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最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 松本 勲武
 ⿑藤 ⼀美

教育⽬標と本年度の重点⽬標の評価

学校の教育理念・⽬標 平成30年度 重点⽬標 重点⽬標・計画の達成状況 課題と解決⽅策

本学の建学の精神は、キリ
スト教の愛の精神を幼児た
ちの上にあまねく注ぐこと
をモットーとしている。こ
の建学の精神に従い、聖⺟
マリアに倣って浄く、優し
く、美しい保育者の養成を
⽬指すものである。

  
１ 組織的な学校運営の強
化による魅⼒ある学校づく
りと教育⼒の⼀層の向上

 ２ 幼児教育・保育に関す
る豊かな専⾨性と⾼い実践
⼒を⾝に付けた⼈材の育成

 ３ 財務基盤の改善
 

①定員確保に向けた学⽣募
集活動の強化

 ②組織的な学校運営による
業務の⼀層の推進（事業計
画推進会議の設置等による
業務推進）

 ③アクティブラーニング含
む授業⽅法改善のための取
組

 ④新幼稚園教育要領・新保
育所保育指針の内容を踏ま
えた授業の実施

 ⑤学⽣の学習意欲向上、⽣
活習慣改善（HR内容の改
善・課外活動の整備）

 ⑥進路指導体制の⾒直し
（担任・CC・SCの連携強
化）

 ⑦2019年度からの男⼦学
⽣受け⼊れのための準備

 

①広報活動の充実、学校情
報の発信等を通して１部
（昼間部）定員は確保し
た。２部は回復状況にあ
る。

 ②事業推進会議により各部
署の連携が深まり、課題の
解決につながっている。

 ③専任教員の研修会を開催
し、取組みを開始した。

 ④教員の研修会を通して改
定の内容理解を深め、各授
業に反映させた。

 ⑤⼊学時の学習に関する意
識啓発に重点を置いた。ま
た、年間を通して⽣活上の
課題を学⽣に提⽰し、意識
を深めさせた。

 ⑥キャリア教育の観点から
指導を⾏い、適切な結果を
得た。

 ⑦課題を多く有し、順次取
組んだ。

①職員の業務の多忙化にょ
り、全般的に業務改善の必
要が⽣じている。

 ②学校経営が円滑化し、良
好である。

 ③教員の資質向上につなが
り、効果を得た。

 ④詳細まで研究し、各教員
の資質の向上につながって
いる。

 ⑤学⽣の学習状況が良くな
った。成果を上げている。

 ⑥各学⽣に適した職場への
就職状況となった。

 ⑦初めての⼤きな変化とし
て、学校の変化がある。良
い⽅向への変化を期し、対
応を継続している。

  



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 松本 勲武
 ⿑藤 ⼀美

基準1 教育理念・⽬的・育成⼈材像

⼤項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

すべての⼦どもたちにあまねく「愛の精神」を注ぎ、
成⻑助成や教育を⾏うことができる

 資質の⾼い、実践⼒を有する保育者の育成。 

 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 松本 勲武
 ⿑藤 ⼀美

1-1  (1/1) 

 1-1 理念・⽬的・育成⼈材像

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

1-1-1  理念・⽬
的・育成⼈材像
は、定められてい
るか

建学の精神である⼦ども
たちにあまねく「愛の精
神」をもって保育するこ
とができる⼈材の育成を
めざしている。

建学の精神について全職
員の共通理解を図るため
に、⾮常勤講師を含めた
全職員会を年間３回開催
している。

あらゆる機会を通して保
育者としての博愛の⼼を
⾝に付けさせるように、
全職員の共通理解を⼀層
深めたい。

1-1-2  育成⼈材
像は専⾨分野に関
連する業界等の⼈
材ニーズに適合し
ているか

資質、能⼒、実践⼒等に
ついて、専⾨分野のニー
ズに適合するように教育
⽅針を定めている。

専任教員の学会加⼊や研
修派遣、業界との情報交
換会等への参加等を通し
て⽇常の教育活動を検証
し、改善を図ている。

学校と関連業界との連携
が⼀層深まり、ニーズ等
のより的確な把握や、そ
のための⽅策をしっかり
⽴てることができるよう
にしたい。

1-1-3  理念等の
達成に向け特⾊あ
る教育活動に取り
組んでいるか

学監として神⽗を雇⽤し
ている。また、理念達成
のために年間⾏事等の実
施⽬的をそれに照らして
設定している。

⼊学感謝ミサ、クリスマ
スミサ、卒業感謝ミサ等
の機会に神⽗の講話が
り、学⽣の啓発につなげ
ている。

実施計画や反省を確実に
⾏い、教育活動の意義を
深めたい。

1-1-4  社会のニ
ーズ等を踏まえた
将来構想を抱いて
いるか

⾏政や社会の動向を的確
にとらえ、本学の将来構
想を描いている。

学校経営⽅針に特定課題
として関連項⽬を設定
し、その取り組みによっ
て特⾊化を図っている。

将来構想の実現のための
学校としての教育⼒、財
政⼒を蓄えたい。

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

建学の精神は学校の存在意義であり、全職員がその具現化のた
めに尽⼒できるように学校運営を⾏う。 

 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 松本 勲武
 ⿑藤 ⼀美

基準2 学校運営

⼤項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

１ 教育⼒を有し、専⾨的な職業⼈として有意な⼈材
育成を⾏う。

 ２ 地域や社会に開かれた学校としての在り⽅ができ
るような取組を⾏う。

 ３ ⼊⼝教育、在学時教育、出⼝教育の柱を確⽴し、
教育の⼀層の信⽤を確⽴する。 

 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 松本 勲武
 ⿑藤 ⼀美

2-2  (1/1) 

 2-2 運営⽅針

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

2-2-1  理念に沿
った運営⽅針を定
めているか

組織的な学校運営を⾏
い、校⻑が中⼼となって
理念に沿った運営⽅針を
保守している。

理事会を通して年度初め
に「事業計画」を策定
し、職員会議で伝達して
いる。

数多く在職する⾮常勤講
師⼀⼈ひとりまで、深く
理解を求めたい。

・「平成30年度事業計
画」

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

学校運営⽅針は定まっており、例年これに沿ってしっかり運営
している。 

 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 松本 勲武
 ⿑藤 ⼀美

2-3  (1/1) 

 2-3 事業計画

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

2-3-1  理念等を
達成するための事
業計画を定めてい
るか

年度内に予測できる事項
を含めて、細部にわたっ
て事業計画を定めてる。

事業計画は校⻑が作成
し、理事会の承認を経て
職員に伝達する。

事業計画の細部は学内組
織の業務内容に影響する
ため、伝達後の各部署か
らの意⾒聴取を⾏う。

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

事業内容は年々具体化している。また、その実施のために計画
と予算付けを⾏い、優先順位を付し、実施する。 

 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 松本 勲武
 ⿑藤 ⼀美

2-4  (1/1) 

 2-4 運営組織

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

2-4-1  設置法⼈
は組織運営を適切
に⾏っているか

法⼈としての組織的運営
は適切である。併設幼稚
園（2園）とともに、本学
の位置づけを明確にして
いる。

法⼈として安定感を有
す。

特になし。

2-4-2  学校運営
のための組織を整
備しているか

基本組織の位置づけとも
に、委員会組織の役割を
検証し、業務効率の向上
に向けた整備を⾏ってい
る。

限られた職員数での業務
遂⾏のための協働体制が
徐々にできている。

さらに実際の業務に則し
た組織の⾒直し必要。

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

法⼈組織の⼀部としての学校組織の役割、業務推進⽅法等の理
解をもって、組織の活性化を図る。 

 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 ⾜⽴ ⼀志
 

2-5  (1/1) 

 2-5 ⼈事・給与制度

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

2-5-1  ⼈事・給
与に関する制度を
整備しているか

学園職員給料表を整備
し、適正な給与執⾏をし
ている。また、⼈事は効
率を重視して適材適所を
重点に考えている。

おおむね適性な⼈事配置
であるが、業務効率の⼀
層の向上が求められる。
⼈事考課、資格等を配慮
した待遇改善を図る。

業績評価の仕組みを導⼊
し努⼒した職員に報いる
⽅法を検討している。担
当・担任・資格⼿当、新
たな職員等級を設定し幼
稚園職員等の待遇改善を
実施する

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

⼈事は適材適所を第⼀とする。給与は⼈事考査結果を検討する.
  

 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 ⿑藤 ⼀美
 

2-6  (1/1) 

 2-6 意思決定システム

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

2-6-1  意思決定
システムを整備し
ているか

様々な意⾒の聴取は必要
だが、意思決定は校⻑に
より⾏う。

良好である。全職員が決
定に従って業務を⾏って
いる。

特にない。

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

意思決定は学校運営の最⾼責任者である校⻑が⾏う。  



2-7  (1/1) 

 2-7 情報システム

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

2-7-1  情報シス
テム化に取り組
み、業務の効率化
を図っているか

・学籍管理システム
「School Leader」を新
規に導⼊・運⽤を開始
し、教職員へのマニュア
ル配布、訪問指導などを
⾏ってもらい、システム
移⾏を円滑に実施する。
それに伴い学内教職員の
情報の共有化を図り、学
⽣指導や帳票類のタイム
リーな出⼒が出来るよう
にする。

  
・常に学内業務の効率化
に資するシステムに関す
る情報収集を⾏い、調査
の上、事業計画推進会議
へ提案の上、適宜検討を
⾏う。

  
・既存システムのデータ
更新、及びバックアップ
などのメンテナンスを定
期的に⾏う。また、学外
からの学内アクセスを禁
⽌し、教職員以外共有サ
ーバー上のデータにアク
セスできないよう適宜ア
クセス権を設定し、セキ
ュリティ管理を⾏う。

・学籍管理システム
「School Leader」の運
⽤を開始し、学⽣情報を
教職員間で共有できるよ
うになった。またクエリ
選択機能により効率的な
情報の取り出しや集計作
業が⾏えるようになっ
た。

