目標像

との合致度・乖離度評価」、「③職業人材目標像との合致度・解離度評価に一般的な企業評価を加えた企業群の価値序列化」、

「④価値序列化された企業群・学生成績・就職実績間の相関性分析による、企業群に対する偏差値スケール（「就職・成績目標

スケール」）の形成」における具体的な方法論に関わっている。この方法論の精度を統計学的に追求するのは、前述（2.1.4、

4.2.15.2.2）の「システム管理部」の役割である（5.2.2 参照）。「システム管理部」は、できる限り高精度かつ適切な「就職・成績目

標スケール」の算出方法を考案し、「カリキュラム編成管理会議」（2.1.3参照）の承認を得たうえで、各学科の「就職・成績目標ス

ケール」を形成し、文書化するものとする。また、毎年度、その算出方法の見直しを行うものとする。この件については、「システム

管理部」発足時の職務、職権、職域の規定に盛り込み、文書化するものとする。 

5.4.5. 就職の質に関わる目標とカリキュラム開発上の人材目標とは対応しているか（具体的な
就職企業の内容や評価に対応したカリキュラム開発がなされているか） 

現時点では、本校は、就職目標の質的規定に関わる、具体的な就職目標企業の内容や評価と、カリキュラム開発上の人材目

標との対応を保証できていない。そこで、本校は、具体的な就職目標企業の評価とカリキュラムの教育目標（及び職業人材目

標）との整合性検証について、二つの方策を考えている。まず、前述（4.2.4.3）のように、2013年度内に、カリキュラムリーダーと企

業が情報交換するための校内定例会（「教育課程編成委員会（仮称）」を設置することである。これにより、カリキュラムリーダー

は、具体的な就職目標企業の事業内容やそのなかでの業務内容の詳細に関する情報を汲み上げ、カリキュラムの職業人材目

標に反映させる機会をもつことができる。 

5.4.6. 就職を目標にしたカリキュラムに基づく学内試験の学生成績の上下が、就職先企業評
価や就職実績と対応するような整合性が存在しているか 

現時点では、本校において、学内試験の成績・就職先企業評価・就職実績との間の整合性・相関性は検証されていない。しか

し、前述（5.4.4）において、「システム管理部」は、できる限り高精度かつ適切な「就職・成績目標スケール」（学内成績との相関

性に基づいて偏差値スケール化された企業群）を形成するものとしている。本校は、その過程で、カリキュラムに基づく学内試験

の学生成績の上下が、就職先企業評価や就職実績と対応するような整合性が存在するかどうか検証できると考える。その結果、

必要に応じてカリキュラムの修正もしくは就職目標企業の変更を行い、学生成績、就職先企業評価、就職実績の間の相関性、

整合性を高めていくことができると考える。 

5.4.7. どんな学内試験成績を取るとどんな企業に就職できるのかの提示が、上記の整合性と
共に学生にできているか 

現時点では、本校は、学生に対して、どんな学内試験成績を取るとどんな企業に就職できるのかについて、経験的な目安以上

の提示はできていない。これは、前述（5.2.2）の「就職・成績目標スケール」（学内成績との相関性に基づいて偏差値スケール化

された企業群）が完成して初めて可能になる。本校は、このスケールによって、学生成績と就職先企業の相関関係を学生に明

示し、どの程度の学内成績を取るとどんな企業に就職できるのかを提示することができると考える。そこで、2016 年度内に、「就

職・成績目標スケール」を形成し、文書化するものとする。 
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5.5. 就職指導体制（点検評価と改善計画） 

5.5.1. 本校の就職指導についての考え方 

本校は、前述（5.2.1）のように、カリキュラム進行の人材形成の質的諸段階と企業群の（あるいは企業が要求する人材像の）質的

格差が一致するように就職目標を定義する。この場合、就職目標企業群内の質的格差、及び、それと対応したカリキュラム上の

諸段階（成績上の諸段階も含む）を認識しているのは、第一にカリキュラムリーダーである。就職目標企業に至る学生の就職活

動（学習活動）のスケジュールについても同様である。そこで、本校において、就職目標に対して就職指導方針や就職指導計画

を設定するのは、カリキュラムリーダーとし、キャリア教育推進部の協力を得て、これを主導するものとする。 

カリキュラムリーダーは、次年度カリキュラム案を「カリキュラム編成・管理会議」に提出する際に、「教員研修計画書」・「教員配

置計画書」（4.2.9.1 参照）とともに、「就職・成績目標スケール」（学内成績との相関性に基づいて偏差値スケール化された企業

群・5.2.2参照）を参照した「学科別就職指導計画書」を添付し、承認を受けるものとする。 

これに加えて、全カリキュラムリーダーが、キャリア教育推進部の協力を仰ぎながら協議を行い、全校学生に共通な「共通就職

指導計画書」を作成するものとする。「共通就職指導計画書」もまた「カリキュラム編成管理会議」において承認を受けるものとす

る。「共通就職指導計画書」は、おもに「就職・成績目標スケール」を参照するといった本校の基本的な就職指導方針や、合同

企業説明会の開催や就活サイトへの登録指導など、「学科別就職指導計画書」の実現に必要な全学共通の基盤環境の提供を

計画として含むものとする。 

このような就職指導の体制の下では、本校の就職部署である就職課の諸活動は、カリキュラムリーダーが立案した就職指導計

画の実現をサポートするものとして実行されることになる。また、本校の就職指導を原理的に牽引するのは、学科ごとのカリキュラ

ムと密接に形成された「就職・成績目標スケール」である。 

以上を踏まえて、カリキュラムリーダーの職務、職権、職域について、就職指導に関する主導的役割を含めて文書化し（4.1、5.1

参照）、他方、本校の就職部署であるキャリア教育推進部の役割についても、カリキュラムリーダーとの役割と関係性を踏まえな

がら定義し、文書化するものとする。 

 

