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令和３度 菜園調理師専門学校 自己点検・評価報告書 

  
評価基準：5. 完 璧 4. 優れている 3. 普 通 2. やや劣っている 1. 劣っている 
基準１ 教育理念・目的・育成人材像等 

1-1   理念・目的・育成人材像は定められているか ・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ 評価 ５    

理念・目的及び育成人材像については、学校法人コアトレース法人本部から示された「運営指針」 

及び「運営指針（図解）」に明確に定められており、学則にも明記され、学校案内などにも反映して

いる。 

学園の創設理念「心をこめて 心をつくして 心を伝える」の基、「入れる・育てる・送り出す」の教 

育活動を基軸に、かけがえのない園児・生徒一人ひとりを大切にして、その可能性を伸長し、「豊か 

心の涵養と確かな技術の育成」に努めている。   

1-2  学校の特色はなにか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ 評価 ５    

前述の「教育理念・目的・育成人材像等」で挙げた『心の教育』が最大の特色である。また、コロナ 

ウィルス感染拡大という状況下においても就職率が高く、生徒が希望する職種に就けるよう努力した。  

1-3  学校の将来構想を抱いているか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  評価 ４  

入学生の減少を鑑み、将来に向けて、カリキュラムの見直し、広報体制の強化等を具体的に提示し 

がら、教職員全体に浸透させ進めていく。将来構想については、恒常的に話し合いの場を持ち、明確

にしていく。     

基準２ 学校運営 

2-4  運営方針は定められているか ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ 評価 ５  

運営方針は、学園の運営指針・事業計画に則り、定められている。課題・問題点等が判明した場合に 

は学園及び学校全体で協議の上改善に努めている。令和３年度は、運営方針に従い以下の教育を実践 

した。 

   １．基本方針 

◇「建学の精神」に基づく教育  

◇時代のニーズに応える職業教育の充実及び開拓 

◇教育と経費の調和を図り、健全財政を継続する 

◇新事業の遂行  

◇調理師養成の教育目標を達成 

２．運営に関わる重点計画 

1.職業型実教育の推進による高度な専門技能と人間力を備えた職業人の養成 

2.最良の就職決定を実現するための就職支援の強化 

3.教員の教育力及び人間力の向上と組織の活性化を図る 

4.意欲・資質の高い入学希望者獲得に向けた多面的な生徒募集活動の展開 

2-5  事業計画は定められているか ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・  評価 ５  

事業計画に沿って学園及び学校の教育活動を展開した。事業については、概ね事業計画のとおり執行 

された。 

2-6  運営組織は、機能的に整備されているか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 評価 ５  

運営組織は、「寄附行為」及び「職制及び業務分掌規則」「校務分掌」等に明確に定められ、機能的 

に整備されており、現在のところ大きな問題は生じていない。 

運営に関わる業務の効率化に向け、見直すべき点があった場合には、修正を図っていきたい。 

基準３ 教育活動 

3-7  教育目標、育成人材像は、明確に定められているか ・・・・・・・・・・・・・・・・ 評価 ５  

教育目標、育成人材像については、明確に定められている。基準 1でも示したとおり、学校法人コア 

トレース本部から示された「運営指針」及び「運営指針図解」に則り、学則にも明記され、学校案 

などに反映している。    

3-8  カリキュラムの編成方針は、教育方針に則っているか ・・・ ・・・・・・・・・・ ・ 評価 ５  



２ 
 

カリキュラムの編成方針は、教育方針に則って体系的に編成されており問題はない。これまでの教 

育を検証し、より即戦力となりうる人材の育成を目指している。５分野(西洋料理・日本料理・中国 

料理・給食・製菓製パン)を軸としたカリキュラム構成で指導を行っている。 

3-9    カリキュラムは体系的に編成されているか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 評価 ５ 

