
岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校 

 

令和 4 年度 学校関係者評価委員会報告書 

（評価対象期間：令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月） 

 

 

１ 学校関係者評価委員会実施要項 

開催日 2022 年 5 月 20 日 

開催形式 ビデオ会議システム 

参加者 

【学校関係者評価委員】 

 田岡芳和  神奈川県立茅ケ崎北稜高等学校 

 大谷暁   ソフトウエアクリエイション株式会社 

 羅裕隆   オリエンタルリアルティ株式会社 

 赤松龍男  株式会社グランドワン 

 

【教職員】 

 上田保志  副校長 

 薛陽芬   学科長（経営マネジメント科・情報ビジネス科 

           ・日本語研究科） 

 新宿恵   学科長（日本語科） 

 飛田孝光  学科長（保育士養成科） 

評価対象 
経営マネジメント科・情報ビジネス科・日本語研究科 

日本語科・保育士養成科 

配布・公開資料 
学校自己点検・自己評価表 

令和 3 年度学校事業概要 

 

■ 副校長挨拶 

■ 委員紹介 

  委員の出席および委員会成立を確認 

 

 

２ 令和 3（2021）年度の学校事業概要報告 

学校行事について 

 【経営マネジメント科・情報ビジネス科・日本語研究科】 

・新入生研修（4/15） 

・就職研修・2 年生（5/25） 



・校外学習（7/21） 

・校内スピーチコンテスト（10/26） 

・秋季研修旅行・1 年生（11/11） 

・秋季研修旅行・2 年生（11/12） 

・就職準備研修・1 年生（12/6） 

・スポーツ大会（12/15） 

・卒業制作発表会（2/22） 

 

【日本語科】 

・校内スピーチコンテスト（8/31） 

・校外学習（10/21） 

・防災授業（12/17） 

・落語鑑賞（1/14） 

・神奈川専修学校各種学校協会横浜支部主催スピーチコンテスト（1/27） 

・クラス発表会（3/10） 

・日本文化体験授業（書道等）（3/11） 

 

【保育士養成科】 

・模擬面接会（7/29） 

・東濱祭（9/4） 

・成果発表会（12/16） 

教育交流事業について 

 教育交流： 

教育実習生受入（日本語科） 

 学習院大学より実習生受入 

インターンシップ生受入（日本語科） 

 コロナ禍の影響により中止 

高校連携授業（保育士養成科） 

 県内高校生受入 

校内交流授業（日本語科・保育士養成科） 

 母国教育・家族事情紹介 

 

企業連携： 

 就職面接研修：コロナ禍の影響により企業参画なし 

 卒業制作発表会⇒コロナ禍の影響により企業参画なし 

 



インターンシップ： 

 保育実習（保育士養成科）⇒例年通り実施 

 各企業（経理ビジネス科・情報ビジネス科）⇒例年通り実施 

外部表彰について 

 【経営マネジメント科】 

・全国経理教育協会高瀬賞 

【情報ビジネス科】 

・神奈川県専修学校各種学校協会会長賞 

【日本語研究科】 

・全国専門学校日本語教育協会 優秀学生表彰 

【日本語科】 

・全国日本語学校連合会賞 

【保育士養成科】 

・全国保育士養成協議会 会長表彰 

取得資格 

 【経営マネジメント科】 

・全経簿記検定 

 3 級      47 名（47 名中）  

 2 級 商業簿記 33 名（39 名中）  

 2 級 工業簿記 37 名（39 名中）  

・日商簿記検定 

 3 級     4 名 ※希望者のみ受験 

 2 級     1 名 ※希望者のみ受験 

・Microsoft Office Specialist 

 Word2013  39 名（39 名中）  

 Excel2013  36 名（39 名中） 

 

【情報ビジネス科】 

・Web クリエイター能力認定試験スタンダード  38 名（44 名中） 

・Access ビジネスデータベース技能認定試験 3 級 26 名（44 名中） 

・Java プログラミング能力認定試験 3 級       3 名（42 名中） 

 

【日本語科】 

・日本語能力試験（JLPT） 

 N１  4 名 

 N２  26 名 



 N３  18 名 

 

【保育士養成科】 

・保育士資格 29 名（29 名中） 

・幼稚園教諭  8 名（短大併修希望者のみ） 

 

 

 

３ 基準項目ごとの学校関係者評価・意見等 

 

