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 学校法人古屋学園

検及び自己評価等実施委員会を設立し、

ます。また、

自己点検項目を、より

これまでの継続活動をより充実したものにすべく、

校に関係の深い方々のご意見を広く深く頂戴し、学校関係者評価を実施

貴重なご意見を真摯に受け止め、

ここに

いる所存でございます。

一丸となって努力してまいる所存です。引き続き、ご指導ご鞭撻の程、

上げます。
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   【専修学校団体】

     日本菓子教育センター
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【業界関係・企業

         株式会社
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【卒業生・業界関係
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      調理部

       

【校 長】

          専門学校
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      専門学校

         

学校関係者評価者ご紹介
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代表取締役 

 小 澤 
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調理部 パティシエ課
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 寺 島 
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 大 野 
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日本菓子教育センター  

 和 明 氏

】 

コロンバン 

 社長 

 俊 文 氏

卒業生・業界関係】 

 ニューオータニ東京
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渕 浩 一 

二葉製菓学校 学校長

  信 氏 
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氏 

ニューオータニ東京

 係長 

 氏 

学校長 

 

学園本部事務局長 

氏 

校長 

氏 

 

 

学校関係者評価者ご紹介 

ニューオータニ東京 

 



 

 

１．

 

２．

３．

 

 

 

 

 

４．

 

 

１． 開 

 

２． 学校長挨拶

 

３． 討 

 

（１

     

（２

（３

４． その他・今後の予定等

学校関係者評価委員会

 会 

学校長挨拶 

 議 

１） 平成

         基準毎の評価

２） 平成２８

３） 質疑応答・ディスカッション

その他・今後の予定等

次回開催

学校関係者評価委員会
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年度重点目標概要
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その他・今後の予定等 
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学校関係者評価委員会 次第

点検・自己評価結果報告

1 から 基準

概要説明 

質疑応答・ディスカッション 

月初旬予定

次第 

結果報告  

基準 10 

月初旬予定 

 



 

 

基準 1

 本校は「涵養の精神と職業人としての自立」という建学の精神のもと、

び技術の習得、２）徹底した実践教育と海外との交流、３）人間性豊かな明晰なる感性と国際性

の涵養、

子業界の向上に真から役立つ技術者を育成して社会に貢献すると共に、学生の一般教養を高め、

その品性を陶冶することを目的とし、

力のある人材

いる。

て社会の変化に対応できるようにスキルアップを進めている。

また、職業

える学習機会を提供する為に「企業向け・学生向け・児童向け」等

等を開講し

 

基準 2

 本校（学園）の建学理念「涵養の精神と職業人としての自立」に基づき、学校の目的・目標を

実現するための学校運営方針中期計画

会・評議委員会により重点課題が定められ、その運営方針に則した形で本校の運営方針である「目

指す学校」と「中期計画とその方策」が策定されている。

教職員には

て、４

学習成果の向上

沿いながら

さらに

行えるよう努めている。

 

