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学校法人古屋学園 

二葉栄養専門学校 



 

二葉栄養専門学校 学校関係者評価委員会報告書について 

 

学校法人古屋学園 二葉栄養専門学校は、質の向上を目指し学校自己点検・自己評

価制度を導入するため、平成２０年に「自己点検及び評価等実施委員会」を組織し、

同年５月に平成２０年度の「自己点検・自己評価」を実施しました。以来、点検・評

価結果による学校運営の改善に努めてきましたが、平成２２年からは同年に策定され

た「学校法人古屋学園学校品質向上５ヵ年計画」とリンクさせ、より有機的で実効性

のあるものとし継続的に実施してきました。 

これまでの活用をより適切かつ充実したものとするために、平成２４年度には本校

と関係の深い、外部の方々のご意見を学校運営に反映させるべく、委員会を設置し「学

校関係者評価委員会」を開催いたしました。多くの率直かつ貴重なご意見をいただき、

あらためて「学校関係者評価」の意義と重要性を認識した次第です。 

平成２５年８月には、文部科学省が認定する職業実践専門課程が制度化され、本校

におきましても、平成２７年度より本課程の認定を受け、従来にも増して高度な知識

と技術を身につけた、実践力のある職業人を養成する教育機関として、その社会的責

任を果たしてきました。また、平成２６年度に「学校品質向上５カ年計画」が終了し、 

平成２７年度より新規に「新世二葉」中期計画（３ヵ年）」を策定し、建学の理念であ

る「涵養の精神と職業人としての自立」の具現化、知識と技術のバランスのとれた質

の向上及び質の保証などを掲げ、教職員が一丸となって取り組んでおります。 

この度、広く関係者の評価を問い、ご意見を頂戴いたしたく平成２７年度「学校関

係者評価委員会」の報告書を公表いたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年６月２８日 

学校法人 古屋学園 

二葉栄養専門学校 

学校長 小川 万紀子 



 

 

 

 

 

学校関係者評価委員ご紹介 

 

＜職能団体＞ 

     一般社団法人 全国栄養士養成施設協会 

常務理事・事務局長   有 馬  克 彦  氏 

 

＜業界団体＞ 

     公益社団法人 日本メディカル給食協会 

専務理事   千 田  隆 夫 氏 

 

＜地域住民代表・関係団体＞ 

東京都武蔵野食品衛生協会 

会 長    服 部  清  道 氏 

 

＜保護者代表・関係企業＞ 

実協出版株式会社第二編集部  部 長 

           今 里 美 幸 氏 

 

＜卒業生代表・関係業界＞ 

    女子栄養大学 栄養クリニック 

                        管理栄養士   与 島  優 希 氏 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

学校関係者評価委員会 次第 

            

１．開 会 

 

２．学校法人古屋学園 理事長  手嶋 達也 挨拶 

 

３．二葉栄養専門学校  校 長   小川 万紀子 挨拶 

 

４．評価委員自己紹介 

 

５．職員紹介 

理事長〔手嶋 達也〕、校長〔小川 万紀子〕、副校長〔髙橋 興亜〕、 

事務局長〔寺島 秀親〕、校務運営部長〔大長 修〕、 

栄養士科学科長〔山田 恒代〕、調理師科学科長〔猪狩 竜二〕、 

経営推進課長〔山口 直美〕、庶務室長〔山田 美範〕 

 

６．委員長・議長選出 

 

７．意見交換 

（１）配布資料の確認 

（２）平成 2７年度 自己点検・自己評価結果報告 

（３）質疑応答・ディスカッション 

 

８．その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

基準毎の評価 

 

基準１ 教育理念・目的・育成人材 

  建学の精神「涵養の精神と職業人としての自立」のもと、①高度な専門知識及び技術の習

得、②徹底した実践教育、③人間性豊かな明晰なる感性の涵養、等を建学・教育の理念とし

て掲げている。明確な教育理念・目的に基づき、時代に即した“社会に貢献できる栄養士・管

理栄養士・調理師”の養成に取り組んでいる。人材育成目標を実現するため、複数の資格取

得のための新たなコース制の設定・カリキュラムの見直し等を適宜行っている。 

製菓学校等を併設している本校の特性を活かした、ダブル・トリプルライセンス取得によ

る多様な人材育成、また学外実習の単位数を多くし、実践力を身につけた人材育成は本校の

特色といえる。 

  

