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１ 学校評価の考え方 

(1) 多面的学校評価                  

(2) ＰＤＣＡサイクルを踏まえた学校評価        

 

２ 学校自己評価結果 

(1) 学生評価結果            

(2) 学校自己評価結果          

(3) 学校関係者評価委員会  
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【評価内容例】 

 

 

 

 

 

【評価・分析・考察の工夫】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

社会が求める人材の育成 

即戦力となる人材を育成する専門力教育 自律とモチベーションを養う人間教育 

・専門的な知識・理解の指導 

・実務的な技能の指導 

・職業人として必要なスキルの育成 

・長期インターンシップの実施 

・企業等と連携した教育諸活動の推進 等 

 

・自律性や自立心の涵養 

・協調性や協働性の育成 

・社会規範や礼儀作法の遵守 

・向上心や勤労意欲の喚起 

・権利と義務の適正な行使 等 

自己の職務遂行

の目線から評価 

 

職域の組織的協働

の目線から評価 

組織の一員として

の目線から評価 

 

ｶｽﾀﾏｰである学生

の目線から評価 

多面的な視点で学校評価を実施 

 

・営業目標 

・職務遂行目標 

・職務改善目標 

等 

 

 

・即戦力育成プラン 

・人間力育成プラン 

・営業成果と課題、

対策  等 

・教育内容 

・教育課程  

・学生生活、 

・就職・進学  

・資格取得 等 

 

 

・学修指導 

・進路指導 

・学習習慣 

・資格取得 

・学習環境 等 

自己職務評価 

 

職域協働評価 

 

 

学校改善自己評価 

 

学生評価 

管理職が個人面

談し取組みの評

価と助言 

 

各職域の評価・分析

結果を全教職員で協

議し、対策を共有 

評価・改善が必要

なコアコンピタン

スを重点評価 

学生目線による全

般的な評価 

学 校 関 係 者 評 価 委 員 会 

評 価 結 果 の 公表 



 

 

 

 

 

 

 

ＰＤＣＡサイクルを踏まえた学校評価 

 

 

 

Ｐｌａｎ（計画） 
□経営計画書の策定 

 経営理念、行動理念、人事理念 

□学校経営基本方針の策定 

 教育目標、教育計画、各種事務推進計画等 

□学修指導の重点項目やカリキュラムの策定 

 企業等が参画する教育課程編成委員会の意見を反映 

□改善行程表に基づき改善策を策定・推進 

 

 

 

 

 

Ｄｏ（実施） 
□即戦力となる専門性の育成 

□職業人としての人間力の育成 

□ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ等の指導方法の工夫 

□インターンシップの推進 

□企業等と連携した教員の授業力の

向上 

□資格取得率を高める工夫 等 

□夢をかなえる進路指導の工夫等 

 

 

 

 

 

Ａｃｔｉｏｎ（改善） 
□多面的学校評価結果と学校関係者評

価を踏まえた改善行程表の作成 

□企業等が参画する教育課程編成委員

会で学修指導やカリキュラムの改善

の方向性について検討 

□学科・職域組織自己評価及び教職員

自己評価の改善（次年度目標設定） 

□ 

 

 

Ｃｈｅｃｋ（点検・評価） 
□ＰＤＣＡサイクルを踏まえた多面的学校評価の実施 

・評価①：自己職務評価 

  各教職員が目標達成に向けての具体的な行動目標を設定し自己評価する。 

・評価②：職域協働評価 

職域ごとに人間力や即戦力などに関する組織目標を設定し、協働した取組みの

達成度について自己評価する。 

・評価③：学校改善自己評価 

教職員が学校の教育内容や方法などの改善の必要性について評価する。特に、

コアコンピタンスに重点を置き自己評価する。 

・評価④：学生評価 

学生が教職員の授業・進路指導、学修環境などについて評価する。 

 

□学校関係者評価委員会の開催 

学校自己評価結果を踏まえた改善の方向性についての意見を聴取する。 

・委員：企業関係者、保護者、卒業生、高校関係者等 

□評価結果をホームページ等で広く社会に公表する。 

 

 

 

 



2021年度(令和3年度)
学生アンケート

日本工科大学校



学生アンケートについて

1 目的

本校学生の現況を理解して、次への改善につなげる

2 内容

毎年、同じ時期（１月末）、同じ内容についてアンケートを取る



1-1授業と進路は合っているか

→約70％の学生が「合っている」と解答
「合っているか想像できない」が約15％
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①合っていると思う