基準 3

厳しい経済状況が緩和されつつあるとはいえ、その実感を伴うものではなく、さらに少子化等

の構造

供が必要と認識している。そのためには、教員にその意識とスキルを持たせる事が教育活動に

おいて肝要であると認識している。

の見直し

&エラーの意識

し、実践的な

また、

実習力の把握・評価を適宜行っている。業界

に則した授業編成を行う

1 教育理念・目的・育成人材像

本校は「涵養の精神と職業人としての自立」という建学の精神のもと、

び技術の習得、２）徹底した実践教育と海外との交流、３）人間性豊かな明晰なる感性と国際性

の涵養、４）社会の変革に対応したグローバルな人材、

子業界の向上に真から役立つ技術者を育成して社会に貢献すると共に、学生の一般教養を高め、

その品性を陶冶することを目的とし、

力のある人材及び社会の変革に対応できる人材の

。教職員については、

て社会の変化に対応できるようにスキルアップを進めている。

、職業実践教育の中核的機関として、多様な学習者のニーズや社会の様々な要請に的確に応

える学習機会を提供する為に「企業向け・学生向け・児童向け」等

開講し、学習者の

2 学校運営

本校（学園）の建学理念「涵養の精神と職業人としての自立」に基づき、学校の目的・目標を

実現するための学校運営方針中期計画

会・評議委員会により重点課題が定められ、その運営方針に則した形で本校の運営方針である「目

指す学校」と「中期計画とその方策」が策定されている。

教職員には教務会議

４つの評価項目「

学習成果の向上・

沿いながら学校運営方針を

さらに教職員に対しては

行えるよう努めている。

3 教育活動

厳しい経済状況が緩和されつつあるとはいえ、その実感を伴うものではなく、さらに少子化等

の構造的問題もあり、専修学校が生き残っていく為には即戦力となる高度な職業実践的教育の提

供が必要と認識している。そのためには、教員にその意識とスキルを持たせる事が教育活動に

おいて肝要であると認識している。

見直しを通じて

エラーの意識が定着

実践的な実学教育となる

また、より高度な

実習力の把握・評価を適宜行っている。業界

に則した授業編成を行う

教育理念・目的・育成人材像

本校は「涵養の精神と職業人としての自立」という建学の精神のもと、

び技術の習得、２）徹底した実践教育と海外との交流、３）人間性豊かな明晰なる感性と国際性

４）社会の変革に対応したグローバルな人材、

子業界の向上に真から役立つ技術者を育成して社会に貢献すると共に、学生の一般教養を高め、

その品性を陶冶することを目的とし、

及び社会の変革に対応できる人材の

については、業界貢献を重点にした講

て社会の変化に対応できるようにスキルアップを進めている。

教育の中核的機関として、多様な学習者のニーズや社会の様々な要請に的確に応

える学習機会を提供する為に「企業向け・学生向け・児童向け」等

、学習者の多様化に対応している。

学校運営 

本校（学園）の建学理念「涵養の精神と職業人としての自立」に基づき、学校の目的・目標を

実現するための学校運営方針中期計画

会・評議委員会により重点課題が定められ、その運営方針に則した形で本校の運営方針である「目

指す学校」と「中期計画とその方策」が策定されている。

教務会議で本校の運営方針が

つの評価項目「①学生の学校満足度の向上

・④学校内美化・衛生教育・

学校運営方針を達成すべく

教職員に対しては人事考課制度を導入し

行えるよう努めている。 

教育活動 

厳しい経済状況が緩和されつつあるとはいえ、その実感を伴うものではなく、さらに少子化等

問題もあり、専修学校が生き残っていく為には即戦力となる高度な職業実践的教育の提

供が必要と認識している。そのためには、教員にその意識とスキルを持たせる事が教育活動に

おいて肝要であると認識している。

通じて、企画・立案

定着してきている

実学教育となるよう継続して取り組んでいるところである。

高度な専門性を高めるため、校長・

実習力の把握・評価を適宜行っている。業界

に則した授業編成を行う必要があると考え、業界団体等が開催している外部

基準毎の評価

教育理念・目的・育成人材像

本校は「涵養の精神と職業人としての自立」という建学の精神のもと、

び技術の習得、２）徹底した実践教育と海外との交流、３）人間性豊かな明晰なる感性と国際性

４）社会の変革に対応したグローバルな人材、

子業界の向上に真から役立つ技術者を育成して社会に貢献すると共に、学生の一般教養を高め、

その品性を陶冶することを目的とし、実現に向けての実践教育に取り組んでいる

及び社会の変革に対応できる人材の

業界貢献を重点にした講

て社会の変化に対応できるようにスキルアップを進めている。

教育の中核的機関として、多様な学習者のニーズや社会の様々な要請に的確に応

える学習機会を提供する為に「企業向け・学生向け・児童向け」等

多様化に対応している。

本校（学園）の建学理念「涵養の精神と職業人としての自立」に基づき、学校の目的・目標を

実現するための学校運営方針中期計画「学校品質向上

会・評議委員会により重点課題が定められ、その運営方針に則した形で本校の運営方針である「目

指す学校」と「中期計画とその方策」が策定されている。

で本校の運営方針が示達

①学生の学校満足度の向上

学校内美化・衛生教育・

達成すべく、継続的に見直し・改善活動に取組んでいる。

人事考課制度を導入し

厳しい経済状況が緩和されつつあるとはいえ、その実感を伴うものではなく、さらに少子化等

問題もあり、専修学校が生き残っていく為には即戦力となる高度な職業実践的教育の提

供が必要と認識している。そのためには、教員にその意識とスキルを持たせる事が教育活動に

おいて肝要であると認識している。そのため

立案・実施・検証

ていると評価している

よう継続して取り組んでいるところである。

専門性を高めるため、校長・

実習力の把握・評価を適宜行っている。業界

必要があると考え、業界団体等が開催している外部

基準毎の評価

教育理念・目的・育成人材像 

本校は「涵養の精神と職業人としての自立」という建学の精神のもと、

び技術の習得、２）徹底した実践教育と海外との交流、３）人間性豊かな明晰なる感性と国際性

４）社会の変革に対応したグローバルな人材、

子業界の向上に真から役立つ技術者を育成して社会に貢献すると共に、学生の一般教養を高め、

実現に向けての実践教育に取り組んでいる

及び社会の変革に対応できる人材の育成

業界貢献を重点にした講習会や商品共同開発等

て社会の変化に対応できるようにスキルアップを進めている。

教育の中核的機関として、多様な学習者のニーズや社会の様々な要請に的確に応

える学習機会を提供する為に「企業向け・学生向け・児童向け」等

多様化に対応している。 

本校（学園）の建学理念「涵養の精神と職業人としての自立」に基づき、学校の目的・目標を

「学校品質向上

会・評議委員会により重点課題が定められ、その運営方針に則した形で本校の運営方針である「目

指す学校」と「中期計画とその方策」が策定されている。

示達され、校長より説明がなされる。その達成基準とし

①学生の学校満足度の向上・②学生の就職活動希望進路の実現

学校内美化・衛生教育・ECO 運動

継続的に見直し・改善活動に取組んでいる。

人事考課制度を導入し人材の確保・育成を行い、

厳しい経済状況が緩和されつつあるとはいえ、その実感を伴うものではなく、さらに少子化等

問題もあり、専修学校が生き残っていく為には即戦力となる高度な職業実践的教育の提

供が必要と認識している。そのためには、教員にその意識とスキルを持たせる事が教育活動に

そのため本年度は

実施・検証を継続的に実施し

と評価している。

よう継続して取り組んでいるところである。

専門性を高めるため、校長・副校長・

実習力の把握・評価を適宜行っている。業界が希求する

必要があると考え、業界団体等が開催している外部

基準毎の評価 

本校は「涵養の精神と職業人としての自立」という建学の精神のもと、

び技術の習得、２）徹底した実践教育と海外との交流、３）人間性豊かな明晰なる感性と国際性

４）社会の変革に対応したグローバルな人材、等の明確な建学・教育理念に基づき、菓

子業界の向上に真から役立つ技術者を育成して社会に貢献すると共に、学生の一般教養を高め、

実現に向けての実践教育に取り組んでいる

育成が必要ととらえており、

習会や商品共同開発等

て社会の変化に対応できるようにスキルアップを進めている。 

教育の中核的機関として、多様な学習者のニーズや社会の様々な要請に的確に応

える学習機会を提供する為に「企業向け・学生向け・児童向け」等

本校（学園）の建学理念「涵養の精神と職業人としての自立」に基づき、学校の目的・目標を

「学校品質向上中期 3 か年計画」

会・評議委員会により重点課題が定められ、その運営方針に則した形で本校の運営方針である「目

指す学校」と「中期計画とその方策」が策定されている。 

され、校長より説明がなされる。その達成基準とし

②学生の就職活動希望進路の実現

運動」を設定し

継続的に見直し・改善活動に取組んでいる。

人材の確保・育成を行い、

厳しい経済状況が緩和されつつあるとはいえ、その実感を伴うものではなく、さらに少子化等

問題もあり、専修学校が生き残っていく為には即戦力となる高度な職業実践的教育の提

供が必要と認識している。そのためには、教員にその意識とスキルを持たせる事が教育活動に

本年度は学校行事・イベント

継続的に実施してきた結果

。今後も教職員の

よう継続して取り組んでいるところである。

副校長・教務課長による教員の専門性や講義力・

が希求する人材に即応するためには、常に業界動向

必要があると考え、業界団体等が開催している外部

本校は「涵養の精神と職業人としての自立」という建学の精神のもと、1

び技術の習得、２）徹底した実践教育と海外との交流、３）人間性豊かな明晰なる感性と国際性

等の明確な建学・教育理念に基づき、菓

子業界の向上に真から役立つ技術者を育成して社会に貢献すると共に、学生の一般教養を高め、

実現に向けての実践教育に取り組んでいる

ととらえており、

習会や商品共同開発等に

 

教育の中核的機関として、多様な学習者のニーズや社会の様々な要請に的確に応

える学習機会を提供する為に「企業向け・学生向け・児童向け」等オープンキャンパス

本校（学園）の建学理念「涵養の精神と職業人としての自立」に基づき、学校の目的・目標を

か年計画」が策定されて

会・評議委員会により重点課題が定められ、その運営方針に則した形で本校の運営方針である「目

され、校長より説明がなされる。その達成基準とし

②学生の就職活動希望進路の実現

」を設定しており、

継続的に見直し・改善活動に取組んでいる。

人材の確保・育成を行い、より実践的教育

厳しい経済状況が緩和されつつあるとはいえ、その実感を伴うものではなく、さらに少子化等

問題もあり、専修学校が生き残っていく為には即戦力となる高度な職業実践的教育の提

供が必要と認識している。そのためには、教員にその意識とスキルを持たせる事が教育活動に

・イベント・オープンカレッジ等

てきた結果、

教職員の意識の高まり

よう継続して取り組んでいるところである。 

教務課長による教員の専門性や講義力・

人材に即応するためには、常に業界動向

必要があると考え、業界団体等が開催している外部

1）高度な専門知識及

び技術の習得、２）徹底した実践教育と海外との交流、３）人間性豊かな明晰なる感性と国際性

等の明確な建学・教育理念に基づき、菓

子業界の向上に真から役立つ技術者を育成して社会に貢献すると共に、学生の一般教養を高め、

実現に向けての実践教育に取り組んでいる。さらに、

ととらえており、今後の課題と

に参画し、率先垂範し

教育の中核的機関として、多様な学習者のニーズや社会の様々な要請に的確に応

オープンキャンパス

本校（学園）の建学理念「涵養の精神と職業人としての自立」に基づき、学校の目的・目標を

が策定されており、

会・評議委員会により重点課題が定められ、その運営方針に則した形で本校の運営方針である「目

され、校長より説明がなされる。その達成基準とし

②学生の就職活動希望進路の実現・

、建学の理念に

継続的に見直し・改善活動に取組んでいる。 

より実践的教育

厳しい経済状況が緩和されつつあるとはいえ、その実感を伴うものではなく、さらに少子化等

問題もあり、専修学校が生き残っていく為には即戦力となる高度な職業実践的教育の提

供が必要と認識している。そのためには、教員にその意識とスキルを持たせる事が教育活動に

・オープンカレッジ等

、チャレンジ

意識の高まりが学生に伝播

 

教務課長による教員の専門性や講義力・

人材に即応するためには、常に業界動向

必要があると考え、業界団体等が開催している外部研修会・講習会等

）高度な専門知識及

び技術の習得、２）徹底した実践教育と海外との交流、３）人間性豊かな明晰なる感性と国際性

等の明確な建学・教育理念に基づき、菓

子業界の向上に真から役立つ技術者を育成して社会に貢献すると共に、学生の一般教養を高め、

さらに、実践

課題として

率先垂範し

教育の中核的機関として、多様な学習者のニーズや社会の様々な要請に的確に応

オープンキャンパスや講習会

本校（学園）の建学理念「涵養の精神と職業人としての自立」に基づき、学校の目的・目標を

おり、理事

会・評議委員会により重点課題が定められ、その運営方針に則した形で本校の運営方針である「目

され、校長より説明がなされる。その達成基準とし

・③学生の

建学の理念に 

 

より実践的教育を 

厳しい経済状況が緩和されつつあるとはいえ、その実感を伴うものではなく、さらに少子化等

問題もあり、専修学校が生き残っていく為には即戦力となる高度な職業実践的教育の提

供が必要と認識している。そのためには、教員にその意識とスキルを持たせる事が教育活動に 

・オープンカレッジ等

チャレンジ・トライ

が学生に伝播

教務課長による教員の専門性や講義力・

人材に即応するためには、常に業界動向

研修会・講習会等に



 

積極的

業にフィードバックしており、継続実施することで育成目標に向けた授業を行う

また、

れており、進級・卒業審査はこの基準に則して行われて

業での実地研修が制度化され

得のため

 