  
・学⽣募集システムに新
たに「evo」を導⼊し、
効率的なアプローチが可
能になった他、強⼒な集
計機能により募集活動に
過去データを活かせるよ
うになった。

  
・図書管理システムにつ
いては図書登録作業及び
バーコード貼付作業を続
けているが、廃棄予定の
本の仕分けなどの作業が
重なり、思うように作業
が進まず、今年度中に運
⽤開始まで⾄れなかっ
た。

  
・経理の会計システムが
効率的に活⽤されていな
かったため、学校会計に
特化した会計システムへ
の移⾏を新たに検討し、
次年度の運⽤開始に向け
システムの選定を⾏い、
導⼊作業を開始した。

  
・次年度の労働基準法改
正に伴う教職員の勤務状
況把握と適正化のため、
これまで紙ベースで⾏っ
ていた出退勤管理をシス
テム化することを決定
し、次年度からの運⽤開
始に向け、導⼊作業を開
始した。

  
・既存システムのデータ
更新は随時⾏えるように
しており、共有サーバー

・「School Leader」の
運⽤開始によりデータを
共有して参照できるよう
になったが、具体的な⾯
談記録や活動の⼊⼒など
活⽤しきれていない機能
が⾒られるため、引き続
き学内教職員向けの指導
を⾏っていきたい。

  
・「evo」に関しては今
年度より新規にリリース
されたシステムであるた
め、稼働当初は不便な部
分も⾒られたが徐々に改
善されてきているため、
今後は過去データを活⽤
し、新年度の募集計画や
募集活動などに活かして
いきたい。

  
・図書管理システムにつ
いてはシステム購⼊から
2年近く経っても運⽤開
始に⾄れていないため、
改めて現状の把握と今後
の運⽤開始までのスケジ
ュールを策定し、実務ス
タッフと課題共有を⾏う
必要がある。

  
・会計システムについて
は新年度より稼働開始予
定であるため、まずは経
理職員に操作に慣れても
らうとともに、予算管理
の部⾨管理化と予算執⾏
状況の把握、会計情報の
リアルタイム出⼒などを
活⽤し、理事会への経営
状況のタイムリーな情報
提供を可能にしていく。

  
・勤怠管理システムは初
めて導⼊するため、まず
は教職員への周知と指導
を丁寧に⾏い、出退勤時
のICカードによるタッチ
を習慣化するよう指導し
ていきたい。

・学校法⼈ 聖⼼学園 ネ
ットワーク構成図

  
・School Leader Webポ
ータル⼿順書

  
・School Leader教務シ
ステム帳票集

  
・パワフル会計「学校」
画⾯＆出⼒帳票サンプル
集（冊⼦）

  
・お気軽図書館6 操作マ
ニュアル&印刷サンプル



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 杉⽥ 秀之
 ⼩野 ルリ⼦

のバックアップについて
は⽇次で⾏っている。ア
クセス権管理は教職員の
ID/パスワードで⾏って
おり、外部ネットワーク
からのアクセスは禁⽌し
ている。

 また、全クライアント端
末にウィルス対策ソフト
ウェアをインストールし
ている他、学校法⼈内か
らのインターネット接続
に関しては出⼊⼝を⼀本
化した上でUTM(セキュ
リティルーター)を設置
し、セキュリティを⾼め
ている。

 
・アクセス権管理は適宜
⾏っているが、学校法⼈
としての情報セキュリテ
ィポリシーの策定がまだ
出来ていないため、情報
セキュリティポリシーを
策定し、禁⽌事項などを
明⽂化していきたい。

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

今年度は様々なシステムの導⼊や移⾏を積極的に進めてきたた
め、学内情報共有化の⼟壌が出来つつある。今後はまだ使いこ
なせていない機能の指導や啓発を継続的に⾏い、システム操作
の習熟による更なる業務効率の改善、共有化を進め、教職員に
よる学⽣対応の質を上げていきたい。 

各々の業務のシステム化により業務改善を図っている途上であ
るが、各システムで管理しているデータの連携、データ参照か
ら得られる業務改善ポイントの洗い出しなどの作業も⾮常に重
要である。

 また、システム化はゴールではなくスタートでありシステムを
利⽤した業務改善を⾏っていくことが必要である。各⼈の個別
業務の枠を越え、協⼒できることは協⼒し合いながら、これま
での慣例にとらわれることなく教職員⼀⼈ひとりが業務改善に
向け積極的な姿勢を持つことが求められる。

  



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 今井 まり
 伊藤 政弘

基準3 教育活動

⼤項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

本校の教育理念・⽬的・育成⼈材像については、分か
りやすく具体的に⽰しているので、学⽣・教職員にも
よく周知されている。

 学外への公表は、主にホームページで⾏っているが、
本校を⽬指す学⽣にとっては特に好評であり、今後も
内容の充実を図っていく。

  

2018年度より、⽂部科学省による「幼稚園教諭指導要
領」ならびに厚⽣労働省による「保育所保育指針」な
どが⽰されたことに鑑み、授業内容を法令に定める内
容に適⽤するよう改善し、学⽣に修得可能な必要な知
識・技能を明確に⽰していく。また、⼀般教養科⽬を
増やし学校の特性を活かした教育課程（⾳楽科⽬、児
童⽂化科⽬など）の充実に努めていく。 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 今井 まり
 伊藤 政弘

3-8  (1/1) 

 3-8 ⽬標の設定

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

3-8-1  理念等に
沿った教育課程の
編成⽅針、実施⽅
針を定めているか

理念、⽬的、育成⼈材像
などを盛り込んだ教育課
程を⽂書化し明確に定
め、カリキュラムを⼯夫
し、実現を図っている。

「幼稚園教諭指導要領」
ならびに「保育所保育指
針」の内容に添う形で、
教職員と話し合い改善を
⾏いつつ、職業教育の⽅
針を定めている。

授業の内容にはまだ多く
の摺り合わせが必要であ
り、今後さらなる改善を
図るところである。

教育課程表
 シラバス

3-8-2  学科ごと
の修業年限に応じ
た教育到達レベル
を明確にしている
か

各学科ごとに担当者が指
導内容を理念に適合する
ようチェックし、教育到
達レベルをシラバス等で
明⽰し、内容の向上に努
めている。

教員から提出されたシラ
バスの内容をチェック
し、学校が⽬指す育成⼈
材像に照らして改善を図
っている。また、履修カ
ルテなども有効に活⽤し
資格・免許の取得の意義
や⽀援体制を明確にして
いる。

教育到達レベルは、シラ
バス等で明⽰している
が、シラバスは各教員に
任せているので、改善す
べきところは改善するよ
う促し、意思統⼀をして
いるところである。

シラバス
 履修カルテ

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

カトリックの愛の精神を建学の精神理念としているが、⽂部科
学省による「幼稚園教諭指導要領」ならびに厚⽣労働省による
「保育所保育指針」に⽰されている育成⼈物像にリンクさせな
がら教育課程の⽅針、実施を⾏っていく。 

⼦どもの限りない愛を注ぐ聖マリアの理想の保育者像と共に
「幼児教育で育みたい３つの柱」ならびに「5歳児終了時までに
育ってほしい10の姿」を考慮に⼊れた保育者の姿を構築してい
く。 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 今井 まり
 伊藤 政弘

3-9  (1/1) 

 3-9 教育⽅法・評価等

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

3-9-1  教育⽬
的・⽬標に沿った
教育課程を編成し
ているか

「幼稚園教諭指導要領」
ならびに「保育所保育指
針」の内容に添う形で編
成している。また、それ
に合わせて、学科ごとの
担当者が内容の向上に努
めている。

「幼稚園教諭指導要領」
ならびに「保育所保育指
針」の内容を深く読み込
み、どのように展開して
いくことで成果に繋がる
のか、今後も取り組んで
いく。また、必修・専⾨
科⽬、⼀般科⽬、選択科
⽬の適切な配分も考慮に
⼊れて取り組んでいる。

教員の個別の能⼒（オリ
ジナリティー）を活かし
つつ、「幼稚園教諭指導
要領」ならびに「保育所
保育指針」にリンクさせ
ていくことが⼤切だが、
少々時間がかかると思わ
れる。授業科⽬の⽬標に
照らし、授業内容・授業
⽅法を⼯夫するなどの点
を早急に取り組んでい
く。

「幼稚園教諭指導要領」
ならびに「保育所保育指
針」

3-9-2  教育課程
について、外部の
意⾒を反映してい
るか

教育課程の在り⽅につい
て、外部の意⾒を参考
に、改⾰に繋げていきた
い。

教育課程編成委員会を設
⽴し、各⽅⾯からの意⾒
交換会議を年1回のペー
スで⾏っている。また、
卒業⽣の就職先等の意⾒
聴取や評価も⾏えるよう
準備している。

現実の中に、課題で反映
された内容を組み込むこ
とに努⼒を要するが、⼀
歩ずつ前に進めていきた
い考えである。

3-9-3  キャリア
教育を実施してい
るか

当校独⾃での実施は⾏わ
れていないが、外部にお
けるキャリア教育を促し
ている。

外部のキャリア教育研修
プログラムの案内（回
覧）を、適宜、職員に⽰
し参加を促している。

なかなか、時間が合わな
い場合が多いが、参加で
きる時は、積極的に参加
するよう伝達を強化して
いく。

外部キャリア教育研修プ
ログラム案内

3-9-4  授業評価
を実施しているか

学⽣にアンケートをし
て、授業の評価を実施し
ている。また、教員同⼠
が、授業を観察し合い、
より良い⽅向性を⾒出し
ていく。

年に2度（前期、後期）
学⽣にアンケートを実施
して、授業の評価を実施
している。また年に1回
程度、教員同⼠で授業を
観察し合っていく。

学⽣によるアンケート結
果に加え、観察で他の教
員が感じた意⾒などを、
担当教員に効果的に伝え
ていく。

学⽣による授業評価アン
ケート

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

カリキュラム⾃体が資格取得につながるため、学習指導全体が
そのための体制となっている。また、専任教員を中⼼に新味の
指導を⼼がけ、学⽣の挫折防⽌を図っている。 

 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 今井 まり
 伊藤 政弘

3-10  (1/1) 