②現時点では将来の進路に

合っているか想像できない

③ほぼ合致するがｶﾘｷｭﾗﾑに

は不足を感じる

④入学当初目指していた進路

に進むべきか迷ってる

⑤分からない



1-2新しい知識を習得できたか

→全体の約90％の学生が習得できたと解答
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①習得できた

②ｶﾘｷｭﾗﾑや授業の進め方に問

題があるため出来なかった

③学校の指導体制に問題があ

るため出来なかった

④学習意欲があり努力したが報

われなかったので出来なかった

⑤学習意欲はあったが努力しな

かったので出来なかった

⑥学習意欲を失ったので出来な

かった



1-3目指す資格の数

→90％以上の学生が「適当な数」と解答
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2-(ア)学校生活は充実しているか

→「充実している」が約80％、「充実していない」が近年
減少傾向
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2-(イ)出席率

昨年度より出席率が若干低下。出席率90％以上
の学生が83％。
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2-(ウ)授業参加は積極的か

→約85％の学生が「積極的」に授業参加している
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2-(エ)自主学習

→昨年度とほぼ同様であるが、「授業のみ」が
わずかに上昇し全体の17%
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2-(オ)アルバイトをしたか

→約７０％の学生がアルバイトをしているが、昨年度から
今年度にかけ減少傾向。週平均3.5日、1日平均で5時間
勤務が多い
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3就職満足度

→「満足」が昨年度に比べて減少し、約８０％
「どちらとも」が上昇し約２０パーセント
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4-①窓口対応

→約90％の学生が「適切」と回答し、昨年度より上昇
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→約80％の学生が「適切」と回答

4-②電話対応
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5 学校を紹介したいと思うか

→昨年度より「紹介したい」が減少し、５６％
「どちらとも」が上昇し、３８％
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2021年度 学校自己評価結果概要

実施日：2022年3月7日から11日

評価者：全職員（39名）

学校法人誠和学院 日本工科大学校



学校自己評価

１ 根拠法令（平成19年の学校教育法の改正）
①学校教育法 第42条
・学校運営の評価と改善を図るための必要な措置を行い、教育
水準の向上に努める。

・学校教育法 第133条：43条の専修学校への準用規定
②学校教育法施行規則 第66条～第68条
・自己評価の実施義務と結果公表の義務
・学校関係者評価の実施の努力義務と結果公表の努力義務
・学校教育法施行規則 第189条：66条の専修学校への準用規定

２ 文科省施策での取扱
①職業実践専門課程：学校自己評価、学校関係者評価の義務化
②給付型奨学金制度：給付適用対象校に対して学校自己評価、学

校関係者評価の義務化

３ 文科省の学校評価を推進する刊行物
・専修学校における学校評価ガイドライン（平成25年）
・専修学校版手引書学校評価を活かした質保証・向上」（平成27年）



学校自己評価結果-下段2021年度、上段2020年度
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2021年度学校自己評価の概観

①すべての項目が「概ね良好」と判断できる75ﾎﾟｲﾝﾄ以上である。

②全体平均は86ﾎﾟｲﾝﾄで、10項目とも平均値は80ﾎﾟｲﾝﾄ以上である。

③最も高かったのは、「教育目標は、専門分野の職業教育の特色を示
している」の96ﾎﾟｲﾝﾄである。

④最も低いのは、「教員は、教育活動に対応できるよう配置されてい
る」の76ﾎﾟｲﾝﾄである。

⑤昨年度と比較して最も高くなったのは、教育環境＋５ﾎﾟｲﾝﾄで、特
に情報関係機器の整備が＋10ﾎﾟｲﾝﾄとなっている。

⑥昨年度と比較して低くなったのは、教育活動－１ﾎﾟｲﾝﾄで、ｱｸﾃｨﾌﾞ
ﾗｰﾆﾝｸﾞ、ﾃﾞｭｱﾙ教育、成績評価基準が－４ﾎﾟｲﾝﾄ以上となっている。

⑦教育環境以外で、昨年度も本年度も80ﾎﾟｲﾝﾄを下回ったのは、「社
会人としての礼儀・マナー・生活態度」である。（79p.78p）



改善策を検討する評価項目

４-エ：社会人としての礼儀・マナー・生活態度の向上
・２年連続、80ﾎﾟｲﾝﾄを下回っている。
・即戦力の観点から、社会人スキルを徹底する必要がある。

研修① 教員の「振り返りシート」の見直し

「パブリックスキル＆マナー指導点検表」の改善

研修② パブリックスキル＆マナーを徹底させる方法を検討
〈学校自己評価の提案シートから〉
・大声、走る、食べ歩き等の学生に対して、名前を
確認するなどの指導方法の改善が必要

