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３　・　２　・　１

インテルゼミで関わっているが学生の熱意を感じる。学生の基礎
になっいるところを学校が指導しているのが伺える。これからも学
生1人ひとりの立場などを考えて接してほしい

教育理念は高くとても評価できる。また将来的な展望として外国語
教育時間数を大幅に増やしたことは評価できる。
反面、「TECH.C.の特性を活かした具体的な教育施策」については
まだ十分とは言えず、コース系統間での連携や企業からの現在進
行形の声を取り入れるなど工夫が必要に思われる。
英語教育においては語彙や読解・ヒアリングといった単に一般的
な英語技能を測るテストを目標とするのではなく、各コースの実務
に沿った会話能力を身に着けて欲しい。

語学力に力を入れており、レベルに合った内容は学生の立場から
すれば学習しやすいと思う。興味を持つような授業内容にしてもら
いたい

MITを目標とするうえで学校の知財のDB化とライブラリ化を求めた
い。ダブルメジャーは価値あるシステムと考えます

第三者が学校を「知る」方法は、第一にホームページである。そこ
には「創造力」を仕事にする学校とあり、これがTECH.C.のディプロ
マポリシーであり、卒業するまでに学校が育て、身につく力という
ことになる。これを「即戦力」に近づけて実現させるものがTECH.C.
最大の特色、「産学協同の企業プロジェクト」になる。
しかしTECH.C.は、企業プロジェクトを通して、学生のどのような力
を伸ばして、最終的に「創造力」と考えているのかが、はっきり見え
てこない。例えばそこで練磨されるのは何かと考えると、①基礎力
としての自ら考える力②実践力として最後までやり遂げる力➂企
業、チームメンバーとの間の人間関係をつくるコミュニケーション力
④困難な問題に立ち向かうチャレンジ力、例えばこのような力が
磨かれるのが、企業プロジェクトであり、それが鍛えられるからこ
そ、ホームページにあるクリエイターエンジニアとしての基礎力、実
践力、応用力がつき、「創造力」を仕事にできる人材が誕生すると
考えられのではないか。これをわかりやすく一枚の絵で描くことは
できないかと思われる。ここはTECH.C.の根幹のところなので、ここ
がしっかり定まった上で、企業プロジェクトだけではなく、通常の授
業も行われていることが求められる。

英語については重要。また留学生のいる学校だけではなく社会に
出ても多文化多民族の組織の中で仕事をするケースが増えてく
る。その場合例えば「相手の嫌がることを絶対にしない」というよう
な文化に根ざしたことを知る＝国際理解の部分が大切になる。そ
ういう授業、例えば留学生の国について知る、国際理解のための
時間を持つなど、が考えられる。

点検・評価項目 点検・評価項目総括 学校関係者評価委員よりの御意見大項目
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学校法人コミュニケーションアート　東京デザインテクノロジーセンター専門
学校は、滋慶学園グループに属し、「職業人教育を通して社会に貢献する」
ことをミッション（使命）としている。

「３つの教育理念」（「実学教育」「人間教育」「国際教育」）を実践し 「４つの
信頼」（①学生・保護者からの信頼 ②高等学校からの信頼 ③業界からの信
頼 ④地域からの信頼）を得られる学校を目指している。

教育理念に基づき、東京デザインテクノロジーセンター専門学校は、 『産学
連携教育』を教育の柱として実践力を養い、業界が求める人材を業界と共に
育成する。また、プロとして必要な知識力・技術力と合わせ、ホスピタリティマ
インド、コミュニケーション力、チームワークなどこれからの業界に求められ
る人材を育成し輩出。日本の職業訓練校のMIT（マサチューセッツ工科大
学）を目指している。

“TECH.C.はコンピュータを使って、「創造力」を仕事にする学校”として、多く
の人々に喜んでもらえる、感動してもらえるものづくりができる人材の育成を
実践している。

「滋慶学園グループ」は、「職業人教育を通じて社会に貢献する」ことをミッ
ションに掲げており、本校も「３つの教育理念」（実学教育、人間教育、国際
教育）を実践し、「４つの信頼」（学生・保護者からの信頼、高等学校からの
信頼、業界からの信頼、地域からの信頼）を得ることをコンセプトに掲げ、教
育にあたっている。

産学連携教育を教育のコンセプトに、企業プロジェクトをはじめとした実践教
育を実施し、デザインとテクノロジーを両方学べるという学校の特長を活かし
た教育内容が充実している。また特に4年制学科は英語力、テクノロジー、マ
ネジメントを身に付け、業界でリーダーシップを発揮できる人材育成を行って
いる。

