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基準 1 教育理念・目的・育成人材像等 

 

 

本学は昭和５３年の開学以来３７年の歴史を持つ。以来、学校の理念は一貫して以

下のとおり明確にしている。 

１．本学園の建学の精神「社会から喜ばれる知識と技術を持ち、歓迎される人柄を

兼ね備えた人材を育成し、英知と勤勉な国民性を高め、科学技術・文化の発展に

貢献する」 

２．学生一人ひとりのニーズを満足させると共に、質の高い資格とスキルを持った

良識ある職業人を育成する。 

３．「こたえを出す学校」として「夢をかたちに」を実現する。 

以上の理念は、ホームページ、学則、教務規程、学生便覧等に明示されており、全

教職員並びに全学生に周知されている。また学外に向けてもメッセージとして発信し

ている。 

また、育成すべき人材像として「専門知識」「コミュニケーション能力」「豊かな人

間性」を備えることを挙げており、教員と学生の距離が近いという校風のうえに、そ

れらを達成するための教育活動を始めとした各種施策を推進している。 

 

 

本校の特色として「資格に強い」「就職に強い」「学級担任制を基本とした、きめ細

かい指導」「学校行事が多い」「交通の利便性が良い」等があげられる。 

楽しく通学できる学校を目指しており、各種学校行事による仲間づくりを始め、皆

が気持よく学べる環境作りに力点をおいている。その結果、「こたえを出す学校」とし

て資格取得数、就職率、学生の満足度等は高い実績を誇っている。 

また、ビジネスのスキルとしてコミュニケーション能力を身に付けられるようにカ

リュキュラムづくりをしており、表現力とマナーを兼ね備えた人材を育成することを

本校独自の特色として出せるように継続して取り組んでいる。 

 

 

社会経済状況の変化や政府の打ち出した成長戦略等により、産業構造の変化が急速に

進み、ビジネス社会は激動の時代を迎えている。医療業界においても少子高齢化や医

療制度の改革、疾病構造の変化等により大きな変化の時期を迎えている。 

これらの変化に対応しニーズにあった人材を育成するため、本校では平成２７年度

よりカレッジ制を導入する。医療系学科を総称して「医療秘書・診療情報カレッジ」、

医薬系、販売系、ＩＴ系の各学科と平成２６年度に新設した観光・レジャービジネス

科を総称して「医薬・販売・ＩＴ・観光カレッジ」とし、それぞれ 新設備を導入し

た専用校舎での学びを開始する計画である。なお「医療秘書・診療情報カレッジ」は

点検中項目【１－１】 理念・目的・育成人材像は定められているか 

点検中項目【１－２】 学校の特色はなにか 

点検中項目【１－３】 学校の将来構想を抱いているか 
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金山総合駅徒歩４分の立地に新校舎を建設中であり、平成２７年８月完成予定である。 

人材育成においては、企業・医療機関との連携を深め、総合ビジネス系専門学校と

してのスケールメリットはそのままに一層専門性の高い教育を実践する。またカレッ

ジごとに新設学科の検討もおこない、社会から求められる人材を育成する教育構想を

計画している。 
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基準 2 学校運営 

 

 

各年度当初に開催される年度始め式において、理事長より学園の運営方針が発表さ

れる。これを受け校長が学校運営方針を発表し、部科長会議、各科会議などにより具

体化された業務計画が策定され教職員に周知される。 

日常業務においては、学校組織図、教務規程、職務分掌表等に基づき運営がなされ

ている。 

学園全体では、学園運営委員会、将来構想委員会及び各種委員会が定期的に開催さ

れ、運営方針に沿った各業務や教育活動の報告と見直しが検討され、議事録に記録さ

れている。 

就業規則や各規程は、学園内ネットワーク（電波学園教職員エクストラネット）や

紙媒体で常時閲覧することができるようになっている。 

 

 

