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基準１ 理念・目的・育成人材像

【中項目】1－1 理念・目的・育成人材像

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 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

学校運営の基本的な考え方を

示すもので、明確に定める必要

があり、外部にも周知を行う

◆理念として、設立目的・教育目標・運営方針を

定め、パンフレット・ＨＰに掲載。

◆育成人材像は教育目標の中で表現している。

なし ・キャンパスガイド、シラバス

・学校ホームページ

・学校案内パンフレット

・職員まるごとガイドブック

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

関連企業のニーズを把握し、そ

れに沿った育成人材像の構築

を行い、明確に定める

◆学校設立時に関連企業のニーズも勘案した上で、

教育目標の中で育成人材像を定めている。

なし

特記事項

理念

【目 的】 ２１世紀の業界を背負って立つ人材の育成

      業界の中核そして将来は管理職、経営者の輩出

【教育目標】「つねに時代をリードできるカーテクノロジーのエキスパート」になりうる基礎の修得

      １．プロとして活躍できる技術を学び、技能を身につける

      ２．人から信頼される豊かな人間性を養う

      ３．時代とともに成長できる向上心を培う

【運営方針】

１．楽しい学習

２．快適な学生生活

３．心の通う交流

最終更新日付 2020 年 10 月 16 日 記載責任者 教育部 杉原
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【中項目】1－2 学校の特徴

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等

1-2-1 理念等の達成に

向け特色ある教育活動に

取組んでいるか

トヨタ系企業への就職を軸

に、即戦力となり得る人材育

成に向け、充実した設備、教

材、教育内容等を備える

◆トヨタ自動車創立校として、トヨタ車を教材とし、高難度

診断機器の取り扱いやﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車対応等に取り組んでい

る。

◆トヨタ販売店の技術教育（ステップ教育）に沿った教材・

教科書を使って教育している。

◆ﾋﾞｼﾞﾈｽ演習室、高度診断機ＧＴＳ、ＨＶ・ＰＨＶ・燃料

電池車等を教材として配備、適宜更新を行っている。

◆定期的に教員がトヨタ自動車の技術教育を受け、最新技術

を教育に織り込んでいる。

◆新技術実習棟を造り高度技術教育の充実を図っている。

◆毎年、高度自動車科授業でトヨタ自動車より、技術講演を

いただいている。講演内容は要点をまとめ、順次翌年以降

の授業に盛り込んでいる。

なし ・レッスンプラン

・カリキュラム

・資産棚卸しチェック表

・教材管理マスター

特記事項

【主なトヨタの特色ある教材】

・高度診断機ＧＴＳ ５０台

・ＨＶ車 ３１台

・ＰＨＶ ３台

・燃料電池車 １台

・１ＮＲｴﾝｼﾞﾝﾍﾞﾝﾁ ３８台

・１ＫＤｴﾝｼﾞﾝﾍﾞﾝﾁ ６台

【教育内容】

・２０１９年度より新ステップ教育へ移行

最終更新日付 2020 年 10 月 16 日 記載責任者 教育部 杉原
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

多くの販社が導入済みの ai21 や SMB の導入予定と、今後多くの販社が導入すると
思われる I CROP J、TECSET 等のメーカーツールの導入予定についてお聞かせ
下さい。

全ての販社が導入していない現状やトヨタ販社以外への就職希望の学生さんのこと

等を考えると、必ずしも最新のツールありきで授業を進めるのはどうかという考え

は理解しています。しかし、一（いち）トヨタ販売店の意見としましては、授業で

も取り入れていただければインターンシップ期間中や入社後の戸惑いが少なくなる

とは感じています（エンジニアだけでなくショールーム科でも同様に感じておりま

す）。

販売店システム（ai21、SMB、I CROP J、TECSET）は全て TMC とネットワー

クでつながっており、学校はつながっていないため稼働できる環境がありません。

ai21 のみ一部機能のシミュレータがありますが、受付・追加変更・精算の模擬が

できるのみです。販売店での実践的な教育は難しい状況です。

教育内容について新技術ももちろん重要で新技術によく目を向けられがちだが、

即戦力となるのはいかに多頻度作業ができるのかだと思っております。

オイル交換・ブレーキパッドの交換・ブレーキ調整・タイヤ交換・ブレーキパッド

の面取り作業など。

できればその部分の強化もお願いしたいと思います。

１，２年は、２級資格取得のための基礎教育に大部分を割いており、１２ヶ月点

検を完璧に行えることを目的に授業を行い、多頻度作業も反復して教育していま

す。（新技術教育は、２年生のほんの一部で取り入れている）
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【中項目】1－3 学校の将来構想

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等

1-3-1 社会のニーズ等

を踏まえた将来構想を抱

いているか

中期的構想で、3～5年先にお

ける学校のあるべき姿を明確

にしていく

◆企業ニーズおよび新技術に対応するための教育･設備更新

を計画的に進めている。

◆社会の環境変化に対応し、教育体制・教育内容の見直しを

検討している。

◆2020～2025 年度までの中期計画を策定し、推進している。

中期計画を着実に推進させ

る

特記事項

なし

最終更新日付 2020 年 10 月 16 日 記載責任者 教育部 杉原
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

2020～2025 年度までの中期計画はどちらかで閲覧できますでしょうか。 文科省が求める学校の情報公開の中で、専門学校には中期計画の公開は求められていないた

め、中期計画は公開していません。中期計画があることは参考にお見せします。

中期計画を策定し とあるがどのようなことか？又、どこまで推進している

のかわかりません

(同上)
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基準２ 学校運営

【中項目】2－2 運営方針

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 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

教育活動、学校運営の根幹となる

設立目的・教育目標とともに運営

方針を定め、全教職員に周知、浸

透を図る

◆設立目的・教育目標とともに運営方針・取組姿勢を定め、

学内 HP に掲載する等全教職員に周知し、毎年教育活動、学

校運営を行っている。

なし ・学内 HP

・キャンパスガイド

・職員まるごとｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ

特記事項

【運営方針】

１．楽しい学習

２．快適な学生生活

３．心の通う交流

【取組姿勢】

１．職員各人および各課、各Ｇ、各部が、さらには学校全体として不断の改善を推進

２．職員各人プロフェッショナルとして、また真に配慮の行き届く組織として方針を展開

最終更新日付 2020 年 10 月 16 日 記載責任者 教育部 杉原
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

特になし
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【中項目】2－3 事業計画

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 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

・毎年度事業計画を策定し、

理事会・評議員会の承認を

経て執行する。

・事業計画を達成するために

各部方針を定め、業務分担、

目標等を明確にする。

◆3月の理事会・評議員会にて翌年度の事業計画、5月の理事会・

評議員会にて前年度の事業報告について承認を得ている。

◆事業計画に基づいて部方針を策定し、項目毎に主担当、

スケジュール、達成目標を定めて推進している。

◆中期経営計画を策定している。

なし ・事業計画書

・予算書

・部・室方針

・設備・教材更新予定表

特記事項

最終更新日付 2020 年 １０月 23日 記載責任者 総務部 秋山/大田
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

中期計画を策定し とあるがどのようなことか？又、どこまで推進

しているのかわかりません

文科省が求める学校の情報公開の中で、専門学校には中期計画の公開は求められていないため、

中期計画は公開していません。中期計画があることは参考にお見せします
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【中項目】2－4 運営組織

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 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

寄付行為に基づき理事会・評議員会

を開催し、組織運営に関して適切に

審議・承認を行い円滑に法人・学校

の組織運営を行う。

◆寄付行為に基づき理事会・評議員会を年

２回定期開催（３月：事業計画・予算、

５月：事業報告・決算）し、さらに必要

な場合は臨時開催している。

なし ・寄付行為、りんぎ規程、

・理事会・評議員会議事録

・理事・監事・評議員名簿

・理事会の権限移譲に関する規

則

2-4-2 学校運営のた

めの組織を整備して

いるか

業務分担、職制が明確な組織体制で

円滑な学校運営を行う。

◆校長の下に教育部・学生部・総務部の３

部をおいて学校運営を行っている。

◆課題に応じて個別プロジェクトを設置し

対応している。

◆留学生増に対応するため留学生支援担当

を選任するなど環境の変化に併せ適宜組

織体制を変更している。

なし ・組織図

・部方針

特記事項

・定例理事会・評議員会 ：（３月）事業計画・予算、（５月）事業報告・決算

最終更新日付 2020 年 10 月 23 日 記載責任者    総務部 秋山/大田



15

《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

特になし
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【中項目】2－5 人事・給与制度

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 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