業界との意見交換やヒアリングから、カリキュラムの見直しや講師の招聘、
特別講義などを実施している。また企業課題・プロジェクトを通して技術・知
識の他、プロとして必要な心構え、創造力（アイディア）、コミュニケーション
力、リーダーシップ、チームワーク、ホスピタリティマインドを身に付けさせる
ことに努めている。

また「自己実現」の為、自分らしさを活かし、「Wメジャーカリキュラム」などを
活用しキャリア形成に取り組むとともに、国際教育として海外実学研修や語
学教育、さらには留学生との交流を通じて、グローバルに活躍できる人材育
成を実践している。
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出席管理のシステム化は評価できる。まだデジタル化できていな
点についても速やかに改善を進めて欲しい。

定期的な会議やミーティング、各種委員会を的確に実施している
ことは良いことだと思う。

学生個々の悩みに対して敷居をもっと下げられるか。出席管理シ
ステムの価値は大きい。さらに細かい対応に期待したい。

出席状況を一元管理し、教務チーム全体、或いは教員も含めて個
別に学生対応することはとても大事なことだと思われる。結局、
「良い学校とは何か」の１つの答えであり、これが教職員に浸透し
ていることは素晴らしいと思われる。これはどんなに学校の規模
が大きくなっても、続けていくべきことである。ITの専門学校では
TECH.C.と言われるようにしていくことが求められる。
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滋慶学園グループの示す、毎年の長期・中期・短期展望を基に、事業計画
を毎年作成している。事業計画は、法人常務理事会、法人理事会の決済を
受け、承認を得ている。それを受け、学校では事業計画を全教職員への周
知に努めている。

事業計画においては、グループ全体の方針や方向性、組織、各部署におけ
る目標や取り組み、職務分掌、各種会議及び研修等々について明確に明記
されている。運営組織は、事業計画の核をなす組織目的、運営方針、実行
方針と実行計画に基づいたものである。単年度の運営も、中期計画の視点
に立って行っている。

事業計画書の組織図には学校に係わる人材が明記され、誰もが全員の組
織上の位置づけを理解できるようになっている。

学校がもっとも大切にしていることとして、滋慶学園グループの中期・短期の
事業計画に沿って、採用と人材育成を行い、様々な研修において目標達成
に向け、スタッフのスキル面とマインド面の向上を図り、また関わるすべての
人が学校の方向性、学校の方針の実現に向けて同じ方向を向くために、各
種研修や会議、ミーティングにより、確認を図っている。

意思決定システムは内容により会議等のプロセス、そこにおける決裁者、最
終決裁者も事業計画に明記し、確立されている。

情報のシステム化により業務の効率化を図っている。リスクマネージメント、
コンプライアンスにおいても、内容を明確にし、適材適所のスタッフ配置に努
めるとともに、過重労働防止対策を実践している。

事業計画書は、広報・教務・就職・総務と、学校におけるすべての部署につ
いて考えられ、また、すべての部署が同じ方針・考え方を理解するように努
めている。

学校全体の運営、あるいは各部署の運営が正しく行われるために、様々な
研修や会議が設けられ、この研修、会議を通して、個人個人の目標設定、
及び業務への落とし込みを行い、また常に方向性、位置づけ等を確認でき
るシステムの構築を図るように努めている。

定期的な会議、ミーティング、教育部会、各種委員会などを的確に実施して
いる。
また講師との連携をより強固なものとするために、講師会、講師分科会をは
じめとしたミーティング及びMicrosoftTeamsを使っての情報共有、出席管
理、授業報告など、コミュニケーションを効率的に図るなど工夫している。

予算管理システム導入によりスムーズに予算管理と実行が図られている。

出席管理システムにおいては、学生個人の面談記録、個人情報、出席状況
などを一元管理することで、教務チーム全体で学生対応が出来るように努
めている。日々の出席管理の効率化が図られ、学生対応の向上が図られて
いる。
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昨今では大学におけるAO入学者の学習意欲や継続的な学習習
慣の高さが明らかになってきており、本学でもそれに準じた「入学
前自己３段階教育」を実施している点は高く評価できる。
また講師会などにおいて外部非常勤講師への教育研修を実施し
ている点についても評価できる。
反面、実務性を打ち出しつつも実態として実務を行っていない／
実務から遠ざかっている所謂「職業講師」が長年留まり、更新され
ないままのカリキュラムや適正な教員の確保ができていない点も
垣間見えるため、卒業生を通した企業との連携強化など、通常／
特別授業の内容充実や教員確保を引き続きアップデートすること
が望まれる。