年度ごとに各部署で業務計画を策定している。業務計画は理事長、校長の承認を得

て教職員に発表され、周知される。執行状況は各部署が定期的に進捗管理を行い、年

度末に総括して報告する。業務計画策定にあたっては、社会情勢や学生及び業界のニ

ーズを認識した上で、それらを踏まえて取り組むべき施策や解決すべき課題を明確に

することが求められる。 

 中長期事業計画については、学内では学内部科長会議、学園では将来構想委員会で

協議を重ねる体制が構築されており、その都度発表される。事業計画は中長期を含め

定められており、教職員への周知も十分なされている。 

  

 

 運営組織については、学校組織図及び職務分掌表において明確に示されている。教

務、渉外、校務の各担当は、常に業務計画に従ってそれぞれの業務を遂行し、かつ有

機的に連携し機能している。また、職務分掌表にて各業務の担当者を定め、責任体制

と果たすべき役割を明確化している。 

 理事会と評議員会は、学校法人運営について定められた寄附行為により、学園運営

委員会や将来構想委員会等の主要な委員会は、その他の規程により明確に位置付けら

れている。委員会は定期的に開催され、それぞれの議案の審議にあたり、その結果は

教職員に周知される。 

 以上のような組織運営体制は長年の実績があり、効率的であると判断できる。また、

重要案件については、担当部署において報告相談事項を作成し、理事長、校長の決裁

後、保管している。 

  

点検中項目【２－４】 運営方針は定められているか 

点検中項目【２－５】 事業計画は定められているか 

点検中項目【２－６】 運営組織や意思決定機能は、効率的なものになっているか  
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教員採用については、教育・業務の必要性と、定められ事業計画に応じて行ってい

る。正職員と併せて、専門知識を備えた非常勤講師や職種によっては派遣職員の活用

を行っている。採用・休職・退職・免職の基準等は就業規則に定められている。 

 また、人事考課、昇進・昇格の基準、賃金支払基準等についても就業規則の各規程

で明確に定められており教職員に周知されている。これらの規程は、学園内ネットワ

ーク（電波学園教職員エクストラネット）や紙媒体で常時閲覧することができるよう

になっている。 

 

 

学科運営や各部門に関しては、学科責任者を中心にした「科会議」で意思を決定し、

管理監督者へ報告し実施するシステムが確立している。 

学校全体での意思決定については、各部署から出された案件について、部門責任者、

管理監督者での協議の上、校長、理事長の承認を得て確定する。このように意思決定

システムは確立されている。 

教務内容の基本は教務規程によって示されている。各教員から出された事案の立

案・報告は定められたフォーマットの「報告相談事項」として文書化され、学科責任

者から科長、教務部長、校長を経て理事長の承認を得て、確定事項となる。 

また、特に重要な案件については事前に理事長に具申し、理事会に付議されて、結果が

学内に周知される。 

 

 

 情報システムとしては、学籍・成績・出欠等の学生データ管理システム、教務処理

システム、事務局関連システムがある。これらのシステムは、必要に応じて汎用アプ

リケーションで加工可能となっているため、業務が効率的に運用できる。また、情報

共有用のファイルサーバがあり、教職員間の情報共有に活用されている。 

 学園全体では、学園内ネットワーク（電波学園教職員エクストラネット）にさまざ

まな情報が公開されており、学内においてもイントラネットが構築されており、必要

な情報を効率的に把握できるシステムができあがっている。 

 

  

点検中項目【２－７】 人事や賃金での処遇に関する制度は整備されているか 

点検中項目【２－８】 意思決定システムは確立されているか 

点検中項目【２－９】 情報システム化等による業務の効率化が図られているか 
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基準 3 教育活動 

 

 