基準２ 学校運営 

  建学の理念や目標人材像に基づく、学校の目的・目標を実現するための学校運営方針は設

立趣意書・「新生二葉」中期計画（３ヵ年）等で明確に定められている。教職員にも明示され、

各種会議を通じて周知を図っている。具体的な事業計画は「年間行事予定表」等で明示して

いる。 

 運営組織や意思決定機能は「学園職務分掌」や「校務分掌」で明確になっており、中期計

画・年間行事予定等の学校運営に係わる重要な案件は、評議員会・理事会で決議される。校

長を頂点とした意思決定システムも、各種会議や事業を実行するなかで特に問題なく機能し

ている。 

 従来の人事考課制度を改定し、建学の理念、中期目標等とリンクした人事目標の設定によ

り、適切な評価、処遇、人材育成を行い有効な運用に努めている。 

  

基準３ 教育活動 

 教育目標や育成人材像は、業界の人材ニーズを反映するよう努めている。教育内容・レベ

ルは就業年限に対応するとともに、業界のニーズに応えられるものとなっている。 

  現在のカリキュラムは、平成２２年度に外部の学識経験者を交えた「カリキュラム検討委

員会」により編成している。教育目標達成のための十分な内容を持ち、体系的に編成されて

いるが、社会の変化とともに教育に求められるニーズも変化しており、適宜見直しを図り適

切な教育内容となっている。 

専門性、資格等要件を備えた教員の確保に努めており、さらに、校長・学科長等により教

員の専門性や教授力について把握・評価している。また、学生による教育・授業評価を実施

し、リフレクションシートにより、教育効果を高めている。さらに、教員の専門性・教授力向

上を図るため学会・研修会等への積極的な参加を勧めるための支援体制を整えている。教員



 

間の協力・協業は授業編成や管理栄養士国家試験対策等で、適切かつ効果的に行われている。 

  成績評価・単位認定の基準は明確に規定されており、進級・卒業審査はこの基準に則して

適切に行われている。 

  取得できる各種資格は学則やカリキュラムで明確に定められており、資格取得のためのサ

ポートは教育内容でも指導・支援体制からも十分なものになっている。 

 

基準４ 教育成果 

  就職支援室の就職指導と支援体制を整備し、企業訪問による就業先企業の拡大や求人依頼、

さらに個別面談を徹底して行っている。また、外部カウンセラーによるキャリアカウンセリ

ングを実施して就業意識を高めるなどの結果、ほぼ１００％の就職率を達成している。 

調理師、栄養士の免許は卒業と同時に全員取得するため、修業年限内に卒業できるよう学

習指導・生活指導を強化し、成果をあげている。管理栄養士国家試験対策の支援体制は整っ

ており、更なる合格率アップに向け指導・強化を図っている。 

 保護者との連携のもと学生の学習・生活状況の的確かつ迅速な把握に努め、退学防止への

努力を払っている。 

 就職支援室担当者の企業訪問等により、卒業生の動向はよく把握している。学外実習が多

いために新入生のための特別講習や、学外実習の事前特別講義等の講師が積極的に学生を指

導している。各種のメニューコンテストには多くの在校生が参加しており、高い評価を得て

いる。 

 