資格取得について就職に有利な支援を行っていることは評価した
い。就職活動にあたって先生方のサポートは大変心強く感じてお
ります。

卒業生が講師として授業を担当する人数が増えている現状はとて
もいい傾向です。生きた時代感が反映されやすいと考えます。

ゼミでは出来るチームと出来ないチームがあり、学校側のサポー
トも強化して欲しい。校外で行われるコンテストなどにも積極的に
参加して欲しい。

「産学連携教育」は、インターンシップとは違い、１つの課題(テー
マ)を学生たちが、企業の人と話をしながら、自ら考えて、課題の
解決に取り組むところポイントで、わかりやすいものではあっても
「課題とは何か」を考える機会となっている。企業の場合は、その
立ち位置で課題の大きさも内容も違ってくるが、共通して言えるの
は、「言語化することの難しさ」である。したがって与えられた課題
ではあっても、コミュニケーションを通して、意見を出し合い、解決
までのプロセスを作っていくことは、社会に出る準備としては、大
変貴重なものとなる。
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教務および専任講師の尽力により受講生の満足度が改善してい
る点は高く評価できる。

カウンセリングの強化はコロナ禍の中で保護者として心強い。

企業プロジェクトがあり、就職率100%を目指すことは当たり前で、
例えば在学中からプロのゲーマーが誕生していることを聞くと、あ
る意味学校と企業の境目がなくなってきているように感じられる。
そうすると出来る学生とそうではない学生が在学中からはっきりと
してくるので、「差」が　出てきた学生に対しては、彼らがワクワク
するような仕事の「選択肢」をつくっていくことが求められる。その
ためには実は「インターンシップ」が有効ではないか。現場で「企業
研修」を体験することを通して、色々な会社があることを早くに「知
る」ことは、それなりに「変化」をもたらすと思われるが、その際、就
職担当者、教務、教員が、学生個人と会社のこと、働くことについ
て、「対話」型のコミュニケーションを実践し、「職業人教育」の一環
として対応することが重要になってくる。

Azure取得を2021年度学校全体の目標としたとのこと、その場合、
各学科でも同様の取り組みをしているのかどうか。Azureは、今が
旬の技術であり、「即戦力」としての知識習得が狙いと思われる。
そうであれば、各学科全体では、それとは別に少し先を見たトレン
ドの中から、１つテーマを取り上げて、学科卒業を待たずしてやっ
てくるかもしれない。今後の動きについて考えてみることも大切で
はないかと思われる。
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職業人教育は常に業界と密接な関連を持たなければ、教育目標、育成人材
像は正しく方向づけられないと考えており、業界の動向を常にキャッチし、そ
の変化に対応して養成目的や教育目標の見直しを毎年実施している。

本校は教育システムとして、独自の「産学連携教育システム」を構築してお
り、このシステムにより、業界と乖離することなく、業界で必要な人材を業界
と共に育成、輩出できるようにしている。

教育目標達成のためのカリキュラムは、入学前から卒業まで、体系的に編
成されているが、全国の姉妹校が集まる教育部会等で業界の情報を集約し
研究、見直し等を行っている。
カリキュラムは学科に関わるもののみならず、社会的・職業的自立を目指
し、業界・企業の協力を得て「キャリア教育」の視点に立ったものになってい
る。

授業改善、教職員・講師の資質向上等を目的とし、授業評価、講師会、リテ
ラシー教育など各種研修・勉強会を実施している。これを通して講師や学生
の状況を正確に把握し、また必要な教員人材を確保できるように努めてい
る。

成績評価の基準を明確にし、学生指導を行っているが、明確な基準と共に、
柔軟な対応ができる余地を残すことで、すべての学生が学科の目標を達成
した上で、毎年進級・卒業判定会議を行い、進級・卒業できる体制を作って
いる。

資格取得については、業務を行う上でそれぞれの専攻で必要な資格、就職
に有利な資格取得に向け、支援を行っている。

本校は、教職員の最終目標として、
１．就職率 １００％ （就職希望者）
２．退学率　　 ０％ （入学者全員卒業）
を掲げ、その達成のために様々なシステムを構築している。