令和 3 年（2021 年）度の自己点検評価報告をもとに、基準項目ごとに学校から説明がなさ

れ、評価を行った。 

 主項目 評価 

１ 教育理念・目標 

学校の理念・目的・育成人材像がきちんと定まっているか？ 

それを学生・保護者、外部へ発信しているか？ 

が評価対象だが、新人で新人研修を受けられなかった教員へ

のフォロー体制への課題提示がマイナス要因として働いた。 

もっとも、留学生が大半なので、保護者への発信が難しく、

また学生に対しても発信の仕方に工夫が必要。 

例えば、学校で SNS のアカウントを取り、発信していくこ

とを検討してみても良いのではないか？情報の扱いに慎重

さが求められるが、発信力を追求するなら一つの選択肢に入

れても良いだろう。 

専門課程では、入学直後の新入生研修で建学の精神や学校方

針の説明、目標を定めることを行っている。 

 

特記事項として、 

保育士養成科で課題となっていた３つのポリシー（アドミッ

ションポリシー・カリキュラムポリシー・ディプロマポリシ

ー）を明文化し、外部発信できるようになったことは一つの

成果と言える。 

2022 年度 4 月から発信を開始しており、2022 年度自己評価

ではプラスの評価項目になると考えられる。 

昨年度からの改善点をもっと評価しても良いのでは？ 

２ 学校運営 
理念（建学の精神）に沿った運営→概ね、できている、との

自己評価 



固定資産、備品等の購入時の決裁フローや台帳管理は制度化

されており、情報公開（シラバスや自己評価、学校関係者評

価委員会など）も HP で閲覧可としている。 

基本運営に問題はない。「システム化」やその浸透の点で課

題があるように感じる。 

３ 教育活動 

伝統ある学校として基本的な教育活動に問題はない。 

コロナの影響による休講や遠隔授業対応、学級閉鎖含む欠席

者対応の面で、十分な教育の提供をできなかったとの思いで

のＢ評価と感じる。 

 

対面での授業ができない状況においては、学生が「孤立」し

ないよう、コミュニケーションを取ることを意識的にしてい

くと良いだろう。（欠席者対応） 

４ 学修成果 

課題としては自己評価の通り、コロナ禍における就職（進路

実現）、学修成果の外部への周知。 

例年外部からの来賓を招き行っている成果発表も、方式を変

えての開催という面では前進しているが、招待客なしでの開

催となっている。 

そういったものも外部に発信していくことを検討できる。 

 

コロナ禍で就職の決まらない学生（特に留学生）に対しては、

特定活動の在留資格取得の支援、継続的な就職支援を実施し

ており、評価できる。 

 

留学生が日本語を学ぶ日本語科においては、教育内容の性質

上オンライン授業が可能であり、自前の教材を作成してのオ

ンライン授業で未入国学生への教育提供を行っている。 

コロナ禍でも前進していることの表れと言える。 

５ 学生支援 

在校生に対しては、相応しい支援がなされている。 

欠席者へのフォローや、定期面談、必要に応じた面談など、

対学生の為の時間をしっかり取っている。 

退学者が前年度より増えている部門もあるが、理由を確認し

たところ、日本国内のコロナ感染状況を心配する母国両親か

らの帰国要請により退学・帰国をしたケースが目立ったとの

こと（特に中国）。十分なフォローなくフェイドアウトして

しまったわけではないことを確認した。 



コロナ禍での経済的な支援として、学費の分納、延納を制度

として設け、また個別対応もしている。 

過去 2 年、卒業生への支援が課題として上がってきたが、校

友会がコロナ禍で機能していない様子。 

校友会は、在校生に対してはコロナ禍で現金給付を行うなど

実際的な支援をしてきたが、本校において留学生が増える

中、外国人卒業生の支部組織の進展が待たれる。 

 

昨年度課題として取り上げられた留学生の在留期間更新（留

学ビザの延長）の不許可による退学は、2021 年度において

は不許可ゼロとなり、大きな変化と言える。 

６ 教育環境 

昨年度から評価を下げている。 

評価が下がっている要素としては、ＩＣＴ教育をするには不

十分な教育環境との自己評価であった。 

ＰＣの数やスペック、インターネット環境が、現場教員から

は満足のいくものではないようである。 

もっとも、３号館については、ＰＣの新規購入によるマシン

の入替え、また学生用サーバーの交換を予定しており、2022

年度からインターネット環境を改善しているとのこと。 

新年度が始まり、まだ安定していないようだが、情報系学科

もある専門学校ゆえ、スムーズにＰＣが動く環境は必須であ

ろう。 

さらに、３号館（専門課程）については、大掛かりな照明工

事を行い、ＬＥＤ化を進め、節電に努めると共に踊り場・階

段エリアが明るくなったとのこと。昨年度も「暗い」が話に

上がっていたので、この取り組みは評価できる。 

 