基準５ 学生支援 

就職・進学指導、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

といえる。特に就職指導では就職支援室に十分な専任を配置するとともに、外部カウンセラ

ーによる キャリアカウンセリングを定期的に実施するなど、個別相談重視の就職指導体制

は、有効に機能し、成果を上げている。 

保護者との連携を重視した学生相談は、主としてクラス担任が受け持つが、必要に応じて

学科長、教務課長、校長がバックアップしている。また外部カウンセラーも適宜対応するな

ど、相談体制は評価できるものである。 

  経済面の支援が重要課題となっている。学費の分納・延納制度で対応するほか、外部の奨

学金の活用や教育ローンの紹介・斡旋等を積極的に行っている。働きながら学ぶことができ

る「自立進学制度」は高く評価できる。遠隔地出身者の経済的負担軽減を図るため、学生寮

を学園として保有・管理している。専門業者の「学生会館」も積極的に紹介・斡旋している。 

  

基準６ 教育環境 

 施設・設備は平成 22年落成の新校舎の建設に際して、教育上の必要性に十分対応できる

よう整備されたものになっている。加えて第６校舎の改修工事も行い、ハード面の環境は一

気に整備されている。調理設備や学習機器は日進月歩であるが極力、最新設備の整備に努め

ている。 

 調理師科の学外実習、栄養士科の校外実習・インターンシップ、管理栄養士学科の臨地実



 

習・インターンシップ等を実施しているが、外部の関係機関との連携・教育体制は整ってお

り、問題はない。 

「消防計画」に基づく防災組織の編成、防災訓練の実施など、防災体制は整備され、問題な

く機能している。 

  

基準７ 学生の募集と受け入れ 

学生募集は経営推進課に広報室を設けており、担当職員が広報会議により募集計画を企画

し、実行している。教育内容等が理解しやすい学校案内（「入学案内」）の提供、体験入学を含

めた入学相談会の実施、随時の窓口相談、ホームページによる募集案内、高校訪問等により

活発な学生募集活動が適切に行われており特に問題はない。また、就職実績・状況、各種資

格取得実績、卒業生の活躍状況等の教育成果は冊子等により正確に伝えられている。 

入学選考は学科ごとに「入学選考基準」を設け、「入学審査会」により適切かつ公平に行わ

れている。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 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。過去における財務経過

（法人）は校舎の建替えも重なり平成２０年度期を底として厳しい状況にあったが、平成２

２年度期からは回復に向かい、以降順調に翌年度繰越超過を増やしている。少子化のなか校

舎新築負債の返済期間にあるが、中長期的に安定した財務を図っているといえる。 

 予算・収支計画は年度毎に各部門より事業計画に基づいた予算案が出され、評議員会・理

事会の決議を得て執行されている。 

公認会計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員会・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・貸借対照表・収支計算書及び事業報告書を毎年５月末

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いる。 

 

基準９ 法令等の遵守 

法令や専修学校設置基準等については、毎年『養成施設指定基準に係る自己点検表』（関東

信越厚生局）に則り適正なる遵守と運営に努めている。個人情報に関する職員への啓発活動

は、継続的・日常的に『個人情報保護法』の啓発を行っている。更に本校の『個人情報保護規

程』に従い、個人情報の取り扱いに特段の注意をしていることを評価する。 

  平成２０年度から「自己点検・自己評価」を実施し、公開するとともに問題の把握・改善

に役立てている。今後、評価結果のより積極的な活用に努める。 

 

基準 10 社会貢献 

 “地域とともに歩む”を標榜している本校は行政機関、学校、企業、業界団体及び地域との

連携・交流を積極的に行っている。本校の教育資源や施設を活用した各種の講習会・料理教



 

室・料理コンクール等の実施、講習会・講演会等への講師派遣、講習会への施設の開放・提供

が主たる事業であるが、地域社会への貢献度は高く評価できる。 

 活動時間の確保や安全面で、学生のボランティア活動は自主的なものとしているが、必要

に応じて奨励・支援をしている。 

 

以上 

  

 

  



 

 

主な質疑応答等（要旨） 

 

（有馬） 本委員会の委員長を仰せつかりましたので、議長を務めさせていただきます。ご協

力をいただき進めてまいりますので宜しくお願いします。 

（有馬） 資料の確認 

   ①平成２６年度 学校関係者評価委員会議事録 

   ②  〃    自己点検・自己評価報告書 

   ③  〃    学校関係者評価委員名簿・レジュメ 

 