 3-10 成績評価・単位認定等

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

3-10-1  成績評
価・修了認定基準
を明確化し、適切
に運⽤しているか

⽂部科学省が定める「幼
稚園教諭⼆種免許状」
と、厚⽣労働省が定める
「保育⼠資格」と同等の
教育課程評価基準を遵守
すること。

単位認定と成績評価の基
準は、「学⽣必携」に明
確に定め、教職員ならび
に学⽣に周知徹底してい
る。また、新学期のオリ
エンテーションでも再認
識させている。

各教科の先⽣⽅に、成績
評価は⼀任されている
が、学校の評価基準に照
らし合わせるなどして確
認している。また、成績
評価が難しい場合は、ど
のように対応していくか
などを、会議等で確認を
し、学⽣に応じた追加の
指導を⾏い、基準に近づ
けるようにしている。

学⽣必携

3-10-2  作品及
び技術等の発表に
おける成果を把握
しているか

図画⼯作、児童⽂化等の
授業評価は、作品提出で
⾏っている。また⾳楽や
体育における評価は実技
発表で⾏っている。

図画⼯作、児童⽂化等の
作品は⽂化祭で展⽰し、
その成果を発表してい
る。⾳楽器楽における演
奏発表は複数の担当者で
評価するとともに、他の
学⽣も演奏を聴くことで
成果を発表している。

制作や技術中⼼の授業は
苦⼿意識を持つ学⽣が少
なからずいるが、作品や
発表の結果だけなく、本
⼈の努⼒の過程をも含め
ての評価を⼼掛けたい。

図画⼯作教材
 児童⽂化教材
 ⾳楽教材

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

成績評価は、本校の成績評価基準を教科担当者全員に周知し、
それに基づいて公平に⾏っている。 

成績評価は授業課題への取り組み、授業を受ける姿勢、態度や
試験結果を総合的に判断して⾏っている。 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 ⿑藤 ⼀美
 

3-11  (1/1) 

 3-11 資格・免許の取得の指導体制

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

3-11-1  ⽬標と
する資格・免許
は、教育課程上
で、明確に位置づ
けているか

教職課程及び保育⼠養成
課程が位置づいている。

2つの課程の修業が義務
付けられている。

時間割上、余裕がない。

3-11-2  資格・
免許取得の指導体
制はあるか

キャリアセンター主導に
よる指導⽅法により、指
導を⾏っている。

ロングホームルーム等を
利⽤して模擬試験を実施
したり、啓発を⾏ったり
している。授業「進路就
職相談」では全体指導、
個別指導を⾏う。

⼊学当初からの意識づけ
が重要であり、指導⽅法
に⼯夫を要す。

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

幼稚園教諭免許状、保育⼠資格とも国の重要資格であることを
学⽣に⾃覚させ、⼊学意義を考えさせる。 

 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 ⿑藤 ⼀美
 

3-12  (1/1) 

 3-12 教員・教員組織

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

3-12-1  資格・
要件を備えた教員
を確保しているか

⼗分確保する。 教員審査の折、必要な科
⽬や条件に従って雇⽤者
を確保している。

実務経験教員の確保は困
難な⾯が増してきた。

3-12-2  教員の
資質向上への取り
組みを⾏っている
か

専任教員には論⽂執筆を
義務付け、研究⼒の向上
を図っている。

学会発表、研究依頼等を
積極的に認め、参加させ
ている。

多忙感が増し、少し疲労
の感もうかがえる。

3-12-3  教員の
組織体制を整備し
ているか

やや不⼗分な⾯もある
が、おおむね整備してい
る。

⽉間2回の教務会議を⾏
い、各教員の職責を果た
すように、また、教員同
⼠の連携を深めるように
している。

業務推進のために時間内
勤務にはならず、慌ただ
しさが拭えない。

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

常に⾃⼰の資質や能⼒の向上を図るために努⼒することを推奨
している。また、組織的な動きを⼤前提に共通業務を推進する
よう⼼掛ける。

  

 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 今井 まり
 伊藤 政弘

基準4 学修成果

⼤項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

各教員が幼稚園教育要領、保育所保育指針を踏まえ,専
⾨的職業⼈として卒業までに⾝につけるべき資質・能
⼒をシラバスに提⽰した。学⽣はシラバスから授業内
容を理解し、将来の保育者を想定し⽬標をもって授業
に臨むことができた。

 授業担当の各教員が専⾨性を活かしながら、アクティ
ブラーニンングの視点に⽴って創意⼯夫した授業展開
を⾏うことに努め、学⽣は能動的、主体的に楽しく課
題に取り組むことができている。

 幾つかの授業では具体的な保育場⾯を想定し、問題提
起をしながらグループ討議を⾏い、学⽣は実践的、協
調的に問題解決する⼒を養うことができた。 

学期ごとに履修カルテで授業や実習での学びを振り返
り、⾝についたことや⾃分の今後の課題を明確にし、
保育者として修得すべき事柄に⾒通しをもって取り組
めるようになった。

 各学⽣の資質や能⼒に応じ、学習態度の改善、補いを
個々に⾏う指導により、各学⽣の学習意欲の向上が⾒
られた。

 実習や実習事前学習、地域の⼦どもたちへのボランテ
ィア活動等を通して乳幼児期の育ちの姿について具体
的に理解し、その姿を保育理論と結び付けて整理する
ことを通して、乳幼児への考察を深めることにつなが
った。 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 原⽥ 和明
 

4-13  (1/1) 

 4-13 就職率

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

4-13-1  就職率
の向上が図られて
いるか

・就職希望者の就職率
100％を達成する。

 ・資格を活かした就職率
を⾼める。

・就職希望者の就職率
100は達成できる⾒通し
であり、資格を活かした
就職率は97％である。

 ・求⼈票60％、実習先
30％、⾃⼰開拓10％の割
合である。

 

・保育園への就職率が
70％と⾼く、幼稚園は
20％である。

 ・幼稚園が低いのは実技
特にピアノの⾼い技能が
求められるという認識が
強くみられる。

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

・就職希望者の就職率は100％であり、内訳は保育園70％幼稚
園18％施設9％⼀般企業2％であった。資格を活かした就職率は
97％であった。

 ・求⼈票と求⼈⼀覧表を⾒やすく整理したことで、学⽣が積極
的に就職活動に取り組むことができた。

 ・担任、スクールカウンセラーと連携して、個々の学⽣に対し
て的確なサポートができたことが就職率100％達成につながっ
た。 

・保育⼠需要の⾼まりによる給与、家賃補助制度など処遇改善
を反映して保育園への就職希望者が増加している。将来的には
⼦どもの数が減少するので、処遇改善の継続について⾒据えて
いく必要がある。 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 ⿑藤 ⼀美
 

4-14  (1/1) 

 4-14 資格・免許の取得率

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

4-14-1  資格・
免許取得率の向上
が図られているか

卒業と同時に全員が、幼
稚園教諭２種免許状、保
育⼠資格を取得すること
ができる。

卒業と同時に資格が取得
可能なため、⽋席時数等
で、単位未習得にならな
いように、クラス担任と
学⽣で確認しながら進め
ている。

⽋席、遅刻が⽬⽴つ学
⽣、学習や⽣活習慣に課
題のある学⽣に対して、
クラス担任、専任カウン
セラーと共にチームで学
⽣⽀援を⽬指している。

 学⽣にはポータルサイト
で、出⽋席の確認するよ
うに促している。

特になし

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

卒業することで2つの資格を取得するため、取得率の向上という
よりも、休学や再履修等が発⽣しないよう、普段の学校⽣活や
学習状況を把握しながら適宜個別に指導を⾏って対応してい
る。 

クラス担任、専任カウンセラー、キャリアカウンセラーと共に
「チームとしての学校」の視点に⽴った学⽣⽀援を⽬指す。

  



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 原⽥ 和明
 

4-15  (1/1) 

 4-15 卒業⽣の社会的評価

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

4-15-1  卒業⽣
の社会的評価を把
握しているか

 本学⽣は在学中から、
就職しても学び続ける保
育者の姿勢を知り、専⾨
性の向上を学ぶ。

 キャリア教育プログラム
の在り⽅を教員と卒業⽣
が追求する機会を持つ。

 卒業⽣研修会にて、卒
業⽣間や教員と社会から
求められる保育者への課
題などを情報交換する

  キャリアアップ研修の
実施

 キャリア形成⽀援教育
への課題

  卒業後に再就職⽀援の
相談が時折あるが、詳し
いデータの蓄積を⾏う

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

 歴史のある本校は多くの卒業⽣を輩出してきた。多くの卒業
⽣が園⻑など責任のある⽴場で活躍している。評価も⾼い。

  近年は保育に対するニーズの多様化から、就職する保育の場
が経験の浅い施設もある。⾝近に⼦どもがいない卒業⽣などに
は、就職直後の間もない期間は⼾惑うこともあるため、転職の
相談もある。 

 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 髙⽊ ⿇美⼦
 原⽥ 和明

基準5 学⽣⽀援

⼤項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

「チームとしての学校」の視点に⽴った学⽣⽀援を⽬
指す。

 社会などの変化に伴い、学⽣とそれを取り巻く環境も
変容し、学校における課題も複雑化・多様化している
ことを踏まえ、学⽣に必要な資質・能⼒を育んでいく
ために、「チームとしての学校」の体制を整備し、組
織として学⽣⽀援に取り組んでいる。実⽣活・キャリ
ア・メンタルの３つ観点から、学⽣ひとりひとりのニ
ーズに合わせた対応を⾏う。クラス担任は学⽣の⽣活
⾯に重点を置いて⽀援する。キャリアカウンセラーと
して就職指導担当は幼稚園・保育園・施設および⾏政
機関などの外部と連携し、キャリアの観点から⽀援す
る。そしてスクールカウンセラーとして学⽣相談担当
は医療機関などの外部と連携するとともに、メンタル
の観点から⽀援する。これらがチームとなり、学⽣⼀
⼈⼀⼈の状況やニーズに合わせたきめ細かい⽀援を⾏
うことを⽬指している。