基準 4

 本校の教育成果指標と成果は以下の通りとなる。

① 進路決定率及び就職率（専門課程）

専門課程の進路決定率は

  教務課・就職支援室・

えた。これにより、

ムリーに提供しつつ

さらに

② 製菓衛生師試験の合格率

製菓衛生師試験の合格率は東京都試験・山梨県試験で

  東京都試験

目標とした「全員合格」に

③ 中途退学率

  専門課程で

を選択する学生が

④ 製菓コンテスト学生部門参加

ﾊﾟﾃｨｽﾘｰﾓﾃﾞｰﾇ科

ーム仕上げ部門にエントリーし、学内審査により作品判定を行った上で

全員が出品

 

基準 5

  就職指導、学習・生活面での相談、経済的側面での支

える。特に

職活動指導・支援を行っている。

どに対応が出来ている。

学習支援は通常授業の補講及び

サポートを積極的に行っていた。

生活面では保護者と担任との連携を重視した学生相談体制を敷き、校長、

ックアップし適宜対応して

昨今の経済事情から

ン紹介・斡旋、学費

いる。働きながら学べる「自立進学制度」は高く評価できる。健康面では入学時の健康診断の実

積極的に参加を行っている。

業にフィードバックしており、継続実施することで育成目標に向けた授業を行う

また、教職員の自己啓発活動を推進している。

れており、進級・卒業審査はこの基準に則して行われて

業での実地研修が制度化され

得のためだけでなく業界が希求する人材育成

4 教育成果

本校の教育成果指標と成果は以下の通りとなる。

進路決定率及び就職率（専門課程）

専門課程の進路決定率は

教務課・就職支援室・

えた。これにより、

ムリーに提供しつつ

さらに外部カウンセラーによるキャリアカウンセリングも成果に貢献していると評価する。

製菓衛生師試験の合格率

製菓衛生師試験の合格率は東京都試験・山梨県試験で

東京都試験に向けての

目標とした「全員合格」に

中途退学率 

専門課程で 4.5

を選択する学生が

製菓コンテスト学生部門参加

ﾊﾟﾃｨｽﾘｰﾓﾃﾞｰﾇ科

ーム仕上げ部門にエントリーし、学内審査により作品判定を行った上で

全員が出品した。

5 学生支援

就職指導、学習・生活面での相談、経済的側面での支

。特に各クラス別の

活動指導・支援を行っている。

どに対応が出来ている。

学習支援は通常授業の補講及び

サポートを積極的に行っていた。

生活面では保護者と担任との連携を重視した学生相談体制を敷き、校長、

ックアップし適宜対応して

昨今の経済事情から

ン紹介・斡旋、学費

いる。働きながら学べる「自立進学制度」は高く評価できる。健康面では入学時の健康診断の実

参加を行っている。参加後には

業にフィードバックしており、継続実施することで育成目標に向けた授業を行う

教職員の自己啓発活動を推進している。

れており、進級・卒業審査はこの基準に則して行われて

業での実地研修が制度化され年間授業日程内で

だけでなく業界が希求する人材育成

教育成果 

本校の教育成果指標と成果は以下の通りとなる。

進路決定率及び就職率（専門課程）

専門課程の進路決定率は１００％

教務課・就職支援室・各クラス担任

えた。これにより、就職支援セミナー・企業説明会の開催等

ムリーに提供しつつ、個人面談によりサポート

カウンセラーによるキャリアカウンセリングも成果に貢献していると評価する。

製菓衛生師試験の合格率 

製菓衛生師試験の合格率は東京都試験・山梨県試験で

に向けての試験対策を

目標とした「全員合格」に

4.5%と昨年度より高い

を選択する学生が増えた。保護者

製菓コンテスト学生部門参加

ﾊﾟﾃｨｽﾘｰﾓﾃﾞｰﾇ科 2 年・ﾊﾟﾃｨｽﾘｰﾒﾃｨｴ科

ーム仕上げ部門にエントリーし、学内審査により作品判定を行った上で

した。受賞には至っていないが、学生の技術と意識の向上に

学生支援 

就職指導、学習・生活面での相談、経済的側面での支

各クラス別の就職支援

活動指導・支援を行っている。

どに対応が出来ている。 

学習支援は通常授業の補講及び

サポートを積極的に行っていた。

生活面では保護者と担任との連携を重視した学生相談体制を敷き、校長、

ックアップし適宜対応しており

昨今の経済事情から経済面の支援は重要な課題

ン紹介・斡旋、学費分割納入、延期納入

いる。働きながら学べる「自立進学制度」は高く評価できる。健康面では入学時の健康診断の実

参加後には課題成果発表会

業にフィードバックしており、継続実施することで育成目標に向けた授業を行う

教職員の自己啓発活動を推進している。

れており、進級・卒業審査はこの基準に則して行われて

年間授業日程内で

だけでなく業界が希求する人材育成

本校の教育成果指標と成果は以下の通りとなる。

進路決定率及び就職率（専門課程） 

１００％、就職率は

各クラス担任が一丸となって、

就職支援セミナー・企業説明会の開催等

個人面談によりサポート

カウンセラーによるキャリアカウンセリングも成果に貢献していると評価する。

 

製菓衛生師試験の合格率は東京都試験・山梨県試験で

試験対策を 4 月から

目標とした「全員合格」には至らなかった

昨年度より高い数値となっている

増えた。保護者（家庭）との連携のもと、今後の対策を

製菓コンテスト学生部門参加（今期参加率は引き続き

年・ﾊﾟﾃｨｽﾘｰﾒﾃｨｴ科

ーム仕上げ部門にエントリーし、学内審査により作品判定を行った上で

は至っていないが、学生の技術と意識の向上に

就職指導、学習・生活面での相談、経済的側面での支

就職支援セミナー・業界説明会及び個別相談より個々の適性を見極め

活動指導・支援を行っている。また、卒業生に対しても転職相談や仕事における技術的相談な

学習支援は通常授業の補講及び放課後、土曜日を利用しての学生の自主研究課題のアドバイスや

サポートを積極的に行っていた。 

生活面では保護者と担任との連携を重視した学生相談体制を敷き、校長、

おり、包括的に学生支援ができていると

経済面の支援は重要な課題

、延期納入等

いる。働きながら学べる「自立進学制度」は高く評価できる。健康面では入学時の健康診断の実

課題成果発表会

業にフィードバックしており、継続実施することで育成目標に向けた授業を行う

教職員の自己啓発活動を推進している。学生の

れており、進級・卒業審査はこの基準に則して行われて

年間授業日程内で前期・後期に実施されている。

だけでなく業界が希求する人材育成の教育体制は

本校の教育成果指標と成果は以下の通りとなる。 

 

就職率は９８．８

が一丸となって、

就職支援セミナー・企業説明会の開催等

個人面談によりサポートすることで

カウンセラーによるキャリアカウンセリングも成果に貢献していると評価する。

製菓衛生師試験の合格率は東京都試験・山梨県試験で

月から 6 月第

至らなかった。  

数値となっている

（家庭）との連携のもと、今後の対策を

（今期参加率は引き続き

年・ﾊﾟﾃｨｽﾘｰﾒﾃｨｴ科 2 年はジャパンケーキショー

ーム仕上げ部門にエントリーし、学内審査により作品判定を行った上で

は至っていないが、学生の技術と意識の向上に

就職指導、学習・生活面での相談、経済的側面での支

セミナー・業界説明会及び個別相談より個々の適性を見極め

、卒業生に対しても転職相談や仕事における技術的相談な

放課後、土曜日を利用しての学生の自主研究課題のアドバイスや

生活面では保護者と担任との連携を重視した学生相談体制を敷き、校長、

包括的に学生支援ができていると

経済面の支援は重要な課題と認識しており

等校務運営部

いる。働きながら学べる「自立進学制度」は高く評価できる。健康面では入学時の健康診断の実

課題成果発表会を実施し、意見交換をおこった上で、授

業にフィードバックしており、継続実施することで育成目標に向けた授業を行う

学生の成績評価・単位認定の基準は明確

れており、進級・卒業審査はこの基準に則して行われている。企業研修において職業実践連携企

前期・後期に実施されている。

の教育体制は昨年度より向上した

 

９８．８％となっている

が一丸となって、就職指導・支援を

就職支援セミナー・企業説明会の開催等

することで就業意識を高め

カウンセラーによるキャリアカウンセリングも成果に貢献していると評価する。

製菓衛生師試験の合格率は東京都試験・山梨県試験で平均７５

月第 2 週の期間を設けて

 