本校の教育の柱である「産学連携教育」により、即戦力としての実践力、技
術・知識、ビジネスマインド等を身に付けている。産学連携の柱となる「企業
プロジェクト」では、商品化を前提としたプロジェクトに取り組み、仕事を実践
する力を身に付ける。今年度はインテル、マイクロソフト、セガ、サンライズな
ど国内外を代表する企業から課題提供していただいた。またインターンシッ
プ、海外実学研修、業界特別ゼミなど授業以外での学生サポートシステムを
充実させている。

国際性を高めるため、毎年日本人学生には英語授業、留学生には日本語
授業をカリキュラムに取り入れ、語学教育に積極的に取り組んでいる。今年
度より4年制専攻は4コマ英語授業を履修し、TOEIC500点以上の取得を目
標としている。また、将来の就職に有利な資格取得にも積極的に取り組んで
いる。

キャリア教育の一環として行なわれる、入学前の自己発見→入学後の自己
変革→卒業後の自己確立という、自己３段階教育の実践。入学前からの一
貫した育成システムと目的意識をもって取り組むプログラムの組み合わせに
より、モチベーション向上を果たし、プロの職業人としての気構え・身構え・心
構えを身に付けさせることに取り組んでいる。
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滋慶学園グループのミッションである「職業人教育を通して社会に貢献する」
を達成するための教育成果を定数目標として設定している。

教育成果は目標達成の努力の結果であるが、本校では、希望者全員就職、
中途退学者０名 を教育成果の最終目標に学校運営を行っている。

就職では、「絶対就職」を標語に掲げ、就職希望者全員が就職達成できるよ
う一人ひとりにあったサポートを行っている。また、専門就職を最優先に考
え、第一専門職への就職率の向上に取り組んでいる。

退学率の低減対策は、開校以来、様々な取り組みと努力を重ね、中途退学
者の削減に努めている。
今後も学生個々の徹底したフォロー、面談、カリキュラムの工夫、担任制度
の強化、学生カウンセリングの強化、保護者との連携等々をさらに図り、退
学率０％達成に向け、努力を継続していく。

在校生・卒業生の実績やコンテストへの入賞、商品化や参加作品などにつ
いては、担任への報告や面談や卒業生のネットワークを活用して把握に努
めている。

教育成果の１つである就職は、第一専門職への就職率が向上しているが、
100％を達成すべく、さらに努力を続けている。

本校では2021年度より、Microsoft Azure Fundamentals資格合格を目指して
おり、キャリア教育の時間も使いながら合格者獲得を目指している。
そのほかにもMicrosoft Office Specialist (MOS)を始め、CompTIAのベン
ダー資格なども学生に指導しながら、今後学生が資格取得できるようにフォ
ロー体制を強化していく。

企業との連携・プロジェクトの充実・インターンシップ（企業研修）・特別講義・
企業見学・企業説明会等、サポート制度などの確立に努力をしている。
また、学生が夢の実現や目標達成ができるよう就職の授業を行い、就職意
欲の向上や卒業後の再就職サポートの充実を図っている。

本校では、留学生担当を置き、留学生の就職に対しても日本語力の向上、
資格取得、ポートフォリオ作成などのサポートを徹底して行っている。

退学率では、目標に向けたカウンセリングの強化、進路変更対応、学生情
報共有勉強会、学費対応、保護者会の充実、モチベーション上げのイベント
特別講義、会社見学、講師の方々と学生が抱える問題の共有など、学生
個々に対応できるよう務め、退学率軽減の努力を重ねている。本年度は退
学率3.8%となり、昨年以上の成果を上げることが出来た。
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コロナ禍の社会情勢における制限下でも、オンライン技術の活用
や創意工夫によって新しい取り組みにチャレンジしている点は高く
評価できる。

施設・設備は増加傾向にある受講者数に応じた教室確保に努め
てもらいたい。

館内美化が行き届いていない点が目につくため、講師や教務ス
タッフが率先してゴミ拾いをするなど、受講生を含めた全員の
「ホーム（家）」である学校環境の美化運動に取り組んでもらいた
い。

学校はとても清潔感がある。近年大きな地震が多いため保護者
用の災害に備えている説明があるといい。

消毒液切れや電池切れの機器があるので、チェック体制の工夫
が必要と考えます。

３　・　２　・　１

教務および専任講師の尽力により受講生の満足度が改善してい
る点は高く評価できる。

学生の健康面のサポートは大変充実していると思う。キャリアセン
ターで個別相談できるサポートは評価したい。学生が講師に直接
相談できる事は心強い。

在学中からたくさんのサポートを受けてきたが、卒業してからも
TECH.C.に来て相談にのってもらったり、話を聞いてもらったりした
ことが非常に良かった。安心して業界に身を置いていることが出
来た。