 各学科のカリュキュラムは、毎年見直しを行っている。見直しにおいては、学園・

学校全体の理念との整合性、各科目の時間数等のバランス、学生や業界からのニーズ

が反映されているかをチェックし学内に周知される。業界からのニーズを反映させる

ため、就職先の企業や医療機関等からの聞き取り内容をはじめとして、分野の関連者

をメンバーとする教育課程編成委員会の意見を参考にしている。 

平成25年度は、日本医師会ならびに日本病院会とも連携し、医療秘書科、医療情報

管理科のカリュキュラムを変更し、平成26年度は、医薬ビジネス科を販売ビジネス科

医薬品ビジネスコースより独立させ、業界ニーズを取り込むカリュキュラムとした。 

  

 

教育到達レベルは、育成すべき人物像や学科の目標等を明記したグランドシラバス

で明確化している。学生には年間資格取得目標を明確に伝えている。また、学生アン

ケートを定期的に実施して、目標に到達できるように努めている。 

また、本校唯一の１年課程である医療事務科は、他の医療系学科（医療秘書科、医

療情報管理科）との到達レベルの差をグランドシラバスのほか、新入生ガイダンスや

担任、教科担当から明確に伝えている。 

 

 

カリュキュラムは、教育課程編成委員会での意見や企業採用担当者、卒業生へのヒ

アリング内容等から、業界のニーズを取り込み、学科責任者が中心となって編成され

る。編成されたカリキュラムは、管理監督者を交えて検討、確認される。また、学生

への授業評価アンケートを実施してバランスの取れたカリュキュラムになるよう配慮

している。 

 

 

グランドシラバスには、目標資格とその受験時期、ならびに各科目等も明記されて

おり、資格と科目の関連性が明確になっている。このグランドシラバスをもとに、年

間の授業進行スケジュール、時間配分、使用教材、利用施設、評価方法等の詳細をシ

ラバス及び授業計画表に明記している。これらの資料は、学生が閲覧できるよう各教

室に備え付けられている。カリュキュラム内容は、年度当初に担当教員より学生へ周

点検中項目【３－１０】 各学科の教育目標・育成人材像は、その学科に対応する

業界の人材ニーズに向けて正しく方向付けられているか  

点検中項目【３－１１】 修業年限に対応した教育到達レベルは明確にされている

か 

点検中項目【３－１２】 カリュキュラムは体系的に編成されているか 

点検中項目【３－１３】 学科の各科目は、カリュキュラムの中で適正な位置付け

をされているか 
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知している。 

 

 

産学連携の一環として、医薬ビジネス科ではドラッグストアでの登録販売者実習、

医療秘書科、医療情報管理科では、病院実務実習を行っている。いずれの実習におい

ても実習開始前に事前指導会を開催し、意識の向上を図っている。また、教職員によ

る実習先への訪問も定期的に実施し、業界の要望を取り入れている。 

実習終了後には実習先より勤務評価表を提出していただく等、職業人としての自覚

やコミュニケーション力向上に向けたキャリア教育を行っている。また、他学科にお

いても、学内での企業担当者によるガイダンス、実務指導などを行っている。 

 

 

 平成 19 年度から専任、講師共に年１回（新任は年２回）授業アンケートを実施して

いる。アンケート結果は、個々に表や図で分かりやすくまとめてフィードバックされ、

カリュキュラムの見直しや授業方法の改善に活用されており、平成 26 年度はデジタル

教材の活用、学生参加型授業の推進を行った。また、グランドシラバス、シラバス、

授業計画表を作成しており、授業目標を明確にした上で総合的に評価や指導を行える

体制にある。 

年度始めには、公開授業が取り入れられ、教育活動全般において学校全体としてよ

り良い体制作りが行われている。 

 

 

教員の採用にあたっては、履歴書、職務経歴書等を精査するとともに、面接時に十

分な確認を行って授業内容に十分な技能レベルか判定している。専任教員、非常勤講

師ともに新任者は、参観授業を実施している。専任教員には、研修制度の活用や関連

分野のさまざまな研修等への積極的な参加を促し、専門性の常時把握や向上に努めて

いる。また、毎年教職員研修を実施し、資質の向上を目指している。加えて、非常勤

講師採用時には、本校の教育方針を明確に伝え理解いただくと共に、連携を密にし、

協業体制を築いている。 

専任教員の評価については、「勤務評価シート」により評価を行い、次年度への参考

としている。 

 

