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１．教育理念・目標・育成人材像 

平均点 

（4 点満点） 
3.40 

コメント ・改善策が功を奏し、学校の理念が学生・保護者に周知されることを期待する。 
・今迄以上に人的資源への教育や投資が重要な時は過去ありませんでした。人的（労働）

生産性を高めることが増々重要となっていますので、その辺りの理念を教職員及び学

生諸君に更に浸透・徹底して下さい。 
・３番４番が下がっているのが気になりますが、教職員の意識統一と周知徹底を。 
・本校の使命は、各種検定の合格率を上げ、就職率を高めることが第一であるので、こ

れの実行と PR だと思います。各種イベント等に積極的に参加し、知名度アップを図

る作戦が良いと思われます。 
・学校便りを発行すること、学校運営のイメージが明確にされている点は良いと思いま

す。全体のイメージだけではなく、個々の目標やイメージをしっかり持つことで、評

価は上がってくると思います。（1-1№3 について） 
・学校の理念、目的、育成人材像等が定められ、適切に実行されています。引き続き効

果の検証を重ねられながら原点に立ち返り反省を加えて実行されることを期待いたし

ます。 
・保護者は学校任せになりやすいと考えられるので、学校便りの発行は学校の事を知っ

てもらう為に効果が有ると思える。 
・３～５年程度先を見据えた中期的構想は、時代や環境に合わせて、例えば高度情報学

科がＲｕｂｙを前面に押し出すなどのことがそのものであり、大なり小なり各学科各

部門でやられていることであると思う。それを全体で共有すれば良いのではないか。

各学科の目標設定について①「検定取得」、②「教員の資質向上」、③「就職実績」、④

「情報発信」、⑤「人間性」に統一され、それぞれ①と②は教務部、③と⑤はキャリア

センター、④は入試センターがからまれたらどうか。「人間性」は出口からアプローチ

がやり易いと思う。 
・明確にビジョンを持っておられると感じました。 
 

 

 

２．学校運営 

平均点 

（4 点満点） 
3.2 

コメント ・学校運営は改善されつつあると考える。 
・理事長の創業理念が徹底している。ブレていないので分かり易い。理念及び事業の継

承をしっかりと実行されたい。長いスパンでモノゴト（学校運営）を考えましょう。

・全体的に評価点が上がっているのはいい傾向だと思う。 
・詳しくは分からないが、「制度の整備」の評価点が低いのは不満が有るからでは？ 
・優秀な人材確保を図るため、人事・給与面等の処遇改善が必要であると考えます。 
・2-1№3,6 について、効率的という同じ言葉が入っている設問の評価値が少し低めにな

っているので、効率よく作業できる工夫が必要なのではないかと感じました。 
・番号 2.3.4 について検討を加えられ運営努力をお願いしたい。 
・教職に身を置いている為、生徒に関する事など、やむを得ない残業は起こり得ると考

える。 
・評価委員としては、番号 2 の項目は正にＰＤＣＡであり、この評価点が 0.15 マイナス

になっていることについて重視したい。尚、一層の明確で具体的な目標設定とそれを

達成するための計画をお願いしたい。目標設定の次に、その目標達成のためにどんな

行動を取ったか？が資料の中で別欄を設けて明示されると評価し易い。 
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３．教育活動 

平均点 

（4 点満点） 
3.5 

コメント ・キャリア教育に対する強化を更に実践して欲しい。 
・PDCA のサイクルが実施されている。現在の産業・経済界のニーズにマッチしている

かどうかの再検討が必要。但し、現在人手不足の業界ばかりでなく、将来の産業や生

活の礎となるノウハウの養成も必要。 
・昨今言葉の乱れが言われる中で、言葉講座を取り入れられたことは大変いいことだと

思う。 
・教職員の資質の向上を図るためには、各種資格の取得や研修会への参加及び教職員間

の意志疎通を高めることと思います。 
・日頃から正しい言葉遣いを身に着けておくことで、就職した時にとても役立つと思い

ます。また、インターンシップなどで実際に体験することによって、「こんな仕事がし

たい」などの意欲も湧いてくると思うので、今後も是非続けていただきたいです。 
・現役アナウンサーを講師とした講座は素晴らしいと評価しています。常にマンネリ化

を排除して刺激のあるプログラムを取り入れて頂きたい。 
・進級、卒業の基準に関しては、色々と難しい点が有ると理解出来る。 
・評価点が下がっている項目に注目すると番号９、１０の遠因は生徒たちの学習動機に

あると考える。そこで番号７の項目も一石二鳥で解決する方法として、学生による授

業評価を導入されたらどうか。 
・公務員試験の予備校のような印象を受けました。 
 

 

 