企業でもうつ病など精神的に不安定な場合は、現場の事実関係
は調査するが、そこから先の判断は健保のメンタルヘルスでのカ
ウンセリングを利用している。これを上手く活用するには、管理職
に対してメンタルヘルスの研修を毎年実施している。TECH.C.で
も、講師以外の教職員は年に一度の研修を受けておられるのか
どうか、基本的な対処の仕方を共有しておくことが大切だと思われ
る。

３　・　２　・　１

3

学生が就職・技術などの目標を達成するための支援には、学業面と生活環
境などを整備していくことで支援に繋がると考える。

学生支援には、①就職サポート ②学費相談 ③学生生活サポート ④健康管
理 などの分野で行っているが、それぞれの分野で対応できる担当部署及び
担当者を置いている。

①就職については、専門部署であるキャリアセンターを設置し、個別の学生
の特徴を把握している担任と強い連携を取りながら、就職の相談、斡旋、履
歴書の書き方、面接対応、インターンシップ企業界研修）、業界アルバイト、
ポートフォリオ（作品集）指導、他各種指導などの支援をしている。また、保
護者との連携や卒後サポートも行っている。

②学費については、相談窓口として事務局会計課を置き、提供できる学費
面でのサービスをアドバイスするファイナンシャルアドバイザーにより個々の
事情に対応した支援している。また各種、奨学金制度の案内も行っている。

③学生生活については担任制を取っており、ホームルームでグループワー
クの実践、友達作り、コミュニケーション力の強化、ホスピタリティマインドを
身に付ける講座などを実践している。また個別に相談時間を設け、学びの
不安や業界への不安などにも寄り添っている。それ以外にもSSC（スチュー
デント・サービス・センター）という悩みや相談を受ける専門家の部署を置き、
専門的な観点からも支援を強化している。

④健康については、滋慶学園グループのクリニックである慶生会クリニック
が担当し、年1回の健康診断も行っており在学中の健康管理を支援してい
る。
また、学生の課外活動であるサークル・同好会についても支援し、学生満足
度アップに貢献している。
学生寮も学園の専用の寮を整備しており、寮長と担任とが連携して学生を
支援している。高田馬場周辺の賃貸情報も地域の不動産業者と連携し、提
供・サポートしている。

学生が休むと電話やメールで保護者に連絡を取ったり、毎年保護者会も
行っており、学生の情報交換を密に行い、また卒業生に関しては、再就職や
転職のサポートも行っている。

滋慶学園グループでは、「一人ひとりの学生を大切に」というコンセプトがあ
る。本校でもこのコンセプト通り、学生を第一に考え、様々な支援体制を整備
している。

その中でも「就職」は学生が目標を達成し、業界で活躍するための最重要事
項であり、本校では非常に力を入れている。キャリアセンターという専門部署
を置き、専任のスタッフを配置しており、担任と協力して学生のサポートを
行っている。

キャリアセンターは、個別相談、就職対策講座、合同企業説明会等の就職
支援イベント開催、就職斡旋、業界現場での実践研修である「業界研修」の
指導等々、就職に関するあらゆる支援を行っている。また転職支援など卒業
生のサポートも実施している。

「教育」については、専門的技術、知識はもちろん、社会人として必要な協働
力やコミュニケーション力を養っている。

変化の速い業界において、基礎を大事にした内容と共に、卒業後の業界を
見据えた技術・能力育成を業界の最前線で働いている講師陣と連携を高め
ながら行っている。また、即戦力の人材を育成するために、企業から課題提
供していただき、実際の仕事と同様の工程で作品制作を行う「企業プロジェ
クト」を通して、コンセプト、クリエイティビティ、プレゼンテーションなどの力を
身に付け、業界が求める人材になるプログラムも実施。

コンピュータを含む施設・設備、機材等々の業界と同レベルの最新版を完備
し、また業界ニーズとブレのないカリキュラムの構築を常に行い、就職につ
ながる教育支援体制を確保している。