カリキュラムは、養成施設としての規定等を遵守し、学則に定める目的を達成するために体系的に 

編成されている。また定期的に見直しも行われている。   

3-10   カリキュラムの実施･評価体制はあるか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ 評価 ５ 

カリキュラムの実施･評価体制は、教務主任（学科長）が中心となりカリキュラム検討委員会で検証 

を行っている。今後も評価・検証を重ね、より充実した教育課程を構築していきたい。 

3-11   授業評価の実施･評価体制はあるか ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ 評価 ５ 

   教員研修を実施し、教員の資質向上に向け取り組んでいる。 

専任教員ならびに非常勤講師の授業内容や評価は、生徒からのアンケートや意見等を参考に改善を

図っている。 

3-12   育成目標に向け要件を備えた教員を確保しているか ・・・・・・・・・・・・・ ・・  評価 ５ 

育成目標達成に向け、設置基準に適合した教員及び要件を満たす講師を全て確保している。また欠 

員を生じた場合にも早急に補充するように努め、法的にも遵守し、常によりよい教員の確保ための 

方策を模索している。 

3-13  教員の専門性は確保されているか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 評価 ５ 

設置基準を満たす教員及び講師の専門性は全て確保している。 

3-14  教員の資質向上はなされているか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・評価 ５ 

内部研修や学外各種研修会にも積極的に参加し、資質向上に努めている。 

3-15   成績評価・単位認定の基準は明確になっているか ・・・・・ ・・・・・・・・・・・ 評価 ５ 

成績評価・単位認定の基準は、学則・学校便覧等に明確に記載されている。 

3-16  資格取得に向けての取組みは確立されているか ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・  評価 ５ 

資格取得に向けての取組みは、しっかりと確立されている。募集要項等にも明記されている。今後 

も検討を重ね、生徒に有用・必要な資格を模索し、さらに充実させていきたい。 

3-17  欠番 

基準４ 教育成果 

4-18  就職率の向上が図られているか ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・   評価 ５ 

就職率向上に向けての取組みを年々強化し、結果として令和３年度の就職希望者の内定率は 100％ 

であった。 

4-19  資格取得の向上が図られているか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・  評価 ５ 

資格取得に関しては、卒業時に生徒全員が目標資格を取得できるよう担任を中心に全教員が取組ん 

でおり、卒業と同時に全員が取得できているのが大きな特徴である。 

4-20  退学率の低減が図られているか ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・ 評価 ４ 

退学率低減の取組みは年々強化している。多様化する生徒が増えている現在は、個別対応の充実を 

基軸にして、学校、生徒、保護者の情報共有化を深め、さらに密接な関係を構築し、退学率の減少 

に努めたい。 

4-21  卒業生・在校生の社会的な活躍及び評価を把握しているか ・・・・・・・・・・・・  評価 ４ 

在校生の社会的な活躍や評価は、把握している。卒業後の状況については、就職先の情報収集を行 

っている。 

基準５ 生徒支援 

5-22   就職・進学指導に関する体制は整備され、有効に機能している ・・・・・・・・・・ 評価 ５ 

就職指導に関しては、生徒への支援体制がしっかりと整備されている。進学希望者がいる場合には、 

担任を中心に個々に対応している。 

5-23   生徒相談に関する体制は整備され、有効に機能しているか ・・・・・・・・・・ ・・  評価 ４ 

日々の教育活動の中で担任が個別の状況を把握し、教員間で必ず情報を共有している。また、保護 

者との連絡も密にしている。心に悩みを抱える生徒が飛躍的に増加し、その悩みも複雑多岐にわた 

るため、教員のみの対応では難しい事例も多くなってきている。 
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5-24   生徒の経済的側面に関する支援が全体的に整備され、有効に機能しているか・・・ ・  評価 ４ 