・人事・給与については就業

規則・給与規則、それに沿

った内規を定め運用する。

・採用・人事考課・昇級・昇

給については規則・内規に

従って運用する。

◆就業規則・給与規則他規程を定め運用してい

る。また、労働関係諸法令の改正対応も適宜

行っている。

◆人事考課・昇級・昇給等人事制度は規則・内

規に基づき毎年定期的に実施している。

◆採用は中期的な要員計画に基づき、定期的に

若干名の新卒採用（教員）を行っている。

なし ・就業規則

・給与規則

・満 55 歳に到達した職員の

取り扱い規則

・採用決裁書

・求人票

特記事項

・給与規則の別紙に職能基準給、職能個人給基礎額、年齢給テーブル設定している

・2014 年 4月、就業規則を改定し、満 65 歳までの継続雇用について記載。および「満 55 歳に到達した職員の取り扱い規則」を制定

・2018 年 6月に退職金規定の見直し改定を実施。

・新卒採用は、2020：2名、2019：なし、2018：2 名、2017：1名、2016：2名、2015：1名、2014：2名、2013：1名、2012：2名

・     ６０歳継続雇用制度。。。

最終更新日付 2020 年 10 月 23 日 記載責任者    総務部 秋山/大田
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

特になし
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【中項目】2－6 意思決定システム

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 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

・意志決定の最高機関である

理事会及び「権限移譲に関

する規定」に基づき意思決

定を行う。

・寄付行為、りんぎ規定で基

準を明確にする。

◆２回／年定例の理事会を開催し事業計

画・予算、事業報告・決算等の承認を得

ており、必要な場合は随時開催している。

また、「権限移譲に関する規定」に基づ

き理事会の他理事長、校長が委任された

事項の意思決定を行っている。

◆寄付行為、りんぎ規定を定め運用してい

る。

なし ・寄付行為、りんぎ規程

・理事会の権限移譲に関す

る規則

・物品購入・経費支払いに

関するりんぎ・決裁起案

の基準について

・理事会議事録

・りんぎ書ファイル

特記事項

最終更新日付 2020 年 10 月 23 日 記載責任者    総務部 秋山/大田
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

特になし
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【中項目】2－7 情報システム化

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等

2-7-1

ＩＴ化により業務

の効率化、教育の充

実、学生募集の充実

を図っているか（各

部）

・各業務のＩＴ化は費用対効

果を考えて実施する。

・最新のＩＴ技術を積極的に

取り入れ、業務･教育の充実

を図る。

＜業務システム＞

◆各業務システムを導入し効率化を図っている

・人事/給与システム、会計システム、固定資産管理シス

テム、学費・寮費・預り金管理システム、

・教務（出席・成績・学籍・ｶﾘｷｭﾗﾑなど）システム、就職

システム

・募集/入試システム

・学生・保護者との連絡システム（さくら連絡網）

◆会計システムは予算立案から執行管理まで一連で行え

るシステムに更新した。

◆国の就学支援制度等に対応するため学費寮費、預り金管

理に関する業務システムを更新した。

＜教育関係＞

◆2020年度よりコロナ対応をきっかけにオンライン授業

を開始し、その後教育の充実に向けた活用を検討してい

る。

＜学生募集関係＞

◆入学検討者とのコミュニケーションツールの充実を図

っている

＜業務システム＞

・人事給与システムの更新及び勤怠

管理システムの導入。

＜教育関係＞

・現状問題点の解決を踏まえた各業

務システムの更新。

・授業のＩＴ化の推進のため、学生

用タブレット端末の導入とそれを活

用した教育の検討を進める。

・システム概要

・システム構成図

2-7-2 情報システ

ムのセキュリティ

対策を行っている

か

・システムセキュリティーポ

リシー・マニュアルを定め

対策を行う。また、システ

ム担当者に対して遵守を徹

底する。

◆システムセキュリティーポリシー・マニュアルに基づき

主に以下の対策を講じている。

・アクセス制限、バックアップ、ウィルス対策、ログ

監視、デバイス利用制限等

マニュアルを改定し後任のシステム

担当者に引継ぎを行えるようにす

る。

・システムセキュリティポリシー

・システムセキュリティーマニュ

アル

特記事項

・H29 に外部宛てメールのログ監視、添付ファイル送信時の誤送信防止ソフトを導入

・H29 年度より、学生募集においてリスティング広告・Twitter の活用を開始

・学生募集における活用促進及び利便性向上を図るため、学校 HP 等 SNS を活用しタイムリーに情報発信を行っている。

・入学式・卒業式のご来賓の出欠確認などに WEB ｼｽﾃﾑを活用し業務効率化を図っている。

・LINEを活用し、寮監が寮生と円滑に連絡が取れる仕組みを構築している。

・学生用ポータルサイトを開設し活用している

・2020年度は「さくら連絡網」を導入し、保護者に対する連絡を円滑に行える仕組みを整備した。
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《学校関係者評価》

最終更新日付

2020 年 10 月  日

記載責任者

教育部 谷川

2020 年 10 月  日 学生部 北村

2020 年 10 月 23日 総務部 秋山/大田

委員からの意見等 学校側コメント等

「学生用タブレット端末の導入」はテキストの電子化を意味するものでしょ

うか（I CROP-J や TECSET とは違う目的でしょうか）。

また、導入予定時期が具体的に決まっているようでしたらお聞かせください。

1-2 学校の特徴で申し上げた通り、販売店システムは動作環境がありません。タブレ

ットは TEAM-GP の E-ラーニングや E-テスト、オンラインでの授業動画視聴、プリ

ント類の配布、確認試験の実施などでの使用を検討しています。教科書をタブレット

等で見せることは今後の検討課題だと考えています。

導入時期を含め、内容等を検討中です。

「入学検討者とのコミュニケーションツールの充実を図っている」とは具体的

にどのようなことを実施されているのでしょうか？また、特記事項にあるリ

スティング広告やツイッターを活用しての学生募集の効果は？

今期はコロナ禍にて、オープンキャンパスが 4,5 月実施できなかった為、急遽オンラ

イン学校説明会（zoom 使用）を導入しました（詳細は下記 7-25 を参照）。また留学

生の積極的募集に向け留学生が多用する Facebook を 4 月に開設。（現時点フォロワ

ー数 220）授業について、入試について等、質問が多数寄せられており（60 件）ベト

ナム人スタッフによる丁寧な返答を実施。リスティング広告はコロナの影響か今期は

不調（CV 数 131 件 前年比 60% 4-8 月間）でしたが今後も継続予定。ツイッター

広告は今期初出稿しましたが、全く成果に繋がらず（CV2 件）低調に終わりました。
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基準３ 教育活動

【中項目】3－8 目標の設定

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等

3-8-1 育成人材像に沿

って具体的な目標が設定

できているか

・各学科ともに育成人材像に

相応しい目標を設定し、提

示できている。

◆各学科の目標は「目標人材像」として設

定し提示している。

なし ・育成ビジョン

特記事項

【目標人材像】

<自動車整備科>

  １．自動車整備の技術/技能とともに、接客の基本・業務知識を身に付けている

  ２．自らの役割を認識し、自ら考え、行動できる力を備えている

  ３．向上心・責任感に溢れ、確かな信頼感・協調性を備えている

<高度自動車科>

  １．自動車技術/整備技能に加え、幅広い業務知識・教養を身に付けている

  ２．自ら課題を発見・探求・解決する力、自らの考えを表現する力を備えている

３．自律心・向上心・信頼感に溢れ、的確なリーダーシップを発揮できる

<国際自動車整備科>

１．日本で働く上で必要な日本語力を身に付けている

２．自動車整備の技術／技能とともに、接客の基本・業務知識を身に付けている

３．自らの役割を認識し、自ら考え、行動できる力を備えている

４．向上心・責任感に溢れ、確かな信頼感・協調性を備えている

<ショールームスタッフ科>

１．サービス・営業に通用する幅広い自動車の知識・技術を身に付けている

２．ホスピタリティ溢れる接客応対力を備えている

３．人から信頼される豊かな教養・人間性を備えている

<車体整備専攻科>

  一般整備に加え、溶接・板金・塗装などの幅広い知識・技術を身に付け、技能を有している

最終更新日付 2020 年 10 月 26日 記載責任者 教育部 長澤
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