精神的に授業についていけない事情を抱えた学生を支援するため、カウン
セラーが在中するＳＳＣを設置し、卒業までサポートできる体制を構築してい
る。

3

本校は、業界で即戦力となり得る人材育成を目的としており、教育環境（施
設・設備、機材等）の整備は重要と考え、そのために業界企業と同等レベル
の環境の充実を企業の協力を得て図っている。また、週に一度は点検日を
設け、不備はないか常に意識をしている。

学内の教育環境に留まらず、学外の環境（インターンシップ、学外実習、海
外実学研修）もさらに整備することも必要であるが、現状ではキャリアセン
ター、教務部、滋慶国際交流COMが一丸となって、その整備を行い、教育効
果につなげている。学外実習、特別講義についてはコロナ禍の影響で対面
での実施が減ってしまっている分、オンラインでの特別講義や実施可能な内
容を探り挑戦を続けている。

本校では、教職員が常に防災を意識しており、毎年、教職員、学生の防災
訓練を計画的に実施し、地震や火災の際の避難経路を確認するなど、防災
体制の確立に努めている。また教職員スタッフも救急訓練の資格を持ってい
る者もおり、年１回職員全員で講習を行っている。防災マニュアルの内容が
現状に見合ったものであるか、定期的に見直しを行っている。備品に不備・
破損などが無いか、定期点検以外の時も意識をするよう努めている。

業界に必要な人材を業界と共に育成するためには、教育環境である施設・
設備・機材等は非常に重要な要素であり、それゆえ、業界や企業と連携し協
力を得て最新・最良のものを整備している。

毎年、事業計画で計画し、予算計上の上、計画通りに設備や機材、ソフト等
購入・更新等を行っている。
学外実習、特別講義は教務部、キャリアセンターが中心となり整備しており、
講師の先生と相談し、常に新しい企業、研修先を開拓している。今年度は45
種類の特別講義と実施し、普段の授業では得られない業界の情報や、学生
のモチベーション維持、向上に努めた。

教職員対象の防火訓練、教職員・学生対象の避難訓練を近隣の方々の協
力も得て毎年計画的に実施し、災害に備えている。そのためのマニュアルを
整備し、災害時の教職員の役割分担作成・確認、学生への情報提供など体
制を整えている。コロナ禍で大人数の集まる訓練実施が困難なため、写真
での避難経路の確認や、消火器の使用方法を動画で紹介し、各HRで担任
より直接指導も行っている。
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入学前自己３段階教育のさらなる充実を実践して頂きたい。

体験授業の効果は大きいと考えます。

アドミッションポリシーの部分では、出願者に対して「面接」が行わ
れていて、「目的意識」、つまり全体を通して、将来目指す業界へ
の職業意識や具体的な目標がしっかりしているかを確認すること
が行われているとのこと。また専門職への就職を目標としている
場合、とても重要な自らをupdateすることに積極的に取り組む姿勢
が求められる。

例えば2021年度Azure取得をTECH.C.で掲げているが、入学選考
時に卒業までに資格を何か１つ取得することを約束させることはど
うか。入学後、定期的に取得に向けたフィードバックをすることで、
これもまた「創造力」の中身の１つ、最後までやり遂げる「実践力」
を身につける方法にもなり得て、一貫性が生まれると思われる。つ
まり、こういうアドミッションからディプロマへの流れを意識すること
が重要になってくると思われる。

３　・　２　・　１ 情報公開している点を評価する。

３　・　２　・　１3

東京都専修学校各種学校連合会の定めたルールに基づいた募集開始時
期、募集内容（AO 入学等も）を毎年、遵守している。
広報活動の適正については、広告倫理委員会がチェックしている。
また、過大広告を一切廃止し、適正な学生募集が出来るように配慮してい
る。

パンフレット、入学案内、ダイレクトメール、体験授業、学校説明会、ホーム
ページ、SNS等を通して、教育内容や教育成果等を正しく伝えるように努め
ている。
また、来校やオンラインでの参加の生徒に関しては、パワーポイントや資料
を使い、学校説明会を行っている。

これらすべての広報活動等において収集した個人情報・出願の新入生の個
人情報、また本校に関わる個人情報等は、校内に個人情報保護委員会を
設置し、厳重に管理し、流出及び他目的に使用しないように、管理の徹底を
図っている。

