令和 2 年 6 月 23 日

令和 2 年度

学校関係者評価報告書
学校法人

立志舎

東京 IT 会計法律専門学校千葉校
学 校 関 係 者 評 価 委 員 会
自己点検・自己評価実施委員会が作成した「令和元年度自己評価表」を基に学校関係者評価を行いま
した。その結果を以下の通り報告いたします。
１．令和 2 年度学校関係者評価委員会
＜評価委員＞（五十音順）
青木

紘人氏：株式会社アルファネット 東日本ソリューションサービス部 ＳＡサポート 3 課

石川

卓希氏：株式会社白洋舎

京葉支店

浦口

剛

教頭

大沼

泰之氏：東京舗装工業株式会社

加藤

雅史氏：株式会社目標管理トレーニング

髙地

優輔氏：社会福祉法人槇の里

塚本

充裕氏：株式会社アトス・インターナショナル

中村

直孝氏：司法書士・行政書士にしき事務所

増田

智光氏：さいたま行政書士合同事務所

代表

山田

悠稀氏：横浜市役所

保育・教育運営課

氏：立志舎高等学校

総務課

係長

管理部
代表取締役

いすみ学園

こども青少年局

支援員
管理部

代表

＜事務局＞
島村

敬一

：東京ＩＴ会計法律専門学校千葉校

校長

鈴木

裕

：東京ＩＴ会計法律専門学校千葉校

教務部課長

内田

高成

：東京ＩＴ会計法律専門学校千葉校

教務部課長

光治：東京ＩＴ会計法律専門学校千葉校

教務部課長

小田島

２．基準項目ごとの学校関係者評価・意見
項

目

評

価

・

意

見

（１） 人事部で貴校の学生の採用面接を担当したとき、ほかの大学や専門学
校生と比べ、将来像をしっかりと捉えていると感じました。今後も将
基準１
教育理念・目標

来を見据えた意欲の高い学生を育成していただきたいと思います。
（２） ゼミ学習は学生にあった学習ができていると考えます。教え合うこと
によってコミュニケーション能力が向上し、それによって面接で自己
表現ができ、就職実績の高さにもつながると感じました。
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（３） 貴校の卒業生は、ゼミ学習で知識の修得をはじめ、コミュニケーショ
基準１

ン能力や積極性なども修得できていると思います。また、官公庁説明

教育理念・目標

会や学内就職セミナーなど実際に働いている人の話を聞く機会など
も人材育成に一役かっていると感じました。
（１） 学園の基本目標は、教務室、事務室、就職相談室、受付などに掲示し
てあり、在学生は常に目にすることができ、入学希望の高校生や保護
者の方にも見られるようになっており、浸透されていると思います。
（２） 職員同士の連絡体制が円滑にとれるような運営組織になっていると
思います。

基準２
学校運営

（３） 人事、給与に関する制度は整備されていると思いますが、現状の雇用
情勢をシビアに捉えて、人材の確保と育成を目的としたプロジェクト
委員会を立ち上げ、採用条件の見直しをしていることで今後に繋がる
と思います。
（４） 情報システムの効率化はもとより、オンライン授業が早い時期から実
現できたのは、普段から情報システムに関する学校職員の意識の高さ
がここに活かされているのではないかと思います。高く評価できるこ
とだと思います。
（１） 外部委員の意見を参考にしながらカリキュラム編成していること、専
門科目、ビジネス、一般教養に関する正しい知識を身につける教育を
行っていることで方針をしっかり策定していると思われます。
（２） 教育理念・人材育成についてですが、各学科で目的・目標をもって教
育を行っている点が良いと思います。
（３） 官公庁説明会や学内就職セミナーで企業からの声を学生にフィード
バックしている点も良いので評価は妥当だと思います。
（４） カリキュラムは企業等や教育課程編成委員会の外部委員の意見を参

基準３
教育活動

考にして定期的に見直しを行っているのは柔軟な対応がされている
と思います。
（５） 専門分野の学習に力を入れるだけではなく、企業と連携して行うキャ
リア教育を取り入れているのが素晴らしいと思います。社会も目まぐ
るしく変化していくので、指導方法については今後も検証を継続して
行って欲しいと思います。
（６） 学生による授業評価アンケートを実施しているので妥当だと思いま
す。
（７） 公務員合格や資格取得など、目標達成のための指導もそうですが、単
位認定が厳正に行われていることは大切だと思います。その中で
GPA の導入は良いことだと思います。

基準４
学修成果

【IT ビジネス学科、経理・情報研究学科】
（１） IT 系企業でも 1 年目に基本情報、3 年目に応用情報、5 年目に高度情
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報を社員に受験させるが、専門学校在学中に難関な資格の合格をする
ことはすごいことだと思います。当社に入社した卒業生は当然、即戦
力で活躍しています。
（２） 合格率が全国平均よりも格段に高いのは、すごい実績だと思います。
就職でも希望の就職が叶えられているのは、学修成果が出ているから
だと思います。
（３） コロナウイルスの影響でも、すぐにオンライン授業などを対応できる
事が、教職員のリテラシーの素晴らしさをあらためて再認識させられ
ました。また、合格速報などで新入社員（卒業生）の名前が載ってい
ますと我々人事サイドでもとてもありがたいことですので今後も継
続してもらいたいと思います。
【会計学科、経理・情報研究学科】
（１） 資格実績・就職実績も高く、特に大手の企業に就職を決めているの
はすごいことです。学生のためにも来年以降も継続して高い実績を
上げて欲しいと思います。
（２） 国際会計基準が入り、学修内容が変化していく中でも、これだけの
高い合格実績を出しているのは素晴らしいことだと思います。