４号館（保育士養成科）も同様に、課題となっていた外階段

の塗装（1 階～2 階部分）、「流し」の追加設置、１階天井面

の塗装（空の模様入り）を行い、保育現場に出ていく学生の

教育環境として、改善の取組みを行っている。 

前年度からの改善行動が進んでいるので、2022 年度の自己

評価が上がることを期待する。継続して回収の必要な箇所に

ついては継続して欲しい。 

７ 学生の受け入れ募集 
2021 年度は、コロナの影響が日本語科に最も強く出た。 

国際的な往来が止まったことにより入国予定者の入国が叶



わず、１年間新規入国がなかった。 

そのため、2022 年度の 2 年生は１名のみ（国内入学者のみ）

となっているとのこと。 

学校としては如何ともし難い状況であるが、受入募集および

財務に大きな影響が出るのは必至である。 

日本語学校への入学者が減ることで専門課程への入学者も

大幅減が予想され、専門課程も 2022 年度入学者の確保が大

きな課題であったが、入学定員の約 63％の入学者を迎える

ことができ、2 年生を含めると約 76％の定員充足率とのこ

と。コロナ禍としては健闘していると言える。 

 

また、新たな取り組みとして、「在日外国人特待奨学生」の

新制度をスタートした。 

例えば外国につながりのある高校生を受け入れ、日本のビジ

ネスマナーや専門資格、ビジネスレベルの日本語力を習得し

自信をもって社会に出るための教育を行うことを意図した

ものであり、評価できるポイントである。 

 

日本語科の、在留資格認定証明書交付申請の許可率が大幅に

向上したとのこと。 

学生受け入れの最初の段階として重要である。 

 

保育士養成科は残念ながら募集が振るわず、2022 年度入学

をもって募集停止とのこと。 

在校生がしっかり学び、無事に卒業できるよう最後まで学校

としての責任を果たして欲しい。 

８ 財務 

コロナ禍が続き、留学生部門への影響が出ていることから盤

石とは言えない。 

それでも、状況に見合った予算編成と予算執行を行い、学校

運営の継続に問題はないとのこと。 

2022 年 5 月現在、待機学生が続々と入国していることから、

立て直しもはかっていけることだろう。 

 

公認会計士による監査を受け、財務情報の公開可能な体制を

整えるなど、基本はしっかりしている。 

９ 法令等の遵守 県による現況調査への対応、高等教育修学支援新制度対象校



認定、留学生部門は入管庁からの適正校認定など、専修学校

設置基準の要件を満たすだけでなく、適正な運営をしている

と捉えられる。 

個人情報保護のための対策を実施し、また著作権に関しても

授業目的公衆送信補償制度（SARTRAS）を活用し、著作権

法第 35 条の運用指針に対応している。 

また、著作権に関する研修を教員向けに実施している。 

10 社会貢献・地域貢献 

社会貢献・地域貢献としては、特に保育士養成科が積極的な

取り組みを行っている。 

公共職業訓練の受託を行い、離職した社会人を対象に保育士

資格の取得を支援している。 

また、県内の高校との交流授業や出張授業を行い、教育リソ

ースを提供している点は評価できる。 

 

地域のボランティア活動としては、コロナ禍になり、以前に

行っていた清掃ボランティア活動が止まっているとのこと。 

2022 年度は、既に学校周辺の清掃ボランティアを計画して

いるとのことなので、その実施を期待する。まずはできるこ

とから始めれば良いのではないか。 

11 国際交流 

県内でも屈指の留学生受け入れをしている学校であり、受

入から卒業までのスキームが確立されている。 

入管庁から適正校の認定も受けており、在籍管理も適正に

行われている。 

学修成果の国外への発信の点でどんなことができそうか検

討できるのではないか？ 

 

総評 

学校関係者評価委員会として、令和 3 年度（2021 年）度岩谷学園テクノビジネス横浜保

育専門学校の学校自己評価は「妥当」と判断した。 

多角的に学科が存在し、様々な学生を教育しているが、それぞれに良い教育を行っている

と思う。在学中の資格取得状況も評価できる。 

2022 年度は、社会的にもコロナを理由に「～ができない」とは言えないフェーズに入っ

てきており、今年度が勝負と言える。コロナ禍で得たもの、経験したことを糧にして前

進・発展していって欲しい。 

在日外国人特待奨学生の制度も今後手厚くしていってほしいことの一つである。県内の

高校生のために岩谷学園の教育リソースを使っていって欲しい。 



また、コロナ禍を通し、働き方や人との接し方が大きく変わり、それがコロナ前の元に戻

るとは考えにくく、コミュニケーションやメンタルヘルスにも気を配りつつ学生たちを

見守っていくことも必要であろう。留学生に対しては生活上の基本ルールやマナーを繰

り返し指導していくことも必要であり、専門知識のみならず生活力を上げるための指導

にも力を入れていって欲しい。 

 