・徹底したクラス指導と注意掲示をする。
・挨拶指導について全員で協議する。

学科ごとに徹底する方法を検討する。



改善提案事項のまとめ方

研修① 教員の「振り返りシート」の見直し
〈学科〉

・送信したシートを赤文字で修正して提出（紙媒体）（約30分間）
↓〈教務〉
・提案事項をまとめて、新たな教員「振り返りシート」を作成

研修② パブリックスキル＆マナーを徹底させる方法を検討
〈学科〉

・徹底方法を提案。ＰＰ等にまとめ提出（ﾁｬｯﾄﾜｰｸ）（約60分間）
〈教務〉

・同じ内容等をまとめた提案一覧を作成する。
〈全体〉

・提案一覧から2022年度に取り組む方法を決定する。

[検討グループ]（2022年度メンバーで協議）
・建設工学部 ・一級自動車工学科＋企画広報課２名 ・自動車工学科
・車体自動車工学科＋企画広報２名 ・国際自動車工学科
・ＡＩ工学科＋企画広報２名 ・国際ｺﾐｭ＋留学推進２名
・日本語学科＋留学推進２名



2021年度学校自己評価結果 
１ 評価実施日：20022年 3月 7日～11日 

２ 評価者：正規職員 39名 

３ 評価基準とﾎﾟｲﾝﾄ 

Ａ：そう思う（4 ﾎﾟｲﾝﾄ）、Ｂ：おおむねそう思う（3 ﾎﾟｲﾝﾄ）     

Ｃ：あまりそう思わない（2 ﾎﾟｲﾝﾄ）、Ｄ：そう思わない（1 ﾎﾟｲﾝﾄ） 

４ 平均ﾎﾟｲﾝﾄ（ﾎﾟｲﾝﾄ計算方法）:合計ﾎﾟｲﾝﾄ数÷評価人数×25 

５ 自己評価結果(平均ﾎﾟｲﾝﾄ) 

学校自己評価項目 ﾎﾟｲﾝﾄ 

１ 教育理念・目的・人材育成像（５項目）・・・91 ﾎﾟｲﾝﾄ  

ア 学校の理念・目的・育成人材像が定められている 94 
イ 教育目標は、専門分野の職業教育の特色を示している 96 
ウ 育成人材像は、業界のニーズを踏まえて方向づけられている 90 
エ 当校の将来構想は、社会のニーズ等を踏まえて示されている 92 
オ 学校の理念・特色・将来構想などが学生・関係業界・保護者等に周知がなされている 84 

２ 学校運営（12項目）・・・85 ﾎﾟｲﾝﾄ  

ア 具体的な学校運営・経営方針が策定されている 91 
イ 経営計画書の方針に沿って各種の事業計画が策定されている  89 
ウ 意志決定機能である校務運営委員会は、有効に機能している 88 
エ 就業規則、給与規定は整備されている  84 
オ 管理部門、教育部門の法人組織は適切に整備されている 83 
カ 文書決裁システムは、事務推進方法として有効に機能している。 78 
キ 環境整備するため各種の具体的な取組が進められている。 85 
ク 積極的に業務を改善する体制や雰囲気が整えられている 81 
ケ 学校評価は、具体的な学校の課題解決に繋がっている 79 
コ 学生から学校教育について評価する機会を設けている 85 
サ コロナウイルス感染症拡大防止のための取組を行っている 88 
シ 防火・防災に対する体制が整備されている 85 

３ 教育活動（12項目）・・・85 ﾎﾟｲﾝﾄ  
ア 教育理念や法令に沿って体系的にカリキュラムが策定されている 87 
イ 業界のニーズを踏まえた教育到達レベルを確保している 83 
ウ 自然災害や感染症等による休講を補い、所定の学修時間を確保している 92 
エ 授業はアクティブラーニングの手法をとり入れ、実施している。 79 
オ デュアル教育・実践的な職業教育の視点に立ったカリキュラムや教育方法の工夫・開発、

企業内実習などが実施されている 
82 

カ 企業・業界との連携により、カリキュラムの見直しが行われている 84 

キ 学生の学修に対する姿勢・態度の改善を指導している。 82 
ク 教員の授業を評価の実施し、指導方法を改善する取組を進めている 88 
ケ 成績評価・単位認定、進級・卒業判定の基準は明確になっている 83 
コ 資格取得の指導は、カリキュラムの中での体系的に位置づけている 89 
サ 企業・業界等と連携し、外部講師を適切に招聘している 86 
シ 先進的な知識・技能等を修得するための研修や教員の指導力育成など資質向上のための

取組が行われている  
80 



 