自動車整備科と国際自動車整備科で目標人材像にほとんど差異が無いよう

に思われるが、自動車整備科の学習期間に対し 1 年長く学習することで、

留学生も同じ姿を目指せる、との考え方か？

また、留学生への教育、目指すべき姿について実際の企業のニーズ、学生

本人のニーズについてどこまで調査をされて目標設定されているものか

伺いたい。

留学生採用企業に行った調査では日本語でのコミュニケーションが取れることが求められてい

るため、「日本で働く上で必要な日本語力を身に付けている」を付加しています。

２年次以降は、自動車整備科と同じカリキュラムの教育を受けるため、日本語以外の部分は同

等の人材を目指していくべきと考えています。
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【中項目】3－9 教育方法・評価等

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 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

目標人材像の育成に向けた

教育課程を編成する

◆教育課程は目標人材像の育成に向けて編成

している。

◆教育課程は社会のニーズや技術の進化を踏

まえて、適宜見直しを行っている。

なし ・カリキュラム

・レッスンプラン

3-9-2 教育課程に

ついて、外部の意見

を反映しているか

社会環境の変化に対応する

ため、定期的に外部の意見

を聴取し、教育課程の改善

に取り組む

◆理事会･評議員会、教育課程編成委員会、学

校関係者評価委員会で外部の意見をいただ

き毎年反映させている。

なし ・理事会・評議委員会議事録

・教育課程編成委員会議事録

・学校関係者評価委員会議事

録

3-9-3 キャリア教

育を実施しているか

自動車業界・販売会社で仕

事をするために身に付けて

おくべき知識・能力を養う

教育をしている。

◆各学科、年次に合わせたキャリア教育を実施

している。

なし ・レッスンプラン

・カリキュラム

・インターンシップ報告書

3-9-4 授業評価を

実施しているか

学生アンケートを定期的に

行い、授業及び学生指導の

改善を図る

◆学生アンケートを 2回／年実施

8月と 12月に授業評価をまとめ、改善に努め

ている。個々の教員に対しても行動に繋げら

れる評価シートを活用し改善を図っている。

なし ・学生アンケート

・学生アンケート報告書

・評価シート

・評価シート報告書        

特記事項

＜各学科のキャリア教育内容＞

・自動車整備科・国際自動車整備科

1年（国 2年）「企業が求める人材像」

2年（国 3年）「社会人に求められるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」「会社組織とｷｬﾘｱｽﾃｯﾌﾟ」「インターンシップ」

・高度自動車科

2年 「卒業生からの講話」

3年 「自動車業界の各職種の理解」

4年 「インターンシップ」

・ｼｮｰﾙｰﾑｽﾀｯﾌ科

1 年 「接遇マナー・おもてなし」「職場見学」「キャリアデザイン・ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝ」

2 年 「インターンシップ」

・車体整備専攻科

1年 「ＢＰ工場見学」「インターンシップ」

最終更新日付 2020 年 10 月 26日 記載責任者 教育部 長澤
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

コロナ禍の影響で、自動車整備科のインターンシップが中止となったが、その代替の
キャリア教育はどのように実施しているか？
また、その効果の評価はどうか？
来年度以降も影響は避けられないと考えられる中、外部での学習について代替案は
どのように検討されているのか確認したい。

学内インターンシップにて、出向教員から多頻度作業の訓練（２日間）を実施し

ていますが、キャリア教育としての効果は期待していません。

来年度については、そのタイミングで何が許されているか、コロナの状況と企業

様の状況などを踏まえて判断します。
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【中項目】3－10 成績評価・単位認定等

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 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

「履修成績評価基準」「修

了判定要領」「成績評価

（ランク）」についての

基準を明確化し、適切に

運用する

◆成績評価は「修得試験結果および平常点」で

行っている。

◆修了認定は「全科目の修得試験に合格してい

ること」を学則に明記し、認定会議で決定し

ている。

なし ・学則

・シラバス

・履修成績評価基準（内規）

・修了判定要領（内規）

・成績評価（内規）

・成績一覧表

・進級・卒業認定会議資料

3-10-2 作品及び

技術等の発表を評

価しているか

在校生の製作物・発表会

を評価する仕組みがあ

る。

◆高度自動車科は研究・検証授業の成果を発表

させ、成績評価している。

◆ｼｮｰﾙｰﾑｽﾀｯﾌ科は、1年時にｱｰﾄﾌﾗﾜｰ、POP、ペ

ン字の製作物について評価軸を定め成績評

価している。2年次は、お客様来店時の応対

や簡単な商品説明などの接客応対技術につ

いて評価軸を定め成績評価している。

◆車体整備専攻科は、板金・塗装授業での製作

物について評価軸を定め成績評価している。

なし ・成績一覧表

・研究・検証授業評価シート

特記事項

最終更新日付 2020 年 10 月 26日 記載責任者 教育部 長澤
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

特になし
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【中項目】3－11 資格・免許取得の指導体制

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等

3-11-1 目標とする

資格は、教育課程上

で、明確に位置づけ

ているか

目標とする資格が着実に取

得できる教育課程となって

いる。

◆各学科とも目標とする資格を取得する教育課程を

つくり実施している。

国家１級資格 100%合格に

向けた教育課程の改善

・教育課程一覧表

・授業ガイド

・シラバス

3-11-2 資格取得の

指導体制はあるか

各資格の教育において、レ

ッスンプランを備え、十分

な知識・技能を持った教員

が担当している。

◆各資格とも、有資格者もしくはそれに相当する知

識・技能を持った教員がレッスンプランを基に教

育している。

高度科教員の技術力向上

のためスキルマップを作

り、教員の現状技術力評価

を行う。

・レッスンプラン

・授業ガイド

・シラバス

・教員スキルマップ

特記事項

目標とする資格

<自動車整備科>

  国家 2級自動車整備士 トヨタ技術検定 3級  電気自動車等の整備業務に係る特別教育

<高度自動車科>

  国家 1級自動車整備士  トヨタ技術検定 2級  トヨタｴｽﾃｨﾒｰｼｮﾝ検定 3級

  トヨタ業務認定Ｄ級   電気自動車等の整備業務に係る特別教育   タイヤ空気充填特別教育

ﾋﾞｼﾞﾈｽ能力検定 2級 文章能力検定準 2級  漢字能力検定準 2級

＜ｼｮｰﾙｰﾑｽﾀｯﾌ科＞

  国家 3級自動車整備士  トヨタサービス技術検定 4級/エスティメーション 3級

  中古自動車査定士  サービス接遇検定 2級  介助専門士

  マイクロソフトオフィススペシャリスト（MOS）検定

＜車体整備専攻科＞

  国家自動車車体整備士

  トヨタサービス技術検定 ボデー3級/ペイント 3級/エスティメーション 3級

  アーク溶接特別教育  有機溶剤作業主任者  空気充填特別教育

<国際自動車整備科>

  日本語能力検定Ｎ２

  国家 2級自動車整備士  トヨタ技術検定 3級  電気自動車等の整備業務に係る特別教育

最終更新日付 2020 年 10 月 26日 記載責任者 教育部 長澤
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

昨年度の学校側コメントでは必要と判断されていましたが、エスティメーシ

ョン検定・業務認定は就職後
・ ・ ・

から
・ ・

が
・

本当
・ ・

に必要であって、在学中に早期
・ ・

に
・

取得
・ ・

させる必要はない。次のステップへ進む時、基礎・基本が欠落しており相当

の努力が必要となっているのが現状です。資格取得数で差別化を図らずとも

他に魅力はあるのではないか？

学校としては、その分野の学習もある程度必要と考えており、その学習目標として資格

取得をさせています。

加えて、専門学校志望者のニーズに応えるべく、多様な資格取得の提示による魅力アップ

は必要と考えています。

卒業生の修得度合いにバラツキがあるのは、否定できないところですが、各販売店内で個々

の能力を見て再教育が必要であればご対応いただきたいと思います。

電気自動車等の整備業務に係る特別教育とは具体的に何ですか？

タイヤ空気圧充填特別教育は自整科＆高度科で必要（就職後の点検整備にお

けるタイヤ交換）であり、車体整備科では必要ないと思うのですが。

タイヤ空気充填特別教育について

現在、高度自動車科の３年次と車体整備専攻科で教育しています。

車体整備専攻科学生の半数以上が一般整備での就職となるため、必要であると考えていま

す。

低圧電気取扱者資格が電気自動車等の整備業務に係る特別教育に変更となっ

ているが、差異は何でしょうか？
2019.10.1 に労働安全衛生規則が改正、新たに電気自動車等の整備業務に係る特別教育が

設置されたため、より的確な資格として変更しました。

内容としては、従来の低圧電気取扱業務に係る特別教育から「低圧の活線作業及び活線近

接作業の方法」が削除され、「電気自動車等の整備作業の方法」が追加されています。

高度科教員の現状技術力評価とはいつから、どの程度のスパンで実施される

予定か？高度科以外の教員には必要ないのでしょうか？

作成したスキルマップを用いて１２月より評価を実施します。評価後に教育計画を立案し、

年度ごとに更新します。

高度科スキルマップの有効性を見極めた後に、他学科へ広げることも検討します。
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【中項目】3－12 教員・教員組織