 

成績評価及び進級・卒業判定の方法は、入学卒業に関する規程に明示され、この規

点検中項目【３－１４】 キャリア教育の視点に立ったカリュキュラムや教育方法

などが実施されているか 

点検中項目【３－１５】 授業評価の実施・評価体制はあるか 

点検中項目【３－１６】 育成目標に向け授業を行うことができる要件を備えた教

員を確保しているか 

点検中項目【３－１７】 成績評価・単位認定の基準は明確になっているか 
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程は学生へ配布する学生便覧にも記載されており、学生に周知される。また、各教科

担当者から年度初めに説明を行っており、基準は明確になっている。教科目の単位は

学則に明記されている。他の教育機関との単位互換制度を検討しているが、平成 25、

26 年度に具体的進展はなかった。 

 

 

 「こたえを出す学校」のテーマの一つとして資格取得を掲げており、入学時に各学

科の目指す資格、受験スケジュールを学生に周知している。また、各クラスに備え付

けているグランドシラバスやシラバス、授業計画表において、具体的にいつの時点で

受験するかなどの予定を示している。合格率を上げるための受験対策補習も実施して

いる。 

 資格取得に必要な知識・技能が身につくカリュキュラムを組んでいることと、専任

教員が多いことにより、授業時間以外にも資格取得への指導には特に力を入れている。 

  

点検中項目【３－１８】 資格取得の指導体制はあるか 
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基準４ 教育成果 

 

 

 学校全体では就職率 100％達成を目標に、就職指導室と各学科が連携して、求人の開

拓や就職ガイダンス、個別面談、面接指導等さまざまな機会を提供しながら学生の指

導にあたっている。また、過去の就職先、試験報告書等を公開するなど、就職率の向

上を図っている。さらに、卒業生に関しても転職、再就職の斡旋も行っており、平成

26 年度も求人情報の提供を行った。 

 

 

 在学中の取得目標資格は、各学科によって異なるが、入学当初の新入生オリエンテ

ーションにおいて各学科でグランドシラバス等を活用して、目標資格に対する意識付

けが行われている。総合ビジネス系の学校であるため、各学科が目指すメイン資格以

外にも簿記やビジネスマナー、Microsoft Office Specialist等、ビジネス系の資格を

取得することも可能である。 

日々の授業内容が資格取得に直結していることはもちろんであるが、放課後の補習

等、個々の学生に対してキメの細かい対応がなされており、資格取得率の向上につな

がっている。平成23年度以降の２年課程卒業生の一人当たり平均資格取得数は、平成

23年度7.5個、平成24年度は7.9個、平成25年度は8.7個、平成26年度は8.3個で推移し

ている。 

 

 

 退学率の低減については学校全体として取り組みがなされており、臨床心理士の活

用や教員間での情報共有等対策を講じている。 

 より良い人間関係を築き、学生同士が活力を持って日々学生生活を過ごせるように、

「ワンデイツアー」「スマイルで笑ツアー」等、年間を通じて学校行事がスケジューリ

ングされ、友人を数多く作れるように配慮している。 

日常的な指導において、出席管理システムにより、担任、学科責任者、科長、教務

部長、校長により段階的かつリアルタイムな面談指導を行なっており、科会議にて学

生個々の状況把握に努めている。また、長期欠席者等、退学につながる可能性がある

学生については特に緻密なケアを行い、保護者との連絡を欠かさないようにし、保護

者会も開催するなど、学校と家庭との連携を構築し、退学率低減を図っている。 

平成26年度の退学率は3.41%と過去3年間平均の3.80％を下回った。 

 

  

点検中項目【４－１９】 就職率（卒業者就職率・求職者就職率・専門就職率）の

向上が図られているか 

点検中項目【４－２０】 資格取得率の向上が図られているか 

点検中項目【４－２１】 退学率の低減が図られているか 



あいちビジネス専門学校 専門課程 

12 

 

