
 岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校 

 

令和３年度 学校関係者評価委員会報告書 

（評価対象期間：令和 2 年 4 月～令和 3 年 3 月） 

 

 

１ 学校関係者評価委員会実施要項 

開催日 2021 年 6 月 7 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・校長 

 羅裕隆   ＜卒業生＞ 

 赤松龍男  ＜地域住民＞ 

 町田肇   ソフトウエアクリエイション株式会社 

 ※町田肇氏は議事録確認・承認 

【教職員】 

 佐藤嘉記  校長・岩谷学園本部長（兼務） 

 上田保志  副校長 

 薛陽芬   学科長（経営マネジメント科・経理ビジネス科・情報 

       ビジネス科・日本語研究科） 

 新宿恵   学科長（日本語科） 

 森脇晋   学科長（保育士養成科） 

評価対象 
経理ビジネス科・情報ビジネス科・日本語研究科 

日本語科・保育士養成科 

資料 

学校関係者評価委員会実施要項 

学校自己点検・自己評価表 

令和２年度事業概要 

 

■ 校長挨拶 

  留学生部門においては特に新型コロナウイルスの影響が出ている 

来年４月以降、通常の運営が可能になることを期待しているが、それまでの間もコロナ

禍でしっかりとした教育を展開し、通常運営への備えもしたい。 

  コロナ禍での評価を当校の運営に活用していきたい。 

 

■ 委員会成立の確認 

  副校長より委員会メンバーの紹介 



  委員の出席および委員会成立を確認 

 

 

２ 令和 2（2020）年度の学校事業概要報告 

学校行事について 

 【経理ビジネス科・情報ビジネス科・日本語研究科】 

・就職研修（2 年生対象）（9/14） 

・校内スピーチコンテスト（12/16） 

・秋季研修旅行（11/7～8） 

・就職準備研修（1 年生対象）（12/4） 

・卒業制作発表会（2/22） 

【日本語科】 

・落語鑑賞（1/8） 

・日本文化体験授業（1/7～15） 

・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（1/26） 

・校内日本語発表会（2/17） 

・国別交流授業（3/10） 

【保育士養成科】 

・模擬面接会（7/9） 

・就職ガイダンス会（7/16）※企業様 8 社参加 

・保育所見学ツアー（9/28・10/5） 

・成果発表会（12/9） 

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）⇒コロナ禍の影響により中止 

     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）⇒コロナ禍の影響により中止 

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 

     就職ガイダンス会（保育士養成科）⇒縮小実施 

     模擬面接会（保育士養成科）⇒実施 

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 

 【経理ビジネス科】 

・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 

 

 

３ 基準項目ごとの学校関係者評価・意見等 

 