5.5.2. カリキュラム方針に基づく就職指導（点検評価と改善計画） 

5.5.2.1. カリキュラム開発・管理者主導による就職指導方針が存在しているか 

本校ではすでに、全学科にカリキュラム開発・管理者であるカリキュラムリーダーが配置されているが、就職指導方針については、

責任分担が明確に規定されていない。今後、カリキュラムリーダーの職務、職権、職域について、就職指導に関する主導的役

割を含めて文書化するものとする（4.1、5.1参照）。 

5.5.2.2. カリキュラムの人材目標やカリキュラムがターゲットとする具体的な企業及び履修判定試験成績 

（あるいは学内偏差値）に基づいた就職指導になっているか 

現時点では、学内成績と就職目標企業の就職難易度との相関性が明確になっていないため、カリキュラムの職業人材目標が

ターゲットとする具体的な企業と学内成績をリンクさせた就職指導はできていない。今後は、学生に対して、「就職・成績目標ス

ケール」（学内成績との相関性に基づいて偏差値スケール化された企業群）を提示する。本校は、これにより、学生がどんな学内

成績を取るとどんな企業に就職できるのかを客観的に明示できるようになるため、カリキュラムの職業人材目標に結びついた具

体的な就職目標企業と学内成績をリンクさせた就職指導が可能になると考える。 

5.5.2.3. 履修判定試験成績と連動した就職指導学生名簿は存在しているか 

現時点では、本校にそのような名簿は存在していない。そこで、2016 年度内に、学生に対して、「就職・成績目標スケール」（学

内成績との相関性に基づいて偏差値スケール化された企業群）を参照することによって、どんな学内試験成績（履修判定試験

成績・「理解度確認試験」（4.2.15.1.2、4.2.15.1.3 参照））を取るとどんな企業に就職できるのかを提示することとしている（5.2.2

参照）。本校は、これにより、学生の学内成績と就職可能性の間に一定の法則性を見いだし、就職指導において学生の学内成

績の有効性を確保することができる。その結果、学内成績と連動した就職指導学生名簿を作成し、学生に対して就職指導を行



65 

 

うことができるようになると考える。 

 