４ 学修成果（５項目）・・・87 ﾎﾟｲﾝﾄ  
ア 就職率の向上が図られている 91 
イ 資格取得率の向上が図られている  91 
ウ 退学率の低減に努めている 88 
エ 社会人としての礼儀・マナー・生活態度の向上が図られている 78 
オ 就職先企業等から当校の教育指導の成果や課題について意見を聴 

取している。 
85 

５ 学生支援・学生指導（７項目）・・・85 ﾎﾟｲﾝﾄ  
ア 理解が不十分な学生に対して、補充授業を実施している。 87 
イ 進路・就職に関してきめ細かな指導がなされている 90 
ウ 学生の悩み等の相談に適切に対応している。 85 
エ 学生に対する経済的な支援体制が整備されている 83 
オ 学生の問題行動に対して、迅速に、厳格に指導している 83 
カ 問題行動等のリスクを未然に防止する取組が進められている 81 
キ 学生の学修・生活上の課題について保護者と適切に連携している 84 

６ 教育環境（６項目）・・・80 ﾎﾟｲﾝﾄ  
ア 教員・職員は最も重要な人的教育環境の一つであることを自覚し、模範となる言動に努

めている。 
86 

イ 教員は、教育活動に対応できるよう配置されている 76 
ウ 教室・実習棟は、教育活動に対応できるよう整備されている  78 
エ 情報関係機器は、教育活動に対応できるよう整備されている 78 
オ 備品や消耗品は、教育活動に対応できるよう整備されている 78 
カ 学生寮や駐車場、駐輪場などの施設は適切に整備されている。 82 

７ 学生募集・広報活動（５項目）・・・84 ﾎﾟｲﾝﾄ  

ア 学生募集活動は、経営計画方針に基づき、効果的に行われている 85 
イ 学生募集活動は、学部・学科と適切に連携して進められている  86 
ウ ＨＰやＳＮＳ等のデジタルマーケティング・Ｗeb戦略は強化・充実している 80 
エ 学校の特色ある教育活動を積極的に広報している 85 
オ 高専連携の取組を積極的に行っている 83 

８ 法令等の遵守（４項目）・・・89 ﾎﾟｲﾝﾄ  
ア 法令、専修学校設置基準等を遵守し、適正な運営がなされている  89 
イ 個人情報は厳密に保管し、紛失や漏洩がない 86 
ウ セクハラ・パワハラに関する言動はない 88 
エ 法令違反や社会規範に外れるような行為はない 92 

９ 社会貢献・地域貢献（２項目）・・・87 ﾎﾟｲﾝﾄ  
ア 学校の教育資源や施設を活用した社会貢献・地域貢献を行っている  86 
イ 地元地域に貢献するボランティア活動を行っている 87 

10 国際交流（２項目）・・・87 ﾎﾟｲﾝﾄ  
ア 日本再興戦略に基づき、産業発展の観点から、戦略的に留学の受入と教育を行っている  88 
イ 留学生の生活指導、学生指導、進路指導等について適切な体制が整備されている 86 

合計 60項目・・・平均 86 ﾎﾟｲﾝﾄ  
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会議議事録 

会議名 令和４年度 学校関係者評価委員会 

開催日時 2022年６月７日（火）16：30～18：00 

場 所 専門学校日本工科大学校 

出席者 ＜委員＞（計６名） 

・三木健義（欠席）・上田和則・臼井研二・矢部宰文・富永憲治・北詰央始・森本崇裕 

＜事務局＞（計７名） 

・中農一也・片山俊行・森本徹之・力丸進・古河邦彦・永城孝記・玉村耕 

議題等 [次第] 

１． 開 会 

２． 委員紹介 

３． 議事 

（１） 趣旨説明 

（２） 学生評価結果と改善への取組 

（３）学校自己評価結果と改善への取組 

４． 閉 会 

 

＜配布資料＞ 

・次第・出席者一覧・2021年度学校自己評価結果・課題がある項目への提案・学生アン

ケート（プレゼン内容）・パブリックスキル＆マナー指導点検表 

 

[内容] 

以下、次第に沿って会議が進められた。 

１． 開会 

（理事長）平素よりいろいろとご指導をいただきおかげで順調にいっている。今日はよろ

しくお願いしたい。 

２． 委員紹介 

（片山委員）昨年度に引き続き２年目である。（上記委員を紹介） 

３． 議事 

（１）学校自己評価結果と学生アンケートについて説明 

（片山校長）昨年度の３月７日から 11 日に、教職員 39 名が行った。Ａ：そう思う Ｂ：

おおむねそう思う Ｃ：あまりそう思わない Ｄ：そう思わない、の基準でポイント制に

して、平均ポイントを出して、100％に換算している。ちなみに、この評価項目は、国が専

修学校の学校自己評価に関する調査研究というのを実施している。その中で調査研究をし

た機関が文科省に報告して、文科省の参考基準として定められたものを基にしている。そ

のため、言葉が堅苦しい部分があるがそのままにしている。 
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① 教育理念・目的・人材育成像は、91 ポイントと 90％をこえているので、かなり高いと