就職先企業や医療機関への訪問により評価の把握を行っている。卒業後も学園祭、

校友会の行事などを通じて来校してくれる卒業生が多く、その際に活躍状況の把握に

努めている。それら活躍の様子は、毎年度作成している学校案内パンフットで紹介し

ている。また、在校生の活動状況や学習成果についても、定期的に本校ホームページ

で公開し情報提供している。今後はさらに評価把握の幅を広げるよう検討を始めてい

る。 

 

 

 

  

点検中項目【４－２２】 卒業生・在校生の社会的な活躍及び評価を把握しているか
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基準 5 学生支援 

 

 

 就職指導は卒業担任が主導のもと就職指導室と各学科との連携により実施している。

指導は計画されたスケジュールに沿って１年次より卒業まで進められる。内容は多岐

にわたり、入学式後の個人に始まり、自己分析、進路希望アンケート調査、進路研究、

希望企業の申告、就職事前指導、合同企業説明会、求職登録、求人票・企業資料の公

開、エントリー、企業訪問、説明会参加、企業への応募、事前面接指導等を順次行い、

希望職種への就職を目指す。 

 病院実務実習や登録販売者実習などの実務実習や、企業担当者の講話等を実施する

ことにより、業界理解と学生の就業意識を高めている。 

 

 

 担任制を敷き、学生が担任に相談しやすい環境を整えている。担任は学生の状況把

握に努め、担当学生の相談全般を入学時から卒業まで受け持っている。また、担任以

外の教科担当教員や地区担当教員にも相談できる体制があり、専門知識を持ったスク

ールカウンセラー（臨床心理士）への相談も可能である。カウンセラーからの情報も

定期的に学生へ提供している。 

 

 

 経済的支援が必要な学生に対しては、日本学生支援機構奨学制度などの公的制度を

活用するほか、学園独自のありがとう奨学生制度や、在学生対象の恒学基金奨学制度、

校友会奨学金制度等もある。また、民間の企業とも提携した学費サポートプランなど、

さまざまな学生に対応できる奨学制度を準備している。 

あくまでも学業継続を趣旨とするため、奨学金を利用する場合は学納金の援助であ

ることを何度も説明し経済的理由での退学がないように努めている。 

 

 

 学校保健安全法に従い、新入クラスは毎年度4月に、進級クラスについては毎年度3

月に定期健康診断を実施している。 

診断は、学園指定による健康診断専門の機関にて実施している。結果に関しては、

受診者全員に通知され、有所見学生に対しては、再検査の受診を勧めている。 

 学生からの健康上の相談、学内での発病や事故などの際は、担当の教職員が適切な

対応を行い、急な医療機関受診の際には、保護者連絡を行っている。また、精神的な

相談は、学園スクールカウンセラー（臨床心理士）が対応できる体制を構築している。 

  

点検中項目【５－２３】 就職に関する体制は整備されているか 

点検中項目【５－２４】 学生相談に関する体制は整備されているか 

点検中項目【５－２５】 学生の経済的側面に対する支援体制は整備されているか 

点検中項目【５－２６】 学生の健康管理を担う組織体制はあるか  
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現在は、部活動や同好会としての活動はないが、唯一、専修学校各種学校連合会の

卓球大会へ出場している。出場にあたり、教職員の中で担当者を置き、出場を希望す

る学生を募り、大会出場に向けた活動を行っている。大会への参加に係る費用は学校

が補助する。平成 25、26 年度は、愛知県大会を勝ち抜き、団体戦で全国大会へ出場し

た。 

 

 

 遠隔地から入学してくる学生のため、男子寮については明治寮（南区）、女子寮につ

いては神宮ハイツ（熱田区）を学園として用意している。特に女子寮に関しては女性

の寮監を常駐させ、安全面はもちろんのこと基本的生活習慣についても指導できるよ

うにしている。 

 何らかの問題があった場合は寮監及び学生からの申出・相談により解決に向けての

対策を協議する。過去に重大な問題は発生していない。 

 