5.5.2.4. 履修判定試験成績と連動した就職先企業名簿は存在しているか 

現時点では、本校にそのような名簿は存在していない。しかしながら、前述（5.2.2）の「就職・成績目標スケール」（学内成績との

相関性に基づいて偏差値スケール化された企業群）がまさに、この就職先企業名簿に該当する。 

5.5.3. 教務主導による就職指導（点検評価と改善計画） 

5.5.3.1. 就職指導は、就職部署主導ではなく、教務部署主導（カリキュラム開発・管理部署主導）になっているか 

現時点では、本校では、学生の就職指導について、各部署の分担と責任が明確になっていない。2015年度内に、カリキュラムリ

ーダーが主導する体制を明確にし、その旨を文書化するものとする（4.1参照）。 

5.5.3.2. 就職指導プログラムは、コアカリキュラム開発・管理者と連動した内容になっているか 

本校では、現時点では、就職指導プログラムの編成・実施について、編成はキャリア教育推進部、実施は各学科という運用がな

されているが、責任分担が明確に規定されているわけではない。そこで、前述（5.5.1）のように、カリキュラムリーダーが学科別の

学生指導方針及び就職指導スケジュールを記載した「学科別就職指導計画書」を作成するものとし、全校学生共通の学生指

導方針及び就職指導スケジュールを記載した「共通就職指導計画書」は、全カリキュラムリーダーが協議のうえで作成するもの

としている。就職指導を牽引する就職目標は、カリキュラムリーダーが、「就職・成績目標スケール」（学内成績との相関性に基づ

いて偏差値スケール化された企業群・5.2.2 参照）に定位して設定する。この「就職・成績目標スケール」はカリキュラムリーダー

の企業評価とカリキュラムの学習内容から生じたスケールであるため、「就職・成績目標スケール」を軸にした「学科別就職指導

計画書」・「共通就職指導計画書」には、根本的にカリキュラムリーダーの方針が貫かれている。本校は、これにより、就職指導プ

ログラム（本校では「共通就職指導計画書」「学科別就職指導計画書」）は、カリキュラムリーダーの方針と連動したものになると

考える。 

5.5.3.3. 就職部署の就職先企業開拓、就職情報収集、学生情報収集は、コアカリキュラム開発・管理者と連動し

た内容になっているか 

現時点では、本校では、就職部署（就職課）の就職先企業開拓、就職情報収集、学生情報収集について、カリキュラムリーダー

の関与が明確に規定されていない。そこで、前述（5.5.1）のように、カリキュラムリーダーが、「就職・成績目標スケール」（学内成

績との相関性に基づいて偏差値スケール化された企業群・5.2.2 参照）に定位して就職目標を設定し、学科別の学生指導方針

及び就職指導スケジュールを記載した「学科別就職指導計画書」を作成するものとしている。これにより、本校就職部署である

キャリア教育推進部の諸活動は、カリキュラムリーダーの立案した就職指導計画の実現をサポートするものとして実行されること

になる。キャリア教育推進部の行う就職先企業開拓、就職情報収集、学生情報収集は、すべてその一環として行われる。たとえ

ば、就職先企業開拓や就職情報収集は、カリキュラムリーダーが、学科の「就職・成績目標スケール」の充実と補完を念頭に、

具体的な企業名を就職部署に指示するものである。逆に、キャリア教育推進部の行う就職先企業開拓、就職情報収集は、カリ

キュラムリーダーが管理する「就職・成績目標スケール」へと還元される。本校は、これにより、就職部署（キャリア教育推進部）の

就職先企業開拓、就職情報収集、学生情報収集が、カリキュラムリーダーの方針と連動したものになると考える。 

5.5.4. 就職指導方針に基づく就職情報提供（点検評価と改善計画） 

5.5.4.1. 就職指導方針に基づく就職情報の提供は、充分なされているか 

従来から、就職活動の早期開始と就職における意思決定スキルの獲得ということを就職指導の基本方針としており、この方針に

沿った就職情報や就職活動機会の提供を行うことで、一定の成果も現れている。しかし、カリキュラムとの連動が不十分であり、

情報に対する学科による反応にも温度差がある。そこで、前述（5.5.1）のように、カリキュラムリーダーが、「就職・成績目標スケー

ル」（学内成績との相関性に基づいて偏差値スケール化された企業群・5.2.2 参照）に定位して就職目標を設定し、学科別の学

生指導方針及び就職指導スケジュールを記載した「学科別就職指導計画書」を作成するものとしている。また、全校学生共通
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の学生指導方針及び就職指導スケジュールを記載した「共通就職指導計画書」は、全カリキュラムリーダーが協議のうえで作成

するものとしている。そのうえで、「就職・成績目標スケール」に基づいた就職目標企業情報や就職関連情報が提供されるものと

している（5.5.1参照）。また、「就職・成績目標スケール」の提示も含めて、どのような情報をいつどのように学生に提供するかにつ

いては、「学科別就職指導計画書」・「共通就職指導計画書」にしたがうことになる。本校は、これにより、就職指導方針に基づく

就職情報の提供が実現できると考える。 

5.5.4.2. 就職指導方針に基づく就職情報の提供は、企業からの情報だけではなく、それを取り込んだ学校独自の

フォーマットでなされているか 

前述（5.5.4.1）のように、従来から、就職活動の早期開始と就職における意思決定スキルの獲得ということを就職指導の基本方

針としており、この方針に沿った就職情報や就職活動機会の提供を行うことで、一定の成果も現れている。ただし、カリキュラムと

の連動が不充分であり、情報に対する学科による反応にも温度差がある。そこで、前述（5.5.1）のように、カリキュラムリーダーが、

学科別の学生指導方針及び就職指導スケジュールを記載した「学科別就職指導計画書」を作成するものとし、全校学生共通

の学生指導方針及び就職指導スケジュールを記載した「共通就職指導計画書」は、全カリキュラムリーダーが協議のうえで作成

するものとしている。しかも、就職指導の過程において、たえず「就職・成績目標スケール」に基づく就職目標企業情報が提供さ

れるものとしている（5.5.1 参照）。したがって、学生に提供される就職情報や企業情報は、「就職・成績目標スケール」及びその

補完情報・付帯情報というフォーマットとなる。本校は、これにより、就職情報提供のための独自のフォーマットを形成することが

できると考える。 

5.5.4.3. 上記「独自のフォーマット」の中には、必要な知識・技術情報、キャリアパスを形成する知識・技術情報、

卒業生の活躍状況など、要するに学校で専門的に学んだことが活かせるかどうかを判断できるフォーマ

ットになっているか 

前述（5.5.4.1）のように、2012年度より、就職活動の早期開始と就職における意思決定スキルの獲得ということを就職指導の基本

方針としており、この方針に沿った就職情報や就職活動機会の提供を行うことで、一定の成果も現れている。また、情報の提供

方法として、本校の学校情報システム（2.1）を通じて、学校独自のフォーマットで入力された情報を、ＰＣやモバイル・携帯端末

から学生はいち早く入手することができるようになっている。ただし、カリキュラムとの連動が不充分であり、情報に対する学科によ

る反応にも温度差がある。また、このフォーマットには、必要な知識・技術情報、キャリアパスを形成する知識・技術情報、卒業生

の活躍状況までは含まれていない。しかし、前述（5.5.4.2）のように、「共通就職指導計画書」において、学生向け就職情報に関

する全学統一のフォーマット（「就職・成績目標スケール」及びその補完情報・付帯情報）に関して詳細を規定することとしている。

その規定には、必要な知識・技術情報、キャリアパスを形成する知識・技術情報、卒業生の活躍状況など、カリキュラムの学習

内容との距離感を判断するための情報も盛り込むものとする。 

5.5.5. 就職指導方針に基づく就職指導 

5.5.5.1. 就職指導プログラムは、カリキュラム開発者・管理者の主導の下に編成されているか 

現時点、本校において、就職指導プログラムは、就職課が編成し、これを各学科が運用する形で行われているが、責任分担が

明確に規定されているわけではない。そこで、前述（5.5.1）にあるように、カリキュラムリーダーが、学科別の学生指導方針及び就

職指導スケジュールを記載した「学科別就職指導計画書」を作成するものとし、全校学生共通の学生指導方針及び就職指導

スケジュールを記載した「共通就職指導計画書」は、全カリキュラムリーダーが協議のうえで作成するものとしている。 

 

5.5.5.2. 就職指導プログラムは、初年次（入学時）冒頭から体系的・組織的に開始されているか 

本校において、就職指導プログラムは、学生の状況等を踏まえて実施はされているが、カリキュラムとの連動が不充分であり、学

科による取り組み状態にも差異がある。そこで、前述（5.5.1）のように、カリキュラムリーダーが、学科別の学生指導方針及び就職

指導スケジュールを記載した「学科別就職指導計画書」を作成するものとし、全校学生共通の学生指導方針及び就職指導ス

ケジュールを記載した「共通就職指導計画書」を、全カリキュラムリーダーが協議のうえで作成するものとしている。「学科別就職
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指導計画書」は、「就職・成績目標スケール」（学内成績との相関性に基づく企業群の偏差値スケール・5.2.2 参照）に基づく就職