考えている。「オ：学校の理念・特色・将来構想などが学生・関係業界・保護者等に周

知がなされている」については、90ポイントを少し切っている。 

② 学校運営は、85 ポイントで 80％をこえているので概ねよいと思う。その中で「ケ：学

校評価は、具体的な学校の課題解決に繋がっている」が少し低い。学校評価がいかに学

校改善につながるかというのは難しい点がある。良い方法があればそのあたりも教えて

いただきたい。もうひとつ「カ：文書決裁システムは、事務推進方法として有効に機能

している」が 78 ％である。決裁システムは進んでいるが、決裁が滞る場合があること

がマイナス点となっている。あとは、80％をこえている。 

③ 教育活動は、85％で、概ね良好である。低いのは、「エ：授業はアクティブラーニング

の手法を取り入れ実施している」アクティブラーニングの推進は、共通理解をしている

が資格するためにどうしても効率よく実施する必要があるので難しいところがある。 

④ 学修成果は 87％。低いのは「エ：社会人としての礼儀・マナー・生活態度の向上が図ら

れている」は 78％。学校としては企業に勤めても恥ずかしくない礼儀マナーの育成に

努めている。 

⑤ 学生支援・学生指導は 85％。高かったのは「イ：進路・就職に関してきめ細かな指導が

なされている」である。 

⑥ 教育環境は 80％。予算が伴うので難しい面があるが全体的に上がってきている。「エ：

情報関係機器」は昨年は 70％を切っていたが上がってきた。WI-FIの整備もできた。低

いのは「イ：教員の配置」。自動車、建設、ＡＩの職員の募集をするが応募が少ない。 

⑦ 学生募集・広報は 84％。いろいろ工夫をして取組を進めている。高専連携についても

ご意見いただきたい。 

⑧ 法令等の遵守 89％。法令違反が無いように適正に進めている。 

⑨ 社会貢献・地域貢献 87％。地域貢献を伴ったインターンシップも進めている。 

⑩ 国際交流 87％。留学生の受け入れを戦略的に行っている。過去２年はコロナでなかっ

たが今、急激に入ってきている。 

Ｐ５の「課題がある項目への提案」については、学校、学部、学科、それぞれにおいて検討

が必要な課題・提案をまとめている。 

Ｐ７は、学生アンケートである。（R3年１月末に実施・留学生以外の全学生に実施） 

授業と進路、知識の取得は 80％をこえ概ね良好。 

Ｐ８、資格の数は 90％以上、学校生活の充実は 80％以上、出席率は昨年より若干低下。90％

以上出席しないと単位認定できない。授業参加は、85％で横ばい。自主学習は、授業のみが

わずかに上昇。アルバイトは、昨年度より減っている。就職満足度は 80％でやや減少。窓

口対応は上昇。電話対応も高いところで横ばい。学校紹介したいはやや減少。 

Ｐ12の改善策を検討する項目は、「4－エ：社会人としての礼儀・マナー・生活態度の向上」

を重点とし、従来からのパブリックスキル＆マナーを見直し取り組んでいる。半年単位で

検討している。 
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（２）意見交換 

（上田委員）初めてで、学校運営の在り方について理解ができていない。先ほどの説明で

は概ね出来ていると思われる。学生アンケートで、「充実している」は高いが、紹介したい

がやや低いので、内容を検討・改善してはどうか。 

（臼井委員）概ね良好でうらやましい。国際交流について、コロナがあけて大量に入国と

あったが、それは自動車か、建築か。 

（片山校長）留学生としては、国際自動車が多い。今日本にわたってきている学生は、日本

語学科で、専門課程を学ぶまでの日本語を学ぶ学生が入ってきている。そこで２年間学ん

で専門課程に上がっていく。 

（臼井委員）高専との連携とあった。先日、清水建設に行っている高校の同級生と話をし

た。高校普通科をでて大学へ行った者より、高専を出て大学へ行った者がねらい目である

と言っていた。ここの専門学校は、どのように高専と連携をしているのか内容を知りたい。 

（片山校長）高専連携は、高等学校と専門学校との連携をさす。 

（森本学部長）我々は、専門学校で職業に直結した学校なので、そのことを高校生に学ん

でいることの面白さを伝える、反対に専門学校の学生は教えることの難しさも踏まえて自

分が社会へ出たらどのように成長していこうかということを考えてもらうための高専連携

を積極的にやっていきたいと考えている。 

（臼井委員）東高等学校は普通高なので座学が中心であったが、実技に基づいて座学をし

て、座学をして実技をするということが、社会に求められている。その友人も学歴でなく

使えるか使えないである、だから、普通科を出た学生より高専を出た学生を取ると言って

いる。まさしく、私たちにとっても専門学校でしていることを語ってもらうことはプラス

になるので、北詰先生に語ってもらうようお願いしたいと思っている。 

 学生のマナーについては、挨拶は先ほどきちんとしてくれた。 

（矢部委員）パブリックスキル＆マナー指導点検表に先生の行動指標が示されていると思

った。本校の学校評価も先生方の評価は、生徒に目標を達成させるためにどういう行動を

とりましたかということが、先生方の評価になっている。生徒が資格を 4 つ取りました、

というのは生徒の自己評価で、それに向けて先生がどのように支援をしたかというのを分

けて評価しているのがよいと思った。 

 本校は、工業高校なので厳しい。髪の毛の長さ、服装等厳しく言っている。ホームページ

に近所の人が言ってるのを載せているが、「兵庫工業高校に行ったらしんどいで、だけど就

職するならあそこがいいよ」ということも載っているので、良いようにとれば、うちは就

職できるという評価と思う。ただ、神戸地区にあるので、服がださい、厳しい、スマホが使

えない、とかあるが、それが逆に就職してから役にたつことかと思う。今厳しくしておか

ないと会社へ行ってから厳しくなるとあれるぎを起こしてしまうので、若いうちに厳しく

するのはよいことかと思う。近くには、割と自由で、スポーツに力を入れてという学校が

あるが、うちは、社会に貢献できる学生の育成を目標にしているので、厳しく、かつ資格を

取らせる。本年度の目標の一つに授業中に寝ないことを目標に挙げている。それに対して

どうアプローチするかについても教師は評価している。 
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（富永委員）評価を見ると立派な結果と思う。息子も楽しく行っているし、２年で自動車