入学選考に関しては、出願方法（AOエントリー、推薦出願等）、出願必要書
類、出願受付日、及び選考日（面接日）を学生募集要項に明示し、決められ
た日程に実施しているが、入学選考は、「入学選考会議」により、合否を決
定する。
入学選考は、学生募集要項にも明示している通り、「面接選考」及び「書類
選考」であるが、あわせてその基準となるのは、「目的意識」である。
全体を通して、将来目指す業界への職業意識や具体的な目標がしっかりし
ているかを確認すると共に、その目的が本校より提供する教育プログラム及
びカリキュラムにおいて実現可能かを確認するもので、入学試験という名称
のもと、学科試験を行うものではない。

学納金は、業界が求める人材育成に妥当なものであるが、学納金や預かり
金、教本・教材、健康管理費、資格検定費、キャリア教育振興費等の見直し
を毎年行い、適正化に努めている。
保護者への授業料及び諸経費の提示についても、入学前の段階において、
年間必要額を学生募集要項に明記し、基本的に期中で追加徴収を行わな
い。

学生募集は、募集開始時期、募集内容、募集ルールの遵守、過大広告の排
除等厳正な学生募集に配慮している。広報活動では「学校の方針や特色や
就職実績等の教育成果」を伝えるよう常に配慮している。

本校は、就職の進路先として第一専門職への就職を目標としているため、
入学前に職業イメージを明確にしてもらうために、体験入学や説明会への複
数回参加を促し、保護者と本人が充分理解した上で、出願してもらうことに
努めている。

教育の成果として、高い専門就職実績と卒業生の活躍の打ち出しを強化し
ており、学生募集上の効果はかなり高いと考えるが、それ故過大な広告に
ならないよう、学内に広告倫理委員会を設置し、事務局長、広報スタッフ等
が常にチェックしている。

本校は、一般社団法人日本プライバシー認証機構の認証を受けており、教
職員も個人情報取扱従事者資格認定を受けている。

AOエントリー、及び出願後は厳粛な面接を実施し、書類審査を含め「入学選
考会議」で適正かつ公平に選考を行い、速やかに合否判定を出している。

3

財務は学校運営に関して、重要な要素の１つである。
その中で予算（収支計画）は学校運営に不可欠なものであって、その予算を
正確かつ実現可能なものとして作成している。

毎年、次年度事業計画を作成し、その事業計画の中に５ヶ年の収支予算も
立てている。次年度の収支予算はもちろんのこと、中長期的に予算を立てる
ことによって、学校の財務基盤を安定させるための計画を事前に組んでおく
のが目的である。

５ヶ年の予算は、５ヶ年を見越した中長期的事業計画内で、新学科構想、設
備支出等について計画し、将来の学生数、広報・就職計画を鑑みながら予
測し、収支計画を作成するが、学校、学園本部、理事会・評議員会と複数の
目でチェックするため、より現実に即した予算編成となっており、健全な学校
運営ができていると考えている。

会計監査は、法人及び学校の利害関係者に対して、法人等の正確かつ信
頼できる情報を提供するために、第三者による監査人が法人とは独立し計
算書類が適切かどうかを監査している。
平成１７年４月から私立学校法が改正され、学校法人の財務情報公開が義
務づけられたが、これに迅速に取り組み、「財務情報公開規程」及び情報公
開マニュアルを作成し、財務情報公開の体制は整っており、毎年更新をして
いる。

①正確かつ実現可能な予算の作成
予算は短期的、中長期的の２種類がある。（短期的は1年間、中長期的は2
～5年間である）

当学校法人及び学校では、短期的と中長期的の両方を事業計画書として作
成し、短期的視野と中長期的視野の２つの視点から予算編成している。
短期的な予算編成は当年度の実績を基に次年度に予定している計画を加
味して行われる。
中長期的な予算編成は主として将来の計画を視野に入れた上で、業界の情
勢を読み取りながら行われる。

正確かつ実現可能な予算作成のためには、一旦作成した予算が現実のも
のと乖離した場合はそれを修正する必要が出てくる。そのために短期
的な予算においては期中に「修正予算」を組み、中長期的な予算において
は毎年編成し直し、これにより、短期的にも中長期的にも正確かつ実現可能
な予算編成を組むことができている。

②予算作成の体制作り
事業計画・予算は学校責任者が教職員リーダーと協議して作成し、滋慶学
園本部がチェックし、修正して最終的に理事会・評議員会が承認する体制を
整えている。

さらに、予算に基づいて学校運営がなされているかどうかは四半期ごとに予
算実績対比を出し、学校責任者が予算と実績が乖離しているようであれば
修正予算を編成し、理事会・評議員会の承認を得る。作成した決算書、事業
報告書については、情報公開の対象となり、閲覧出来るようにしている。
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情報公開している点を評価する。