経済的に支援を要する生徒は、年々増加している。 

公的奨学金の利用はもとより、生徒個々の状況に対応ができるよう、本校独自の特待制度や優遇制

度を恒常的に検討していきたい。 

5-25  生徒の健康管理を担う組織体制があり、有効に機能しているか ・・・・・・・・・  評価 ５ 

健康管理体制については、ほぼ確立されており、問題は生じていない。 

また、入学前に「健康調査書」も提出させており、既往歴やアレルギー等の把握にも努めている。   

5-26  課外活動に対する支援体制は整備され、有効に機能しているか・・・・・・・・・    評価 ５ 

課外活動の面では、放課後・休日等、授業時間以外にも実習室を開放し、便宜を図っている。 

5-27  生徒寮等、生徒の生活環境への支援は行われているか ・・・ ・・・・・・・・・   評価 ５ 

生徒寮は無いが、随時アパート・パンション・下宿等の紹介を行っている。安価で安全性を兼ね備

えた場所への入居が課題。 

5-28  保護者と適切に連携しているか ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・   評価 ５ 

担任・保護者間の連絡を密にすることにより、保護者からの理解はほぼ得られていると思料される。 

また、授業参観や保護者会など、状況を勘案いながら検討したい。 

5-29  卒業生への支援体制はあるか ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・   評価 ４ 

卒業生に対する支援は、卒後離職者の就職支援、コンクール出場に関わる指導・場所の提供等を適 

宜行っている。全体への支援が今後の課題で、職場訪問の機会を増やすことも検討し、卒業生への 

支援を強化していきたい。 

基準６ 教育環境 

6-30  施設・設備は、教育の必要性に十分対応できるよう整備されているか・・・・・・・・ 評価 ５ 

施設・設備については、調理師養成施設の設置基準に関わる関係法令の定めに則り、整備されてい 

る。 

6-31  学外実習、インターンシップ、海外（国内）研修等について十分な教育体制を整備しているか 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・  評価 ４ 

校外実習や宿泊研修は、令和３年度は実施できた面と大幅に内容を変更し実施した。海外研修につ 

いては、現時点ではコロナウィルス感染拡大もあり実施せず。  

6-32  防災に対する整備はされているか ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・  評価 ５ 

防災に関しては、「防火管理規定」「消防組織及び分掌表」等の規定を設け、避難訓練を実施し対応 

している。有事の場合を想定し、教職員全体で初期対応、迅速な誘導と避難が出来るようにしてい 

る。 

基準７    募集と受入 

7-33  生徒募集活動は、適正に行われているか ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・  評価 ５ 

生徒募集活動は、本学基本理念のキーワードである「高潔」に則り、誇大広告・宣伝等を一切する 

ことなく、一般社会の常識に沿って公正・公平に情報を提供し、公明正大な募集活動を展開してい 

る。 

入学生減少の要因を多角的に分析し、学園本部と連携を取りながら教職員全員が協力し、真摯な募 

集活動を展開している。ＡＯ入試も積極的に募集し、他校の比較も重視しながら入試内容も検討し 

ている。 

7-34  志望者等の問い合わせ・相談に対応する体制があるか ・・・・・・・・・・・ ・・  評価 ５ 

志望者等の問い合わせや相談には、学園本部と教職員全員が丁寧に対応している。ホームページは、 

相談機能を充実させ、利用者が有益情報を享受できるよう整備している。学校説明会は定期的に設 

定し対応している。 

7-35   就職・資格取得実績等の教育成果は正確に伝えられているか・・・・・・・・・ ・・ 評価 ５ 

就職・資格取得実績等の教育成果は、過去から直近のデータを基に正確に伝えている。今後は、情 

報提供の内容をさらに吟味し、発信媒体についても検討を深め、多様な媒体の導入も考えていきた 

い。 

7-36   入学選考は、適正かつ公平な基準に基づき行われているか ・・・・・・・・・・・・ 評価 ５ 

入学選考は、厳正に実施し適正かつ公平な基準に基づき行われている。 
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基準 8    財 務 