目標企業に向けて、カリキュラム進行と相関して実施される指導内容や就活イベントを含んでいる。他方、「共通就職指導計画

書」は、おもに合同企業説明会の開催や就活サイトへの登録指導など、「学科別就職指導計画書」の実現に必要な、全学共通

の基盤環境の提供を含んでいる。本校は、この双方の内容により、カリキュラム進行と連動して体系化・組織化された就職指導

プログラムを実現することができると考える。なお、「共通就職指導計画書」・「学科別就職指導計画書」には、入学直後からの就

職指導事項を含むものとする。この点については「学科別就職指導計画書」の作成を支援するための『学科別就職指導計画書

作成手引書』（5.5.1参照）に説明を記載しておくものとする。 

5.5.5.3. 就職指導プログラムは、学生が所属する各分野の専門的な内容に沿って編成されているか 

現時点では、就職指導プログラムは、就職課が編成し、これを各学科が運用する形で行われており、カリキュラムの職業人材目

標や学習内容との連動が不充分である。そこで、前述（5.5.1）のように、カリキュラムリーダーが、「就職・成績目標スケール」（学

内成績との相関性に基づいて偏差値スケール化された企業群・5.2.2 参照）に定位して就職目標を設定し、学科別の学生指導

方針及び就職指導スケジュールを記載した「学科別就職指導計画書」を作成するものとしている。「学科別就職指導計画書」は、

「就職・成績目標スケール」（カリキュラムリーダーの企業評価及びカリキュラム内容に基づいて形成される）に定位した就職目

標企業に向けて、カリキュラム進行と相関して実施される指導内容や就活イベントを含んでいる。本校は、これにより、学生の就

職指導プログラムが一貫して、カリキュラム及び専門分野の内容にしたがって編成されると考える。 

5.5.5.4. 就職指導は担任任せになっていないか 

本校の就職指導は、就職課が、学科及びクラス担任などを支援するという形で行われている。したがって、現時点でも担任任せ

という状態ではない。しかし、カリキュラムとの連動が不充分であり、学科ごとに異なる特性をもつ職業人材育像やキャリアパスの

提示が十分にできているとはいえず、学生に関わる担任やベテラン教員の個人的な裁量の差が結果に影響する側面は否めな

い。そのため、前述（5.5.1）のように、カリキュラムリーダーが、「就職・成績目標スケール」（学内成績との相関性に基づいて偏差

値スケール化された企業群・5.2.2 参照）に定位して就職目標を設定し、学科別の学生指導方針及び就職指導スケジュールを

記載した「学科別就職指導計画書」を作成するものとしている。また、全校学生共通の学生指導方針及び就職指導スケジュー

ルを記載した「共通就職指導計画書」は、全カリキュラムリーダーが協議のうえで作成するものとしている。とくに「学科別就職指

導計画書」は、「就職・成績目標スケール」（カリキュラムリーダーの企業評価及びカリキュラム内容に基づいて形成される）に定

位した就職目標企業に向けて、カリキュラム進行と相関して実施される指導内容や就活イベントを含んでいる。 

この体制が「担任任せ」の就職指導を脱却するのは二つの契機による。一つは、就職指導の方針と指導スケジュールが、カリキ

ュラムリーダーによる「学科別就職指導計画書」・「共通就職指導計画書」によって定められていること。もう一つは、学生の就職

活動全体を演繹的に規定する就職目標（企業）の設定が、カリキュラムリーダーが作成する「就職・成績目標スケール」に定位し

ているということである。とくに、「就職・成績目標スケール」は、就職目標企業の選択において、教員と学生の双方が参照する"

客観的な"指標として機能するため、担任の恣意に依存した就職指導は生じにくくなると考える。以上により、就職指導方針は、

カリキュラムリーダーに一元化され、担任任せを脱することができると考える。 

5.5.5.5. 個別の学生に対する個別の就職先指導は、卒業年次の 1年前の秋から、組織的に開始されて 

いるか 

現状では就職先指導は特に開始時期を定めておらず、3月の就職セミナーまでは組織的に指導を開始していない。個別の就職

先指導については、この段階では個別の学生に対する個別の指導、すなわち、学生からの希望があれば実施している状態で、

個別の就職先指導の開始時期は結局まちまちになっている。そのため、前述（5.5.1）のように、カリキュラムリーダーが、「就職・

成績目標スケール」（学内成績との相関性に基づいて偏差値スケール化された企業群・4.2.2 参照）に定位して就職目標を設定

し、学科別の学生指導方針及び就職指導スケジュールを記載した「学科別就職指導計画書」を作成するものとしている。 
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5.5.5.6. 個別の就職先指導は、個々の学生の成績状況などを踏まえて、学校のカリキュラム開発・管理者主導