工学を卒業だったが、カスタムまで行かせてくれというので、学校に魅力があるのだなと

思い、今３年来させてもらっている。保護者として聞きたいのは資格の結果である。他校

と比べてどうなのかを聞きたい。その結果が良ければ紹介したいという意見につながる。 

（力丸学部長）今年の３月の結果では、自動車の２級の資格が、39名中２人取れていない。

車体は、９名受けて１人不合格だった。１級は、５名受験し５名合格である。留学生も 21

名が２級整備士を受験し 21名が合格した。何名か落ちているが、できるだけ 100％になる

ように授業以外で残って指導している。 

（片山校長）留学生が 100％というのは２年続けてであり驚きである。 

（森本委員本校）建築の方では、２級建築士、学科と製図に分かれていて、学科は 100％だ

が、製図は今年はイレギュラーな難しい問題が出て、85％ぐらいである。あと、建築で大事

なのは、施工管理といって現場監督になる資格がある。それは、建築、土木とも 90％をこ

えている。造園も 90％である。 

（片山校長）３年前にできたＡＩロボット学科というのもある。まだ、学生数が少ないが、

昨年の卒業生が３名で、そのうち１名が基礎情報を合格して、就職率は 100％だが、あとの

２名は取れなかったという状況である。 

（富永委員）息子は自動車工学にいるが、甥は、ＡＩでお世話になっている。 

（北詰委員）Ｐ８の資格の数には、「90％以上の学生が適当な数と回答」とあるが、自分は

インターンシップの学生指導の立場にあるので、生徒と接する機会が多い。学生の声は、

２級建築士を受ける子は意思が強いが、それまでの１，２年生の間にいろいろな資格を取

ることを課しているが、それを取る意義がどこにあるのかという疑問を持っている子が結

構いる。個人によって進むべき道が違うので、自分にとってはいらない資格なのではない

かと思っている学生は、勉強せずに受けるだけになる。資格はどんな資格でも取っていた

ら良いとは言うが、取るには、時間と労力がいるので、一人一人の人生を真剣に本人に考

えさせて、本人に気づかせないと原動力にならない。だから、学生一人一人から聞いて相

談相手になっているが、どの資格がいってどれがいらないかが、今気になっているところ

である。もう一つは、アルバイトのことで、大工は危険作業なので、前の日にバイトで眠そ

うな時がある。授業なら死ぬことはないが、インターンシップでは、大工は命とりなので、

プロでも気を抜けばけがをする。寝不足は命とりだと教えたい。 

（森本学部長）難しいところである。アルバイトは、制約すると、生活が成り立たない子も

割合いる。深夜のアルバイトは、本校は、勉学優先なので禁止しているが、最近の傾向とし

てローソンなど深夜系が多いので無理やり組まされるというのも聞いている。インターン

シップに行く学生がふらふらで行くのはよくないので、また、個別に言ってもらったらこ

ちらで対応する。 

（北詰委員）目についたときは安全な方に回したりしているが、目につくことが多くなっ

てきているので、気になっている。 

（森本学部長）資格を何のために取るのかというのは、我々の大きな課題と思う。この資

格を取る意味はどこにあるのかを聞かれたときに、教師がきちんと答えられるか。あなた
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の将来はこうだから、この資格はいりますよ、ときちんと落とし込めているかが大事なこ