令和 2 年（2020 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。 

  評価 

１ 教育理念・目標 

育成人物像は大きな基本方針を示すものとなっており、この

基本方針をもとに、時のニーズに合わせた教育への変更には

チャレンジしている。 

経理ビジネス科、情報ビジネス科においては 2020 年度より

新カリキュラムがスタートした。経理ビジネス科は 2021 年

度より経営マネジメント科と科名を変更し、将来の経営者、

マネジメント職を目指す内容へと変化を遂げた。 

また、保育士養成科も、教育内容の進化・深化に合わせたカ

リキュラムの見直しを図った。 

学校の教育理念を学生・保護者により明確に伝えていく点で

は引き続き努力や工夫が必要（留学生部門） 

２ 学校運営 

学園・学校方針に基づき、年間スケジュールと各月の達成目

標を年度初めに明確にして業務にあたっている。独自の管理

シートを用い、漏れや抜けのない業務遂行に努めているもの

と思われる。自己評価では規定の整備を課題として挙げてい

るが、2020 年度後半より各種規程の改定、新規作成に取り

組んでいる。 

コロナ禍においても、柔軟に事態に対応し、学生の安全を確

保しつつ、教育効果の高い対面授業を可能な限り行っている

点は評価できる。学生に新型コロナウイルス感染者が出た際

にも保健所の指導に基づいた対応を行い、クラスターの発生

を防止すると共に、休講期間を最小限にし、授業再開をして



いる。 

情報公開については学校自己評価やシラバス等公開してい

る。 

基本に沿った学校運営ができていると判断できる。 

３ 教育活動 

2020 年度は新型コロナウイルスの影響により行事面での制

限が大きく、中止となった行事が多々あった。 

その中でも、実施できる行事は何か？またどのような形で実

施可能かを模索し、教育上重要度の高い行事についてはしっ

かりと実施するなど工夫をしている。 

成績評価、進級、卒業に関する基準が明確になっており、そ

れらの規程も整備されている。授業アンケートも年に２回実

施しており、その評価を改善の糧としている。 

実習、インターンシップの枠組みもしっかりしているが、コ

ロナ禍で受け入れ先企業の開拓に苦労している。これは現在

の社会状況からやむを得ない状況であろう。 

資格取得状況は昨年度より継続して良好な状況である。 

４ 学修成果 

進路実現を前面に打ち出している学校であり、コロナ禍にお

いても奮闘している。保育士養成科は卒業生全員が就職を果

たし、留学生部門も全国平均と比べればかなり高い率で就職

実績を出している。2020 年 3 月卒業生で卒業時に就職が決

まっていなかった学生に対しても継続な就職支援を行い、結

果を出している点は評価できる。 

情報ビジネス科の取得資格のレベルアップの課題について

は現在検討中とのこと。まずは現在受検している資格の合格

率の向上に力を入れている。 

コロナ禍で休業期間や、分散登校の時期があったものの、工

夫を凝らした授業展開をし、目標としている資格取得につい

ては受験時期を遅らせず、それでいて昨年以上の成果を上げ

ている。 

2020 年度は、コロナ禍の影響により卒業制作発表会への企

業参画が思うようにできなかったが、学習成果をどのように

発信できるか、は課題と言える。 

また、保育士養成科については、卒業後保育士として子ども

を相手にしていくことになるため、社会的責任を意識させ、

人間性を磨く教育も必要である。単に資格を取らせる以上の

ことが求められる。そうした教育にも力を入れて欲しい。学



校としては、保育士として働くとはどういうことか、の意識

付けにも力を入れているとのこと。継続して欲しい。 

５ 学生支援 

定期面談の実施、学生からの相談対応、問題を抱える学生へ

のフォローなどの体制はしっかりしており、教員の意識も高

いと思われる。 

経済的支援（コロナ関係）については、岩谷学園同窓会（校

友会）から昨年度に続く追加支援（給付型）があるなど良い

支援ができている。卒業生の支援に関しては大きな進展がな

く、在校生だけでなく卒業生のフォロー体制の充実化は課題

と言える。コロナ禍で、開催が難しいところだが、半年に 1

回、あるいは年に１回は、卒業生同士の座談会のような場を

設けることができるのでは？ 

国や県の公的支援を学生に一層周知することもできるだろ

う。 

就職したものの卒業後に解雇、あるいは内定取消しに遭うな

どの学生もいることだろう。そうした卒業生の現状把握や支

援も視野に入れることができるだろう。 

６ 教育環境 

1 号館は改修工事が終わり、美観を保っている。2020 年度は

Wi-Fi 環境の整備を行い、充実化が図られている。3 号館に

ついては築年数の影響が出ている様子。昨年度、修繕計画の

話があったが、今年度 6 月より校舎の LED 化、壁紙修繕を

実施予定とのことで、教育環境の改善を進行させている。４

号館については、保育士養成科として教育的に意味のある

「流し」の設置を既に完了し、6 月より校舎の LED 化を進

めている。教育環境改善にも力を入れている。 

地震等の防災対策もコロナに限らず必要である。学生が学校

にいるときに災害が発生した場合に必要となる防災備蓄品

の状況、防災組織やマニュアルについても確認した。毎年、

防災備蓄品を購入し、上層階にストックしているとのこと。

マニュアルも整備し、然るべき準備をしていると言える。 

７ 学生の受け入れ募集 

留学生部門、特に経理ビジネス科・情報ビジネス科では高倍

率の選抜ができており、評価できる。高倍率の入学試験がで

きていることで、より良い学生の選抜ができ、学習の質の向

上につながっている。2021 年度入学生も定員確保ができて

いる。今後コロナ禍の影響により、既に影響が大きく出てい

る国内日本語学校からの募集が厳しくなることが分かって



いるため、その対策が急務である。日本語科はコロナ禍の影

響が既に出ており、2020 年度入学予定者の未入国対応、2021

年度入学生募集に苦労している。社会情勢ゆえに学校にでき

ることには限界があるが、対策が必要。保育士養成科につい

ては、学生募集の面で一層の工夫を凝らし展開していく必要

がある。ホームページも良く作り込まれているが、そこにた

どり着くまでの「入口」を意識した対策も学生募集成功に向

けて考慮できるのではないだろうか？ 

８ 財務 

一部募集に苦戦している部門もあるが、現段階において財務

基盤は安定しているものと思われる。 

公認会計士事務所による監査を適正に行い、また財務情報を

適切に公開している。 

コロナ禍の影響が続く中で財務基盤をどのように守ってい

くかが課題であろう。 

９ 法令等の遵守 

法令、専修学校設置基準等規則や規程を遵守し、適正な運営

をしているものと評価できる。 

個人情報、肖像権に関する全体研修を実施するなどの取り組

みも評価できる。引き続きコンプライアンス重視の学校運営

を期待する。高等教育修学支援制度の対象校に認定されてお

り、必要な情報公開を行っている。 

10 社会貢献・地域貢献 

地域住民との交流の場として中心的な位置づけにあった学

園祭がコロナ禍の影響により中止となり、2020 年度は十分

な地域貢献ができなかった。保育士養成科の公共職業訓練は

継続実施しており、社会貢献の一つの形と言える。また、保

育士養成科が行う、高校への「出前授業」は岩谷学園が持つ

教育リソースを県内高校へ還元する「地域貢献」として評価

できる。コロナ禍でどのような社会貢献、地域貢献ができる

のかが検討課題である。 

11 国際交流 

早くから留学生教育を行ってきたこともあり、国際交流豊か

なグローバルな学校と言える。募集⇒教育⇒進路実現の流れ

が構築され、就職実績や進学実績に表れている。留学生管理

の「適正校」の認定も継続的に受けており評価できる。この

状態を続けて欲しい。コロナ禍で入国できない留学生が多い

ようだが、いずれ国際的な往来が可能になった時にスムーズ

に合流できるよう、今できる「備え」をして欲しい。 

 



総評 

学校関係者評価委員会として、2020 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お

り、コロナ禍においても誠実に事態に取り組んでいると思う。学生募集が大きな課題にな

ってきており、海外募集に限らず、国内においても少子化の問題がある。横浜という地の

利を有効に使い、克服して欲しい。コロナ禍とはいえ、世の中もいずれ通常の動きになっ

ていくはず。目の前のコロナ対策だけでなく、正常の動きになったときの「備え」もしっ

かりしていって欲しい。オンラインの活用・積極的な発信もできるだろう。 

グローバル化は必至なので、大きなビジョンをもって取り組んでいって欲しい。 

コロナ禍の影響が大きく出ている中、「できることは何か？」「どのようにできるか？」の

観点で工夫しながら教育を推進している。今後も、学生の心と日常のケア・サポートも行

いながら有用な人材を育てる教育に邁進して欲しい。 

 