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 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

一種養成施設指定基準の教

員要件を満足している教員

が授業を実施している

◆学校採用教員およびトヨタ販売店からの出向教員

により、必要人員数およびその資格を満足している。

なし ・一種養成施設指定基準

・組織図

・教育を行うものの名簿

3-12-2 教員の資

質向上への取組み

を行っているか

教員としてふさわしい知

識・技能・技術・教養の向

上ができるよう定期的な研

修を行うと同時に自己啓発

に取り組む

◆新技術理解のため、トヨタ自動車技術講習などを

受講し、全教員に展開している。

◆春休みを利用して学生指導力向上のための研修も

継続的に実施している。

◆教員個人との期首面談時に、自己啓発の取り組み

計画を確認しながら進めている。

なし ・研修報告書

・兵専各研修者名簿

3-12-3 教員の組

織体制を整備して

いるか

教員組織において、業務分

担や責任体制は規程等で明

確にしている

◆部の下に学年ごとの教育室を設け、学年内で連携

した教育実務を行いやすい体制を構築している。

・業務分担は業務分担表にて明確に定めている。

・責任体制は、職位に応じた決裁基準を設けている。

なし ・組織図

・管理職マニュアル

・業務分担表

特記事項

2020 年度 教員研修実績（抜粋）

８月  教職員研修会（トヨタ販売店での TECSET 活用について）

１０月 自動車技術会 Web講演会（自動車の走る・曲がる・止まるの進化）

最終更新日付 2020 年 10 月 30日 記載責任者 教育部 谷川
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

教員の資質向上への取組について、今後定年を迎える教員が増加すると

思われるが、そのノウハウの若手への継承はどのように考えられて

いますか？（暗黙知→形式知へ）

教員の教育力向上のために「楽楽会」活動を行っており、それをもとにしたノウハウ集（形

式知）を一旦作成しました。ただし、内容更新はできておらず、今後更新の仕組みを検討し

ていきたいと思います。
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基準４ 学修成果

【中項目】4－13 就職率

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 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

就職率 100％に向け、学生へ

の就職活動支援を充実させ

る

◆就職率 100％に向け、以下の内容に取り組んでいる。

①就職対策講座の実施

②企業採用担当者およびサービス分野の役職者に

  よる講演の実施

③夏休み企業訪問の推進

④企業研究セミナーの催行による就職先研究

◆留学生に関しても、留学生対応専任者が希望に

応じた就職支援を行っている。

◆2021年度に就職活動を

行う留学生約６０名に

向けた採用企業の開拓

を続ける

・年度別就職実績

・企業別求人数・受験・内定

状況

特記事項

◆就職率（卒業年度）

・2018 年度     高度科 100% 自整科 99.4%

・2019年度     高度科 100% 自整科 100% 車体科 100%

・2020年度（内定率） 高度科 100% 自整科 99.4% 車体科 100% ＳＳ科 100%

◆トヨタグループへの就職率（卒業年度）

・2018 年度 92.9％、2019 年度 91.3％、2020年度（内定率） 92.8％

◆留学生の国内就職状況（卒業年度）

・2020 年度 国内就職希望者 26 名 求人企業数 41社（第 1希望内定率 100%）

・2021 年度 国内就職希望者 12 名 求人企業数 69社

最終更新日付 2020 年 10 月 30日 記載責任者 教育部 谷川
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

特になし
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【中項目】4－14 資格・免許の取得率

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等

4-14-1 資格取得率

の向上が図られてい

るか

自動車整備士国家資格をはじ

めとして、業界の社会人とし

て必要な資格の取得率向上に

努めている

◆国家資格に関して、２級は取得率 100%であるも

のの、１級は 98.8%。

◆トヨタ技術検定２,３級、ｴｽﾃｨﾒｰｼｮﾝ３級、業務認

定Ｄ級は 100%取得している。

◆各資格試験は試験結果の分析から次年度の対策

授業の進め方を改善している。

（危険物乙４､電気工事士､ビジネス検定など）

国家１級資格 100%合格に向

けた教育課程の改善を行う

・各資格試験結果報告書

特記事項

国家資格取得率

・2017年度 １級自動車整備士68.9％ 2級自動車整備士 100％

・2018年度 １級自動車整備士89.4％ 2級自動車整備士 100％

・2019年度 １級自動車整備士98.8％ 2級自動車整備士 100％ 車体整備士 100％

最終更新日付 2020 年 10 月 26日 記載責任者 教育部 長澤
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

特になし
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【中項目】4－15 卒業生の社会的評価

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 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

卒業生の頑張りや、昇進・昇格

情報を在校生にフィードバッ

クし、学生指導に活かす。また、

当校の教育の至らない点など

は教育改善に反映させる

◆教育課程編成委員会や学校関係者評価委員会の

学外委員より卒業生の評価を確認している。

◆卒業生の技術コンクール出場等の活躍事例を

在校生に紹介している。

◆就職先に対し定期的（４年毎）に卒業生の役職等

調査を実施している。

◆2021年度に４年毎の

卒業生の役職等調査

を実施、学生へのフィ

ードバックを行う

・教育課程編成委員会議事録

・学校関係者評価委員会議事

録

・卒業生の役職等の調査結果

特記事項

◆全国トヨタサービス技術コンクールへ出場した卒業生数

・2016 年度 トヨペット店６名 ネッツ店６名

・2017 年度 トヨタ店１０名 カローラ店８名

・2018 年度 トヨペット店７名、ネッツ店７名

・2019 年度 （地区大会のみの開催）

・2020 年度 （新型コロナにより延期）

最終更新日付 2020 年 10 月 30日 記載責任者 教育部 谷川
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

特になし
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基準５ 学生支援

【中項目】5－16 就職等進路

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 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

学生の適性に応じた就職先に就

職できるよう、支援・指導する体

制を整える

◆就職支援グループおよび担任が、学生の志望

状況の把握および、就職先選択へのアドバイ

スを実施している。

◆就職活動に不安を感じる学生に対しては、管

理職による個別指導体制をとっている。

◆就職試験不合格の学生には、次の進路情報を

迅速に紹介し、面接指導を行っている。

◆企業にお願いし、離職者数・平均勤続年数・

年休取得数など労働実態も積極的に開示し

て、就職活動支援に活用している。

◆留学生の就職支援については、留学生専任ス

タッフを中心に担任および就職担当が連携

して支援を実施している。

対外的なコミュニケー

ションが取れない学生

は不合格となってしま

うため、就職指導方法の

改善や適性に合った就

職先の開拓が必要

・就職希望調査結果

特記事項

◆第１希望内定率

・2018 年度 95.9％、2019 年度 93.5％、2020年度 93.7％

最終更新日付 2020 年 10 月 30日 記載責任者 教育部 谷川
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

国際自動車整備科の学生への就職支援について、従来の留学生以上に手厚い支援が

必要になるのではないかと考えられます。

同科特有の支援を実施、または検討していますか？

早期から就職先を理解させ、接触する機会を設けるため、１年次に留学生専用会社

説明会（学内実施）に出席させています。２年次には夏休み前に留学生専用説明会

に再度出席させる予定です。個人ごとの就職支援は、支援の必要度合いに応じて、

担任、留学生担当、管理職と担当を分けて実施します。
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【中項目】5－17 中途退学への対応

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 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

入学した学生は責任を持っ

て教育し、全員の卒業を目

指す

退学を最小限に留めるよう

な教育を実践していく

◆退学を最小限に留めるよう、以下の施策を実施して

いる。

・成績不振者に対応するための個別勉強会

・担任による保護者への密な電話連絡と書簡送付

・保護者会での保護者との面談

・カウンセラー･保健室でのメンタルケア

なし ・退学願い

・退学の経緯

・個別勉強会対象者ﾘｽﾄ

・担任指導記録

・保護者会案内

特記事項

・退学率…各学科卒業時（留年・転科を除く）

年度 2017 2018 2019 2020(10 月末)

自動車整備科（％） 4.3 3.7 6.0 4.3

高度自動車科（％） 3.9 2.9 6.5 4.3

車体整備専攻科（％） - - 0 0

ｼｮｰﾙｰﾑｽﾀｯﾌ科（％） - - - 0

最終更新日付 2020 年 10 月 14日 記載責任者 教育部 澤田
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