による推薦企業リストをもって開始されているか 

現時点では、本校における個別の就職先指導は、学生の成績状況も、カリキュラムリーダーによる企業評価も反映するものとな

っていない。高成績の学生が、成績に見合った明確なキャリアパスが用意されていない不人気企業に就職してしまうという事態

も起きている。しかし、カリキュラムリーダーは、「就職・成績目標スケール」（学内成績との相関性に基づいて偏差値スケール化

された企業群・5.2.2）及びその補完情報・付帯情報からなる独自フォーマット（5.5.4.3 参照）にしたがうことによって、学生の成績

状況に応じた個別の推薦企業リストを作成することができるようになる。このように、「就職・成績目標スケール」を用いて指導する

ことが「共通就職指導計画書」・「学科別就職指導計画書」には記載される。 

5.5.5.7. 出席率やパーソナリティ評価に傾いた就職指導になっていないか 

現時点では、就職部署であるキャリア教育推進部担当者やクラス担任などの個人の学生指導力、就活ノウハウ、就職情報収集

能力、企業との累積的関係、学生との対人関係に大きく依存している。就職先指導についても、担任やキャリア教育推進部担

当者などによる学生のパーソナリティ評価に基づいてしまうため、学生が学んだ専門知識と無関係に就職先企業が決定されてし

まうこともある。これを是正することも含め、前述（5.5.1）のように、カリキュラムリーダーが、「就職・成績目標スケール」（学内成績

との相関性に基づいて偏差値スケール化された企業群・5.2.2 参照）に定位して就職目標を設定し、学科別の学生指導方針及

び就職指導スケジュールを記載した「学科別就職指導計画書」を作成するものとしている。 

5.5.6. 企業説明会 

5.5.6.1. 就職提携先企業、新規開拓企業による学校独自の（就活学生に対する）企業説明会が定期的・組織的

にできているか 

本校は、毎年 3月に 20程度の病院・施設等を招いて合同企業説明会を開催している。参加は、愛媛県内の病院を中心に規

模や実習の有無などである程度学生の希望を網羅する形で選定している。 

5.5.6.2. 企業説明会に先立って、参加企業のプレ学習プログラムは充分なものになっているか 

本校では現状充分とはいえない状況である。課題は、カリキュラムとの連動が不十分なことである。そこで、2015 年度内に内容

と書式が定義される「共通就職指導計画書」（5.5.1 参照）に、プレ学習プログラムの実施時期と指導内容について記載するもの

とする。なお、プレ学習プログラムの素案は以下のとおりである。 

 

（1）求人企業の従業員育成計画書（就職後の従業員のキャリアパスを高度化する具体的な業務内容とともに企業に記述しても

らったもの）（5.5.6.2）の参照を必須化する。 

（2）「就職・成績目標スケール」（学内成績との相関性に基づいて偏差値スケール化された企業群）及びその補完情報・付帯情

報からなる独自フォーマット（5.5.4.3参照）の推奨企業リストと融合された合同企業説明会参加企業リストを配布する。 

（3）説明会参加企業リストから、上述の本校求人資料（5.5.6.2 参照）及びインターネット上の情報なども参照し、学生が出席を希

望する企業を選択させる。 

（4）出席を希望する企業の優先順位を設定する。 

（5）当日の接触予定順序を決定する。 

（6）それぞれの企業に向けた自己紹介書（必要に応じて履歴書も）の作成を行う。 

5.5.7. 卒業生フォロー 

5.5.7.1. 本校における卒業生フォローの意義 

本校は、前述のように、卒業生の卒業後・就職後動向を把握することが、卒業後の本人の就労支援・転職支援に必要なだけで

はなく、カリキュラム開発、カリキュラム改善、授業計画書改善、「就職・成績目標スケール」（5.2.2 参照）改善、「共通就職指導

計画書」・「学科別就職指導計画書」（5.5.1 参照）改善、就職提携先企業開拓にとって重要な契機であると考える。したがって、

卒業生フォローは、本校カリキュラム及び就職指導プログラムと密接な関係をもつことから、教育本部及びカリキュラムリーダー
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が主導して行い、卒業生の卒業後・就職後動向に関する情報を率先して収集・把握するべきだと考える。なお、卒業生の卒業