（有馬）職業実践専門課程の認定とその後の経過についてお願いします。 

（髙橋） 平成２５年に職業実践専門課程の認定に関する規定が８月 30日に公布され、同日

施行されました。本校も認定に向けて作業を進めてまいりましたが、認定要件の一

つに２年養成以上ということで、該当する栄養士科・管理栄養士学科の２課程につ

いて認定申請を行い平成２６年度末に認定されました。平成２７年度から実施して

おり、今年で２年目になります。この制度は厳しい認定要件があり、認定を受けて

終了するのではなく、スタートであることをご承知下さい。職業実践専門課程は２

年養成以上の教育課程であることの他に、認定要件が大きく５つありまして、本日

の委員会も認定要件の一つであり、その他に教育課程編成委員会が年２回の開催、

教員の研修を組織的に行うこと、学生が企業と連携を図り学外実習を行うこと、年

１回は学校情報を公開しなければなりません。本日は２７年度に自己点検・自己評

価をいたしましたものを、委員の先生に評価していただき、できるところから学校

運営、教育面から反映させていきたいと思っております。2 回目の教育課程編成委

員会を後期に予定しておりますので、終了次第ホーメページ上で公開いたします。 

以上、経過説明を申し上げましたので、２７年度の自己点検・自己評価につきまし

ては、校長からご説明申し上げますので宜しくお願いいたします。  

（有馬）平成２７年度自己点検・自己評価報告に入りたいと思います。 

     基準１から基準１０まで説明いただき、意見交換をしたいと思います。 

 

「基準１ 教育理念・目的・教育人材」 

（小川） 昨年度からの変更について、平成２７年度より調理実践科（２年養成）が認可され、

今年で２年目になります。次年度（平成２９年度）調理実践科の職業実践専門課程

の認定申請に向けて取り組んでいる。また、新たに「新世二葉」中期計画（３カ年）

が始まっております。その他につきましては特に変更はございません。 

（有馬）「理念・目的・育成人材」につきまして、特にご意見がないようでしたら、評価なさ

れているということで、次に進ませていただきます。 

「学校の特色」については読んでいただくとわかると思いますが。学校側として 

ピーアールする事があればお願いします。 



 

（小川）古屋学園は３校あり、栄養校は４年養成の管理栄養士学科、２年養成の栄養士科、

２年養成の調理実践科、１年養成の調理師科があります。さらに製菓校、ファッシ

ョン校があり、幾つかのライセンスが取得できるのが、本学園の一番の特徴と言え

ます。多くの資格を取ると就職が有利になるので、積極的に支援している。 

（有馬）特色ある教育方法だと思う。栄養士から調理師、調理師からパティシエには、どの

くらい行かれるのか。  

（小川）１クラス位です。トリプルですと年数が掛かりますので、ダブルライセンスが多い

です。特に、栄養士は調理技術の向上目的で調理師資格を取る者が増えてきており

ます。 

（有馬）調理の出来ない管理栄養士が問題になっているので、大変良いことだと思う。 

（小川）３年となると、経済的な面で中途退学という危険性もあるので注意しなければなら

ない。 

（有馬）「学校の将来構想」に関して何かご質問等がありませんか。 

（服部）新規作成された、中期計画（３カ年）は始まっているのですか。 

（手嶋）今年で２年目になります。 

（服部）５カ年計画が終わって、３カ年計画の策定は創立８０周年に向けて取り組む

ということですね。 

（有馬）中項目の総括に良いことが書かれている。「中期的構想に基づき、ハード面の

環境整備や教員のスキルアップ等、教育の質の向上を図っている」学校の努

力が表れている。 

 