３　・　２　・　１

地域社会貢献もさることながら、SDGsを目標とした活動について
は企業との連携なども検討し、学生だけでなく講師の意識改革も
実現できるよう積極的なカリキュラムを実現してほしい。

コロナ禍が落ち着いたら社会貢献活動、ボランティア活動に更に
力を入れてほしい。

オンラインイベントの形で小学生へのサービスなど検討してみて
はいかがでしょうか。

３　・　２　・　１

2

環境保全、エコを意識して、節電、冷房温度２８度設定、階段利用（２アップ３
ダウン）実践。資源の有効利用を目的としたゴミ分別の徹底を実践。

新型コロナウィルス感染症対策のため、学校の施設を開放したイベント及び
ボランティア活動は奨励しているが、今年度実施できていない。

企業プロジェクトやITプロジェクトの課題制作では、SDGsの解決をテーマに
学生自らが考え作品制作に取り組んでおり、企業に提案しているものもあ
る。

本校では、社会貢献を意識した活動に取り組んでいる。

しかしながら今年度は新型コロナウィルス感染症の影響もあり、学校の設備
を解放したイベント及びボランティア活動などは実施出来ていない。
社会貢献活動として実施したおもな内容としては、
①高等学校での職業理解支援
②高等学校における部活動支援
③Microsoft、Intelとのゼミで学生が開発した、画像判定AI（人工知能）を用
いたゴミの分別サービスのアプリケーション開発は、地方自治体のアドバイ
スを受け商品化を目指し開発を続けている。

今後は益々学校の施設や教育ノウハウ等を更に活かし、多様な社会貢献
へ発展させていきたい。

3

滋慶学園グループ全体の方針として法令遵守を掲げ、各校の教職員全員で
その方針を理解し、実行に努めている。
法人理事会のもとに、コンプライアンス委員会で学校運営が適切かどうかを
判断している。
現状では、学校運営（学科運営）が適切かどうかはつぎの各調査等におい
てチェックできるようにしている。
①学校法人調査 ②自己点検・自己評価 ③学校基礎調査④専修学校各種
学校調査 等である。

また、組織体制強化やシステム構築にも努め、次のようなものがある。
（A）組織体制
①財務情報公開体制（学校法人）
②個人情報管理体制（滋慶学園グループ）
③広告倫理委員会（滋慶学園グループ）
④進路変更委員会（滋慶学園グループ）
（B）システム（管理システム）
①個人情報管理システム（滋慶学園グループ）
②建物安全管理システム（滋慶学園グループ）
③防災管理システム（滋慶学園グループ）
④部品購入棚卸システム（滋慶学園グループ
⑤コンピュータ管理システム（滋慶学園COM グループ）

滋慶学園グループ、滋慶学園COM グループと全体というスケールメリットを
活かし、各委員会、体制、システムにより、各校が常に健在な学校（学科）運
営ができるようにしている。法令や設置基準の遵守に対する方針は明文化
し、法令や設置基準の遵守に対応する体制作りの整備ができている。

教育理念として掲げている「実学教育」、「人間教育」、「国際教育」で「職業
人教育を通じて社会に貢献する」という建学の理念の実現を目指し、４つの
信頼（「学生・保護者からの信頼」、「高等学校からの信頼」、「産業界からの
信頼」、「地域からの信頼」）を確保するためにもコンプライアンス遵守を図っ
ている。
具体的には、すべての法令を遵守するとともに、社会規範を尊重し、高い倫
理観に基づき、社会人としての良識に従い、行動することが私たちの重要な
社会的使命と認識し、実践する。

方針実行のため、学園内にコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアン
スを確実に実践・推進に努めている。
主な任務は、行動規範・コンプライアンス規程の作成、コンプライアンスに関
する教育・研修の実施、コンプライアンス抵触事案への対応及び再発防止
の検討・実施、コンプライアンスの周知徹底のためのPR、啓蒙文書等の作
成・配布である。

個人情報保護に関しては、一般社団法人日本プライバシー認証機構
（JPAC）主催の研修を受け、教職員は個人情報取扱従事者資格を取得して
いる。
監事による毎年の監査に際して、業務監査の対象として、コンプライアンス
の実施状況についても監査を受けている。

自己点検・自己評価の結果については学校公式HPに情報公開しており、自
由に閲覧することができるようにしている。