数値となっている。理由としては

（家庭）との連携のもと、今後の対策を

（今期参加率は引き続き１００％

年はジャパンケーキショー

ーム仕上げ部門にエントリーし、学内審査により作品判定を行った上で

は至っていないが、学生の技術と意識の向上に

就職指導、学習・生活面での相談、経済的側面での支援、健康管理等の体制は整っているとい

セミナー・業界説明会及び個別相談より個々の適性を見極め

、卒業生に対しても転職相談や仕事における技術的相談な

放課後、土曜日を利用しての学生の自主研究課題のアドバイスや

生活面では保護者と担任との連携を重視した学生相談体制を敷き、校長、

包括的に学生支援ができていると

と認識しており、

校務運営部が窓口になり、

いる。働きながら学べる「自立進学制度」は高く評価できる。健康面では入学時の健康診断の実

実施し、意見交換をおこった上で、授

業にフィードバックしており、継続実施することで育成目標に向けた授業を行う

成績評価・単位認定の基準は明確

企業研修において職業実践連携企

前期・後期に実施されている。

昨年度より向上した

％となっている。

就職指導・支援を

就職支援セミナー・企業説明会の開催等企業や求人内容等の情報を

就業意識を高め

カウンセラーによるキャリアカウンセリングも成果に貢献していると評価する。

７５％の合格率

週の期間を設けて実施したが

としては、経済的な問題から退学

（家庭）との連携のもと、今後の対策を

１００％であった）

年はジャパンケーキショーエコール部門

ーム仕上げ部門にエントリーし、学内審査により作品判定を行った上で

は至っていないが、学生の技術と意識の向上に

援、健康管理等の体制は整っているとい

セミナー・業界説明会及び個別相談より個々の適性を見極め

、卒業生に対しても転職相談や仕事における技術的相談な

放課後、土曜日を利用しての学生の自主研究課題のアドバイスや

生活面では保護者と担任との連携を重視した学生相談体制を敷き、校長、副校長、

包括的に学生支援ができていると評価する。

、奨学金手続き

が窓口になり、個別に素早い対応を

いる。働きながら学べる「自立進学制度」は高く評価できる。健康面では入学時の健康診断の実

実施し、意見交換をおこった上で、授

業にフィードバックしており、継続実施することで育成目標に向けた授業を行う事が出来てい

成績評価・単位認定の基準は明確

企業研修において職業実践連携企

前期・後期に実施されている。製菓衛生師

昨年度より向上したと評価する

。 

就職指導・支援を活発に行う体制を整

企業や求人内容等の情報を

就業意識を高める成果が

カウンセラーによるキャリアカウンセリングも成果に貢献していると評価する。

％の合格率であった。

実施したが 

経済的な問題から退学

（家庭）との連携のもと、今後の対策を講じる必要があ

であった） 

エコール部門バター

ーム仕上げ部門にエントリーし、学内審査により作品判定を行った上で 

は至っていないが、学生の技術と意識の向上に繋がったと考える

援、健康管理等の体制は整っているとい

セミナー・業界説明会及び個別相談より個々の適性を見極め

、卒業生に対しても転職相談や仕事における技術的相談な

放課後、土曜日を利用しての学生の自主研究課題のアドバイスや

副校長、教務課長がバ

る。 

手続き、貸付、教

個別に素早い対応を

いる。働きながら学べる「自立進学制度」は高く評価できる。健康面では入学時の健康診断の実

実施し、意見交換をおこった上で、授

事が出来ている。

成績評価・単位認定の基準は明確に規定さ

企業研修において職業実践連携企

製菓衛生師資格取

と評価する。 

行う体制を整

企業や求人内容等の情報をタイ

成果が上がった。

カウンセラーによるキャリアカウンセリングも成果に貢献していると評価する。 

であった。 

 

経済的な問題から退学

講じる必要がある。 

バタークリ

と考える。 

援、健康管理等の体制は整っているとい

セミナー・業界説明会及び個別相談より個々の適性を見極め就

、卒業生に対しても転職相談や仕事における技術的相談な

放課後、土曜日を利用しての学生の自主研究課題のアドバイスや

教務課長がバ

、貸付、教育ロー

素早い対応を行って

いる。働きながら学べる「自立進学制度」は高く評価できる。健康面では入学時の健康診断の実

 



 

施し、個々の健康状態を教務課、担任

入学する学生向けに学生寮

 

基準 6

 施設・設備

質の向上が出来た。

により防災体制は問題なく

三鷹店舗付

より実践的な実習を行ない、学生の職業意識の向上

習室に

前ステンレスボードの補強取付工事・高圧受電設備内トランス更新工事を行い、教育環境の

を行った

学生の企業研修として、

る教育体制

 

基準 7

 学生募集は年次

媒体の学校案内（入学案内

学希望者が学科内容・教育内容を理解しやすいような構成や文章で表記されている。

フェイスブック、学校ホームページ内のブログを積極的

行いながら

会の随時実施

の検討

入学選考に関しては、入学選考基準に照らして体験入学の段階から選考を実施しており、

その推移を学科別に把握して授業編成・課程編成に活かしている。学納金は中長期的計画に

基づき理事会で決定されるが、教育内容や学生・保護者の負担を考慮した妥当なものとなってい

る。 

 

基準 8

 本校の財務は学校法人古屋学園の一部門として取り扱われている。

少子化の中、中長期的にみて学生数の確保が難しくなることが予想され、財務体質の強化が必須

と考えている。

管理会計に向けて取組む計画である。

帰属収支差額比率は

結果となった

人件費比率は平成

を増員したためであり計画的なものある。私立専修学校平均とほぼ同水準で推移しており、

適正な労働分配率であると考えている。

 

施し、個々の健康状態を教務課、担任

入学する学生向けに学生寮

6 教育環境

施設・設備面では、

質の向上が出来た。

により防災体制は問題なく

店舗付実習室

より実践的な実習を行ない、学生の職業意識の向上

にドウコンディショナー・スーパーシーター・製菓用冷蔵ショーケースの購入や

前ステンレスボードの補強取付工事・高圧受電設備内トランス更新工事を行い、教育環境の

行った。今後も

学生の企業研修として、

る教育体制が整備されている。

7 学生の募集と受け入れ

学生募集は年次

媒体の学校案内（入学案内

学希望者が学科内容・教育内容を理解しやすいような構成や文章で表記されている。

フェイスブック、学校ホームページ内のブログを積極的

行いながら正確な

の随時実施に繋げた

検討・見直しを

入学選考に関しては、入学選考基準に照らして体験入学の段階から選考を実施しており、

その推移を学科別に把握して授業編成・課程編成に活かしている。学納金は中長期的計画に

基づき理事会で決定されるが、教育内容や学生・保護者の負担を考慮した妥当なものとなってい

 

