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「学校関係者評価報告書」の公表について 

 

 本校では、教育や業務の改善を図るべく、継続的に自己点検・評価に取り組んでおりま

す。このたび、更なる教育の質の向上を目指し、高校関係者・保護者・卒業生や地域にか

かわりの深い企業の方々を中心にご意見等を賜り、今後の教育活動や学校運営に反映させ

るべく、「学校関係者評価委員会」を実施いたしました。 

 この委員会での検討内容を「令和３年度 富山情報ビジネス専門学校 学校関係者評価

報告書」としてここに公表いたします。 

 委員会では、多くの貴重なご意見やご指導をいただき、あらためて感謝申し上げる次第

です。今後は、各評価委員からいただいた貴重なご意見、ご助言を真摯に受け止め、より

質の高い教育、学校運営を実現すべく、教職員一同努力してまいります。そして、その結

果につきましては、毎年学園のホームページ上で公表してまいります。 

 引き続き、温かいご支援とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

令和 4年 3月 31日 

 

学 校 法 人 浦 山 学 園 

富山情報ビジネス専門学校 

校  長   能登 一秀  

  



学校関係者評価委員会報告 

 

本校は 22年度より、財団法人 短期大学基準協会が定めた「短期大学評価基準」に合わせ

て自己点検評価を実施している。今回の学校関係者評価は、この基準に加え、文部科学省

が策定した「専修学校における学校評価ガイドライン」を踏まえた内容とした。また、本

校と関係する企業や団体等から学校関係者評価委員を選出し、「令和２年度自己点検・評

価報告書」の内容と「令和２年度自己点検・評価報告書課題」を中心に、教育活動全般に

ついて評価していただいた。加えて、学校の新しい取り組みや学校を取り巻く環境や課題

についても、報告や相談をおこない、学外からの意見と助言を求めた。各委員からの意見

は、校長以下、自己点検・評価に係る担当者が承り、その内容等について要約の上、報告

書として取りまとめた。 

 

 

学校関係者評価委員会 委員 

 

氏   名 所   属 選出区分 任 期 

吉岡 隆一郎 
株式会社文苑堂書店 

代表取締役 会長 
地元企業関係者 2年 

杉本  章郎 
富山情報ビジネス専門学校 

同窓会 会長 
卒業生関係者 2年 

奈呉江 教典 
高岡龍谷高等学校 

校 長 
高等学校関係者 2年 

湊谷 妙子 
富山情報ビジネス専門学校 

後援会 会長 
保護者関係者 2年 

（敬称略）  

 

  



令和３年度 学校関係者評価委員会議事録 

 

 

開催日時：令和 4年 3月 28日（月） 17:30～18:30 

実施会場：富山情報ビジネス専門学校 USP Room3  

 

出 席 者：学校関係者評価委員会委員   

 

委員長 吉岡 隆一郎 株式会社文苑堂書店 代表取締役会長  

委 員 奈呉江 教典 高岡龍谷高等学校 校長 

委 員 杉本 章郎  富山情報ビジネス専門学校同窓会 会長 

（欠席）委 員 湊谷 妙子 富山情報ビジネス専門学校後援会 会長 

 

 

富山情報ビジネス専門学校出席者   

 

能登 一秀  富山情報ビジネス専門学校 校長 

石田 哲也  富山情報ビジネス専門学校  

医療事務学科 診療情報管理士専攻学科 学科長  

学事部 課長 

    藤田 登久  富山情報ビジネス専門学校 学事部 

        

 

議事次第： 

 

1． 校長挨拶 

2． 令和２年度自己点検・評価報告説明 

3． 質疑・応答 

 

 

資料： 

  ・名簿 

  ・委員会規程 

  ・令和２年度 学校関係者評価委員会議事録 

・自己点検・評価報告書 

・2021年度の教育活動及び運営状況について 

（１） 経営基本方針            

（２） 重点目標・活動計画         

（３） 検定合格状況一覧     

（４） 学生募集状況           

（５） 学修成果の可視化について     

（６） 第 53回卒業生進路一覧    

（７） 新学科の開設について      

  



議事録 

 

 

１． 校長挨拶 

 

委員の皆様、ご出席ありがとうございます。 

レジュメに従い、今年度（R3）の振り返りと来年度（R4）の展望を確認します。 

 

 

２． 令和３年度教育活動及び学校運営状況について 

 

 

（１） 令和２年度自己点検・評価報告書について 

 

・評価結果を S（達成度が極めて高い）から  

→ A → B → C → D（実施できていない）まで５段階に記号化し明確にした。 

 

「教育活動」  

資格試験の学習進度にばらつきがあり、学習が遅れている学生を指導する体制が不十

分なので、学習環境確保・学習支援のための「ラーニングセンター」を設置し、補習

授業や個別指導を充実させる。 

 