とであるので、謙虚に受け止めて、学生一人一人と向き合うことがいる。ただ、ちょっと油

断すると何も取らずに卒業する学生がいる。建築を仕事にしようとして入学したのに、施

工管理も建築士も取らない、何を取るのか。これは、入学以前にオープンキャンパスとか

に来る高校生とかに落とし込んでいるつもりではある。入学する前から、この資格を取る

意味を持って入ってきてほしい。それを徹底していきたい。例えば大工で入ってくるのに、

技能検定を受けなくてよいでしょうと、スラっというのはいかがなものかと思う。本来は

ありえない。もちろん入ってからも細かい資格、何のために取るのかとことを教師がきち

んと落とし込める体制をきちんと作っていきたいと、意見を聞いて思った。 

（北詰委員）学生は、３か月たつと考えが変わっていることがあるので、頻繁に聞いてあ

げた方がよいと思った。 

（森本委員）評価の４エのマナーについてだが、自動車の仕事は、作業半分、あとはお客さ

んとの対話で成り立っているところがあるので、礼儀や接し方で最初につまずいてしまう

と、整備士としてしんどいところがある。私もはじめ半年くらいはそうだったので、授業

にそういうところも入れていただけたらと思う。 

（力丸学部長）今は、学校全体として、分離礼をするとか、外部の人に立ち止まって挨拶を

するとか強化している。まだ、途中かと思うが、学校としては継続してやっていく。 

卒業生の森本さんの時は、外部の村野工業の方に来ていただき、連携して教えたりした。

今年は１級の３年生の学生を使って、高校生のものづくりコンテスト（自動車整備）があ

るので、県内から４校の学校から来ていただき、３年生が指導、説明したりして、外部の人

と接する時のマナーの在り方などを取り入れている。継続して取り入れていきたいと思っ

ている。 

（臼井委員）立ち止まって礼をする分離令礼は、私はどちらかというとやりすぎかと思う。 

今日も、入ってきたらこんにちはと挨拶してくれたがそれが言えるのが大事で、東高の学

生は言えないのではないかと思う。学校によっては、大きい声で叫ぶような挨拶を聞くこ

とがあるが、それは違う。本校は、その場に応じた挨拶をしようとしている。廊下で会った

ときは目礼をするというようなのがよいのではないかと思う。 

（片山校長）業界からいうと、挨拶、マナーはどういう様子か。 

（上田委員）かなり昔は、人と話すのが嫌だからこういう技術職に入ったというのがあっ

たが、最近は、言われているようにコミュニケーション能力は不可欠なので、試験でも口

述試験が求められる時代になってきている。それから、最近はＳＮＳを使った説明とか方

法も出てきているので、そういうコミュニケーションの取り方も重要になってきている。 

（臼井委員）挨拶で、先生が挨拶させてるからでかい声で言っているだけの学校がある。

うるさいだけ。相手を察し心開いているよというのが挨拶だと思う。先生がやらせている

だけである。同じように資格も、商業高校がしているが、ちょっとずついっぱい取って満

足する。何が使えるのかを商業の先生に聞いたら、商業簿記だけだと。では、何故それをし

ないか尋ねたら、それは、教えるのが大変で難しいからだという。使えない資格でもいっ

ぱい取ることは、やったあ、勉強やってできたという意味で使うならよいが、努力して報



 

6 

 