8 財務 

本校の財務は学校法人古屋学園の一部門として取り扱われている。

少子化の中、中長期的にみて学生数の確保が難しくなることが予想され、財務体質の強化が必須

と考えている。財務会計に関しては、月次で把握できるようになっており、平成

管理会計に向けて取組む計画である。

帰属収支差額比率は

結果となった。 

人件費比率は平成

を増員したためであり計画的なものある。私立専修学校平均とほぼ同水準で推移しており、

適正な労働分配率であると考えている。

施し、個々の健康状態を教務課、担任

入学する学生向けに学生寮の紹介

教育環境 

面では、年間施設設備予算計画により改善を行い、

質の向上が出来た。「消防計画」に基づく防災組織の

により防災体制は問題なく機能している。

実習室にて、クリスマスケーキ販売・ヴァレンタイン販売

より実践的な実習を行ない、学生の職業意識の向上

ドウコンディショナー・スーパーシーター・製菓用冷蔵ショーケースの購入や

前ステンレスボードの補強取付工事・高圧受電設備内トランス更新工事を行い、教育環境の

も継続してさらに

学生の企業研修として、業界企業と連携し年間

が整備されている。

学生の募集と受け入れ

学生募集は年次計画に基づき、広報室

媒体の学校案内（入学案内・学生募集要項・

学希望者が学科内容・教育内容を理解しやすいような構成や文章で表記されている。

フェイスブック、学校ホームページ内のブログを積極的

正確な情報提供を実施し

に繋げた。また参加者のアンケートを重視

・見直しを行いながら学生募集を行った

入学選考に関しては、入学選考基準に照らして体験入学の段階から選考を実施しており、

その推移を学科別に把握して授業編成・課程編成に活かしている。学納金は中長期的計画に

基づき理事会で決定されるが、教育内容や学生・保護者の負担を考慮した妥当なものとなってい

本校の財務は学校法人古屋学園の一部門として取り扱われている。

少子化の中、中長期的にみて学生数の確保が難しくなることが予想され、財務体質の強化が必須

財務会計に関しては、月次で把握できるようになっており、平成

管理会計に向けて取組む計画である。

帰属収支差額比率は平成 26 年度と比較して大幅に改善され

人件費比率は平成 26 年度と比較して高くなった。教員の質の向上の観点から、無期雇用教職員

を増員したためであり計画的なものある。私立専修学校平均とほぼ同水準で推移しており、

適正な労働分配率であると考えている。

施し、個々の健康状態を教務課、担任・副担任

の紹介、自立進学制度・

年間施設設備予算計画により改善を行い、

「消防計画」に基づく防災組織の

機能している。

、クリスマスケーキ販売・ヴァレンタイン販売

より実践的な実習を行ない、学生の職業意識の向上

ドウコンディショナー・スーパーシーター・製菓用冷蔵ショーケースの購入や

前ステンレスボードの補強取付工事・高圧受電設備内トランス更新工事を行い、教育環境の

さらに教育環境を計画的に改善していく予定である。

業界企業と連携し年間

が整備されている。 

学生の募集と受け入れ 

計画に基づき、広報室主導

学生募集要項・

学希望者が学科内容・教育内容を理解しやすいような構成や文章で表記されている。

フェイスブック、学校ホームページ内のブログを積極的

情報提供を実施している。

参加者のアンケートを重視

学生募集を行った

入学選考に関しては、入学選考基準に照らして体験入学の段階から選考を実施しており、

その推移を学科別に把握して授業編成・課程編成に活かしている。学納金は中長期的計画に

基づき理事会で決定されるが、教育内容や学生・保護者の負担を考慮した妥当なものとなってい

本校の財務は学校法人古屋学園の一部門として取り扱われている。

少子化の中、中長期的にみて学生数の確保が難しくなることが予想され、財務体質の強化が必須

財務会計に関しては、月次で把握できるようになっており、平成

管理会計に向けて取組む計画である。 

年度と比較して大幅に改善され

年度と比較して高くなった。教員の質の向上の観点から、無期雇用教職員

を増員したためであり計画的なものある。私立専修学校平均とほぼ同水準で推移しており、

適正な労働分配率であると考えている。 

・副担任が把握し保護者と連携していた。

自立進学制度・経済面支援

年間施設設備予算計画により改善を行い、

「消防計画」に基づく防災組織の

機能している。 

、クリスマスケーキ販売・ヴァレンタイン販売

より実践的な実習を行ない、学生の職業意識の向上に

ドウコンディショナー・スーパーシーター・製菓用冷蔵ショーケースの購入や

前ステンレスボードの補強取付工事・高圧受電設備内トランス更新工事を行い、教育環境の

教育環境を計画的に改善していく予定である。

業界企業と連携し年間研修計画に基づき、

主導により年間

学生募集要項・就職状況

学希望者が学科内容・教育内容を理解しやすいような構成や文章で表記されている。

フェイスブック、学校ホームページ内のブログを積極的

ている。体験入学・学校見学会

参加者のアンケートを重視

学生募集を行った。 

入学選考に関しては、入学選考基準に照らして体験入学の段階から選考を実施しており、

その推移を学科別に把握して授業編成・課程編成に活かしている。学納金は中長期的計画に

基づき理事会で決定されるが、教育内容や学生・保護者の負担を考慮した妥当なものとなってい

本校の財務は学校法人古屋学園の一部門として取り扱われている。

少子化の中、中長期的にみて学生数の確保が難しくなることが予想され、財務体質の強化が必須

財務会計に関しては、月次で把握できるようになっており、平成

年度と比較して大幅に改善され

年度と比較して高くなった。教員の質の向上の観点から、無期雇用教職員

を増員したためであり計画的なものある。私立専修学校平均とほぼ同水準で推移しており、

 

が把握し保護者と連携していた。

経済面支援・教育環境等

年間施設設備予算計画により改善を行い、

「消防計画」に基づく防災組織の編成、訓練及び防災機器点検の定期実施等

、クリスマスケーキ販売・ヴァレンタイン販売

に繋がった。また、

ドウコンディショナー・スーパーシーター・製菓用冷蔵ショーケースの購入や

前ステンレスボードの補強取付工事・高圧受電設備内トランス更新工事を行い、教育環境の

教育環境を計画的に改善していく予定である。

研修計画に基づき、

年間募集計画を企画立案・実施している。

就職状況）については

学希望者が学科内容・教育内容を理解しやすいような構成や文章で表記されている。

フェイスブック、学校ホームページ内のブログを積極的に活用し、

体験入学・学校見学会

参加者のアンケートを重視して、広報担当・教職員全体

入学選考に関しては、入学選考基準に照らして体験入学の段階から選考を実施しており、

その推移を学科別に把握して授業編成・課程編成に活かしている。学納金は中長期的計画に

基づき理事会で決定されるが、教育内容や学生・保護者の負担を考慮した妥当なものとなってい

本校の財務は学校法人古屋学園の一部門として取り扱われている。

少子化の中、中長期的にみて学生数の確保が難しくなることが予想され、財務体質の強化が必須

財務会計に関しては、月次で把握できるようになっており、平成

年度と比較して大幅に改善され私立専修学校

年度と比較して高くなった。教員の質の向上の観点から、無期雇用教職員

を増員したためであり計画的なものある。私立専修学校平均とほぼ同水準で推移しており、

が把握し保護者と連携していた。

・教育環境等

年間施設設備予算計画により改善を行い、実習効率アップと実習製品の品

編成、訓練及び防災機器点検の定期実施等

、クリスマスケーキ販売・ヴァレンタイン販売・パン販売・

。また、平成

ドウコンディショナー・スーパーシーター・製菓用冷蔵ショーケースの購入や

前ステンレスボードの補強取付工事・高圧受電設備内トランス更新工事を行い、教育環境の

教育環境を計画的に改善していく予定である。

研修計画に基づき、企業研修や

募集計画を企画立案・実施している。

）については、常に新しい情報を表記し入

学希望者が学科内容・教育内容を理解しやすいような構成や文章で表記されている。

に活用し、日々、教育成果の更新作業を

体験入学・学校見学会を含む入学相談会

広報担当・教職員全体

入学選考に関しては、入学選考基準に照らして体験入学の段階から選考を実施しており、

その推移を学科別に把握して授業編成・課程編成に活かしている。学納金は中長期的計画に

基づき理事会で決定されるが、教育内容や学生・保護者の負担を考慮した妥当なものとなってい

本校の財務は学校法人古屋学園の一部門として取り扱われている。 

少子化の中、中長期的にみて学生数の確保が難しくなることが予想され、財務体質の強化が必須

財務会計に関しては、月次で把握できるようになっており、平成

私立専修学校平均を約

年度と比較して高くなった。教員の質の向上の観点から、無期雇用教職員
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編成、訓練及び防災機器点検の定期実施等
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基づき理事会で決定されるが、教育内容や学生・保護者の負担を考慮した妥当なものとなってい

少子化の中、中長期的にみて学生数の確保が難しくなることが予想され、財務体質の強化が必須
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総負債比率は私立専修学校各種学校平均を引き続き上回っているが、平成

消費収入超過となり、また金利変更交渉により借入金等利息は低下しており順調に改善は進んで

いる。

税理士

見聴取をすることとなっている。それら全てがスケジュール化さ

いる。決算報告にて開示された財産目録・賃借対照表・収支計算書及び事業報告書を毎年

末までに作成しており、関係者からの閲覧要求があれば応じる体制を

度からはホームページに公開している。
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 法令や専修学校設置基準については、毎年『養成施設指定基準
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場で、法令遵守の
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（データ）の取り扱いに特段の注意をはらっており、本校制定の

教職員等の意識の徹底を図

教育課程編成委員会の開催・

検・自己評価

今後は

にも工夫が必要となる。

 

基準 10

 「地域コミュニティーとの連携」を基本とし、本校は行政機関、学校、業界団体及び地域との

連携・交流を積極的
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学生ボランティアに関しては、活動時間の確保・安全面の問題から
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る。また、教職員のボランティア活動では、フランス大使館主催震災復興ボランティア

ンに参加協力

 

 

 