退学率の計算式を教えていただきたい

(退学者数÷入学者数？)
一般的な専門学校の退学率を教えていただきたい

一般的には、"年間退学者÷年度初めの全在籍者"で算出しており、その計算では以下の数字となります。

2019 年度 自整科 2.5%、高度科 1.6%
2018 年度 自整科 2.9%、高度科 1.4%
2017 年度 自整科 1.7%、高度科 1.2%
2016 年度 自整科 2.2%、高度科 1.2%
専修学校各種学校調査統計資料（2017）では、2016 年度の退学率は 6.9%となっています。

当校は学科ごとに、"退学者数÷（入学者数－転科・休学者数）"で管理しており、その値を配布資料に

記載しています。

退学理由が成績不振なのか、メンタル的なのか等の集計は

あるのでしょうか？

退学理由は、５つに分類し集計しております。

＜自動車整備科＞

2018 年度入学生：12 名退学（退学率 6.0％）

学力不足 2 名、進路変更 4 名、経済的要因 1 名、病気 2 名、その他 3 名

2019 年度入学生（現 2 年生）：9 名退学（退学率 4.3％）

学力不足 4 名、進路変更 3 名、病気 1 名、その他 2 名

＜高度自動車科＞

2017 年度入学生（現 4 年生）：2 名退学（退学率 2.3%）

進路変更 1 名、経済的要因 1 名

2018 年度入学生（現 3 年生）：3 名退学（退学率 3.3%）

学力不足 1 名、進路変更 1 名、その他 1 名

2019 年度入学生（現 2 年生）：3 名退学（退学率 4.3%）

進路変更 3 名
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【中項目】5－18 学生相談

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等

5-18-1-1

学生相談に関する体

制を整備しているか

(教育部)

教員が学生の悩みを早期に把

握し、相談に乗る体制を整え

る。

◆担任は役割として学生の個別相談に対応することと

している。

・個別面談は年２回以上実施

◆いじめ把握のアンケートを年２回実施している。

なし ・担任指導記録

・メール相談窓口案内

・いじめｱﾝｹｰﾄ結果

5-18-1-2

学生相談に関する体

制を整備しているか

(総務部)

教員以外に気軽に相談できる

体制を整える。

◆メンタルケアに関しては保健室及び相談室（カウンセ

ラー（臨床心理士））を設置している。

◆メールによる悩みごと相談窓口も設置している。

◆学生相談に総括的に対応できるよう 2019 年度より学

生生活支援センターを設置している。

なし なし

5-18-2-1 留学生に対

する相談体制を整備

しているか

留学生に対して特別に相談で

きる体制を整える

◆留学生専任スタッフを配置し、生活相談・困りごとに

対応している。

更に増加する留学生に

対する体制強化の検討。

なし

5-18-2-2 入学検討の

留学生に対する相談

体制を整備している

か

入学検討の留学生に対して、

出願資格や必要書類、入学後

の勉強等について、相談がで

きる体制を整える。

◆外国人スタッフ、留学生担当を置き相談対応してい

る。

なし なし

特記事項

・看護師１名が常勤で保健室に勤務している

・カウンセラーは非常勤で週２回午後、保健室に常駐している。（必要な場合は別途相談室で面談）

・留学生数(期首) 2020：97人 2019：42 人、2018：11 人

最終更新日付

2020 年 10 月   14日

記載責任者

教育部 澤田

2020 年 10 月   19日 学生部 北村

2020 年 10 月   23日 総務部 秋山/大田
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

特になし
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【中項目】5－19 学生生活

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 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

学生・寮生の負担を軽減

する措置を講じる。ま

た、就学が困難となった

場合においても学業継

続できるように個別対

応を行う。

◆当校独自の奨学金制度、日本学生支援機構奨学金の活用

により学費支援を実施している。

◆学費寮費の月払い制度を実施している。

なし ・学生募集要項

・学費（寮費）延納・分納

許可願い

5-19-2 学生の健

康管理を行う体制

を整備しているか

学校保健安全法に基づ

き学生の健康管理を行

う。

◆保健室に学校医・看護師、相談室にカウンセラーを配置

している。

◆定期健康診断の他、心身の健康管理についての対応を適

宜学生に行っている。

なし

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。

遠隔地から就学してく

る学生のために学生寮

を設置する。また学生食

堂を設置して学生の健

康管理に配慮した食事

提供を行う。

◆432 室（含む女子 7室）の寮を敷地内に併設している。

◆寮監が常駐・宿直勤務（一部警備会社委託）しており快

適な寮生活ができる体制を整えている。

◆学生食堂を設置しており、寮生は朝昼夕 3食喫食でき

る。健康増進法に基づく特定給食施設として栄養管理を

行っており、保健室とも連携し肥満改善など寮生の健康

課題にも取り組んでいる。

◆寮・食堂はコロナ、インフルエンザ等感染症予防対策の

徹底するよう取り組んでいる。

なし ・コロナ対応総括（安全衛

生環境委員会報告）

5-19-4 課外活動

に対する支援体制

を整備しているか

（教育部）

学生が活発に活動でき

るようクラブ活動を支

援する。

◆クラブ事務局を置き、クラブ活動を支援（補助金、顧問）

している。

◆各クラブに積極的な対外試合参加を推奨しているが今

年度はコロナウイルス対応でクラブ活動が出来ている

クラブが少ない

なし ・クラブ活動報告書

特記事項

・2016年度 熊本地震被災学生に対し後期学費減免３名

・2018年度 西日本豪雨被災学生に対し後期学費減免３名

・寮の全面的リニューアル（2011・2012）、フィットネスルームマシン更新（2016）

・2017 年 7月、神戸市保健所長より表彰受賞(「神戸市優良特定給食施設推進事業」)

・2020年度 クラブ数：14、部員数：272名（昨年 260 名）参加率 36.0％

・2020年度 食堂業者見直し変更

最終更新日付 2020 年 10 月  23 日 記載責任者 総務部 秋山/大田

最終更新日付 2020 年 10 月  28 日 記載責任者 教育部 澤田
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

特になし
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【中項目】5－20 保護者との連携

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等

5-20-14 保護者と

の連携体制を構築し

ているか

効果的な教育を展開するには

保護者の支援が有効であり、保

護者との連携を深める

◆保護者に年２回、学生の成績表を送付している。

◆必要に応じて保護者と電話連絡、面談を実施し

ている。

◆2015年度から１年生の保護者会を毎年実施している。

◆2019年度から 3 年生の保護者会を実施している。

2020 年度はコロナウイルス対応で未実施

◆保護者会に参加出来なかった保護者の為に全保護者へ

保護者会の実施内容を書簡にて案内している。

今年度行ったオンライン保

護者会を、遠隔地の方など、

これまで出席できなかった

保護者に向けて実施する

・成績書発送書簡

・保護者会案内

・保護者会報告書

特記事項

・今年度はコロナウイルス対応でオンラインで１年生保護者会を実施。

   担任面談：78組（面談率 36.8％）【昨年 49.3％】

最終更新日付 2020 年 10 月 14 日 記載責任者 教育部 澤田
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

特になし
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【中項目】5－21 卒業生・社会人

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 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

当校卒業後も卒業生に対

し、必要な支援体制を整え、

学校情報提供や支援を行

う。

◆学校新聞を作成し、同窓会を通じて配布している。

◆卒業生相談窓口を設置・案内し、卒業後の悩みごと

を聞く体制を整えている。

◆卒業後３年間、ＬＩＮＥで近況伺いをし、悩みごと

の把握・対応を行っている。

◆国家資格不合格の卒業生に学習支援をしている。

なし ・学校新聞

・学校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの相談窓

口案内

・LINEでの近況伺い

5-21-2 社会人のニ

ーズを踏まえた教育

環境を整備している

か

社会人や企業に対して、状

況に沿った修学支援、学習

支援を行う。

◆社会人が入学した場合に学費の 60％が補助される

「専門実践教育訓練講座」（厚生労働省）の指定を

2017 年度に受けており、ＨＰにて案内している。

◆販売店の高卒新人向けに国家３級取得研修を実施し

ている。

なし

特記事項

最終更新日付 2020 年 10 月  14 日 記載責任者 教育部 澤田
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

「専門実践教育訓練講座」への応募はどれくらいあったのかお聞かせ

ください。→（※1）

販売店高卒新人向け国家 3 級取得研修は何名に実施されたかお聞かせ

下さい。→ (※2)