 

 毎年6月（平成26年度は6月21日、22日）に、東海地区保護者会を本校で実施し、90％

を超える保護者に出席していただいている。保護者会では、学級担任より学生の様子

を報告するとともに、就職や進路などについての意見交換を行っている。また、地方

出身者については、学園合同企画として地方教育懇談会を実施しており、保護者に参

加していただいている。 

 また、欠席時や学生の変化がみられるときには、学級担任から保護者への連絡を行

っており、必要に応じて保護者との面談も実施するなど、保護者との連携を図ってい

る。 

 

 

 卒業生を会員とする校友会組織があり、学生は卒業と同時に校友会正会員となる。

校友会は、卒業生を中心に役員を選出し、事務局を学内に置き、卒業生と学校との一

体感を維持し、卒業生を支援するために活動している。主な事業は、会員相互の親睦、  

準会員（在校生）の就職に関する助言、慶弔に対する表意、準会員に対する褒賞など

である。現在は、卒業生に対して、毎年秋に開催されている学園祭への招待、卒業生

対象旅行への招待、同窓会援助などを行っている。  

点検中項目【５－２７】 課外活動に対する支援体制は整備されているか 

点検中項目【５－２８】 学生寮等、学生の生活環境への支援は行われているか 

点検中項目【５－２９】 保護者と適切に連携しているか 

点検中項目【５－３０】 卒業生への支援体制はあるか 
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基準 6 教育環境 

 

 

 施設・設備の整備、運営管理については事務局が、教育関連備品については教務科

が担当し、それぞれが施設設備充実計画に沿って計画的な整備を行い、日常の管理に

あたっている。教室以外の施設としては、医療秘書・医薬品販売実習室、学生ラウン

ジ、パソコン実習室（４室）などがあり、それぞれの利用状況を把握すると同時に、

学生満足度調査を年度末に実施して、改善計画のために活用している。平成26年度は

掲示板の設置、カーペットの張り替え、プロジェクタ入替等を行った。また、ビルメ

ンテナンス会社、清掃会社との契約のもと、衛生・安全を確保し、緊急時対応が可能な

体制にある。 

平成27年度のカレッジ制導入にあたり、平成26年度は医療秘書・診療情報カレッジ

の新校舎建設に着手すると共に、教育上必要な設備を設置すべく選定作業を行った。 

 

 

病院実務実習や登録販売者実習などの学外実習を実施している。これらの学外実習

については、十分な事前指導と実習先との綿密な打ち合わせを行っている。また、教

職員の定期的な実習先への訪問を行い、実習後は勤務評価をいただき、学生指導や教

育内容の改善に役立てている。平成 26 年度は、勤務評価を学科全体で把握し、特に評

価の低い項目を授業や学生指導で重点的に強化した。 

海外研修は、異文化理解や見聞を広めるため、希望者を対象に実施している。平成

26 年度は、夏期に韓国、冬期にヨーロッパ（ドイツ・イタリア・フランス）への研修

を計画した。韓国への海外研修では、学園提携校（新丘大学）を訪問し交流会も開催

したが、ヨーロッパ研修は、エボラ出血熱の影響もあり催行人数に満たなかったため

中止とした。平成 27 年度からは、医薬ビジネス科、販売ビジネス科、観光・レジャー

ビジネス科の学生を対象に、海外インターンシップ（台湾）を行う予定である。 

 

 