４．教育成果 

平均点 

（4 点満点） 
2.9 

コメント ・退学者の減少と卒業生の就職後の状況把握は最も重要な事項であると考える。 
・就活の後倒しに対するしっかりとした対応をして頂きたい。ほぼできている。島根県

下は、新卒３年以内の離職率は凡そ４０％。しっかりと定着化の考え方を学生に徹底

して頂きたい。 
・退学者の増加は大きな問題だと思う。早急な対策が必要かと。 
・学生支援について熱心に行われている。 
・退学者が多いのは残念です。ビジ専卒業のブランドが低いからではないか。 
・下位者、中位者の個人指導が最も重要であると考えており、根気よく続けて頂きたい

です。 
・資格取得は学生本人のやる気が一番大事だと思いますが、資格を取ることのメリット

（就職時に有利など）を伝えたり、検定前の対策を徹底して、少しでも多くの学生が

意欲的に取り組める環境を作ることが重要だと思います。同窓会があれば、私自身も

参加してみたいと思いました。 
・常に効果の確認検証が不可欠であることを認識され、引き続き努力を重ねて頂きたい。

・卒業生の追跡調査は必要な事であるが、人員的、時間的にも限られると考えられるの

で、同窓会の開催は良い方法だと思う。 
・「問題を抱える学生の情報共有」、「ケース会議」等、多様化する生徒の対応に苦慮され

ていることが良く分かりますが、ここの部分は教育事業の肝であり、外部環境が劣化

して評価点が下がっているとすれば、より以上に機能するＰＤＣＡを回すべきだと思

う。いっそのこと、２年次で学科を超えて一ヶ所に集め、行政と手を組んで特別な指

導を考えられたらいかがか。 
・１年で公務員試験に合格すると退学するシステムはなんとも改善できないものか。 
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５．学生支援 

平均点 

（4 点満点） 
3.6 

コメント ・学生指導は良好であると思われるが、情報の共有に努力して頂きたい。 
・メンタルヘルスチェックが近時の課題となっています。（５０人以上の企業への導入は

２７年１２月から）。非常に増えています。学生諸君の心身のケアを積極的に行うこと

が必要です。 
・学生状況を職員が共有してそれを生かせるシステムは大変良いと思う。 
・就職後、早期に離職する者が近年多い傾向にあるので、卒業生の支援体制の強化を是

非お願いします。 
・私自身も学生時代、面接練習を先生にしていただいて、本番の面接はやはり緊張しま

したが、練習した時のことを思い出して落ち着いて話すことができました。先生が親

身になって話を聞いて下さるので、学生も悩み事などの相談はしやすい環境だと思い

ます。 
・学生の相談に関する情報の共有は大事であり、一層の御努力をお願いしたい。 
・努力が実を結んでいると考えられる。 
・多様化する生徒が増える中、これだけ多くの項目で評価点が上がっていれば結構なこ

とだと思う。番号６、８の項目について、下がっているが、特に重要性は低く、限ら

れた資源は有効に配分すべきだ。 
 

 

 

６．教育環境 

平均点 

（4 点満点） 
3.4 

コメント ・物品は新しいに越した事はない。防災 etc.の安全管理は十分に気を付けて頂きたい。 
・対応がキチンとなされている。IT 機器関連もよろしくお願いします。 
・学生のために引き続き良い環境を準備してほしい。 
・古い備品は大切に使用して下さい。壊れたものは適宜、交換して下さい。 
・計画的に実施して頂きたい。 
・校舎はキレイで、机やロッカーは少し古いという印象はありました（学生時代のこと

ですが・・・）。以前より新しくなっていれば、学生も気持ち良く使えると思うので、

良かったです。 
・予算との兼ね合いも有ると思うので、その中での工夫が計れれば良いと思う。 
・教育環境で評価点が下がる場合は、ビジ専そのものが松江駅前の一等地に位置してい

るこの利便性を他の専門学校と比べることを常に意識されたら良いと思う。僻地から

生徒募集をしている他の専門学校からすれば羨ましい教育環境であると思う。 
・市街地にあり、登下校、昼休みに事故等がないでしょうか？ 
 

 

 

７．学生募集と受入れ 

平均点 

（4 点満点） 
3.0 

コメント ・人目に付く場所でのポスター掲示 etc.も一法と思われる。 
・OC は積極的に行われています。ネット対応（高校生向け）及び保護者向けの対応につ

いても充分できていると考えます。 
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・学生の確保は学校運営において重要なことなので、明確なプランを持って行ってほし