われる達成感は１つか２つでよいでしょう。本当に使えるのはこれだが、資格を取ること

はこういう意味があると保護者に言わないといけないと思う。そこははっきりした方がよ

いと思う。それから、工業高校は、今、人気がない。あの天下の〇〇工業が総スカンで、何

故総スカンなのかを考えない受験する者はいなくなる。 

（矢部委員）厳しいこともあるが、工業高校を出たら、就職しかできないのではないか、18

歳で社会へ出してしまう不安が親にはあるみたいである。うちは、ホームページにこんな

に頑張っているというのを作成しようとしている。 

（臼井委員）そうなんですよね。いいものを持っていても、保護者はわが子に早く就職さ

せるより、大学や専門学校へ行かせたい思いがすごく強い。大学行って専門学校へ戻って

くるものもいっぱいいるが。商業にいる時に、黒タイツや、スマホＯＫにするなど少し緩

めたら、増えた。学生はそういう情報は速い。東高では、長期休業中は、コロナもあり制服

を着なくてもよいことにした。18 歳成人で誰でも結婚してよいのに、服ぐらい自分で選ん

で着たらよいだろうと思う。中学校までは、自分で選ぶことをしていない。内申で決めら

れてしまうから。本校へ来ているということは自分で決めてきているのだから、資格も自

分で探して取る子になると思うが。親の立場としてはどうか。 

（富永委員）挨拶の話が出ているが、うるさいぐらいでよいと思う。分離礼もなかなかし

ないと思うが、挨拶をする癖はついている。それで十分と思う。私自身自動車整備工場を

していて、息子の友人が遊びに来る。その時にお客さんと会ったら挨拶をしている。それ

だけでもお客さんは気持ちがよい。ありがたいと思う。 

（片山校長）若い人の意見はどうか。 

（北詰委員）挨拶は大切と思う。しょっぱなが大切と思う。職場でも現場でも大切。コミュ

ニケーションの第一歩は第一印象と思う。挨拶の声が小さい人は消極的な傾向にあるので、

大きい声を出すのは大切と思う。 

（森本委員）診断して保障とか修理の話になった時に、まずお客さんのところに行って話

をするので、その時に、挨拶や身だしなみ、マナーがよくないと話が出来なく悪循環にな

る。 

（片山校長）皆さんが言われているように、躾けるところは躾け、習慣づけるところは習

慣づける、あまり厳しすぎると募集にも影響する、そのあたりを踏まえながら、学生が取

り組んでくれたらと思っている。 

（矢部委員）先日、文科省の人の話を聞く機会があって、デジタルがすごく必要という話

があった。使えるのは当然のこと、適材適所に設置できるところまで勉強させてくだいと

いう話があった。その辺の取組はどうか。 

（片山校長）先日、自動車の幹部の方からデジタル話を聞く機会があった。職員 15名入っ

てきているが、まず、キーボードがさわれない子がいる。実際は、パソコンで効率化や業務

改善をやっているのに使えないのは問題があるという話があった。逆に聞きたいが、高校

の情報の教育課程は変わるのか。 

（矢部委員）ほとんど、プログラミングの方に変わった。キーボードはいらないのではな

いかと思っている。独自のキーボードなので。個人的には、なぜスマホではだめなのかと
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思っている。 

（臼井委員）東大の人の話で、情報を取るだけならスマホやタブレットでよい。あなたた

ちは発信者になって世界に発信するにはこれがいる、量と質が変わってくる、といってい

た。 

（片山校長）高校ではプログラミングの学習に加え、ワードやエクセルを学ぶのか。 

（矢部委員）それは、ツールとして使えて当たり前。アクティブラーニングも教えあうわ

けではなく、自分が深めて脳を活性化させればそれがアクティブラーニングで、どこでも

できるように一人１台にしているので、家でも電車の中でも使えるよう１年生に取り組ま

せているところである。 

（片山校長）それは、工業でのことか。 

（矢部委員）一般校の方がもっとプログラムに偏っている。工業の方は昔から、ゆるい情

報何々というのでしているのでもっと、低いレベルのことをしている。 

（臼井委員）普通科は共通テストで使うから情報をするということ。そのために教員がい

るのに、必要な教員がいない。教えられないから困ってしまう。だから、今、情報の教員の

取り合いである。民間をやめた人で採用試験を受けている人は、なかなか個性豊かなので

教員として難しい、今現場にいる人は校長は絶対に離さない。うちは数学兼情報の免許を

持っている教員の数学は０時間でかわいそうである。 

 

４．閉会 

（理事長）いろいろとご意見をいただきありがとうございました。挨拶は、日ごろから口

酸っぱく言い、入学式の挨拶には必ず入れている。本校は、卒業するとすぐ社会に出ると

いう設定の教育をしているので、当然仕事をするために必要な国家資格は、必ず全員取ら

せる。それから、技術力と人間力、この２本柱でやっているので、先ほどからテーマの挨拶

は重要なことである。授業の始まり終わりの分離礼、廊下での礼、どれだけ徹底できるか

わからないが、学生の中に入っていたらと思う。資格のことも教師がきちんと落とし込ん

でいきたい。今後ともよろしくお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

  