 学級担任による随時指導、防災ビデオの放映を行うなど、防災・防火の対策を行っ

ている。 

学校全体の取り組みとしては、事故防止対策を強化する観点から、収納庫など備品

の転倒防止対策や、移設等により危険を軽減させるための点検体制を整えた。また、

防災担当者、教務科担当者及び請負業者、全教職員が一体となった全校舎点検システ

ムの構築に取り組み始めているが、平成26年度は大きな改善は成されなかった。 

学外活動や研修旅行、企業実習等、学生が学外で活動する場合は、危険な作業にあ

点検中項目【６－３１】 施設・設備は教育上の必要性に十分対応できるよう整備

されているか 

点検中項目【６－３２】 学外実習、インターンシップ、海外研修等について十分

な教育体制を整備しているか 

点検項目 【６－３３】 防災に対する体制は整備されているか 
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たらせない等の体制を取ったうえ、保険に加入している。また、事前に派遣先との十

分な協議を行っている。 
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基準７ 学生の募集と受け入れ 

 

 

 学生募集広報活動において、出稿内容や説明表現等については、その真実性、明瞭

性、公平性、法令遵守等、学園企画広報課並びに本校広報担当、教務科、各学科、事

務局、就職指導室等で常時十分な検討を行っている。また毎年、学内研修会を実施し、

入学希望者に十分な判断材料を提供できる体制を構築している。 

なお、学生募集活動は、稟議を経て決裁しているものであり、学内でのチェック体

制は整備されている。 

  

 

資格取得実績や就職実績等の教育成果は毎年度データとして把握し、学校案内書や

ホームページ等に掲載している。これらの実績については、入学希望者アンケートに

おいても関心が高く、学校選択の判断材料ともなることから、学生募集上も重要な情

報と認識している。 

 教育成果の広報においては、入学希望者の参考になる情報提供という観点から、事

実を正確に伝えている。 

 

 

入学選考方法は募集要項に明示しており、その基準に沿い、書類選考並びに必要に

応じて面接試験を実施し、合格の可否を総合的に判断している。 

留学生に対しては、面接を必須とし、日本語能力の程度と保証人の状況等、学業継

続が可能かを審査し、合格の可否を判断している。 

 

 同種他校の学費状況や社会情勢を分析し、在籍学生数の適正化を図りながら、学校

経営に大きな影響を与える学生数と学納金、教職員数と人件費、教育経費と管理経費

のバランスに留意し、学園方針の資金計画に沿った適正な事業計画の推進及び執行管

理に徹している。 

 

 

  

点検項目【７－３４】 学生募集活動は、適正に行われているか  

点検項目【７－３５】 学生募集活動において、教育成果は正確に伝えられている

か 

点検中項目【７－３６】 入学選考は、適正かつ公平な基準に基づき行われている

か 

点検中項目【７－３７】 学納金は妥当なものとなっているか 
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基準 8 財務 

 

 

財務基盤を判断するための目安と言われる消費収支差額は、前年度のマイナス数値

から若干のプラス数値に転じている。また、学園本部による財務分析（帰属収支差額

比率、人件費比率、人件費依存率、教育研究活動収支差額比率、減価償却比率）に於

いても、平均またはそれ以上の指数を示しており、安定していると思われる。 

加えて、「観光・レジャービジネス科」の新設、新校舎「医療秘書・診療情報カレッ

ジ」の建設（平成27年8月竣工）など、中長期的に安定して入学者を確保するための計

画、戦略を立案し、収支の均衡に努め、財務基盤の一層の強化に取り組んでいる。 

 

 

予算編成に当たっては、学生・教職員の意見を大きく反映し、教育効果・学生満足

度の向上に主眼を置いている。年度毎に施設設備の計画を出し学園本部で精査され、

理事会での承認を得ることにより予算の執行管理が行われている。 

予算対実績対比に当たっても、現場管理者が把握し、運営責任者により検証、支出

等への改善を日常的に行い経費節減に徹底的に取り組んでいる。 

 

 

外部の監査人である公認会計士の監査は定期的に行われ外部監査体制は整っている。

また学園監事２名による監事監査を毎年度１回実施しており財務について適正と判断

がなされている。 

 

 