「学修成果」  

12 月に就職内定率 100％を獲得するためには、それまでのプロセスに細かく毎月の内

定目標を刻み、資格試験と同様、就職に関してラーニングセンターを利用して個別に

弱点補強を行う。 

 

「教育環境」  

VR 機器を導入し新たなプレゼンテーション技術を身につける。新学科の建築・デザイ

ン学科では、CAD用 PC、ドラフター等の専門的機器を設備している。 

 

（２） （R４年度）経営基本方針 ～ 学生支援を軸としたアダプティブラーニングの構築 

 

１． 全体的な少子化は止まらず、富山県の県立高校が４校統廃合される。これに対し

地方の国立大学は定員増、そして地元での就職を推進する「地方創生人材教育プ

ログラム」（COC+R）を実施しようとしている。 

 

２． ビジネス界は AI化、自動化（電気自動車など）へ向かって走りだしている。私た

ちは如何に対応すべきだろうか。 

 

３． 「人生で成功するかどうかは認知的スキルだけでは決まらない。非認知的な要素、

すなわち精神的健康や根気強さ、注意深さ、意欲・自信といった社会的・情動的

性質も欠かせない。学力検査や OECD生徒学習到達度調査などのテストで測定され

る認知的スキルばかりが注目されがちだが、実は非認知的な性質も社会的成功に

貢献している」（2000 年にノーベル経済学賞を受賞したシカゴ大学のヘックマン

の発言より） 

 

４． 浦山学園は非認知能力、とりわけ、素材がない状況から何かを生み出す「クリエ

イティビティ」や、人と人の信用基盤となる情操的感性の「ホスピタリティ」に

注目している。 



アダプティプラーニングとは 

一人ひとりに最適な学習内容を提供して、より効率的に学習を進める方法のこと。  

アダプティプラーニングによって、学習者それぞれによるきめ細かな学習指導が可能

になる。アダプティブラーニングは、教育業界にて IT 技術の活用とともに注目される

ようになった学習方法。 

 

（３） 重点目標・活動計画 

 

１．非認知能力向上に役立つ教育コンテンツの開発。 

２．富山県成長戦略、射水市包括連携協定に関連した学生の地域連携活動を全ての 

学科で計画。 

３．出口（就職先）と一体となった教育プログラムの導入 

→ 若者の地元定着と地域活性化を推進 

４．「私立大学等改革総合支援事業」への取り組み 

 

 

（４） 国家資格・検定合格について 

 

「基本情報技術者試験」合格率の全国平均 40.1％に対して、本校の合格率が 55.2％ 

「イラストレータクリエイター能力認定試験」目標合格率 70％に対して実績が 84.6％ 

 

 

（５） 学生募集状況について 

 

総入学定員 265人に対して、総入学確定者 281人。定員を上回るのは本校史上初。 

  特に情報システム学科は、教務と学生募集職員の連携がうまく行き成果が出た。 

 

 

（６） 就職内定率について 

 

  就職・進学決定者数（138）÷ 就職・進学希望者数（139） ＝  決定率 99.3 ％ 

 

 

（７） 新学科の開設について 

 

2023年４月、データマーケティング専攻 新設！ 

データ分析・活用でビジネスの課題解決につなげる、データマーケター、 

デジタルマーケターをめざす。 

 

  → データマーケティング科目を軸とした「地域課題解決型授業」 

  → 実践的な授業で創造的な課題解決能力やチームワークを身につける。  

 

 

 

 

 

 

 



３．質疑・応答 

 

 

Q 新設の建築・デザイン学科の募集は？ 

A 入学定員 40に対して入学確定者 22名。伸び悩んだ原因の一つは、宣伝・告知の遅れ。 

  さらに、本格的に建築を学びたい生徒は大学の建築科に進むので、専門学校で建築士 

専攻、建築 CAD専攻、測量士専攻に進むメリットをわかりやすく伝える必要がある。 

 

Q 必ずしも全員就職をめざさなくてもいいのではないか？ 

A 希望者全員の就職をめざして学生と共にがんばりたい。 

 

Q 実績合格率の分母は「在籍者数」か「受験者実数」か？ 

A 在籍者のほとんどが受ける試験もあるが、実際の受験者数とずれがあるので 

   実績合格率 ＝ 合格者実数 ÷ 受験者実数 で算出している。 

 

Q インターンシップの受け入れ実態はどうか？ 

A 昨年度はコロナのこともあって受け入れが難しい状況もあったが、今年はない。 

  インターンシップ先で就職する学生も多いので、インターンシップは有用。  

                                    

Q ラーニングセンターでの個別指導で、いかにして学生に目標を持たせるのか？ 

A 半期に１回自分で振り返りをさせ、それを基に担任と面談し、学生本人が自分の成長

を実感できるように導く。同時に、伸びていないとすればその原因をさぐり、解決方 

法を対話の中から見つけ出す。  

 

以上 