総負債比率は私立専修学校各種学校平均を引き続き上回っているが、平成

消費収入超過となり、また金利変更交渉により借入金等利息は低下しており順調に改善は進んで

いる。 

士による適切な監査が実施されており、監事による監査を経て評議会

見聴取をすることとなっている。それら全てがスケジュール化さ

いる。決算報告にて開示された財産目録・賃借対照表・収支計算書及び事業報告書を毎年

末までに作成しており、関係者からの閲覧要求があれば応じる体制を

度からはホームページに公開している。

9 法令等の遵守

法令や専修学校設置基準については、毎年『養成施設指定基準

厚生局）に則り適正なる

場で、法令遵守の重要性を

ては、職員に対して

（データ）の取り扱いに特段の注意をはらっており、本校制定の

教職員等の意識の徹底を図

教育課程編成委員会の開催・

検・自己評価等に

今後は「自己点検及び

工夫が必要となる。

10 社会貢献

「地域コミュニティーとの連携」を基本とし、本校は行政機関、学校、業界団体及び地域との

連携・交流を積極的

製菓コンクール等の実施、講習会・技術指導・職業講話（中学生対象）・講習会への施設の開

放・提供などを行い、地域社会・業界への貢献度は

武蔵野市武蔵野観光課から

地域での菓子販売

いる。教員派遣としては、東京都荒川区立第三中学校・諏訪台中学校（職業講話）

中央職業能力開発協会

学生ボランティアに関しては、活動時間の確保・安全面の問題から

している。教職員の支援

。また、教職員のボランティア活動では、フランス大使館主催震災復興ボランティア

ンに参加協力（菓子・人員等）

総負債比率は私立専修学校各種学校平均を引き続き上回っているが、平成

消費収入超過となり、また金利変更交渉により借入金等利息は低下しており順調に改善は進んで

による適切な監査が実施されており、監事による監査を経て評議会

見聴取をすることとなっている。それら全てがスケジュール化さ

いる。決算報告にて開示された財産目録・賃借対照表・収支計算書及び事業報告書を毎年

末までに作成しており、関係者からの閲覧要求があれば応じる体制を

度からはホームページに公開している。

法令等の遵守 

法令や専修学校設置基準については、毎年『養成施設指定基準

厚生局）に則り適正なる遵守と運営に努めている。また、教職員・学生に対してもそれぞれの立

重要性をホームルーム・朝礼・教職員会議等で周知している。

に対して、継続的・日常的に『個人情報保護法』の

（データ）の取り扱いに特段の注意をはらっており、本校制定の

教職員等の意識の徹底を図っている。

教育課程編成委員会の開催・学校関係者評価委員会の開催により学校内外の関係者への自己点

等に関する情報提供が出来ている。

及び自己評価」

工夫が必要となる。 

社会貢献 

「地域コミュニティーとの連携」を基本とし、本校は行政機関、学校、業界団体及び地域との

連携・交流を積極的に行っている。本校の施設・設備を活用した講習会・製菓

製菓コンクール等の実施、講習会・技術指導・職業講話（中学生対象）・講習会への施設の開

放・提供などを行い、地域社会・業界への貢献度は

観光課からの呼びかけに応じて

菓子販売、朝暘学園チャリティーバザー

教員派遣としては、東京都荒川区立第三中学校・諏訪台中学校（職業講話）

中央職業能力開発協会 技能五輪大会協力・技能検定協力

学生ボランティアに関しては、活動時間の確保・安全面の問題から

教職員の支援体制は

。また、教職員のボランティア活動では、フランス大使館主催震災復興ボランティア

（菓子・人員等）

総負債比率は私立専修学校各種学校平均を引き続き上回っているが、平成

消費収入超過となり、また金利変更交渉により借入金等利息は低下しており順調に改善は進んで

による適切な監査が実施されており、監事による監査を経て評議会

見聴取をすることとなっている。それら全てがスケジュール化さ

いる。決算報告にて開示された財産目録・賃借対照表・収支計算書及び事業報告書を毎年

末までに作成しており、関係者からの閲覧要求があれば応じる体制を

度からはホームページに公開している。 

法令や専修学校設置基準については、毎年『養成施設指定基準

遵守と運営に努めている。また、教職員・学生に対してもそれぞれの立

ホームルーム・朝礼・教職員会議等で周知している。

、継続的・日常的に『個人情報保護法』の

（データ）の取り扱いに特段の注意をはらっており、本校制定の

っている。 

学校関係者評価委員会の開催により学校内外の関係者への自己点

関する情報提供が出来ている。

自己評価」項目の精度を

「地域コミュニティーとの連携」を基本とし、本校は行政機関、学校、業界団体及び地域との

行っている。本校の施設・設備を活用した講習会・製菓

製菓コンクール等の実施、講習会・技術指導・職業講話（中学生対象）・講習会への施設の開

放・提供などを行い、地域社会・業界への貢献度は

呼びかけに応じて

、朝暘学園チャリティーバザー

教員派遣としては、東京都荒川区立第三中学校・諏訪台中学校（職業講話）

技能五輪大会協力・技能検定協力

学生ボランティアに関しては、活動時間の確保・安全面の問題から

は出来ていないが、

。また、教職員のボランティア活動では、フランス大使館主催震災復興ボランティア

（菓子・人員等）を行った。

総負債比率は私立専修学校各種学校平均を引き続き上回っているが、平成

消費収入超過となり、また金利変更交渉により借入金等利息は低下しており順調に改善は進んで

による適切な監査が実施されており、監事による監査を経て評議会

見聴取をすることとなっている。それら全てがスケジュール化さ

いる。決算報告にて開示された財産目録・賃借対照表・収支計算書及び事業報告書を毎年

末までに作成しており、関係者からの閲覧要求があれば応じる体制を

 

法令や専修学校設置基準については、毎年『養成施設指定基準

遵守と運営に努めている。また、教職員・学生に対してもそれぞれの立

ホームルーム・朝礼・教職員会議等で周知している。

、継続的・日常的に『個人情報保護法』の

（データ）の取り扱いに特段の注意をはらっており、本校制定の

学校関係者評価委員会の開催により学校内外の関係者への自己点

関する情報提供が出来ている。 

項目の精度を上げながら公表を行っていく。

「地域コミュニティーとの連携」を基本とし、本校は行政機関、学校、業界団体及び地域との

行っている。本校の施設・設備を活用した講習会・製菓

製菓コンクール等の実施、講習会・技術指導・職業講話（中学生対象）・講習会への施設の開

放・提供などを行い、地域社会・業界への貢献度は昨年に

呼びかけに応じての商品開発や企業

、朝暘学園チャリティーバザー等、

教員派遣としては、東京都荒川区立第三中学校・諏訪台中学校（職業講話）

技能五輪大会協力・技能検定協力

学生ボランティアに関しては、活動時間の確保・安全面の問題から

ないが、積極的な

。また、教職員のボランティア活動では、フランス大使館主催震災復興ボランティア

。 

総負債比率は私立専修学校各種学校平均を引き続き上回っているが、平成

消費収入超過となり、また金利変更交渉により借入金等利息は低下しており順調に改善は進んで

による適切な監査が実施されており、監事による監査を経て評議会

見聴取をすることとなっている。それら全てがスケジュール化さ

いる。決算報告にて開示された財産目録・賃借対照表・収支計算書及び事業報告書を毎年

末までに作成しており、関係者からの閲覧要求があれば応じる体制を

法令や専修学校設置基準については、毎年『養成施設指定基準

遵守と運営に努めている。また、教職員・学生に対してもそれぞれの立

ホームルーム・朝礼・教職員会議等で周知している。
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学校関係者評価委員会の開催により学校内外の関係者への自己点
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「地域コミュニティーとの連携」を基本とし、本校は行政機関、学校、業界団体及び地域との

行っている。本校の施設・設備を活用した講習会・製菓

製菓コンクール等の実施、講習会・技術指導・職業講話（中学生対象）・講習会への施設の開
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の商品開発や企業
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教員派遣としては、東京都荒川区立第三中学校・諏訪台中学校（職業講話）

技能五輪大会協力・技能検定協力などを行った。

学生ボランティアに関しては、活動時間の確保・安全面の問題から
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消費収入超過となり、また金利変更交渉により借入金等利息は低下しており順調に改善は進んで

による適切な監査が実施されており、監事による監査を経て評議会・理事会にて報告・意

見聴取をすることとなっている。それら全てがスケジュール化され、翌年度の予算に反映されて

いる。決算報告にて開示された財産目録・賃借対照表・収支計算書及び事業報告書を毎年

末までに作成しており、関係者からの閲覧要求があれば応じる体制をとって
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行っている。本校の施設・設備を活用した講習会・製菓