(※1)2020 年度生 応募者無し          （過去実績は 2018 年度生１名）

(※2)国家 3 級研修 下と同じ

卒業生相談窓口の利用状況は？また相談があった場合、早期退職者への

再就職支援等は行っていますか？

近況報告という形で 2017 年からメールでの窓口を設けていますが、これまで３件の近況報告

のみです。

ただし、卒業後３年目までは LINE で担任から近況報告のお願いをしています。１年目５月の

返信率は約 96％、８月約 72％です（2020 年度）。

近況報告や退職調査で要望のあった求職者には、再就職支援を行っています。

（年間 1-2 件程度）

「販売店の高卒新人向けに国家３級取得研修を実施している。」とのこ

とですが、近年の実績をお聞かせいただきたい。

何名くらい実施されたのでしょうか？また、H２８年の委員会で国家３

級取得研修に関して現在は学校側から採用活動をしておらず、今後販売

店での高卒採用数が増えれば学校側からの採用を考えなければならな

いとありましたが、現状はどのような状況と把握されているのかお聞か

せいただきたい。

2020 年度５名、2019 年度８名、2018 年度６名、  2017 年度９名

県内販売店ではご要望はなく、県外販売店は遠方で入寮も必要ということもあり、ご要望も

ないため現在も１社のみです。

高卒採用した社員を自動車整備科に入学させて学ばせる販売店はあります。

３級取得研修に関しては、現状ご要望があれば対応するという姿勢です。
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基準６ 教育環境

【中項目】6－22 施設・設備等

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 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

分対応した設備・教

材・教具等を整備して

いるか

法令等の基準を遵守し、教

育上の必要性に十分対応

し、かつ、学生が快適に学

習・生活できる環境を整備

し、維持管理を行う

◆一種養成施設および認証工場の設置基準に基づき設

備・教材・教具を揃えている。

◆教育内容、学生数に対して十分な種類と数の設備・教

材・教具を揃えている。

◆技術の進化に対応した教材を計画的に導入している。

◆教材維持管理のための仕組み・役割分担をつくり、確実

に復元および更新計画を立てている。

なし ・一種養成施設変更届

・認証工場変更届

・資産棚卸しチェック表

・教材管理マスター

・不具合教材調査票

6-22-2

教育設備以外にも学

校として必要な施

設・設備等を整備して

いるか

◆施設・設備は計画的な更新、環境の維持管理を行ってい

る。

◆夏の暑さ対策のため 2018 年 6月に実習場にエアコンを

設置している。

更新計画の見直し ・固定資産リスト

・留学生アンケート

特記事項

（2018年度）

・車体整備専攻科準備（塗装ﾌﾞｰｽ １台、ﾌﾚｰﾑ修正機 1基設置）

・実習場１～４階にエアコン設置

・更新教材：ベンチエンジン（1NR：12 台）

（2019年度）

・更新教材：車両（160 系カローラ:12 台）

       ベンチエンジン（1NR：12 台）

（2020年度）

・更新教材：車両（50系プリウス：4台、130 系ヴィッツ：12 台）

       ベンチエンジン（1KD コモンレール：6 台）

・新規購入：車両（RAV4 PHV：１台、LS460スケルトン車両：1台）

最終更新日付
2020 年 10 月 30日

記載責任者
教育部 谷川

2020 年 10 月 23日 総務部 秋山/大田
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

授業の中で常に工具・機器の保守管理の徹底（使用前点検・清掃・給油・

片付け）を導入頂きたい。

授業開始・終了時に工具、使用機器の点検・清掃などはできる限り実施するようにして

おります。現状、機器類への注油（エアツールや可動部分）は担当教員任せになっている

ため、対応を検討したいと考えております。
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【中項目】6－23 学外実習・インターンシップ等

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等

6-23-1 学外研修、

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

学外研修等において、関係

機関と連携を取り、十分な

成果が上がるよう教育体

制・環境を整備する

◆各学科、関係機関と連携を取り、以下のような研修を実施

している。

＜高度自動車科・自動車整備科・国際自動車整備科 2,3 年＞

国１年：日本文化体験

1 年(国 2年)：新入生合宿、名古屋研修

2 年(国 3年)：インターンシップ（除く高）、東京研修

高 3年：安全運転講習

高 4年：インターンシップ、海外研修

＜ショールームスタッフ科＞

1 年：販売店ショールーム見学、名古屋研修

2年：おもてなし研修（東京）、インターンシップ、

安全運転講習

＜車体整備専攻科＞

BP 工場見学、インターンシップ、東京オートサロン見学

なし ・年間ｶﾘｷｭﾗﾑ

・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ依頼書簡

・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ受入連絡票

特記事項

2020 年度は、新型コロナ感染対策として一部を除いて学外訪問を取りやめた。

最終更新日付 2020 年 10 月 30日 記載責任者 教育部 杉原
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《学校関係者評価》

疑問あり・不適切とした理由、

適切の場合は助言・要望等

学校側コメント等

コロナ禍の影響で中止となった学外研修の代替はどのように実施している

か？また、その効果の評価はどうか？

来年度以降も影響は避けられないと考えられる中、外部での学習について

代替案はどのように検討されているのか確認したい。

学外への大人数での移動となるため、代替もほぼ不可能でした。

来年度については、そのタイミングで何が許されているか、コロナの状況など踏まえて判断

します。
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【中項目】6－24 防災 （⇐2018 防災・安全管理を分割）

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 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

法令に基づき体制を整備し

防火防災に努める。

◆防火･防災管理体制を整備し日常の管理を行ってい

る。

なし ・防火・防災管理者選任届、   

・消防計画届、自衛消防組

織設置届

・自衛消防訓練届

◆職場防災隊を組織し、消防訓練及び防災訓練を

各１回／年実施している。

（2009より消防、防災訓練を同日に実施）

◆オープンキャンパスなど休日出勤時に災害が発生

した場合に対応できるようマニュアルを整備し、

防災監視盤に掲示している。

◆地震発生時の初動マニュアルを整備し、防災監視盤

に掲示している。

特記事項

・防災計画に基づく災害を想定した避難訓練の実施（2009 年６月消防法改正）

（火災想定の消防訓練を５月、地震想定の防災訓練１０月に実施していたが、2018より 5月に 1日で実施。但し 2020

年度はコロナのため延期し１０月に実施）

・2020 年 10 月の訓練では、休日出勤時の対応を想定し、総務部に代わり学生部が主体となって訓練を実施。

最終更新日付 2020 年 10 月 23日 記載責任者 総務部/教育部 秋山・大田
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

特になし
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【中項目】6－25 安全管理 （⇐Ｈ30 防災・安全管理を分割）

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等

6-25-1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

・安全管理者を選任、安全

計画の作成・実施・安全衛

生環境委員会を設置し、学

校全体の安全対策を講じ

る。

◆安全管理者を選任し巡視を 1回/月行い、安全作業の

環境を維持、向上に努めている。

◆安全衛生環境委員会を 1回/月開催し、安全計画の実

施進捗管理を行っている。

◆寮監による夜間巡回、警備会社委託、防犯カメラ設

置及び来校者は受付で入校許可証を交付し携行する

よう定め防犯体制を整備している。

なし ・安全管理者選任届

・安全衛生環境委員会議事

録

・職員まるごとハンドブッ

ク

6-25-2 授業等にお

いて学生に関する安

全管理体制を整備し

適切に運用している

か

学生に対して安全に授業を

進めるための環境を整え、

安全作業を徹底する

◆作業安全に関しては以下の教育を行っている。

・導入教育での基礎的な安全教育

・各実習授業ごとの安全作業の教育

・各実習作業の安全見回り点検を実施

◆2018年より「安全が最優先」をスローガンに「安全

の基本５行動」の徹底を図っている。

また、事例に基づく危険予知教育も実施

安全作業教育の徹底は

定期的にチェックし、継

続指導していく

・４Ｓ巡回点検記録簿

・作業注意事項引継ぎﾌｧｲﾙ

特記事項

・2020年度 4～10 月の授業中のケガ 0件（2017 年度 4件、2018 年度 0件、2019 年度 3件）

最終更新日付 2020 年 10 月  14 日 記載責任者 教育部 澤田・谷川
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

特になし



58

基準７ 学生の募集と受け入れ

【中項目】7－25 学生募集活動

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 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