後・就職後動向調査及びその調査結果の収集・集計については、「システム管理部」（2.1.4 参照）が、カリキュラムリーダーの主

導の下、実施するものとする。 

5.5.7.2. 卒業生フォローは、教務部及びカリキュラム開発・管理者主導になっているか 

現時点では、本校において組織的に卒業生フォローは実施していない。今後は教育本部、カリキュラムリーダー及び「システム

管理部」による定期的で組織的な卒業生フォローの体制を構築するものとする。 

5.5.7.3. 就職企業評価の精度を高めるための定期的で組織的な卒業生フォローは存在しているか 

現時点では、本校における卒業生フォローは、就職企業評価と結びつけては実施されてはいない。しかし、前述（5.5.7.1）のよう

に、「就職・成績目標スケール」（5.2.2 参照）改善にとっても、実際に企業内で実務に携わっている卒業生からの情報は貴重であ

る。現時点では、①卒業生とカリキュラムリーダー、科目担当教員、在校生との交流機会を設けること（5.5.7.5 参照）、②卒業生

に対して定期的な状況（卒業後・就職後）確認のためのアンケートを実施し、結果の集計・分析を行うことの二点を考えている。

このアンケート結果については「システム管理部」によって収集・集計され、カリキュラムリーダーと協議の上、各種分析・解析を

行うものとする。 

5.5.7.4. そのフォローをカリキュラム開発・カリキュラム改善・シラバス・コマシラバス改善につなぐ仕組みや文書

システムは存在しているか 

現時点では、本校には卒業生フォローを、カリキュラム開発・カリキュラム改善・シラバス・コマシラバス改善に結びつける仕組み

や文書システムは存在していない。しかし、前述（5.5.7.2）にあるように、カリキュラム開発、カリキュラム改善、授業計画書（シラ

バス・コマシラバス・履修判定試験指標）改善にとっても、実際に企業内で実務に携わっている卒業生からの情報は貴重である。

そこで、2015 年度内に、「システム管理部」（2.1.4 参照）は、卒業生の卒業後・就職後動向調査結果から集計値や統計量を算

出し、カリキュラムリーダーに迅速に提供する体制を構築するものとする（前述（2.1.3）の「教育管理システム」に、この機能を組

み込むものとする）。カリキュラムリーダーはその結果を分析して次年度カリキュラム案に反映させ、次年度カリキュラムを策定す

る「カリキュラム編成管理会議」2.1.1 参照）へと提案するものとする。この件については、「カリキュラム編成管理会議」の規約に

含めるものとする（2.1.2参照）。 

5.5.7.5. 卒業生と在校生との交流が定期的・組織的に存在しているか 

現状では卒業生との組織的な交流は存在していない。しかし、今後は卒業生との交流機会も定期的かつ組織的に作り出してい

くべきだと本校は考える。現時点では、学科ごとに月 1回3～5名程度の卒業生に来校してもらい、在校生及びカリキュラムリーダ

ーとの交流を検討している。これは、前述（4.2.4.3、4.2.6.3）で定めたカリキュラムリーダーと企業との定期的な校内交流機会

（「教育課程編成委員会（仮称）」）とは別の機会とし、卒業生が所属する企業の関係者（管理者・経営者）はできる限り「卒業生

－在校生交流会」に同席させないようにするものとする。こうした機会の設定に際しては、「卒業生－在校生交流会」の規約、開

催時機、参加メンバー、運用方針、運用形態、運用方法を制定し、「共通就職指導計画書」（5.5.1 参照）に含めて文書化するも

のとする。 
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6. 学生の受け入れ 

6.1. 入学選考のための組織と文書管理 

本校は、入学選考に関連する事項全般を学科横断して執り行う入試委員会が存在し、入学試験適正かつ公正に実施するため

の組織としている。 

「入試委員会」は、学校長を委員長とし、副学校長、各学科長、事務長および委員長が選任する教職員から構成され、「入学要

項」の取りまとめのほか、入学選考に関する内部規定、筆記及び面接試験の実施要領、留学生の受け入れに関わる注意事項・

入試実施要領、年間スケジュールなど、入学選考に関わる事項全般の審議・決定を一括して担っている。また、ＡＯ入試のよう

な新制度の導入や前年度の活動を評価して次年度の活動について審議する会議を、毎年度一定回数開催することで、入学選

考に関する改善を滞りなく継続的に進めることができる体制としている 

6.2. 本校の学生の受け入れ方針（アドミッションポリシー）について 

本校は、2009 年度より、本校の「建学の精神」、各校の「教育目的」「育成人材像」に照らし合わせ、次のような意思・意欲・決意

のある者を「求める学生像」としてまとめ、これをアドミッションポリシーとした。 

（１） 医療に貢献し、人の役に立ちたいと考える人 

（２） 自分の行動に責任を持ち、ルールを守れる人 

（３） 自分で学習が続けられる人 

（４） 周りの人と言葉、身ぶり、文字などを通して自分の考えや思いを伝えられる人 

また、入学検討者の多様性を勘案し、従来からの入試種別である「推薦入試」「一般入試」「社会人入試」の 3種に、2009年度よ

り新たに「ＡＯ入試」を加え、上記「アドミッションポリシー」の理解を面接において問うものとした。アドミッションポリシー及び 4種の

入試種別については、ホームページや入学要項に掲載するなどして周知を図っている。加えて、オープンキャンパスや特別相

談会の実施のほか、ホームページや学校案内パンフレットなどの広報媒体を通じて、本校の教育や活動についての情報提供を

積極的に行い、本校に対する理解の促進に努めている。 

また、ＡＯ入試を導入した 2009 年度よりＡＯ合格者に対する入学前学習を開始した。現在、その対象者をＡＯ合格者から拡大

している。これにより、入学予定者の学力格差を事前に把握し、学力に差のある様々な入学予定者に対応した学習課題を提示

することで、入学までの期間を有効に活用して、入学後の教育に接続し、在学中の教育成果をさらに高めることを目指すものとし

ている。 

6.3. 本校の入学者選考の考え方と入試種別 

本校は、職業教育機関であり、学則にもあるように、医療に貢献し人の役に立ちたいと考える人材を育成することを目的としてい

る（2.11 参照）。したがって、入学者選考においては、一般的な学力の高さ以上に、医療の職業分野で求められる知識・技能を

習得したいという意欲、そのために困難も克服しようという決意、及び、本校で学びたいという意思を重視しており、現在のところ、

本校がその実施を必要とする特別な場合を除き、学力試験（筆記試験）は実施せず、上述（6.2）のように、本校の求める学生像

を明示した上で、「推薦入試」「一般入試」「社会人入試」「ＡＯ入試」の 4 種類の入学選考を実施している。原則として、出願書

類の受付順に書類選考を行い、いずれも入学定員を充足した時点で締切としているが、定員の管理は前述（6.1）のように「入試

委員会」が厳密に行っている。 
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6.3.1. 推薦入学試験 

6.3.1.1. 推薦入学 

評定平均値が 3.5 以上ある希望者のうち、高等学校長の推薦が得られる者は、出願書類の受付順に書類審査、小論文及び面

接試験で合否を決定する。 

 

6.3.1.2. 指定校推薦入学 

本校の指定する高等学校の卒業見込み者で、評定平均値が 3.5 以上あり高等学校長から推薦が得られる者は、書類審査、小

論文及び面接試験を行い、合否を決定する。 

 