製菓コンクール等の実施、講習会・技術指導・職業講話（中学生対象）・講習会への施設の開

引き続き評価できる。
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教員派遣としては、東京都荒川区立第三中学校・諏訪台中学校（職業講話）

などを行った。 
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消費収入超過となり、また金利変更交渉により借入金等利息は低下しており順調に改善は進んで

・理事会にて報告・意

、翌年度の予算に反映されて

いる。決算報告にて開示された財産目録・賃借対照表・収支計算書及び事業報告書を毎年

とってきたが、平成

係る自己点検表』（関東

遵守と運営に努めている。また、教職員・学生に対してもそれぞれの立

ホームルーム・朝礼・教職員会議等で周知している。個人情報

啓蒙を行っている。個人情報

報保護規程』を活用

学校関係者評価委員会の開催により学校内外の関係者への自己点

上げながら公表を行っていく。教職員の参画方法

「地域コミュニティーとの連携」を基本とし、本校は行政機関、学校、業界団体及び地域との

行っている。本校の施設・設備を活用した講習会・製菓・製パン

製菓コンクール等の実施、講習会・技術指導・職業講話（中学生対象）・講習会への施設の開

評価できる。 

の商品開発への参画や地元

貢献ができたと評価して

教員派遣としては、東京都荒川区立第三中学校・諏訪台中学校（職業講話） 

自主性に委ねる

活動には教職員が支援協力を行ってい

。また、教職員のボランティア活動では、フランス大使館主催震災復興ボランティアキャラバ

以上

年度も引き続き 

消費収入超過となり、また金利変更交渉により借入金等利息は低下しており順調に改善は進んで

・理事会にて報告・意

、翌年度の予算に反映されて

いる。決算報告にて開示された財産目録・賃借対照表・収支計算書及び事業報告書を毎年 5 月

きたが、平成 25 年

（関東信越

遵守と運営に努めている。また、教職員・学生に対してもそれぞれの立

個人情報に関し

っている。個人情報

活用し、

学校関係者評価委員会の開催により学校内外の関係者への自己点

教職員の参画方法

「地域コミュニティーとの連携」を基本とし、本校は行政機関、学校、業界団体及び地域との

・製パン教室 

製菓コンクール等の実施、講習会・技術指導・職業講話（中学生対象）・講習会への施設の開

への参画や地元

できたと評価して

性に委ねるものと

行ってい

キャラバ

以上 



 

 

（意見

平成 27

改善内容が

ックできたので、より報告書の内容を理解する事が出来た。

 

（質疑

教育成果で就職率や中途退学者など昨年度に比べ、数値や状況はどうであったか。

 

（応答

専門課程の就職率は

行かなかった

原因としては経済的理由が多く

ある。

 

（質疑

学生の

 

（応答

就職指導は就職支援室での就職セミナー・関連企業説明会の開催等を行い、

就職活動への意識向上を進めており、さらに求人内容等の情報をタイムリーに提供し

ている。担任による個人面談や外部カウンセラーによるキャリアカウンセリング

随時、

 

（質疑

基準７

績等の教育成果は正確に

 

（応答

学生募集活動は年間募集計画に基づき、経営推進課広報室と教

とり、体験入学

ている。教育成果などは

さらに入学案内や就職状況一覧の配布も行っている。

評価委員から拝聴した主な

意見） 

27 年度自己点検・自己評価報告

改善内容が明確に

ックできたので、より報告書の内容を理解する事が出来た。

質疑） 

教育成果で就職率や中途退学者など昨年度に比べ、数値や状況はどうであったか。

応答） 

専門課程の就職率は

行かなかった。中途退学者については

原因としては経済的理由が多く

。 

質疑） 

学生の就職活動に関しての

応答） 

就職指導は就職支援室での就職セミナー・関連企業説明会の開催等を行い、

就職活動への意識向上を進めており、さらに求人内容等の情報をタイムリーに提供し

ている。担任による個人面談や外部カウンセラーによるキャリアカウンセリング

随時、実施し学生の支援・指導を行っている

質疑） 

基準７にある学生募集活動は

績等の教育成果は正確に

応答） 

学生募集活動は年間募集計画に基づき、経営推進課広報室と教

とり、体験入学、見学説明会の内容

ている。教育成果などは

さらに入学案内や就職状況一覧の配布も行っている。

評価委員から拝聴した主な

年度自己点検・自己評価報告

明確に分かり易くなった

ックできたので、より報告書の内容を理解する事が出来た。

教育成果で就職率や中途退学者など昨年度に比べ、数値や状況はどうであったか。

専門課程の就職率は 98.8％となり、就職を希望しない学生が

。中途退学者については

原因としては経済的理由が多く

に関してのどのような支援

就職指導は就職支援室での就職セミナー・関連企業説明会の開催等を行い、

就職活動への意識向上を進めており、さらに求人内容等の情報をタイムリーに提供し

ている。担任による個人面談や外部カウンセラーによるキャリアカウンセリング

実施し学生の支援・指導を行っている

学生募集活動は

績等の教育成果は正確に伝えられているか

学生募集活動は年間募集計画に基づき、経営推進課広報室と教

、見学説明会の内容

ている。教育成果などは WEB

さらに入学案内や就職状況一覧の配布も行っている。

評価委員から拝聴した主な

年度自己点検・自己評価報告書

分かり易くなった。また、自己点検・自己評価報告書が事前にチェ

ックできたので、より報告書の内容を理解する事が出来た。

教育成果で就職率や中途退学者など昨年度に比べ、数値や状況はどうであったか。

％となり、就職を希望しない学生が

。中途退学者については 4.5%

原因としては経済的理由が多く、保護者との連携のもと今後の対策を講じる必要が

どのような支援

就職指導は就職支援室での就職セミナー・関連企業説明会の開催等を行い、

就職活動への意識向上を進めており、さらに求人内容等の情報をタイムリーに提供し

ている。担任による個人面談や外部カウンセラーによるキャリアカウンセリング

実施し学生の支援・指導を行っている

学生募集活動はどのように

伝えられているか

学生募集活動は年間募集計画に基づき、経営推進課広報室と教

、見学説明会の内容・時間等の見直し・改善を常に行いながら実施し

WEB における情報発信やリーフレット

さらに入学案内や就職状況一覧の配布も行っている。

評価委員から拝聴した主な意見・

書についての

。また、自己点検・自己評価報告書が事前にチェ

ックできたので、より報告書の内容を理解する事が出来た。

教育成果で就職率や中途退学者など昨年度に比べ、数値や状況はどうであったか。

％となり、就職を希望しない学生が

4.5%と昨年度

、保護者との連携のもと今後の対策を講じる必要が

どのような支援・指導の

就職指導は就職支援室での就職セミナー・関連企業説明会の開催等を行い、

就職活動への意識向上を進めており、さらに求人内容等の情報をタイムリーに提供し

ている。担任による個人面談や外部カウンセラーによるキャリアカウンセリング

実施し学生の支援・指導を行っている。 

どのように行っているのか、また就職実績、資格取得実

伝えられているか。 

学生募集活動は年間募集計画に基づき、経営推進課広報室と教

・時間等の見直し・改善を常に行いながら実施し

における情報発信やリーフレット

さらに入学案内や就職状況一覧の配布も行っている。

意見・質疑

の記載が各基準

。また、自己点検・自己評価報告書が事前にチェ

ックできたので、より報告書の内容を理解する事が出来た。 

教育成果で就職率や中途退学者など昨年度に比べ、数値や状況はどうであったか。

％となり、就職を希望しない学生が

と昨年度(3.6%)

、保護者との連携のもと今後の対策を講じる必要が

の取組みを行っているのか。

就職指導は就職支援室での就職セミナー・関連企業説明会の開催等を行い、

就職活動への意識向上を進めており、さらに求人内容等の情報をタイムリーに提供し

ている。担任による個人面談や外部カウンセラーによるキャリアカウンセリング

行っているのか、また就職実績、資格取得実

学生募集活動は年間募集計画に基づき、経営推進課広報室と教

・時間等の見直し・改善を常に行いながら実施し

における情報発信やリーフレット

さらに入学案内や就職状況一覧の配布も行っている。 

質疑・応答等

各基準項目ごとに

。また、自己点検・自己評価報告書が事前にチェ

 