  

年度初めにクラス担任はもちろん、専任カウンセラー
も個別⾯談を全ての学⽣に対して実施している。その
情報は適宜共有され、より良い学⽣⽀援につなげてい
る。また、⽇頃の学⽣⽣活の悩みや不安などについて
の相談を受けるだけでなく、⽋席や遅刻が⽬⽴つ学
⽣、学習や⽣活習慣に課題がある学⽣に対して、早期
⽀援を試みている。

  



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 原⽥ 和明
 

5-16  (1/1) 

 5-16 就職等進路

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

5-16-1  就職等
進路に関する⽀援
組織体制を整備し
ているか

キャリアセンターを学⽣
が活⽤しやすく相談しや
すいよう整理する。

 進路指導担当、担任、ス
クールカウンセラーによ
る個別⽀援体制を整備す
る。

キャリアセンターを整理
して進路相談等がしやす
いようにレイアウトし
た。

 進路指導担当、担任、ス
クールカウンセラーが連
携して個々の学⽣につい
て情報共有するとととも
に、個別⽀援ができた。

 求⼈票の⾒⽅、履歴書の
書き⽅、⾯接の受け⽅、
就職・労働に係る法的知
識を指導できた。

再履修⽣は登校機会が少
なくいため、情報共有と
個別⽀援が難しいので、
学内メールや掲⽰板を活
⽤する。

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

キャリアセンターを整理したこと、三者による個別⽀援ができ
たことは、学⽣の就職に対する意識を⾼めることとなり、個々
の学⽣に応じた就職指導ができた。

 実習先から声掛けがあった学⽣は、９⽉中から就職活動する者
も多く、学⽣全体への指導より早期に対応する必要があった。 

進路指導担当による指導が後期であったため、履歴書の書き
⽅、求⼈票の⾒⽅、就職・労働に関する法律的な指導などが難
しかった。次年度は前期となったので、年度当初から計画的か
つ効果的な指導が可能となる。 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 今井 まり
 伊藤 政弘

5-17  (1/1) 

 5-17 中途退学への対応

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

5-17-1  退学率
の低減が図られて
いるか

様々な背景を持った学⽣
が⼊学してくるが、⼀⼈
⼀⼈の学⽣に寄り添い、
そのニーズを把握し、問
題を解決し、⼊学した全
員が可能な限り中途退学
することなく卒業するこ
とが重要であると考えて
いる。

⽋席は退学の前兆ととら
え、学⽣の出席状況は常
に把握するようにしてい
る。⽋席・遅刻が⽬⽴つ
学⽣には早い段階で、本
⼈だけでなく保護者にも
連絡をとり、状況を確認
している。

 本年度よりは、「スクー
ルカウンセラー」に加え
「キャリアカウンセラ
ー」を配置し、普段の学
⽣⽣活や将来に向けての
進路相談を積極的に⾏
い、退学の防⽌に努めて
いる。

 

家庭の経済状況などで学
費納⼊が困難で、⾃らの
アルバイト収⼊に頼る学
⽣のなかでは、その影響
で⽋席・遅刻が増加し、
望まない退学に⾄る場合
もある。そのような学⽣
に対しては、様々な奨学
⾦制度や学費分納などを
提⽰し、財政的な⽀援を
実施している。また、⼊
学の動機があいまいな学
⽣に対しては、卒業後の
イメージづくりを共に⾏
い、中途退学防⽌に取り
組んでいる。

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

⼊学直後、クラス担任と学⽣相談担当がそれぞれ個別⾯談を⾏
い、学⽣が抱いている期待や問題をさまざまな⾯から把握し、
情報共有している。そこで⾒えてきた課題に対して、学校全体
でチームとして取り組んでいる。必要に応じて保護者にも連絡
を取り、家庭と学校の⼆⼈三脚で中途退学低減に取り組んでい
る。 

 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 髙⽊ ⿇美⼦
 原⽥ 和明

5-18  (1/1) 

 5-18 学⽣相談

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

5-18-1  学⽣相
談に関する体制を
整備しているか

本校で充分な学びを得、
安定した保育者として社
会で活躍するために、メ
ンタル⾯から⽀えること
が⽬標である。学⽣のメ
ンタル⾯を重視し、常設
相談室と専任カウンセラ
ーを配置している。

臨床⼼理⼠の資格を持つ
専任カウンセラーが常駐
し、かつプライバシーが
守られた相談室が常に開
室されている。全学⽣に
対して個⼈⾯談を実施
し、カルテを作成すると
ともに、情報は適宜共有
し、メンタル⾯の⽀援を
⾏っている。学⽣にとっ
て相談室は、いつでも好
きな時に何でも相談でき
る⾝近な存在であるだけ
でなく、カウンセラーは
学⽣からの相談を待つだ
けでなく、カウンセラー
から学⽣に積極的に働き
かけも⾏っている。

相談内容は多岐にわた
り、中には医療機関との
連携が必要な場合もあ
る。今後は医療機関との
連携をより深めるととも
に、学⽣だけでなく教職
員の⼼理教育の充実も必
要である。

5-18-2  留学⽣
に対する相談体制
を整備しているか

留学⽣が抱える問題はメ
ンタル⾯にとどまらず、
⽣活⾯など多岐にわたっ
ている。教務だけでなく
庶務も関わり、学校全体
で⽀援する。

毎年、留学⽣の⼊学があ
り、その中でアジア圏か
らが⽬⽴つ。⼊学前に個
別に⾯談し、⽇本語習得
レベルや⽣活などのヒア
リングを⾏い、個別の⽀
援につなげている。

⽇本において就職を望む
場合、留学⽣⾃⾝の希望
や能⼒を最⼤限に⽣かす
ことのできる就職先との
マッチングが課題であ
る。

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

学⽣相談は、ホームルーム担任、キャリア担当とともに「チー
ムとしての学校」において学⽣⽀援の⼀つとして位置づけら
れ、その中で特にメンタル⾯からの⽀援を⾏う。 

チームとしてホームルーム担任、キャリア担当とともに適宜会
議を実施し、学⽣個⼈個⼈の情報を共有し、ひとりひとりに適
した⽀援計画を⽴案している。 



5-19  (1/1) 

 5-19 学⽣⽣活

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

5-19-1  学⽣の
経済的側⾯に対す
る⽀援体制を整備
しているか

全ての学⽣について、そ
れぞれの事情に応じた経
済的⽀援を⾏えるよう、
情報提供と必要な⼿続き
等の指導を⾏い、経済的
理由により修学をあきら
めたり、学業に⽀障が出
ないよう努める。

本校の経済的⽀援は主に
以下の制度の利⽤を中⼼
に⾏っている。

 ①学納⾦分割納⼊制度
 ②学納⾦減免制度

 ③公的奨学⾦
 ④学校独⾃奨学⾦

 ⑤職業訓練給付⾦制度
 それぞれの制度につい

て、⼊学前においては学
校案内、学校Webサイト
及び募集要項に情報を掲
載し、オープンキャンパ
スや学校説明会時におい
て、全体へ概要の紹介を
⾏うとともに、個別相談
にも応じている。

 ⼊学後においては、年度
初めのオリエンテーショ
ンにて当年度取扱い予定
の奨学⾦制度の連絡や、
学費減免制度利⽤の具体
的⼿続き⽅法を全体に紹
介し、対象者には個別に
説明を⾏っている。

 また、学期途中での家計
急変への対応について
は、事情に応じて⽇本学
⽣⽀援帰国の緊急・応急
採⽤奨学⾦の紹介や本校
の学納⾦減免制度の適⽤
の検討を⾏っている。

 ⼀⽅、特に貸与型の奨学
⾦制度については、奨学
⾦の借りすぎによる将来
負担の増加を防⽌するた
め、奨学⽣の情報を⼀覧
表により管理し、更新時
期などに貸与額の確認を
⾏うなど指導を⾏ってい
る。

⽀援の⽅針は明確になっ
ており、個別の事情にお
いて最適解となる制度は
充実してきている。

 課題としては、情報提
供、情報伝達の部分であ
る。特に

 ①年度初めの当年度取扱
い奨学⾦情報の「保護
者」への提供

 ②学年途中における臨時
採⽤奨学⾦の情報提供

 ③経済的事由による休学
⼜は退学の意向を⽰した
学⽣への⾯談の不⾜

 ④学⽣ポータルサイトで
の奨学⾦情報閲覧など、
学⽣の情報確認の利便性

 ⑤本校を通さずに⼿続き
を⾏う奨学⾦の利⽤状況
が把握できていないた
め、適切な学資計画のサ
ポートができていない可
能性がある。

 これらに対して、次年度
においては以下のように
対応したい。

 ①当年度取扱い奨学⾦制
度の保護者への情報提供
⽤のお知らせ書状配布と
説明会への学⽣本⼈との
同席

 ②学内電⼦メールを利⽤
したタイムリーでプッシ
ュ型の情報提供

 ③休学や退学の意向の情
報の第⼀次把握者は教務
課であるが、教務課から
学費サポート担当への情
報共有のタイミングを早
める対策を⾏う。

 ④学内ポータルサイトに
おける掲⽰板機能の活⽤

 ⑤把握が可能な範囲で本
校を介さずに利⽤してい
る奨学⾦の情報も⼊⼿
し、適切な学資計画をア
ドバイスする。

①学校案内、②平成31年
度⼊学⽣募集要項、③平
成30年度 東京保育専⾨学
校 奨学⾦取扱い予定に
ついて

5-19-2  学⽣の 毎年、各学年においては 健康⾯の⽀援とともに、 ⽋席者には個別に医療機 ①健康診断の実施記録
 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 柿崎 晋⼀郎
 湯地 ⽂⼦