6.3.2. 一般入学試験 

出願書類の受付順に書類審査、下に定める筆記試験及び面接試験を行う。 

①看護学科、理学療法学科、作業療法学科においては国語・数学・英語の学力試験 

②歯科衛生学科、歯科技工学科においては一般常識試験 

6.3.3. ＡＯ（アドミッション・オフィス）入学試験 

高等学校卒業以上の最終学歴を有するか卒業見込みの者で本校を専願する者を対象とする。、模擬講義の受講及び小論文、

面談において、本校が求める学生像（アドミッションポリシー）の内容を理解したうえで入学を志望しているかどうかの確認がなさ

れ、合否を決める。 

6.4. 募集活動と募集広報 

6.4.1. 本校の募集活動について 

本校の募集活動の特徴は、本校の所在地である愛媛県、さらには、四国に留まらず、北は北海道から南は九州・沖縄まで、文字

通り全国に展開される点にある。また、18歳人口の減少という背景もあり、高校新卒者はもとより、社会人入学希望者向けの募集

活動も重要性を増してきている。 

主な募集活動としては、本校が独自に実施するオープンキャンパス、保護者相談会、学校見学＆相談会などがあり、さらに全

国で高校が行う校内ガイダンス、進学エージェントが主要都市で開催する進学説明会にも積極的に参加し、本校の認知度を高

めるとともに、入学検討者が本校の教育への理解を深める機会としている。 

また、入学検討者やその保護者からの問合せや相談には、上記のような直接対話以外に、フリーダイヤル、ＦＡＸ、メールでも対

応している。 

6.4.1.1. オープンキャンパス 

本校が授業で実際に使用する施設設備において、実際に授業を行っている教員による模擬授業を実施する。年間計画に基づ

き、週末を中心に月平均 3 回以上開催する本校が最も重視する募集活動である。また、オープンキャンパスでは、同伴した保

護者を対象に学校説明会も同時開催され、さらには、住居や学費などに関する個別相談会も実施する。 

6.4.1.2. 保護者相談会 

遠方からの入学希望者で、すぐに来校できない人のために開催される地方相談会であり、各地方に本校職員を派遣し、直接対

話ができるため、地方にいながらにして本校に関する情報をよりよく、より深く理解できる機会となる。 

6.4.1.3. 学校見学＆相談会 

本校の日常の授業や学生生活を見学し、本校内において本校職員に相談できる機会である。 
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6.4.1.4. 進路ガイダンス・進学説明会 

進路ガイダンスは高校が自校の進路指導の一環として校内で開催するものであり、進学説明会は進学エージェントが全国の主

要都市において開催するものである。 

6.4.2. 本校の募集広報について 

本校の募集広報は、学校案内パンフレットや、入学要項など、従来からの紙媒体はもとより、現在ほぼ同じ情報・資料が入手でき

るようになったＨＰを中心としたインターネット環境を通じて、日本全国に展開されている。 

ホームページや学校案内パンフレットは、本校の授業内容や就職指導から、資格取得実績や就職実績、さらには、在校生の表

彰や卒業生の活躍など、本校の教育成果までを、図表や写真・イラストも多用し、できるだけわかりやすいものをめざして作成さ

れている。また、ホームページでは、就職の内定状況を逐次更新するなど、実際の学校の状況を正確に反映させ、入学検討者

にとってできるだけリアルな情報提供をこころがけているほか、後述（エラー! 参照元が見つかりません。）する社会貢献活動や

キャンパスライフを発信することで、本校の教育活動を中心とした社会活動全般が認知されるよう内容の充実を図っている。 

6.5. 本校の接続教育の考え方 

本校の学生の 7 割以上は高校新卒者であり、全国から入学者を迎えていることから、入学実績のある指定校も全国に存在する。

そして、指定校には、本校の学校案内パンフレットや入学要項など、学校の詳細を説明する資料を毎年定期的に送付するほか、

進路ガイダンスなどで訪問する際には、卒業生の本校入学後の近況や就職状況など、最新情報の提供を行い、当該指定校に

おける円滑な進路指導を支援することで、本校への接続教育を間接的に強化している。 

また、前述（6.2）のように、ＡＯ入試合格者を対象とした入学前学習も本校は接続教育のひとつと考えている。さらに今後は、対

象者を入学予定者全員にまで広げ、学力に差のある様々な入学予定者に対応した学習課題を提示することで、入学までの期

間を有効に活用して、入学後の教育に接続し、在学中の教育成果をさらに高めることを目指すものとしている。 

6.6. 「学生の受け入れ」についての点検評価と改善計画 

6.6.1. 学生の受け入れ方針（アドミッションポリシー）は明示されているか 

前述（6.2）のように、本校は「求める学生像」をアドミッションポリシーとしてまとめ、これをＨＰや募集要項を通じて広く入学検討者

や入学希望者に明示している。 

6.6.2. アドミッションポリシーに基づき、公正かつ適切に学生募集及び入学者選考を行ってい
るか 

学生募集については、前述（6.4.1、6.4.2）からもわかるように、本校の教育及び教育成果に関する正確かつ詳細な情報を、オー

プンキャンパス・各種相談会・説明会を通して、また、ＨＰや学校案内パンフレットなどの紙媒体などを介して、様々な方法で提

供できている状況である。 

入学選考についても、前述（6.1）のように、「入試委員会」が決定した入学選考に関わる各種規定を公正かつ適切に遂行すると

いう体制にある。また、入学選考に関わる各種の規定は文書にまとめられたうえで運用されており、透明性は確保されている。 

しかし、アドミッションポリシーの運用については、改善すべき点がいくつかある。 

まず、ＡＯ入試などにおいて実施される面接でのアドミッションポリシー理解の確認の方法が明確ではなく、理解度にも大きな個

人差があり、ＡＯ合格者全員が同じように深くアドミッションポリシーを理解したうえで入学志願しているとは言い難いという状況が

ある。 

次に、アドミッションポリシーが、入学希望者全員を対象とする本来の受け入れ方針ではなく、ＡＯ入試対象者に限定された方

針となりがちであり、ＡＯ合格者以外の入学者における認知度・理解度はいまだ低いままという状況がある。 

さらに、オープンキャンパスや各種の相談会・説明会への参加など、本校と直接接触する機会が一切ないまま出願・合格するケ
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ースもあり、この場合、アドミッションポリシーは、理解はおろか認知もされていない可能性がある。そして、入学時点でアドミッショ