教育成果で就職率や中途退学者など昨年度に比べ、数値や状況はどうであったか。

％となり、就職を希望しない学生がおり、100%

(3.6%)より高い数値になり

、保護者との連携のもと今後の対策を講じる必要が

行っているのか。

就職指導は就職支援室での就職セミナー・関連企業説明会の開催等を行い、

就職活動への意識向上を進めており、さらに求人内容等の情報をタイムリーに提供し

ている。担任による個人面談や外部カウンセラーによるキャリアカウンセリング

行っているのか、また就職実績、資格取得実

学生募集活動は年間募集計画に基づき、経営推進課広報室と教職員が協力体制を

・時間等の見直し・改善を常に行いながら実施し

における情報発信やリーフレット等の作成・配布

応答等 

ごとに昨年度

。また、自己点検・自己評価報告書が事前にチェ

教育成果で就職率や中途退学者など昨年度に比べ、数値や状況はどうであったか。

100%とは 

より高い数値になり、

、保護者との連携のもと今後の対策を講じる必要が

行っているのか。 

就職指導は就職支援室での就職セミナー・関連企業説明会の開催等を行い、 

就職活動への意識向上を進めており、さらに求人内容等の情報をタイムリーに提供し

ている。担任による個人面談や外部カウンセラーによるキャリアカウンセリングを

行っているのか、また就職実績、資格取得実

協力体制を 

・時間等の見直し・改善を常に行いながら実施し

等の作成・配布、

昨年度の 

。また、自己点検・自己評価報告書が事前にチェ

教育成果で就職率や中途退学者など昨年度に比べ、数値や状況はどうであったか。 

、 

、保護者との連携のもと今後の対策を講じる必要が 

就職活動への意識向上を進めており、さらに求人内容等の情報をタイムリーに提供し

を 

行っているのか、また就職実績、資格取得実

・時間等の見直し・改善を常に行いながら実施し

、 



 

(意見

基準 8

税理士による適切な監査が実施されており、監事による

報告・意見聴取等スケジュール化されている事や財産項目・貸借対照表・収支計算書・

事業報告書を公開しており、

 

（質疑

基準 9

また、ハッキング対策は実施されているのか。

 

（応答

教職員に対して継続的・日常的に『

パソコン内のデータ管理には特段の注意を払っており、

定』を活用し教職員の意識の徹底を図っている。

ハッキング対策ついてはセキュリティシステム等を考慮し進めていきたい。

 

（意見

学校関係者評価委員会・教育課程編成委員会の開催により、学校内外の業界関係者へ

の自己点検・自己評価等に関する情報提供が出来るようになり、業界と学校との

関係が改善されていくのではないか。

 

（質疑

基準 10

 

（応答

「地域コミュニティ－との連携」を基本とし、地域連携・交流を積極的に行っています。

本校の施設・設備を活用した講習会・製菓製パン教室やお菓子等の頒布会等を実施おり、

また、

武蔵野市武蔵野観光

 

（意見

武蔵野市武蔵野観光課からの商品開発に参

地元に対する貢献度

行ってほしい。

 

 

意見) 

8 財務については健全な財務管理がなされている。

税理士による適切な監査が実施されており、監事による

報告・意見聴取等スケジュール化されている事や財産項目・貸借対照表・収支計算書・

事業報告書を公開しており、

質疑） 

9 法令等の遵守において個人情報の取扱いついてどうとらえているか。

また、ハッキング対策は実施されているのか。

応答） 

教職員に対して継続的・日常的に『

パソコン内のデータ管理には特段の注意を払っており、

定』を活用し教職員の意識の徹底を図っている。

ハッキング対策ついてはセキュリティシステム等を考慮し進めていきたい。

意見） 

学校関係者評価委員会・教育課程編成委員会の開催により、学校内外の業界関係者へ

の自己点検・自己評価等に関する情報提供が出来るようになり、業界と学校との

関係が改善されていくのではないか。

質疑） 

10 社会貢献において地域コミュニティーとの連携

応答） 

「地域コミュニティ－との連携」を基本とし、地域連携・交流を積極的に行っています。

本校の施設・設備を活用した講習会・製菓製パン教室やお菓子等の頒布会等を実施おり、

また、地元地域での菓子販売

武蔵野市武蔵野観光

意見） 

武蔵野市武蔵野観光課からの商品開発に参

地元に対する貢献度

行ってほしい。 

財務については健全な財務管理がなされている。

税理士による適切な監査が実施されており、監事による

報告・意見聴取等スケジュール化されている事や財産項目・貸借対照表・収支計算書・

事業報告書を公開しており、

法令等の遵守において個人情報の取扱いついてどうとらえているか。

また、ハッキング対策は実施されているのか。

教職員に対して継続的・日常的に『

パソコン内のデータ管理には特段の注意を払っており、

定』を活用し教職員の意識の徹底を図っている。

ハッキング対策ついてはセキュリティシステム等を考慮し進めていきたい。

学校関係者評価委員会・教育課程編成委員会の開催により、学校内外の業界関係者へ

の自己点検・自己評価等に関する情報提供が出来るようになり、業界と学校との

関係が改善されていくのではないか。

社会貢献において地域コミュニティーとの連携

「地域コミュニティ－との連携」を基本とし、地域連携・交流を積極的に行っています。

本校の施設・設備を活用した講習会・製菓製パン教室やお菓子等の頒布会等を実施おり、

地元地域での菓子販売、

武蔵野市武蔵野観光課の要望に応じて地元を盛上げる商品開発等にも参加しております。

武蔵野市武蔵野観光課からの商品開発に参

地元に対する貢献度も高まり、学校価値が上がるはずです

財務については健全な財務管理がなされている。

税理士による適切な監査が実施されており、監事による

報告・意見聴取等スケジュール化されている事や財産項目・貸借対照表・収支計算書・

事業報告書を公開しており、中長期計画を踏まえた

法令等の遵守において個人情報の取扱いついてどうとらえているか。

また、ハッキング対策は実施されているのか。

教職員に対して継続的・日常的に『個人情報保護法

パソコン内のデータ管理には特段の注意を払っており、

定』を活用し教職員の意識の徹底を図っている。

ハッキング対策ついてはセキュリティシステム等を考慮し進めていきたい。

学校関係者評価委員会・教育課程編成委員会の開催により、学校内外の業界関係者へ

の自己点検・自己評価等に関する情報提供が出来るようになり、業界と学校との

関係が改善されていくのではないか。 

社会貢献において地域コミュニティーとの連携

「地域コミュニティ－との連携」を基本とし、地域連携・交流を積極的に行っています。

本校の施設・設備を活用した講習会・製菓製パン教室やお菓子等の頒布会等を実施おり、

、朝暘学園チャリティーバザー等、昨年より貢献が

課の要望に応じて地元を盛上げる商品開発等にも参加しております。

武蔵野市武蔵野観光課からの商品開発に参

高まり、学校価値が上がるはずです

財務については健全な財務管理がなされている。

税理士による適切な監査が実施されており、監事による

報告・意見聴取等スケジュール化されている事や財産項目・貸借対照表・収支計算書・

中長期計画を踏まえた

法令等の遵守において個人情報の取扱いついてどうとらえているか。

また、ハッキング対策は実施されているのか。 

個人情報保護法

パソコン内のデータ管理には特段の注意を払っており、

定』を活用し教職員の意識の徹底を図っている。 
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 基本知識の違いは大きい、採用基準としては目的意識の明確な人材であるどうか。

 それぞれの会社のシステムに適応するまで

 ある程度長い目で

を見失いやめていく人は多い。

 長い目で見る必要性がある意見等は

ところはあると思う。

 職場では教える立場になってこそ一番勉強になるもの。さらに素直さと謙虚でいる

事が大事なのだと卒業生に伝えてもらいたい。
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専門学校
〒180-000

学校関係者評価報告書についてのお問い合わせ先

学校関係者

学校法人古屋学園

専門学校 
0004 東京都武蔵野市吉祥寺

学校関係者評価報告書についてのお問い合わせ先

関係者評価委員会

学校法人古屋学園

 二葉製菓学校
東京都武蔵野市吉祥寺

学校関係者評価報告書についてのお問い合わせ先

評価委員会 TEL 0422

学校法人古屋学園 

二葉製菓学校
東京都武蔵野市吉祥寺本町 2

学校関係者評価報告書についてのお問い合わせ先

0422-20-4556

 

 

二葉製菓学校 
2-23-8 

学校関係者評価報告書についてのお問い合わせ先 

4556 

 

 