本校は学校運営に必要な決算書類、財務諸表、予算書等を作成している。本校を統

括する学校法人電波学園では、決算報告として、資金収支計算書、消費収支計算書、

貸借対照表の学校会計３表に加え、財産目録、監査報告書をホームページ上で毎年更

新し公開している。 

 

  

点検中項目【８－３８】 中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか 

点検中項目【８－３９】 予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか 

点検中項目【８－４０】 財務について会計監査が適正に行われているか 

点検中項目【８－４１】 財務情報公開の体制整備はできているか 
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基準 9 法令等の遵守 

 

 

学園本部において、総務部が法務に関する業務を統括しており、法令遵守について

の総合的な管理を行っている。県と市の私学行政関係との窓口の役割を併せて果たし

ている。学校に関わる法令は多岐にわたるが、顧問弁護士と契約しており、法解釈等、

不明な事案は随時相談可能となっている。 

また、各種行政指導や所轄庁からの通知などは各部署に回覧し周知するとともに、

特に重要な案件については対応を協議している。 

 

 

 在学生をはじめ入学希望者等の個人情報は、個人情報取扱方針（プライバシーポリ

シー）を決め、細心の注意をもって管理している。個人情報取扱方針及び個人情報の

取扱いについては、ホームページや学生便覧等への掲載により、継続的に明示してい

る。 

 また、入学時には学生本人及び保護者に対し、個人情報の取り扱いや学校行事及び

学校案内パンフレット等に掲載するための画像撮影について通知し、署名にて了承を

いただいている。 

学内の体制としては、個人情報保護対策担当者を配置し、個人情報の管理状況の確

認や教職員への啓蒙活動にあたっている。 

  

 

 自己点検・評価については平成 22 年度（平成 21 年分）より評価に着手した。実施

体制として、校長を委員長とし教職員が委員となり、自己点検・評価委員会（学校評

価委員会）を組織している。同評価により明確となった改善すべき事案については、

実現可能なことから順次、改善に取り組んでいる。 

 また、平成 25 年度に企業・医療機関関係者・卒業生等から構成される学校関係者評

価委員会を設置し、平成 24 年度についての自己点検評価に関して、委員から客観的な

評価をいただくことによって自己評価の精度向上を図っている。 

 

 

 平成 22 年度から自己点検・評価に着手し、平成 21 年度の自己点検評価報告書につ

いては、学園内ネットワーク（電波学園教職員エクストラネット）に公開した。 

平成 25 年度に学校関係者評価委員会を設置、開催し、学校自己評価報告書を学校関

点検中項目【９－４２】 法令、設置基準等の遵守と適正な運営がなされているか 

点検中項目【９－４３】 個人情報に関し、その保護のための対策がとられている

か 

点検中項目【９－４４】 自己点検・自己評価の実施と問題点の改善に努めている

か 

点検中項目【９－４５】 自己点検・自己評価結果を公開しているか 
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係者評価報告書と共に、本校ホームページに公開した。 
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基準 10 社会貢献 

 

 

 本校のノウハウを外部に伝えるため、平成26年度も高等生対象のマナー講座や面接

対策、社会人としての心構え等の出向授業を実施し、高校教員対象とした販売士資格

試験指導講座を実施した。 

また、平成26年2月に開催された日本医療秘書学会学術大会では、幹事校として開催

に携わり、教員は準備委員として、学生は当日の実行委員として活動した。 

今後も一層の社会貢献を推進する計画である。 

 

 

ボランティア募集の案内等は、学生に周知して参加者を募っている。また、社会貢

献の観点から、ボランティア活動への参加を奨励している。平成 26 年度は、学園祭期

間中に地域の校外清掃を実施したが、ボランティアに対する学生意識が高いとは言え

ない。意識向上のための具体案を策定し、平成 27 年度は、活動の幅を広げる計画であ

る。 

点検中項目【１０－４６】 学校の教育資源や施設を活用した社会貢献を行ってい

るか 

点検中項目【１０－４７】 学生のボランティア活動を奨励、支援しているか 