「基準２ 学校運営」 

（有馬）簡単にご説明をお願いします。 

（小川）「新世二葉」中期計画（３カ年）が始まり、教育、ハード面の充実を図っている。 

（手嶋）中期計画の内容を資料で示します。 

（寺島）教職員の見える場所に掲示するとともに、ストラップにして教職員に配布してある。 

（服部）そうですか、さすがです。 

（手嶋）教職員の呼称を統一し役職で呼ぶのをやめました。パワハラ的な言動を避けたいと

の思いがある。 

（服部） 役職名ではなく、名前で呼ぶことですか。親しみやすいし、コミユニケーションが

とりやすい。 

（手嶋）今度の３カ年計画は、大きなハード面より最新機器など具体的に盛り込んでいるので、

事業計画と予算が早く出て運営しやすくなった。 

（有馬）学校さんは非常に努力しているので、良い方向に進むと思う。事業計画についての

意見について。 

（服部）学校を良くするために、事業計画に基づいて管理職と一般職が気持ちを一つにして

取り組むことが必要である。 

（有馬）運営組織や意思決定について 

（服部）校務分掌が明確になっているので、それを機能させることが大切である。 



 

（寺島）人事考課制度については、結果をどのように反映させるか仕組み作りが必要であるが、

現在は自己評価と総合評価により反映させているが、将来的には賃金制度と結びつ

けるのが理想と思っている。 

（服部）理想的な評価は難しいが、試行錯誤しながら良いものを作ってもらいたい。 

 

「基準３ 教育活動」 

（小川） 各種資格取得については変わっていないが、学外実習を充実させるために専任の教

員を配置し学外実習センターを設置した。 

（有馬） 学生にとっては。非常に有り難い。 

（服部） 実習を受け入れる施設にとって非常に助かる。実習施設に対し窓口が一つになるの

で受け入れやすい。 

（小川）いままでのカリキュラムでは、不都合な点もあるので見直している。 

（有馬）行政で決めているので難しい点もあるが、上手に新しいものを組み込むのは腕の見

せ所で、そのためにも委員の意見を反映させるのは非常に良いことである。 

（今里）カリキュラム検討委員会はあるのか、ないのかその当たりが明確でない。    

（小川）もう既にあるが、学外の委員を入れて、もう少し大きなカリキュラム検討委員会を

設立し、委員会の充実を図りたい。 

（小川）シラバスは、非常勤の先生の分も含め学科長を中心に中身を検討し、おかしなもの

は再提出していただいている。 

（小川）２７年度から、前後期、全開講科目について学生教育授業評価を実施している。集

計結果を取りまとめリフレクションシートを提出いただいている。結果は学生にも

閲覧、図書室にも置いてある。 

（服部）図書室に置いてある期間とアンケートの回収率はどのくらいか。 

（小川）図書室へは２週間、アンケート回収率は 100％である。 

（服部）先生の話が伝わらない、先生自身の欠点が分からなかった等、フィードバックする

ことにより、授業効果が高められる。 

（有馬）教育目標に向け授業を行える条件を備えた教員については、学校として評価されて

いるようであるが、ご意見を伺いたい。 

（服部）時代遅れの知識や昔の知識では、現在の教育はできない。 

（小川）採用時の面接で、資格、研究業績、教員歴などで適正に評価している。非常勤講師は

毎年講師会を行い、教育方針につて周知を図っている。 

（有馬）成績評価・単位認定の基準については、調理師科のみ互換の基準を作っているが、

栄養士科はどうか。 

（小川）栄養士科・管理栄養士学科は大学院への進学もありますので、単位の互換はできて

いると思います。本校の栄養士科と管理栄養士学科の場合は単位交換をしていない。 

（有馬）資格取得の指導体制については、評価されているので問題はないと思います。 

 

「基準４ 教育成果」 

（大長） 資格に関することが多いので、昨年と特に変更点はない。 



 