基準４
学修成果

【法律学科、法律社会学科、行政学科、法律研究学科】
（１） 就職は素晴らしい実績だと思います。ゼミ学習等の学修システムが機
能しているからだと思います。実際の現場で本学卒業生が活躍する姿
を見て頼もしいと思います。
（２） 例年通り素晴らしい就職結果です。特に地元の公務員として就職でき
ている人が多いのはとても魅力的だと感じました。
（３） 高い就職率は、生徒一人一人と向き合って指導している結果だと思い
ます。
（４） 私が在学中に先輩の卒業生が来校して、在学生に受験のアドバイスを
してくれる機会がありました。先生だけでなく卒業生も一丸となって
就職に取り組んでいるので、素晴らしい結果が出たのだと思います。
(卒業生)
（５） 様々なタイプの学生が入学してくると思いますが、先生方が生徒一人
一人をよく見て、ていねいに声をかけ、面倒見よく指導していること
で退学率の低減がされているのだと感じました。
（６） このような厳しい状況の中で（コロナウイルス）授業をオンラインで
実施するなど準備も大変だと思います。仕事柄、官公庁に出入りしま
すが、そこで若い方が活き活きとして働いている姿をみますと今後も
高い合格率を継続していただいて学生の夢を叶えて下さい。
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（７） 高校教師の立場から話をしますと、専門学校での指導力がとても高い
と感じています。高校時代にはあまり勉強に向かない学生、生活習慣
基準４

が良くない学生も進学後は見違えるような姿をみると、個々の先生方

学修成果

が、厳しいだけではなく、一人一人の学生に声をかけ指導しているこ
とが大きいのではないかと思います。今後も学生一人一人と向き合っ
て、学生のレベル向上に努めていただきたいと思います。
（１） 官公庁説明会や学内就職セミナー等を実施しており、進路・就職に関
する支援体制が整えられていると感じました。また、学生相談の体制
についても、生徒と先生とのコミュニケーションが密に取れていると
感じました。
（２） 給付型の各種特待生制度や延納制度のほか、国の新しい修学支援制度
の対象校として認定されるなど、様々な支援体制が整っていると感じ
ました。

基準５
学生支援

（３） 課外活動に力を入れているのは、とても良いことだと思います。課外
活動を通して楽しい学生生活を過ごすことによって、クラスメイトと
親睦を深め、思い出づくりには欠かせないと思います。
（４） 学生がしっかりとした学校生活を送るためには、保護者の協力も必要
で、保護者と密接に連携するためにも、年４回の保護者への連絡や保
護者からの問い合わせ対応などをしていることは良いことであると
思います。
（５） 無料でのキャリア教育を高校生に実施しているのは素晴らしいと思
います。
（１）設置基準に従って設置していること、定期的に点検整備を行っている
ということなので、問題ないと思います。

基準６
教育環境

（２） 定期的に防災訓練を実施し、また教職員や学生に、防災に対する意識
の喚起を行っているので、評価は適切であると考えます。
（３） どんなに備えていても、大規模災害等何が起こるかわからないので、
油断せずに防災に対する体制の整備を進めていただきたいと思いま
す。
（１） 私は入学する際、公表されている公務員合格資料を見て、自分の出身

基準７

校の先輩が自分の希望する横浜市に合格しているので安心して勉強

学生の受け入れ募集

でき、今横浜市で働く夢を叶えられました。後輩も公表されている資
料が役に立つと良いと思います。（卒業生）

基準８
財務
基準９
法令等の遵守

（１） ホームページに公開されている財務情報を拝見しました。少子化の中
でこのような財務内容を公表できるのは素晴らしく、財政的に安定し
ていると思いました。
（１） 個人情報について、必要に応じて、学生から了解を得て氏名や出身高
校名を掲載していることから、しっかりとした対策が取られていると
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思います。
（２） 自己点検・自己評価を実施していることが大切です。また、その結果
をホームページに掲載していることは、高校生やその保護者、高校の
基準９
法令等の遵守

進路の先生に進路を考える上でも参考になる情報だと思います。今後
もしっかりと続けていただきたいです。
（３）学園の保有する個人情報を委託業者に取り扱わせる際に、個人情報保
護に関する内容を文書化するなど、運用方法に関して問題はないと思
います。個人情報の取り扱いは厳重に取り扱われていると感じました。
（１） 学園祭などの実施により地域貢献はできていると思いますので、評価

基準１０

を適切にしても良いのではないかと考えます。また、学校開放などは

地域貢献

どこまですすめたらよいかは難しい問題ですが、今後も何ができるか
を検討していただけたらと思います。
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