ンポリシーへの理解が不十分だったり、まったく認知していなかったりする者が、ミスマッチ入学者である可能性は高く、ミスマッチ

入学者が退学者となる可能性もまた高いと言わざるを得ない。 

アドミッションポリシーの認知度や理解度を確実に上げるためには、まず募集段階での告知を徹底して認知度を上げ、修学意欲

の高い学生から共感を得られるようにして、入学選考段階でその理解度を確認するという体制が必要であると考えられる。 

そこで、本校はまず、少なくとも願書とともに、やはりアドミッションポリシーに則った「入学誓約書」を書かせるなど、アドミッションポ

リシーに対する入学者全員のコミットメントを保証する体制作りに向けた検討を始めるものとする。 

6.6.3. 適切な定員を設定し、学生を受け入れるとともに、在籍学生数を収容定員に基づき適
正に管理しているか 

定員の管理については、「入試施委員会」が、前述（6.1）のように、過年度の入学者数及び入学辞退率を踏まえ慎重に管理して

いる。継続的に定員の適正管理について評価・検証を行い、入学辞退理由等を精査した上で、適切な対策を講じ、次年度には

入学者ベースでの定員確保を目指すものとする。 

 

6.6.4. 学生募集及び入学者選考が公正かつ適切に実施されているかどうか、定期的に 
検証は行われているか 

公正かつ適切な入学選考を行うため、入学選考方法、出願資格等については、前述（6.1）のように、入試委員会が、前年度の

活動を評価して次年度の活動について審議する会議を、毎年度一定回数開催することで、入学選考に関する改善を滞りなく継

続的に進めることができる体制としている。 

また、募集活動の定期的な検証は、この自己点検評価によって実施されていると考えている。 

6.6.5. 高等学校等接続する機関に対する情報提供等の取組が行われているか 

本校の学校案内パンフレットや入学要項など、学校の詳細を説明する資料を毎年定期的に送付するほか、進路ガイダンスなど

で訪問する際には、卒業生の本校入学後の近況や就職状況など、最新情報の提供を行い、当該指定校における円滑な進路

指導を支援することで、本校への接続教育を間接的に強化している。 

6.6.6. 学生納付金は妥当なものとなっているか 

学生納付金の内訳は、入学要項にも記載されており透明性は確保されている。また、学生納付金の納入には分割納入や、各種

教育ローンの利用も可能であり、入学辞退者には期日内であれば入学金を除く学生納付金を返還することとしている。 

 

7. 学校教育以外の諸活動 

7.1. 本校の学校教育以外の諸活動についての考え方 

本校において諸活動は、学園の理念もある「感謝の心」を涵養するために必要な教育の一環として考え、取り組んでいる。 

7.2. 本校の学校教育以外の諸活動の例 

・土曜夜市に参加して、学生による募金活動や、チャリティバザーへの学生参加を支援している。また、医療機関等が開催する 

 ボランテイアイベントに積極的に参加している。 
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7.3. 「学校教育以外の諸活動」に関する点検評価と改善計画 

7.3.1. 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 

松山市の中心にある立地条件を生かして、関係団体（看護協会等）の学会・研修会に会場を開放している。また、地域の要請

に応じて、医療関係の講演会に講師として、本校の教員を派遣している。 

7.3.2. 学生のボランティア活動を奨励、支援しているか 

学生による募金活動や、前述（9.3.1）のチャリティバザーへの学生の参加などに対する支援はあるが、いわゆる学生ボランティア

を学校が奨励・支援する機会があまりあるとは言えない。 

今後は、介護老人保健施設等のイベントに積極的に参加することを検討中である。 

加えて、えひめ国体合わせて開催される全国障害者スポーツ大会にも参加検討中である。 

7.3.3. 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 

地域に対する公開講座としては、学園全体での活動にはなるが毎年 3 月に開催されるお仕事フェスタにおいて、数千人の動員

を得て、職業理解ができる場の提供をしている。 

 



〈学校法人河原学園　事業活動収支計算書 　2016年度〉 〈学校法人河原学園　貸借対照表　2016年度〉

（単位　千円） （単位　千円）

科　　　　　目 金　　　　額

学生生徒等納付金 3,799,489 科　　　　　目 金　　　　額

手数料 70,211 固定資産 12,672,073

寄付金 1,572 流動資産 3,106,493

経常費等補助金 370,055 資産の部合計 15,778,567

付随事業収入 649,237

雑収入 107,176 科　　　　　目 金　　　　額

教育活動収入計 4,997,744 固定負債 1,123,305

科　　　　　目 金　　　　額 流動負債 1,755,423

人件費 2,782,908 負債の部合計 2,878,729

教育研究経費 1,503,495

管理経費等 711,818 科　　　　　目 金　　　　額

教育活動支出計 4,998,222 基本金 17,037,358

△ 478 繰越収支差額 △ 4,137,520

科　　　　　目 金　　　　額 純資産の部合計 12,899,838

受取利息・配当金 2,277 負債及び純資産の部合計 15,778,567

その他の教育活動外収入 15,004

教育活動外収入計 17,281

科　　　　　目 金　　　　額

借入金利息 13,751

その他の教育活動外支出 0

教育活動外支出計 13,751

3,529

3,051

科　　　　　目 金　　　　額

資産売却差額 0

その他の特別収入 4,233

特別収入計 4,233

科　　　　　目 金　　　　額

資産処分差額 5,291

その他の特別支出 18,634

特別支出計 23,925

△ 19,692

△ 16,641　基本金組入前当年度収支差額
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