（有馬）入学する学生は、就職率について聞かれることが多いと思います。 

（手嶋）就職先一覧は何十年も続けているが、実際の就職率、就職先を見やすく、分かりや

すく記載している。 

（服部）管理栄養士の国家試験は難しいと聞いているが、７５％の合格率は他校と比べてど

うか。 

（小川）専門学校では上から４番目、７校ありますので丁度真ん中です。 

（有馬） 合格率を高めるために、成績の余り良くない学生を受けさせない学校もある。 

（小川）本校は卒業人数と受験者数は同じですが、他校では同じにならないところがある。 

（有馬）二葉さんは、留年以外全員が受けているから問題ないが、足きりは行政でも問題に

なっている。 

（小川）小差で不合格になった学生を救いたいので、国試対策では多くの先生にご協力いた

だいている。 

（服部）退学をどうして防止するかは大きな課題であるが、毎年伺う経済的な理由は

相変わらずですか。 

（山田）今年は、メンタル不調者や喘息などの他の疾患が見られる。更に、経済的な

問題がある。 

（服部）前は経済的なことが多かったのですが、摂食障害、拒食等があるとは。 

（山田）入試のところで、健康上の問題を確認できないものであろうか。 

（千田）学生の相談窓口はあるのですか。 

（手嶋）担任や学科長が窓口になって相談を受けているが、別にキャリアカウンセリ

ングを月２回入れております。 

（服部）中途退学は、学生も学校もマイナスになるので、防止することが大切です。 

 

「基準５ 学生支援」 

（有馬）学生支援に関して、担当の先生ご説明お願いします。 

（大長）学内の部分と卒業時の就職支援になっておりますが、学費が払えない学生への対処

は難しい問題ですが考えている。 

（有馬）健康管理、メンタルヘルス等の問題が相当あるかと思いますが。この件につきまし

てご意見ありませんか。 

（手嶋）面接では確認できないし、受験願書・推薦状にも病気、病歴の事は書かれていない。 

（千田）看護学校ではカウンセリングをするクリニックと契約を結んで、学校の教職員も一

切関知しないボックスを設置し、専門の医師だけが開けるようにし、カウンセリン

グの後、校長だけに報告するシステムをとっている。 

（小川）非常勤の臨床医で、分野は違うが学生さんの相談にのってもいいと言って下さる医

師もいます。 

（手嶋）セーフティーネットをどこまで学校が持つべきか、難しいところでもある。 

（千田）保護者と学校側が承知の上で、子供の入学を許可したのであれば、学校できちんと

対応すべきである。 

（手嶋）学生個々の状況が分かっていれば対応しなければならない。 



 

（有馬）学生支援は学校として難しいところですが、今後、さらに努力をされてより以上の

学生支援を願っております。 

（大長）管理栄養士国家試験に対する支援ですが、在校生には講座、模擬試験の実施と解説

をしているが、既卒の方にはインターネットを使ったシステムで、模擬問題とその

解答を送り自主的に勉強して貰っている。 

 

「基準６ 教育環境」 

（大長）総括的には設備についてですが、建物については変化がありません。 

（手嶋）今年は、インボディ、骨密度計、ロコモスキャン等、教材である身体計測機械を 

   更新、新規導入します。 

（山田）今、高齢化が進展し下肢の筋力が低下するのに注目し、ロコモティブシンドローム

の計測が脚光をあびている。学生教育、講演並びに学園祭などで活用する。 

（服部）今の若い人は偏食が多く、行政でもバランスの取れた食事を摂るように指導してい

る。是非、こうゆう機械を有効活用していただきたい。 

（小川）実習先においては、基本的に充実した指導体制の中で受け入れられています。 

  

「基準７ 学生の募集と受け入れ」   

（有馬）ここは恐らく何も問題はなく、上手くいっているとの表現になっています。 

（手嶋）次年度の計画が立てられる、学生の確保ができるようになったので、このように評

価されている。 

（有馬）２７年度は、年間３１回の体験入学・入学相談会を開くのは大変な努力です。 

（手嶋）全職員の努力があってのことでもあり、学生募集については広報を独立させ、授業

との掛け持ちはなく専任で学生募集、就職支援をしています。 

 

「基準８ 財務」 

（有馬）財務に関して説明お願いします。 

（手嶋） 財務につきましては財務諸表をホームページに提示しております。３年目になりま

すが、職業実践専門課程の認定を受けるためには、財務諸表の開示が要件になって

いたので、委員の方もホームページを見ていただくとバナーが張ってありますから、

そこから入ると載っております。 

 