健康管理を⾏う体
制を整備している
か

「内科検診」「尿検査」
「レントゲン検査」等を
実施している。

 専任の医師や看護師はい
ないが、保健室を設置
し、ベットをはじめ医薬
品等を揃えている。

実習（幼稚園、保育所、
施設）があることから、
⿇疹を含めた健康診断書
を準備している。

 健康を害する恐れがある
場合、学⽣を保健室に連
れて⾏き、対応してい
る。

関での健診をすすめ漏れ
のないように対応を⾏
う。

 2部の場合は病院が閉ま
っていることがあるた
め、保護者と連絡を取り
合い、安全に速やかに帰
宅できるようにする。

②⿇疹・⾵疹の接種記録
③内科医 林医院との連
携

5-19-3  学⽣寮
の設置など⽣活環
境⽀援体制を整備
しているか

学校内の施設としての⽀
援体制はないが、相談を
通して、⽣活地域や仕事
先など、具体的な⽀援を
している。

学⽣寮はないが、都内に
⼥⼦学⽣専⽤の寮（東仁
学⽣会館）を紹介でき
る。この他、不動産屋を
通してアパート紹介など
の⽣活⽀援はできてい
る。

今のところ、地⽅出⾝者
が少ないことから、現状
維持ですすめていく。

 ⽣活⽀援としてカウンセ
ラーが対応している

カウンセリングルーム設
置

5-19-4  課外活
動に対する⽀援体
制を整備している
か

課外活動への参加するこ
とにより、充実した学⽣
⽣活を送ることができる
よう⽀援している

5⽉に校外セミナーを実
施している（1年⽣全員
参加）

 ボランティア活動として
「⾼円寺こども⾷堂」
「⾼円寺中央ゆうキッ
ズ」第⼀⽊曜⽇⾝体測定
のお⼿伝い。また、⽂化
祭を通して地域の学童な
どと交流を深めている。

しっかりとした計画によ
り、学⽣に課外活動の⼤
切さを認識させるよい機
会と考えている。

①⾼円寺 こども⾷堂
 ②⾼円寺中央児童館

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

⽣活⽀援については、経済的側⾯への⽀援は奨学⾦制度の活⽤
のための情報提供や個別に相談できる環境の整備に取り組み、
利⽤奨学⾦の種類も増えた。健康管理については、法定の健康
診断を実施するほか、近隣の病院と連携を確保し、校内での急
病等に対応できる体制は確保している。⽣活環境については、
⼀⼈暮らしの学⽣数が少ないことから、学⽣の個別事情に応じ
て対応するが、窓⼝は設けている。課外活動については学⽣の
⾃主的活動を⽀援しつつ、地域交流の⾏事などは学校が間に⼊
ってサポートを⾏っている。 

 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 今井 まり
 伊藤 政弘

5-20  (1/1) 

 5-20 保護者との連携

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

5-20-1  保護者
との連携体制を構
築しているか

学⽣⽀援は、学⽣が成⼈
したとしても、学校と保
護者の双⽅で協⼒して⾏
うものと考える。⾃宅だ
けでなく保護者それぞれ
の携帯電話番号も控え、
学⽣の安全と幸せを第⼀
に、連携することを⽬標
としている。

⼊学式、卒業式、学園祭
など学校⾏事の案内を提
供し、本校の教育活動な
どへの参加を促すととも
に、学⽣の学校での様⼦
を知らせる機会としてい
る。また、⽋席が多いな
ど解決すべき課題を抱え
る学⽣の保護者とは、早
期に連絡を取り、電話及
び来校での⾯談を実施し
ている。

学⽣の家庭状況は多岐に
わたり、保護者の協⼒が
難しい場合や連絡が取れ
ない場合も散⾒される。
今後はこのような保護者
との連携の取り⽅が課題
である。

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

保護者との連携はとても重要であり、学⽣が安⼼して学び、そ
の⼒を⼗分に発揮するために⽋かせないものと考える。⽣活⾯
はもちろん、学修⾯、メンタル⾯の⽀えに関しても保護者の⼒
は⼤きい。 

 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 原⽥ 和明
 

5-21  (1/1) 

 5-21 卒業⽣・社会⼈

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

5-21-1  卒業⽣
への⽀援体制を整
備しているか

卒業⽣動向調査を元に卒
業⽣の動向を常に把握
し、キャリアセンター及
び教職員全員で、卒業⽣
への⽀援に取り組んで⾏
きたい。

卒業後も、キャリアセン
ターや図書室、ピアノ練
習室等、利⽤できる体制
がある。また、卒業⽣保
育研修会や聖⼼祭の案内
などを通して、卒業⽣へ
の温かい⽀援の体制を維
持している。

毎年の卒業⽣の動向デー
タ及び2016年以前の卒業
⽣の動向データを蓄積し
て⾏くことで、できるだ
け多くの卒業⽣へ⽀援を
広げて⾏きたい。また、
卒業⽣保育研修会懇親会
での意⾒やアンケートの
結果を検討し、卒業⽣の
ニーズを把握して⾏きた
い。

卒業⽣動向調査⽤紙
（2014年〜）

 卒業⽣動向調査⽤紙（卒
業時2016年〜）

5-21-2  産学連
携による卒業後の
再教育プログラム
の開発・実施に取
り組んでいるか

同窓会（なでしこ会）の
体制を整え、卒業⽣経営
の園や協⼒園と連携し、
卒業後の再教育プログラ
ムの開発・実施を⽬指し
て⾏きたい。

同窓会の体制強化に向け
て、学校からのアプロー
チを検討しているところ
である。

同窓会とは聖⼼祭への取
り組みを通して、協⼒園
とは外部評価などをお願
いする際に、相談させて
いただく機会を設けるこ
とを考えている。

5-21-3  社会⼈
のニーズを踏まえ
た教育環境を整備
しているか

社会⼈経験者も現役学⽣
と区別なく、以前から受
け⼊れて来ている（特に2
部⽣）。今後も受け⼊れ
て⾏きたい。

以前から、学習・⽣活態
度などにおいて、社会⼈
⼊学⽣は現役学⽣へ良い
影響を与えてくれてい
た。ただ、近年の傾向と
して、現役学⽣と同じよ
うな悩みを持つ社会⼈経
験者も少なくない。

社会⼈経験者は、おおむ
ね学習意欲も⾼く、現役
学⽣のレベル以上の内容
を求められる。そこに応
えられるような講義内容
と併せて、教職員の対応
も検討して⾏きたい。

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

卒業⽣から転職や再就職に関する相談があった場合、進路指導
担当と他の教職員とが連携して対応することができた。

 キャリアアップ研修に参加する卒業⽣も多く、現場の現況を知
る機会となるとともに、⽀援につながることとなった。 

2018年度から保育⼠のキャリアアップ研修講座を開講した。今
後も卒業⽣保育研修会やキャリアアップ研修の講座を通して、
学校が卒業後もキャリアアップの場となれるよう、⽬指してい
く。 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 ⿑藤 ⼀美
 

基準6 教育環境

⼤項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

教育に⽀障なく、⼗分な学習成果につながるよう設備
⾯の改善を続けている。 

特になし 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 ⿑藤 ⼀美
 

6-22  (1/1) 

 6-22 施設・設備等

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

6-22-1  教育上
の必要性に⼗分対
応した施設・設
備・教育⽤具等を
整備しているか

PCの活⽤など、現代に求
められる教育が実践でき
るように整備する。

整備計画を策定し、検討
中である。

施設の⽼朽化、設備の不
⾜があり、順を追って進
めていく必要がある。

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

施設・設備は教育展開上重要な要素であり、その観点から充実
を図る。 

 



6-23  (1/1) 

 6-23 学外実習、インターンシップ等

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

6-23-1  学外実
習、インターンシ
ップ、海外研修等
の実施体制を整備
しているか

・学外実習、インターン
シップ、等については規
定や、マニュアルを作
り、実習関連機関と連携
を密にしながら成果が出
るようにする。

 ・実習マニュアル(実習の
⼿引き）は授業内におい
て学⽣にも周知させる。

 ・学校⾏事の参加につい
ては、企画から積極的に
参画させ、各学年で⾃主
的に推進できるようにす
る。学⽣のもてる⼒を発
揮することで、学⽣と教
職員、学⽣相互の連帯感
につなげる。

 ・海外研修は実施してい
ない。

・実習は、幼稚園、保育
所、諸施設共に連携しな
がら、実習を実施してい
る。

 ・保育園は実習事前学習
として、⼀部⽣のみ4⽇
間保育園へ体験実習を⾏
う、その際、指導案は必
要としない。

 ・幼稚園実習は授業の中
で、附属幼稚園の実践を
⾒学して、記録の取り⽅
や実態の把握の仕⽅を通
して幼児理解につなげて
いる。

 ・保育園と幼稚園は実習
園との連携を取りながら
推し進めている。

 ・実習については、教科
書を活⽤し、授業の中で
⼀回⽬、⼆回⽬と実習に
応じて指導を⾏っている
と。

 ・ホームルームを活⽤し
て1、2年交流を⾏ってい
る。その中で、実習園や
実習の取組等、実習⽇誌
を⾒せたり実体験を話し
合ったりして交流しあう
場も設け、初めての実習
の不安を取り除くように
している。

・平成３０年度実施の三
法令の五領域を踏まえ、
具体的な保育の場⾯を⾒
ることを通して実習の事
前学習を積み上げる。

 ・幼稚園教育要領や保育
所保育指針、幼保連携型
認定こども園教育・保育
要領の趣旨を、授業を通
して徹底する。

 ・「各領域のねらい・内
容」「資質能⼒」「主体
的な深い学び」「幼児期
の終わりまでに育ってほ
しい姿」とを関連づけ
て、多様な視点から考え
られるようにしていく。

 ・授業内ではアクティブ
ラーニングを意識しなが
ら、学⽣の主体性や積極
性を引き出す⼯夫をし
て、内在している⼒を伸
ばすように⼯夫してい
る。

 ・学⽣が実習に向かう謙
虚な姿勢や学ぶ態度を獲
得しているか確認しなが
ら授業や学外実習を進め
ていく。

 ・実習事後は実習で⾃分
の⾏ったことを振り返
り、課題を明らかにし
て、どのようなすれば課
題が達成できるか、⾃分
なりに計画をたてるよう
⽅向付ける。

・実習担当の三⼈で作成
した実習の⼿引きは学⽣
の実態に応じて⼀年から
半期毎に加筆・修正して
いる。

 ・実習の今後の課題とし
ては表紙を⾊画⽤紙のは
っきりした⾊にして、学
⽣が扱いやすく、⼤切に
保存できるようにするこ
とが課題となっており、
取り組む予定である。