い。 
・少子化時代でどこの学校も生徒の取り合いの時代であるので、各高等学校との交流を

より高め、PR することが必要です。 
・高校生が進学先を決める際に、パンフレットやホームページがとても重要になってく

ると思います。また、学校（高校）に実際に来ていただいて詳しい学校説明が聞ける

と、より関心が持てると思うので、高校訪問は大切だと思います。 
・計画的、組織的に対応され実績を挙げられたい。 
・高校への訪問回数を増やし、情報を受け取りやすくする努力をしてはどうか。 
・学生募集は収入の基盤であり、経営の要であるにも拘らず全項目で評価点が下がって

いる。ターゲットを絞り、高校生の胸に届く、力強いメッセージが発信できないもの

だろうか。 

 

 

８．財務 

平均点 

（4 点満点） 
3.1 

コメント ・全く評価のしようがない。 
・財務諸表を見ていないが中長期的にしっかりとしていると考える。ブランド価値が相

当高い。 
・経営内容を伝える事は難しいですが、継続して行ってください。 
・３ヵ年程度の中期計画書のようなものを作ってみられてもいいと思います。 
・学科別の収支を作成され、検討してみる必要はあると思われます。 
・改善策があるので、今後評価は上がってくるかもしれませんが、外部の人が見ても分

かる様な資料（予算の内訳など）があれば良いと思いました。 
・中長期的な分析を加えられ組織的に共有していただきたい。 
・子供の数も減る傾向にあり、又、子供の情報を知る為にも高校と情報交換を今まで以

上に図る方法も一つだと思う。 
・生徒減少期に将来的な見通しをたてろと言われても、これなら確実に生徒が確保でき

るというものを持たない限り、将来不安は常につきまとうものだと思う。 
 

 

 

９．法令等の遵守 

平均点 

（4 点満点） 
3.4 

コメント ・自己評価の設問項目が分かりにくい。 
・コンプライアンス委員会（対策室）等を見掛けないが、職員さんの仕事ぶりを見てい

る限り問題はないと判断できる。明るい職場づくりができている。 
・評価も上がっているので良いと思う。 
・学校評価表（１１項目）に沿った学科別の現状及び課題等を分析出来ないでしょうか。

・初めての委員会で、分からないことばかりでしたが、先生方の説明をお聞きしてイメ

ージを膨らませることができました。 
・個人情報漏えいのための諸対策を今一度、検証確認していただきたい。 
・都度の改善は評価出来る。 
・外部評価委員のチェックを受けたりすることはコンプライアンスに貢献していると思

う。 
・番号１、２に関しては、コンプライアンスの部分であり、評価がほぼ適切であるとい

う点を勘案すれば、遵守されておらず不十分。 
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10．社会貢献 

平均点 

（4 点満点） 
3.2 

コメント ・ボランティア活動は学校のブランド力を上げるためにも積極的に行ってほしい。 
・ボランティア活動を学習単位に取り入れている学校があるようだが、当校は如何な対

応か不明。但し、教職員・学生の意識下にボランティアがあるならば教育成果の一つ

と言える。 
・ボランティアを積極的に取り入れられてすばらしいと思う。 
・今後も教職員と学生と共にボランティアに参加して下さい。 
・地域活動への参加を学生に積極的に指導されている様子が見えます。 
・学校側の積極的な活動が伺えますので、学生にその意思を強く伝えることが必要と考

えます。 
・学生全員がボランティアに参加するという学校は、なかなか少ないと思うので、とて

も良い活動だと思います。 
・ボランティアの経験は貴重だと思うので、形式的であっても続けて行く事が必要だと

考える。活動の後で生徒の感想を聞き、次につなげて行けているだろうか。 
・学生のボランタリー精神を育む、ということではなく、ビジ専がどれだけ社会貢献し

てるんだという宣伝のためにやるという割り切った考えで臨まれたらどうか。 
 

 

 

11．国際交流 

平均点 

（4 点満点） 
3.1 

コメント ・留学生の受け入れは、学生にも刺激を与えるので、良い効果をもたらすと思う。 
・ベトナムからの留学生等逐次国際交流が進展している。 
・留学生のフォローがきちんとできているのか、今一度確認されても良いかもしれませ

ん。 
・内容不明につき、留学生を積極的に受け入れている事を評価します。 
・まずは、受け入れ体制を整えることから。 
・留学生の対応は大変だと思いますが、全教職員の方々で対応できる体制を作っている

ことは非常に良いと思います。やはり、担当者だけではなく全員で取り組むことが大

切だと感じました。 
・留学生の生活指導については、複数の生活指導体制を検討され、実行して頂きたい。

・国籍によっても違いが有り、課題を一つひとつクリアして体制作りをして行く必要が

あると思う。 
・全項目の評価点が落ちている。時流的にも関心の高い項目なので、今後の取り組みに

期待している。 
 

 

 