「基準９ 法令等の遵守」 

（髙橋）個人情報の保護については非常に厳しくなっており、本校には個人情報保護規定が

あり、マイナンバー制度になってからの保護規定も全部揃えております。例えば、

学籍簿、答案用紙は鍵を掛けて保管してあります。それから、設置基準の遵守のと

ころですが、栄養士養成施設の指定基準に基づいて、チェック項目をすべて点検し

ております。 

（今里）個人情報の保護は、どんなにやっても完全とはいかない。例えばシステムに侵入さ

れたとか、ヒューマンエラーで、たまたま記録媒体をどこかに置いてきたとか、ま



 

た悪意でやることもあり、何かが起こり得ることもある。 

（髙橋）個人情報保護については厳しい状況下ので、ずさんな管理をしていると言われるの

がいやで、全部鍵を掛けるようにしている。ヒュ－マンエラーは考えられます。 

（今里）例えばＪＴＢがサーバー不正アクセスにより、約７９３万人の個人情報が流失した

可能性があると発表している。どんなに頑張っても完璧にはできないと思う。 

（大長）記録媒体の持ち出しは禁止としている。 

（髙橋）PCはパスワードがなければ開けられない。USBの持ち出しも禁止している。 

 

「基準１０ 社会貢献」 

（有馬）文中に啓蒙という言葉があるのですが、今、啓蒙という言葉は差別用語だというこ

とで行政においては不適切用語になっている。自己点検・自己評価の元々の項目は

啓蒙活動になっているので、そのままにして、こちらで作った文面は啓発にする。 

（千田）学生のボランティア活動は学校側が導いて、ボランティア活動をさせているような、

文面になっているが、学生自らがボランティア活動をやっているような、部活とか

サークル活動みたいなものはないのか。 

（千田）中学､高校は学生自ら活動し教師が支援する動きになっているので、そのような文章

がいいのではないか。 

（小川）学生が自発的にボランティァ活動に参加しているように。 

（手嶋）学校側でこのようなボランテアがあることを提示し、あとは自主性に任せる。 

（千田）学校側が積極的にやるのではなく、学生がやることに対して支援するのが、理想的

だと思う。  

（有馬）全体をとおして意見交換をしたいと思います。 

（佐久間）学生募集のところは評価が高いのですが。某学校では保護者会を全国に作ろうと

している。また、同窓会とタイアップしあらゆる対策を講じているが、二葉プレゼ

ンツをもっと宣伝すべきである。 

（手嶋）OB 会はあるのですが、ボランティアと一緒にやりたいという人が出てこないと難

しいです。今は特定の人だけが中心になってやっているので。 

（服部）昔と違って、今の若い人たちは同窓会などには出て来ないで、仲間同士で集まるこ

とが多い。 

（佐久間）だから保護者会の方が強い。保護者会は盛り上ります。 

（手嶋）ありがたい話しで、早速保護者会をやります。 

（佐久間）宣伝しないのはもったいない。学校のパンフレット、入学案内なんか全員に配っ

てはどうか。 

（手嶋）専門学校は卒業したら、即戦力となる職業人を養成しているので、研究機関でもあ

る大学とは違う。今、職業実践専門課程の具現化に向けて取り組んでいる。 

（髙橋）文部科学省の委託事業で研究員が２名来校いたしました。職業実践専門課程の実態

を調査に来ました。認定要件を満たさなければ取り消しになる厳しいものである。 

（佐久間）学校案内でも学長の言葉いらないという時代になってきた。 

（手嶋）高校では専門学校を運営している責任者の挨拶がないところには行かせない。 



 

（服部）この前「ラブソング」という番組で、二葉の実習室が写っていました。 

（服部）先生方はどんどん外に出て、学校の宣伝をしていただきたい。 

（有馬）本日の委員会はこれで終了させていただきます。有り難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 