8-37   中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか ・・・ ・・・・・・・・・  評価 ２ 

「少子化」「補助金の減少」等、教育をとりまく社会情勢は、さらに厳しく私学経営を逼迫している。 

先行き不透明な中で、中長期計画は策定しにくい状況にある。 

このような状況下において、学園の使命を果たしていくためには、社会における価値観の変化やニ 

ーズの多様化に対応する施策を着実にそして敏速に推進していくことが必要不可欠であり、学園の 

英知を結集して経営安定化への基盤を築いていきたい。 

8-38  予算は計画に従って妥当に執行されているか ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ 評価 ５ 

年度予算は、教育現場からヒアリングを行った上で立案され、理事会・評議員会で承認を受けてい 

る。 

8-39  財務について会計監査が適正におこなわれているか ・・・・・・・・・・・・・・ 評価 ５ 

学校の財務に関しては、監査体制がしっかり機能しており、年３～５回実施される監査法人、内部 

監事による監査も適正に行われている。  

基準９    法令等の遵守 

9-40  法令、設置基準等の遵守と適正な運営がなされているか ・・・・・・・・・・・・ 評価 ５ 

法令、設置基準等の遵守については、教育基本法及び学校教育法、調理師養成施設置基準等の関係 

法令を遵守し、総じて適正な運営がなされている。  

9-41  個人情報に関し、その保護のための対策がとられているか・・・・・・・・・ ・・   評価 ５ 

個人情報に関しては、生徒ひとり一人の尊厳を重視し、書面にて保護を誓約しており、厳重にかつ 

慎重に取り扱うよう、教職員全員に周知徹底を図っている。 

「個人情報の保護に関する規定」も整備されており、重要書類の管理は金庫で行い、書類の廃棄は 

シュレッダーを活用するなど注意を払っている。 

ＯＡ機器の取扱いや成績処理に関しては、外部者が閲覧やアクセスできないよう厳重なセキュリテ 

ィーを執っている。 

9-42   自己点検・自己評価を定期的に実施し、問題点の改善に努めているか・・・・・・  ・評価 ５ 

全職員が年度末に点検・評価を実施し、新年度に向けて課題等を整理・改善し、問題点は改善し教 

育力の向上に役立てている。 

9-43  自己点検・自己評価結果の公開はしているか ・・・・・・・・・・・・・・・ ・  評価 ５ 

自己点検・自己評価結果は、ホームページ上で公開しており、問題は生じていない。 

基準 10  社会貢献 

10-44 学校の教育資源や施設を活用した社会貢献を行っているか・・・・・・・・・・・・  評価 ５ 

本学園基本理念のキーワードである「貢献」に則り、社会貢献を特に推奨している。その一環とし

て、農林水産省主催「第 16回食育推進全国大会インいわて」では、県産食材を使用したレシピ提供

ができた。また、中学生、高校生の総合学習等の受け入れも積極的に行い職業理解に繋げた。   

10-45 学校の資源を活用し、生涯学習事業や附帯教育事業を行っているか ・・・・・ ・・  評価 ４ 

学校資源を活用した生涯学習事業や附帯教育事業については、日常的に行ってはいないが必要に応

じて実習室等を貸与している。（技能五輪岩手県予選大会） 

10-46 生徒のボランティア活動を奨励、支援しているか ・・・・・・・・・・・・・ ・   評価 ５ 

生徒のボランティア活動は、人間教育、専門教育の一環として捉えており積極的に推進しているが、 

ロナウィルス感染拡大の影響もあり生徒たちが各種のボランティア活動に参加することは叶わなか 

った。 

10-47 生徒のボランティア活動の状況を把握しているか ・・・・・・・・・・・・・ ・  評価 ５ 

本来であれば、ボランティア活動は、生徒と教職員が一体となって参加しているが、コロナ禍では 

自粛を促している。なお、過去の活動状況はしっかりと把握している。 