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

・今年度の改善に向けては、基礎学⼒の低下を補うために、個
別指導を強化し不安な点を少しでも取り除くようにする。

 ・実習の実践の改善については、個⼈の不得意とする課題を明
らかにし、個別に計画をたて達成に向けて進めるよう促す。

 ・指導計画の⽴案については、部分実習・責任実習を年齢に即
して⽴案できるように、授業内及び個別に対応して、実習に向
けて準備できるようにする。

 ・新⼊⽣を迎えるにあたって、今年度の課題を洗い出し、学⽣
が負担なく実習に気持ちをむけられるようきめ細やかに⼼⾝状
態を把握する。また必要に応じて適宜対応する。

 

・学⽣の⼼⾝の対応については、個別対応をしたり、学校カウ
ンセラー等を⾏ったりして対応している。

 ・基礎学⼒の不⾜から⽇本語の主語・述語の不⼀致や、段落な
ど⽇本語の⽂章や漢字の指導を授業内で⾏っている。これをか
⾏けるするために保育リテラシーや⽂章検定を推進しながら、
より⼒を伸ばすことができるよう指導している。

 ・実習に向けては、学⽣⾃⾝の⾃分で⽣活する⼒の不⾜や、コ
ミュニケーション能⼒が不⾜している姿が顕著である。困った
時に⾃分で解決する⼒や、⾃分のことは⾃分でやろうとする
⼒、また、相⼿とコミニュケーションをとりながら、話し合っ



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 福⽥ 幸⼦
 阿部 アサミ

・良い実践を多くみることは「理論と実践」に基づいて考える
ことであり、「百聞は⼀⾒にしかず」であり、より良い保育観
の構築と結びつくと考えるので、学⽣の現場での授業を計画し
ている。安全を考慮しながら実践していく。 

たり解決する⼒をどのように伸ばしていくかが課題である。
 ・それぞれの学⽣の個別に良い点を伸ばし、課題をできるだけ

解決できる⽅向に、実習担当以外の全職員体制で指導にあたる
必要性がある。

  
    

  
 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 原⽥ 和明
 

6-24  (1/1) 

 6-24 防災・安全管理

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

6-24-1  防災に
対する組織体制を
整備し、適切に運
⽤しているか

⼤規模災害に備えて杉並
消防署による指導を受け
るとともに、学内の組織
的な体制を整備する。

学内の防災管理体制は整
備されている。

 避難経路の明⽰、合同の
避難訓練、消⽕訓練を実
施している。

教職員が各⾃の役割を⽇
常的に意識する。

 第⼀次避難所が隣接する
幼稚園であるため、園児
等と⼀緒であると⼗分な
広さが確保でできない。

6-24-2  学内に
おける安全管理体
制を整備し、適切
に運⽤しているか

校⻑を⻑とした組織によ
り、学⽣と教職員の安全
確保に努める。

施設・設備の整理と改善
を進めた。

 学校警備員を配置し、学
⽣と教職員の安全確保に
努めている。

施設・設備の経年劣化な
どを点検するとととも
に、順次更新していく。

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

学内の体制は概ね整備されており、教職員、学⽣の防災に対す
る意識は⾼い。

 落雷によりセキュリティ設備が稼働不能となったが、教職員が
連携したことにより、キャリアアップ研修が無事開講できた。
セキュリティ設備の改善と鍵の取り扱いの改善にもつながっ
た。 

学校、区施設、寺院、教会と隣接しており地域との連携が難し
いので、災害時の連絡体制・協⼒体制を整備する必要がある。 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 柿崎 晋⼀郎
 

基準7 学⽣の募集と受け⼊れ

⼤項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

学⽣募集活動及び⼊学選考、学納⾦について、いずれ
も具体的な数値や規則に基づき適正な運⽤を⾏ってい
る。2018年年度においては、学⽣定員の確保を重点項
⽬として設定し、昨年度から引き続き広報活動の強化
を⾏ってきた。様々な対策を講じた結果、重点⽬標に
対して保育科1部は定員確保を実現した。保育科2部に
ついては定員確保はできていないものの、昨年度より
⼤幅に志願者が改善した。受け⼊れに関して、⼊試⽇
程・種類についての⾒直しを⾏い、試験種毎の偏りが
改善した。また、設定した全ての⼊試において志願者
がおり、適切な⼊試運⽤ができている。 

量・質の両⾯で広報活動を強化した。また⼊試制度の
⾒直しも⾏い、多⾓的な視点での対策が効果を発揮し
た。それらを可能にした組織的な募集活動への対応が
今年度の特⾊である。 



7-25  (1/1) 

 7-25 学⽣募集活動は、適正に⾏われているか

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

7-25-1  ⾼等学
校等接続する教育
機関に対する情報
提供に取り組んで
いるか

⾼等学校等への情報提供
の⽅法として、①⾼校進
路指導部への訪問

 ②⾼校内で実施される進
学説明会への参加

 ③⾼校教員向け説明会へ
の参加

 ④⾼校内の家庭科の授業
において、上級学校の授
業体験講座として出張授
業の実施

 を主に⾏い、本校の教育
活動に関する最新の情報
や、本校での学びの体験
を提供することで、⾼校
⽣の進路選択に役⽴て
る。また、⾼校側からは
⾼校教育の現状について
情報を共有し、本校で受
け⼊れする⼊学⽣指導の
在り⽅の検討に役⽴て
る。

①⾼校訪問については、
今年度は0件となってい
る。

 ②⾼校での進学説明会は
昨年度70回、今年度101
回と機会を増やした。

 ③⾼校教員向け説明会は
前年度と同様に1回参加
し、複数の⾼校の先⽣⽅
へ情報提供を⾏った。

 ④出張授業については、
昨年度12件、今年度は20
件と機会を増やした。

 ⾼校訪問へは前年度に積
極的に実施したが、今年
度は進学説明会および出
張授業に積極的に取り組
み、広報・学⽣募集担当
者ではなく、実際に本校
授業を受け持つ専任教員
が多く⾼校現場へ⾜を向
け、より現状に即した情
報提供を⾏った。

①の⾼校訪問について、
今年度は積極的に実施す
ることができなかった。
その要因として、広報

 募集担当者のその他実務
量が多いことがあげられ
る。この実務量について
は、今年度特有の事情が
あるためではあるが、担
当者⼀⼈以外でも訪問対
応ができるよう組織的な
体制の整備が必要であ
る。

 また、②③について機会
を増やした半⾯、⼀部の
専任教員に外出の負担が
偏りが発⽣した。今後は
を教員間で負担を平準化
する必要性がある。

・2018年度進学説明会
出張授業参加実績表

 ・平成31年度⼊学⽣に向
けたトピック

7-25-2  学⽣募
集活動を適切かつ
効果的に⾏ってい
るか

昨年度は保育科1部、保育
科2部ともに定員割れとな
った。

 今年度の重点⽬標として
確実な定員確保を設定
し、効果的な広報・学⽣
募集活動を展開する。

 また、広報活動において
は積極的に特⾊などをア
ピールすることについて
対策を打つが、⼀⽅でア
ピールするための誇⼤な
表現にならないよう、確
実なエビデンスに従って
情報提供を⾏い、⼊学前
と⼊学後において本校の
教育内容についての印象
にミスマッチが起きない
よう取り組む。

 また、適切な学⽣募集活
動の⼀つとして出願可能
時期の設定があるが、東
京都専修学校各種學校協
会の申し合わせ事項を踏
まえ、且つ本校への志願
者にとって適切なタイミ

積極的に本校の特⾊をア
ピールするため、具体的
には以下の対策を実践し
た。

 ①学校案内のリニューア
ル

 ②学校Webサイトの改修
 ③⼊試⽇程、種類の⾒直

し
 ④来校イベント回数、イ

ベント内容の⾒直し
 ⑤⾼校進学相談会・出張

授業への積極的な参加
 ⑥学校検索Webサイトや

媒体誌への露出強化
 ⑦SNSやWeb広告を利⽤

した情報発信
 以上の対策を⾏った結

果、出願者数は前年度⽐
で保育科1部が約180%、
保育科2部が約235%とな
り、保育科1部は定員確
保を実現した。2部につ
いては定員まであと⼀歩
まで改善してきている。

 学校案内のリニューアル

定員確保のため、あらゆ
る対策を同時投⼊したた
め、出願者数という結果
については効果が⾒られ
た。

 課題としてはそれら⼀つ
⼀つの対策が、具体的に
どの程度の効果を発揮し
たのか細かく分析ができ
ていないことがある。

 これについては、学⽣募
集システムに蓄積したデ
ータをまとまって分析す
ることや、オープンキャ
ンパスにおけるアンケー
ト、⼊学後に⾏う学校選
びに関するアンケートな
どの結果を分析すること
で、傾向をつかんでいき
たい。

・学校案内
 ・募集要項
 ・イベントチラシ

 ・2018年度進学説明会
出張授業参加実績表

 ・学則
 ・平成29年度卒業⽣就職

実績資料
 ・平成30年度教育課程表



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 柿崎 晋⼀郎
 

ングとなるよう設定す
る。

においては、昨年度の教
育実績（特に就職状況や
開設科⽬の詳細、学科ご
との特⾊、学費など）を
基に刷新し、それぞれ掲
載内容の担当部署で校正
作業を⾏った上で正確な
情報を掲載した。それら
を使⽤してオープンキャ
ンパスや個別相談での情
報提供を⾏っており、最
新の状況について情報発
信ができたと考えてい
る。

 また、⼊試⽇程・種類の
⾒直しにより、それぞれ
の⼊試の意味や特徴が明
確になったためか、いず
れの試験種においても偏
りなく出願者が増えた。
なお、出願時期について
は東京都専修学校各種学
校協会の申し合わせ事項
に準じて設定した。