供に取組んでいる

か

対象者が在籍する教育機関に

情報を開示、提供し、当校理

解の促進を図る

◆以下事項にて情報提供に取り組んでいる。

・新学科設置に合わせて学校 H/P をメンテナンスし学校

案内、入試要項を公開

・「学校案内」の高校、日本語学校への配布（西日本）

・高校、日本語学校訪問活動にて情報提供

・高校進学相談会参画

・日本語学校教員向け学校見学会（西日本）

なし ・「学校案内一式」

7-25-2 学生募集

活動を適切かつ効

果的に行っている

か

入学定員を満たすべく、学校

活動の内容を紹介する機会

（オープンキャンパス）等を

通じ、事実に基づく広報活動

を展開する。

◆適切かつ効果的な広報活動を目指し、広報に関わる費用、

ツール、施策を年度ごとに見直しを行っている。

（コロナ対応としてオンライン学校説明会を 4月より実施）

なし ・「学校案内一式」

特記事項

なし

最終更新日付 2020 年 11 月 10日 記載責任者 学生部 北村
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

「オンライン学校説明会」は 4 月以降、何回開催して、どれくらい

の高校生が参加されましたでしょうか。

また、参加された高校生の評価、参加されなかった高校生の不参加

理由など、お答えできる範囲でお聞かせください。

オンライン学校説明会（対面型）は 4 月/3 回、5 月/16 回、6 月/11 回、7 月/6 回、8 月/7 回、9 月/7
回と計 50 回実施。

日本人 74 名、留学生 55 名 計 129 名が参加しました。6 月以降は通常の来校型オープンキャンパス

も再開したためやはりそちらへの参加が増え、オンライン利用は減少しましたが遠方の方には 6 月

以降も利用いただきましたので 10 月以降も 5 回程度/月で継続中です。                                                      
オンラインの評価（アンケート）などは取っておりませんが、オンライン参加者からの出願率はオー

プンキャンパスよりも若干高く出ておりますので我々としては一定の評価をしております。参加され

ない学生の理由は不明です。

当校としては次年度以降も継続を考えており内容の改善充実を図るつもりです。
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【中項目】7－26 入学選考

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 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

入学選考基準を規定で明

確に定め、入学試験要項上

に記載し適切に運用する

◆入学選考基準（編入学も含む）に基づき入学試験を適

切に実施している。

◆環境の変化に即し、入試区分の整備とそれに合わせた

選考基準、入試形態の見直しを行っている。

（コロナ対応として筆記試験を課題提出に変更し、面接

もオンライン面接を導入）

なし ・学生募集要項

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

入学選考に関する実績情

報を正確に管理し、入学後

の授業運営や、財務計画策

定等に反映する。

◆学科ごとの合格数、辞退数を管理し総務部へ連絡⇒財

務計画、予算立案へ反映している。

◆入学者の入試成績を踏まえ、教育部にて入学前フォロ

ーに活用している。

なし ・入試まとめ

特記事項

なし

最終更新日付 2020 年 11 月 10日 記載責任者 学生部 北村
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

入学前フォローでは、何名くらいの学生に具体的にどのようなことを行った

かを差し支えのない範囲で結構ですのでお聞かせください。

2019 年度入学生までは、

入試合格後に送付の選定問題が 35/47 点以下、または入試（数学）が 70 点未満の合格者に

対して、数学の課題学習を送付（月１回）、対面での勉強会を２回実施

2019 年度入学生 73 名対象（勉強会参加者 46 名）

2018 年度入学生 78 名対象（勉強会参加者 36 名）

入学後の学習に十分ついていける学生も含まれていたため、

2020 年度入学生は選定問題 32/47 点以下に変更し、対象者を絞って実施

2020 年度入学生 35 名対象（勉強会参加者 17 名）
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【中項目】7－27 学納金

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等

7-27-1

学納金は環境の変化

に併せ適宜見直しを

行っているか

学校の収支、他校の状況を勘案し

決定する。

◆新たな設備投資（更新を含む）が行える収支計画を前提

に、他校状況を勘案しつつ適宜学費を改定している。

◆経費削減に取り組み学費・寮費及び預り金の低減努力を

行っている。

◆2019年10月の消費税増税にあわせ後期より学費を改定し

た。（全学科・学年）

なし ・学生募集要項

・予算書、決算書

7-27-2 入学辞退者

に対し、授業料等につ

いて、適正な取扱を行

っているか

文部科学省通達に基づき適正に

取扱う

◆３月末までに辞退の申し出があった場合は入学金以外全

額を返金している。

なし ・学則

特記事項

〇2019年度入学生より自動車整備科（２年）・高度自動車科（４年）の学費改定（2007 年度以来の改定）

〇2019年度開設  ・ショールームスタッフ科（２年） ・車体整備専攻科（1年）    

〇2019年後期より消費増税（8⇒10％）に伴い全学科・学年とも学費改定

〇2020年度開設  ・国際自動車整備科（３年）

※各学科とも学納金は募集要項（ＨＰ）に掲載

最終更新日付 2020 年 10 月  23 日 記載責任者 総務部 秋山・大田
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

３月末までの入学辞退者の実績(人数、理由)をお聞かせください。 2020 年度生実績 日本人 11 名（進路変更）、留学生 4 名（進路変更 2 名 経済的理由 1 名

ビザ取得できず 1 名）
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基準８ 財務

【中項目】8－28 財務基盤

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等

8-28-1 学校及び法

人運営の中長期的な

財務基盤は安定して

いるか

・定員確保に努め、単年度収

支黒字の維持に努める。

・中長期的に必要となる施設

設備に必要な資金を留保す

る。

・資金は安全確実な運用を行

う

◆2019年度は単年度収支はマイナスであったが 2020 年

度は学生数増により収支は黒字の見込みである。

◆中長期的に必要な資金は留保できており、安全な社債

等で運用している。

なし ・財産目録

・貸借対照表

・事業活動収支予算・決算書

・資金収支予算・決算書

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

適切な財務運営を行うため

に、収支状況、財産目録、貸

借対照表などについて、分析

を行う

◆毎月、月次決算で予算の執行状況・実績の対前年増減

など報告し主要な財務数値について適宜分析を行って

いる。

なし ・（月次）事業活動収支計算書

・資金収支計算書

・貸借対照表

・日本私立学校・共済事業団の財務集計/分析

資料

特記事項

・28 年度より学校会計基準変更（消費収支計算書⇒事業活動収支計算書）。

最終更新日付 2020 年 10 月  23 日 記載責任者 総務部 秋山・大田
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

特になし
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【中項目】8－29 予算・収支計画

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 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

単年度ごとに事業計画・予

算を立案する。

◆部門毎に事業計画案と年度予算案を立案し、全校で調整を行って

いる。

◆中期計画は、必要なものは予定表を作成・更新し、これに基づき

毎年事業計画・予算立案を行っている。

なし ・部門別予算立案書

・施設設備改善 5か年計画

・事業計画・予算書

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

予算は計画に従って執行す

る。

月次・中間決算により予算/

実績の進捗を適正に管理す

る。

◆毎月、月次決算で予算の執行状況・実績の対前年増減など確認し、

予算計画に従って執行できているか確認している。予算外の案件

が生じた場合は寄付行為等に従って適正に執行管理を行ってい

る。

なし ・月次決算書

特記事項

・2016年度より学校会計基準変更のため、予算書の様式を変更。

最終更新日付 2020 年 10 月  23 日 記載責任者 総務部 大田・秋山
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

特になし
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【中項目】8－30 監査

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 ウ 現状評価 エ 課題と解決方向 オ ウの参照資料等

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

監事及び公認会計士による

監査を実施する

◆監事に中間・期末決算と事業報告を行い監査を受けている。

◆公認会計士による監査を１回／年実施している。

なし ・監事の監査報告書

・会計士監査報告書、

特記事項

最終更新日付 2020 年 10 月 23日 記載責任者 総務部 秋山・大田
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

特になし
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【中項目】8－31 財務情報の公開

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等

8-31-1 私立学校法

に基づく財務公開体

制を整備し、適切に

運用しているか

法令通りに対応し公開を行

う。

◆私立学校法に定める財務情報公開基準に基づき利害関係者が

財務諸表を閲覧できる体制は整備している。

◆職業実践専門課程、高等教育学費支援制度の要件に即して決

算書を学校 HP にて公開している。

なし ・学校 HP（情報公開）

特記事項

・2015年度 職業実践専門課程認定（自動車整備科・高度自動車科）

・2019年度 高等教育学費修学支援制度対象校

最終更新日付 2020 年 10 月  23 日 記載責任者 総務部 秋山・大田
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