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

今年度の学⽣募集活動においては、まずは定員確保という重点
⽬標にたいして、保育科1部は達成できたが、保育科2部は達成
できなかった。

 また、内容においては、広報活動の質・量の両⾯において昨年
度の反省を⽣かした対策を広く⾏った。⼀今後つひとつの対策
に対する振り返りを⾏うことが⼤事であると考えている。正確
で適切な情報提供に基づく広報活動を実施することについて、
校内では募集対策委員会という組織を作り、各種配布物の確認
や、広報活動の⽅針を確認しながら進めた。今年度は⾼校進路
指導部への情報提供が弱かったと感じており、次年度はそこも
改善していきたい。 

広報活動の質・量の両⾯で対策を拡⼤できたのは、全校職員の
組織的な協⼒体制を築くことができたことにある。学⽣募集・
広報担当だけでなく、様々な教職員が共通の認識を持つこと
で、適切な募集活動につながっている。 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 ⿑藤 ⼀美
 

7-26  (1/1) 

 7-26 ⼊学選考

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

7-26-1  ⼊学選
考基準を明確化
し、適切に運⽤し
ているか

当年度の⼊学選考基準
は、⼊試委員会の協議に
より明確化し、募集要項
にて周知を⾏う。判定に
際しては、⼊試委員会に
より、基準に従い公平な
判定を⾏う。

厳正な書類選考によって
受験資格の確認、⾯接及
び作⽂などの総合的判断
により⼊学選考の公平さ
が保たれている。ただ
し、ここ1・2年は受験者
が減少しているので、定
員をいくらか超える受験
希望者を確保する努⼒が
求められる。この2年間
においても選考基準は公
平さが保たれている。

⼊学選考の審査基準は例
年通りに適切に運⽤して
いるが、定員を超える受
験⽣の確保に取り組む活
動を全学的に取り組んで
いる。

・募集要項

7-26-2  ⼊学選
考に関する実績を
把握し、授業改善
等に活⽤している
か

各選考ごとに合格者数な
ど正確に把握し、⼊学者
数の予測をもとに授業改
善へ活⽤する。

職員会議等によって⼊試
結果について相談し情報
を共有している。⼊試に
おいて、⼊学したのちに
学⼒や⽋席などが懸念さ
れる学⽣の情報を教職員
で共有している。

なし

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

各⼊試において厳正公平な選考過程を通して⼊学者を決定して
いる。 

特になし。 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 ⾜⽴ ⼀志
 濵中 洋⼦

7-27  (1/1) 

 7-27 学納⾦

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

7-27-1  経費内
容に対応し、学納
⾦を算定している
か

学納⾦は諸状況を勘案し
理事会において決定して
いる。同分野の学納⾦⽔
準は把握し妥当な⾦額に
設定している。

必要な費⽤は募集要項に
記載しており、⼊学前に
オープンキャンパス等で
説明している。

 学納⾦の納⼊が困難な学
⽣には延納の相談に応
じ、授業料は分割して納
⼊する⽅法を導⼊してい
る。

⼊学定員を満たすことに
より収⼊の確保と業務効
率向上による経費削減に
努める。

 財務基盤維持のため2020
年度⼊学⽣から学納⾦を
改訂する。

募集要項

7-27-2  ⼊学辞
退者に対し、授業
料等について、適
正な取り扱いを⾏
っているか

⽂科省からの通知に基づ
き⼊学辞退の申し出があ
った場合は、⼊学⾦以外
全ての⾦額を返還する。

授業料は⼊学後に徴収す
る。⼊学辞退について
は、所定の⼿続きにより
⼊学時学納⾦のうち⼊学
⾦を除き返還している。

⼊学辞退者については引
き続き適正な返還を⾏
う。

  

募集要項

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

学費は、学⽣及び保護者の負担を⼗分に考慮し、都内の他校と
⽐較しても低額な学納⾦額である。

  

学⽣へのアンケートにより、学費低額であることが⾼い評価を
得ているが、学園の財務基盤の確保のため2020年度⼊学⽣より
改定する。 

  



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 ⾜⽴ ⼀志
 加藤 洋

基準8 財務

⼤項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

定員割れによる収⼊減及び⻑期にわたる⽀出超過で財
務体質が脆弱となっている。2018年度を含む近年は定
員割れが続いている。2019年度⼊学⽣は１部⽣は定員
数を確保したが２部⽣は定員割れである。今後は安定
収⼊を確保するため、定員確保を⽬標とし、併せて
2020年度より学費及び保育料の値上を実施する予
定。 

数値の⽐較等による財務状況の把握が困難であったた
め、検証遅れを防ぐため2019年度より新経理システム
を導⼊し、財務状況の監視と業務効率の向上に努め
る。 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 ⾜⽴ ⼀志
 加藤 洋

8-28  (1/1) 

 8-28 財務基盤

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

8-28-1  学校及
び法⼈運営の中⻑
期的な財務基盤は
安定しているか

定員割れによる収⼊減及
び⻑期にわたる⽀出超過
で財務体質が脆弱となっ
ている。近年は定員割れ
が続いている。2019年度
⼊学⽣は１部⽣は定員数
を確保したが２部⽣は定
員割れである。今後は安
定収⼊を確保するため、
定員確保を⽬標とし、併
せて2020年度より学費及
び保育料の値上を実施す
る。

2018年度定員割れとなっ
ている。広報活動を効率
的に⾏い⼊学⽣の定員確
保に⼒をいれる

⼊学⽣の定員確保と学⽣
⽣徒等納付⾦の値上げに
より財務基盤の安定化を
図る

8-28-2  学校及
び法⼈運営にかか
る主要な財務数値
に関する財務分析
を⾏っているか

⾏っている。 財務内容を時系列で把握
し、分析し、対策を講じ
ることができるよう新経
理システムの導⼊を図っ
ている。

財務分析により効果的な
予算執⾏と財源確保を図
る。そのため2019年度よ
り新経理システムを稼働
させる

 

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

定員割れが続いており、財務基盤が安定していない。２０１９
年度は１部⽣は定員を確保したものの２部⽣は定員割れとなっ
ている。⼊学⽣の定員確保と学⽣⽣徒等納付⾦の値上げによ
り、運営の安定化を図る。 

2020年度⼊学⽣より学費及び幼稚園の保育料改訂を実施する。
財務状況の把握、分析⼒、業務効率向上のため2019年度より新
経理システムを導⼊する 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 ⾜⽴ ⼀志
 加藤 洋

8-29  (1/1) 

 8-29 予算・収⽀計画

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

8-29-1  教育⽬
標との整合性を図
り、単年度予算、
中期計画を策定し
ているか

予算は有効かつ適正であ
る。中期計画は確⽴され
ていない。

予算は理事会の承認を得
て執⾏される。

中期計画を具体的に策定
する。

8-29-2  予算及
び計画に基づき、
適正に執⾏管理を
⾏っているか

予算に基づき適正に執⾏
されている。

予算に基づき運営してい
る。

これまで全体管理であっ
た学校予算については
2019年度から予算計画を
各部⾨から申請すること
で、予算執⾏管理の適正
化を図る。新経理システ
ムで部⾨別予算管理を⾏
う

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

予算計画を各部⾨から申請することで、予算及び計画を確⽴
し、予算執⾏管理の適正化を図る。 

2019年度より新経理システムを導⼊し部⾨別予算管理を⾏う 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 ⾜⽴ ⼀志
 加藤 洋

8-30  (1/1) 

 8-30 監査

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

8-30-1  私⽴学
校法及び寄附⾏為
に基づき、適切に
監査を実施してい
るか

適切におこなわれてい
る。

公認会計⼠、監事により
監査を受けている。

特になし

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

会計監査上の問題を指摘された場合は、適切に対応している。 特になし 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 ⾜⽴ ⼀志
 加藤 洋

8-31  (1/1) 

 8-31 財務情報の公開

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

8-31-1  私⽴学
校法に基づく財務
情報公開体制を整
備し、適切に運⽤
しているか

財務情報公開体制は整備
はしている。

公開の請求には対処でき
る。

特になし

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

財務情報公開体制は整備はしている。 特になし 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 ⿑藤 ⼀美
 柿崎 晋⼀郎

基準9 法令等の遵守

⼤項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

法令遵守について、校内における意識は⾼く、実際の
学校運営上では適切に扱われている。学校評価や情報
提供についても積極的な姿勢で取り組み、次年度以降
も改善、さらなる充実を図る予定である。

 課題としては、校内規程の再整備が上げられ、現状の
業務上は問題は起きていいないものの、整備されてい
ないことによる業務効率の悪化が⾒られる場⾯もあ
る。早急に改善していきたい。 

 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 柿崎 晋⼀郎
 ⿑藤 ⼀美

9-32  (1/1) 

 9-32 関係法令、設置基準等の遵守

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

9-32-1  法令や
専修学校設置基準
等を遵守し、適正
な学校運営を⾏っ
ているか

学校運営に際し、
 学校教育法以下の学校を

規定する
 関係法令について把握し

た上で、法改正による最
新の状況を踏まえ、承認
申請や届出等の必要な⼿
続きを確実に⾏う。

 また、学校教育法以外に
も学校運営上関連する法
令は多岐にわたるが、特
に基本的⼈権に関するこ
とや労働に関することな
どは、研修を受けるなど
して法的解釈や最新情報
を把握しつつ法令順守を
徹底する。

学校教育法以下の学校運
営を規定する法令に関し
ては、寄付⾏為や学則の
変更等についての必要な
申請、届出を杉並区教育
委員会へ今年度も⾏って
いる。

 また、本校は指定教員養
成機関及び指定保育⼠養
成施設の指定をそれぞれ
⽂部科学省及び厚⽣労働
省より受けており、今年
度は教職課程及び保育⼠
養成課程の法令改正によ
る再指定申請及び学則変
更申請が実施された。両
申請とも定められた⼿
順、期⽇に従い実施し、
教職課程については再指
定承認済み、学則変更に
ついては承認待ちとなっ
ている。