特になし
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基準９ 法令の遵守

【中項目】9－32 関係法令・設置基準等の遵守

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等

9-32-1-1

一種養成施設、認証

工場の法令・専修学

校設置基準等を遵守

しているか。教育部

・関係所轄、業界各団体・

企業、高校、保護者等社

会からの信頼を得るよう

法令を遵守する。

・教職員に対し、法令遵守

教育を実施し徹底する。

◆一種養成施設、認証工場の法令や専修学校設置基準に対して、

設備・教育時間数・教員数などを必要要件を満たして運用を

行っている。

なし ・一種養成施設変更届

・認証工場変更届

・学科の設置および収容人数変更に係わる

学則変更届

9-32-1-2

法令・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 総務部

◆各部で法令遵守状況及び届出実施状況を適宜点検実施している。 なし ・遵守しなければならない法律・行政機関

への届出状況調査票（2016 実施）

9-32-2

学校が保有する個人

情報を法の主旨に則

り管理しているか

総務部

個人情報の漏洩は社会から

の信用を失うことになるた

め、慎重に取り扱う必要が

ある。そのため規程を定め、

適切に運用していく。

◆個人情報保護規定を策定し、法令に従い個人情報保護に努めてい

る。

◆外部に個人情報保護方針を公表している。

◆各部で取り扱う個人情報データは、個人情報目録を整備して管理

している。

◆委託業者とは個人情報取り扱いに関する覚書を締結している。

なし ・個人情報保護に関する規程

・個人情報目録

特記事項

・2013年 身障者雇用促進法改正に対応し、H28年４月１名採用

・2013年 学校法人会計基準改正により H28 より決算書の様式変更

・2015年 マイナンバー法施行対応

・2020年 電子制御装置整備の特定整備事業の認証取得

最終更新日付

2020 年 10 月 30日

記載責任者

教育部 谷川

2020 年 10 月  23 日 総務部 秋山・大田

2020 年 10 月  日 学生部 北村
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

特になし



74

【中項目】9－33 学校評価

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 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

実施に係る組織体制を整備し、文

部科学省のガイドラインに則し

て、毎年度実施する。

◆毎年度実施している。

◆当校の実態に即した評価を実施するため、必要に応じて評価

項目の内容を追加・変更・削除する。

なし ・自己点検自己評価報告書

9-34-2 自己評価結

果を公表しているか

ホームページに掲載し公表する ◆毎年度公表している。（7月更新） なし ・学校 HP

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

委員会を設置して、毎年度実施す

る。

◆毎年度実施している。 なし ・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

ホームページに掲載し公表する ◆毎年度公表している。（7月更新） なし ・学校 HP

特記事項

・専修学校は、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする（学校教育法施行規則第６６条、第１８９条）

・専修学校は自己評価の結果を踏まえた関係者による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。（学校教育法施行規則第６７条、１８９条）

・職業実践専門課程の認定要件の 1つに企業等と連携して学校関係者評価委員会を設置し、評価を実施・公開するよう定められている。

最終更新日付 2020 年 10 月  23 日 記載責任者 総務部 秋山・大田

元「9-33 個人情報」を「9-32 関係法令、設置基準の遵守」に

統合したため、学校評価を 9-34 から 9-33 に繰り上げ
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

特になし
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【中項目】9－34 教育情報の公開

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 ウ 現状評価 エ 課題と解決方向 オ ウの参照資料等

9-34-1 教育情報

に関する情報公開

を積極的に行って

いるか。

学生、保護者、関連業界

等広く社会に教育情報

を公開する。

◆学科学年ごとにシラバスを作成、期初に学生へ配布している。

また、学校ホームページにも公開している。

◆学校案内パンフレットや学校ホームページで学校概要・教育内

容・教員等を公開している。

◆新入学生保護者向けに、教育方針、教育内容、担当教員などを

記載した書簡を送付している。

◆2015 年度より情報公開や保護者への教育内容理解のため

新入学生向け保護者会を実施している。

◆自己点検自己評価、学校関係者評価の結果や学校運営情報をホ

ームページで公開している。

なし ・シラバス

・新入学者向け保護者会案内書簡、開催後

アンケート

・保護者宛て書簡

・学校案内、学校ホームページ

特記事項

なし

最終更新日付 2020 年 10 月 30日 記載責任者 教育部 谷川
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

特になし
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基準１０ 社会貢献・地域貢献

【中項目】10－35 社会貢献・地域貢献

《自己点検・自己評価結果》

小項目 ア 考え方・方針 イ 現状評価 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等

10-35-1 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

教育部

学生部

総務部

社会・地域貢献の観点から

可能な範囲で実施する

◆学園祭で地域の方に参加していただけるようなイベントを企画し、実

施している。

なし ・学園祭パンフレット

◆高校に出向き、進路相談会や出張授業に参画し、生徒の進路選択に貢

献している。

なし

◆地域住民、近隣学校の体育授業にテニスコートを貸し出している。

◆2014年度より地域の少年野球チームにｸﾞﾗｳﾝﾄﾞを貸し出している。

◆近隣中学生のトライやるウィーク（職業体験）を受け入れている。

なし

10-35-2 国際交流

に取組んでいるか

（教育部）

留学生の入学を積極的に受

け入れ、資格取得、就職を

果たさせることで国際貢献

する

◆留学生の積極的な受け入れに取り組み、奨学金制度（納付金の一部免

除）も導入している。また、日本語教育の充実のために日本語教師資

格を持った教員を配備している。

◆留学生の国家整備士資格取得および就職は、日本人同様の実績を残し

ている。

◆留学生本国のトヨタへの就職も斡旋している。

◆2019年度より、留学生専任スタッフを配備し、担任および各部署と連

携しながら、留学生の生活支援および就職支援を行っている。

◆2020年度より、３年制課程「国際自動車整備科」を開設し、留学生に

とって入学しやすい学費・教育形態の学科を提供している。

なし

10-35-3 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

学生に社会性を育む教育の

一環として、ボランティア

活動を奨励していく。

◆学校内での献血活動（２回／年）を実施している。

◆寮生は地域清掃活動へ参加している。

なし
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特記事項

・グラウンド、テニスコート２面（うち１面はフットサル兼用）あり

・テニスコートは平日、近隣住民に貸出をしている

・2018.1～9 月実績 145 校の高校の進路相談会に参画

・2019年度献血活動実績 （ ）内は昨年実績

➀学生・職員：275 名（258名）

②学園祭（学生・職員・一般来場者）：台風により実施なし（67 名）

＜2017年:兵庫県献血推進協議会会長（井戸県知事）より感謝状受贈＞

・2019年度トライやるウィーク受け入れ実績：12 名

（伊川谷中学２名、太山寺中学２名、玉津中学２名、長坂中学２名、平野中学２名、夢野中学

２名）

・2018年度 1年選択授業でのボランティア参加：48名

・2020年度はコロナのため、学園祭、トライやるウィークは中止

最終更新日付
2020 年 10 月 30日

記載責任者
教育部 谷川

2020 年 10 月 23日 総務部 秋山/大田

2020 年 10 月 19日 学生部 北村
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《学校関係者評価》

委員からの意見等 学校側コメント等

日本語教師資格をお持ちの教員は何名在籍されてますでしょうか。

また過不足はございませんか。

留学生本国のトヨタへの就職あっせん実績はどれほどでしょうか。

2018 年選択授業でのボランティア活動は具体的に何をされたかを

お聞かせください（選択式でしたら選択項目もお聞かせください）

・現在 1 名（日本語検定対策中は非常勤講師 1 名を追加）

来年度の国際科２クラス化に向けて 1 名契約予定

・中国（中国トヨタ 4 名、一汽トヨタ 4 名、広州トヨタ 2 名、トヨタ自動車研究開発

センター1 名）、ベトナム（ベトナムトヨタ 1 名）の実績あり

・倉敷市真備町での豪雨災害のボランティア活動（2018 年度）

住宅の片づけ（がれきや土砂の運び出し） 8 名

道路脇側溝やがれき置き場の掃除、仕分け 40 名

学生用タブレット端末の導入はいつ頃予定されていますか？

それは１人１台準備されるのでしょうか？参考までにお聞かせ頂き

たいと思います。

1人 1台を考えていますが、導入時期・内容等は検討中です。

4－13就職率について

留学生の国内就職状況（卒業年度）について国内就職希望者が

２０２０年度２６名、２０２１年度１２名と下がっているのは

なぜでしょうか？母国へ帰る学生が多いのでしょうか？

2020 年度：自１年 30名、高３年 1名、内 26名が国内就職（母国 3名、進学 2名）

2021 年度：自１年 19名、内 12名が国内就職（進学 7名）

※国際科開設（１年生 42 名在籍）のため、自整科の留学生数が減少、そのため 2021 年度の

就職対象者数も減少