 学則において別に定める
事項等についても、校内
規程として新たに整備
し、それに従った運⽤を
⾏っている。

 その他の関係法令に関し
ては労働に関するものに
ついて担当職員に研修を
受講させ、最新の法令に
乗っ取っているか

 チェックを⾏っている。

学内における各種の規程
について、⻑い歴史の中
で存在が忘れられたり、
情報の更新や改定が⾏わ
れていないものが多数⾒
つかっている。学校とし
てこれら各種の規程の体
系化や保存、更新につい
てのルール作りができて
おらず、作成した各部⾨
の責任になってしまって
いる状況があり、早急に
解決が必要である。これ
らについては、「規則検
討委員会」を組織し、来
年度に対応することにな
っている。

 コンプライアンスに関す
る明確な⽅針の定めが無
く、学内研修会等で得た
知識を各職員が業務で活
⽤している状態であり、
これも整備が必要であ
る。併せて教職員のみで
なく学⽣まで含めて⽅針
を公表し、現在副校⻑が
実質的に⾏っている相談
窓⼝も、組織的に位置付
けする必要がある。ま
た、アカデミックハラス
メント、セクシャルハラ
スメント等の防⽌に関す
る⽅針や対応マニュアル
も未整備のため、来年度
以降取り組む必要があ
る。

・寄付⾏為
 ・学則

 ・学則細則（教務内規）
 ・教員養成機関指定申請

書
 ・指定保育⼠養成施設学

則変更申請書

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

学校教育法体系に位置づけされる法令については、最新情報を
把握しつつ必要な⼿続きを踏むなど確実に法令遵守を徹底して
いる。⼀⽅、学校の内規にあたる諸規則の整備については課題
があり、早急に再整理などの対応が必要となっている。 

 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 ⿑藤 ⼀美
 

9-33  (1/1) 

 9-33 個⼈情報保護

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

9-33-1  学校が
保有する個⼈情報
保護に関する対策
を実施しているか

法令・条例に従い、確実
な業務処理を継続する。

あらゆる場⾯において個
⼈情報の管理に徹してい
る。

情報公開請求等にも耐え
られるように体制を継続
する。

 

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

個⼈情報の管理は最新の注意を払い、徹底する。⼀件の事故が
社会的責任に発展することを肝に銘ずる。 

 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 松本 勲武

9-34  (1/1) 

 9-34 学校評価

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

9-34-1  ⾃⼰評
価の実施体制を整
備し、評価を⾏っ
ているか

校⻑を委員⻑とする学校
評価委員会を中⼼に学校
評価の⽅針を定め、前年
度の評価結果から重点項
⽬を設定し、発展的な学
校運営を⾏うなど、⾃⼰
評価を活⽤して確実な
PDCAサイクルを実⾏す
る。⾃⼰評価の実施にあ
たっては、委員会だけで
全職員が関わって⾏う。

今年度より学校評価委員
会を組織し、委員会を中
⼼とした学校評価を実施
している。また、学校評
価に関する規程を新たに
整備し、確実な評価の実
施と次年度への結果の活
⽤を⽬指している。

実施体制や規程の整備を
⾏い、委員会組織での議
論も⾏われたが、学校評
価の意味やその実質化に
ついてまだ理解が不⼗分
であることが委員会にお
いても認識された。より
効果的な⾃⼰評価の⽅法
や活⽤、実質化について
委員会において議論を深
め、来年度の⾃⼰評価に
取り組む必要がある。

・学則
 ・学校評価実施規程

 ・⾃⼰評価結果報告書

9-34-2  ⾃⼰評
価結果を公表して
いるか

広く社会に公表するた
め、ホームページにおい
て報告書を公表する。

2017年度の⾃⼰評価結果
については、閲覧希望者
への配布となっていた。
2018年度は⾃⼰評価実施
時期の⾒直しが⾏われ、
2018年度中に公表するこ
とになり、2018年度はホ
ームページに公表する予
定である。

ホームページでの公表に
ついて、閲覧しやすい掲
載ページの整備が必要で
ある。

・学則
 ・学校評価実施規程

9-34-3  学校関
係者評価の実施体
制を整備し、評価
を⾏っているか

各領域の関係者からなる
学校関係者評価委員会を
組織し、学校運営の改善
のため、本校⾃⼰評価の
結果について評価を⾏っ
ていただく。その結果を
次年度重点⽬標等へ反映
させ、実質化を図る。

2018年度から学校関係者
評価を実施する。学校関
係者評価に関しても規程
に整備し、その⽬的等を
明確にしたうえで、各委
員の⽅々からのご意⾒を
いただき次年度の学校運
営に反映させていく予定
である。

2018年度から取り組むた
め、学校関係者評価に関
する理解が不⾜してい
る。年度中間での中間報
告も実施できておらず、
学校関係者委員の⽅々へ
の⾃⼰評価状況の情報提
供が不⾜しているため、
次年度は改善が必要。

・学則
 ・学校評価実施規程

 ・学校関係者評価報告書

9-34-4  学校関
係者評価結果を公
表しているか

広く社会に公表するた
め、ホームページにおい
て報告書を公表する。

2017年度は学校関係者評
価を実施していなかった
ため、2018年度が初めて
の公表となる。ホームペ
ージにて公表する予定で
ある。

ホームページでの公表に
ついて、閲覧しやすい掲
載ページの整備が必要で
ある。

・学則
 ・学校評価実施規程

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

2017年度までは、既存の学校組織を活⽤しての⾃⼰評価のみを
実施していたが、今年度からは委員会を組織し、それを中⼼に
学内規則に従って確実に実施・公表していく。また併せて学校
関係者評価も今年度から実施・公表していく。ただし、本年は
本格的な学校評価への理解が不⾜していると感じており、評価
結果をいかに実質化していくかが課題である。 

委員会を組織、規則を整備しての評価実施初年度である。 



柿崎 晋⼀郎



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 松本 勲武
 柿崎 晋⼀郎

9-35  (1/1) 

 9-35 教育情報の公開

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

9-35-1  教育情
報に関する情報公
開を積極的に⾏っ
ているか

本校に関わるステークホ
ルダーの⽅々へ、本校の
最新かつ正確な情報提供
を⾏い、またステークホ
ルダーの⽅々からのご意
⾒などもいただけるよう
な関係性、信頼性を築
き、さらなる教育活動の
発展、質向上に努める。

本校の教育活動に関する
最新かつ正確な情報公開
について、以下の⽅法に
より⾏っている。

 ①ホームページの充実
 ②SNSを活⽤した情報提

供
 ②学校案内・募集要項へ

の掲載と配布
 ③研究紀要の発⾏

 学科情報や教育理念等か
ら普段の学校⽣活に⾄る
まで、豊富な情報を上記
のメディアを活⽤しなが
らタイムリーな情報提供
を⾏っている。

シラバス、財務情報及び
学校評価に関する情報の
公表がまだ⾏われていな
いが、2018年度中にホー
ムページにて公開する予
定である。

・ホームページ
 ・学校案内

 ・募集要項
 ・研究紀要
 ・学校評価報告書

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

本校の教育情報については、最新の情報を積極的に発信できて
いる。また、今年度中にシラバス、財務、学校評価に関する情
報もホームページにて公開することになっており、より充実し
た情報提供に努めたい。 

 



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 松本 勲武
 ⿑藤 ⼀美

基準10 社会貢献・地域貢献

⼤項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

 保育者不⾜の現在、社会に貢献できるような質の⾼
い保育者を養成することが、本校の使命であると考え
ている。

  学校が保有する教育資源を活⽤して⾃治体などの委
嘱事業を積極的に受託し、成果を社会に還元すること
は、意義のある貢献だと考えている。

  
  

 

⼦ども⾷堂の補助、保育園補助等をとおして学⽣のボ
ランティア意識を養う。

 杉並区からの受託事業である「学び直し講座」を開催
し、潜在保育⼠たちが再就職に向けて準備できるよう
⽀援している。

 本校の⽂化祭では、近隣の幼稚園・保育園児たちを招
き、学⽣たちが⽇頃の成果を発表する等、⼦ども達が
楽しめるような催し物を企画している。また、同区内
の福祉作業所や地域の店舗にも出店してもらい、障が
いを持つ⽅や地域の⽅との交流を図っている。

 ・各⾼等学校に教員を派遣して、キャリア教育を積極
的に協⼒・⽀援している。

 ・近隣の児童館に毎年学⽣が赴き、乳幼児向けの催し
物を継続して⾏っている。

  



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 松本 勲武
 ⿑藤 ⼀美

10-36  (1/1) 

 10-36 社会貢献・地域貢献

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

10-36-1  学校の
教育資源を活⽤し
た社会貢献・地域
貢献を⾏っている
か

⾏っている。 東京都保育⼠等キャリア
アップ研修講座、杉並区
保育⼠就労事業（公開講
座）等を実施。

専任教員の夏期休業や休
⽇に影響した。勤務形態
の検討の必要がある。

10-36-2  国際交
流に取り組んでい
るか

必要に応じて受け⼊れて
いる。

中国の幼稚園教諭養成校
からの教育使節団の視察
を受け⼊れる。

中国の学校設備は優れて
いるので⽐較にならず、
教育理念を中⼼に研修材
料とされることが多い
「。

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

保育者の養成校として、良質な教育状況を発信する。  



最終更新⽇付 平成31年3⽉8⽇ 記載責任者 松本 勲武
 ⿑藤 ⼀美

10-37  (1/1) 

 10-37 ボランティア活動

⼩項⽬ ア 考え⽅・⽅針・⽬
標

イ 現状・具体的な
取組等

ウ 課題と解決⽅向 エ イの参照資料等

10-37-1  学⽣の
ボランティア活動
を奨励し、具体的
な活動⽀援を⾏っ
ているか

⾏っている。 教会で⾏われている⼦ど
も⾷堂の運営補助、保育
園での保育補助等をごラ
ンティア活動として全学
⽣に義務付けている。

実施時期の検討。事前・
事後学習の在り⽅等を確
⽴させたい。

中項⽬総括 特記事項（特徴・特⾊・特殊な事情等）

全学⽣に対し、ボランティア活動から福祉の精神を学ばせる。  


