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第１ 設置者及びマネージメント
基準１ 理念・教育目標
点検大項目総括
●ISI グループの理念
「私たちは、グローバル人材育成のための教育環境の創造を通じて、人々
の夢の実現と国際社会の発展に貢献します」

課題及び改善内容
●International Study Institute 中京の歩み
【第一フェーズ】
2003 年、International Study Institute 中京として岐阜県岐阜市に設立、
定員 100 名からのスタートとなった。

●ISI の教育方針
【国際理解を深める教育―――国際力】
世界各国の学生との異文化交流で「国際交流」を深め、グローバルに活躍
できる人材を育てます。

【第二フェーズ】
2009 年、設置法人を（株）アイ・エス・アイへ変更、翌 2010 年、定員 100
名から 150 名へ増員。受け入れる国籍をアジアのみならず多国籍へ拡大。
【第三フェーズ】
2014 年、教育カリキュラムの全面見直しを行い、宿題、テスト等、学生の
進路に即した（特に非漢字圏の大学進学を意識した）カリキュラム内容へと
変更。

【理解と納得の日本語教育―――日本語コミュニケーション力】
目的に合わせ「読む・聞く・書く・話す」の技能と関連付けながら日本語
運用能力を総合的に高めます。
【社会人としての総合的な力を高める教育―――人間力】
社会や企業の中で自立した一人の社会人として力強く生きていくための総
合的な力「人間力」を学びます。

【第四フェーズ】
2016 年、カリキュラム改訂後の学力向上結果も実績が出てきた。また自動
車系の進路選択者の増加から選択授業の中で中日本自動車短大との連携カリ
キュラムにも挑戦し、進学実績も出た。

●本校の特色は何といっても在校生の多様化にある。2017 年夏には京都への
学校移転を予定しており、このグローバルな環境を活かして日本語コミュニ
ケーション力の養成を行い、社会に貢献する人材の育成を実現できる点が第
一の特色である。

【第五フェーズ】
2017 年、校舎の老朽化と今後の拡大を視野に、校舎の京都移転を決定。教
育カリキュラムの更なる充実と、教育環境の充実を図り、定員 150 名から 225
名へ増員申請中。自己点検・自己評価の結果を踏まえ、中長期ビジョンの策
定を行った。

●本校の将来構想は、学習者と社会の幅広いニーズに応えるための学校運営
をめざし、入口から出口を一貫した理念で経営していく方針である。また大
学・大学院・専門学校、企業との連携を深め、より高い次元でのグローバル
人材育成教育機関を目指した将来構想を持っている。

最終更新日付

1

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

1-1

理念・目的・育成人材像などが明確に定められているか
点検小項目

1-1-1 学校が教育を行
う理念・目的・育成人
材像などが、明確に定
められているか
1-1-2 理念・目的・育成
人材像を実現するため
の具体的な計画・方法
を持っているか
1-1-3 理念・目的は、時
代の変化に対応し、そ
の内容を適宜見直され
ているか
1-1-4 理念・目的・育成
人材像等は、教職員に
周知され、また学外に
も広く公表されている
か

*点検の

進み具合

ア

現状認識・評価等

明確に定められている。

5

5

5

5

具体的な計画・方法を持っ
ている。

理念・目的・行動指針は学
園の普遍的な原理としてい
るため、時代の変化に対応
した内容は中期計画に反映
するようにしている。
教職員に周知され、学外に
も広く公表されている。

イ

アの根拠

ウ

課題とその解決方向

学校が教育を行う理念・目
的・育成人材像などは、当校
のホームページ、入学案内書
に明示されている。

非常勤講師にも浸透させて
いるが、新規採用などもある
ので適宜、それらの意識統一
などを研修などで行ってい
く。
2015 年度から 2017 年度の中 具体的な計画・方法は実行を
期ビジョン戦略マップで、戦 伴わないと意味がないので、
略目標・数値目標を達成する その実行力をきちんと人事
ための KPI を確立している。 評価することで PDCA サイ
クルを循環させる。
3 か年に 1 回時代の変化に対 外国人留学生が多数在籍す
応し、中期計画を立て、本校 る本校であるが、法務省の政
のバランススコアカード、戦 策や社会のニーズなど、常に
アンテナを高く張る必要が
略目標を立てている。
ある。
教職員には学内に理念が記 多言語での学外への公表が
載された額を掲示しており、 必要であり、全世界に発信す
学外には学校案内書・ホーム る必要がある。
ページで広く公表している。

参考資料
学校案内チラシ
ホームページ

『2015 年－2017 年度中
期計画』

『2015 年－2017 年度中
期計画』

学校案内書
ホームページ

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない
総括
課題及び改善内容
理念・目的・育成人材像が抽象的になるのを避けるため、9 項目の行動指針 非常勤講師にも会社理念、目的の浸透を図る方法を検討しなければならない。
を策定し具体的な実践をするようにしている。並びに中期計画では上記の理 随時新しい職員を採用する現場としては、最初だけでなく途中でのそれらの
念等を普遍の原理とし、バランススコアカードに基づく戦略マップに落とし 意識統一をいかに行うか、特に検討が必要だと思う。
込み、戦略目標・数値目標・KPI を明確にし、一人一人の教職員がそれに沿
った形で個人目標を半期ごとに立てるようにし、人事考課を行っている。
*

最終更新日付

2

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

1-2

教育目標が明確に定められているか
点検小項目

*点検の

進み具合

1-2-1 学校の特色とし
て挙げられるものがあ
るか

5

ア

現状認識・評価等

地方都市の特性を生かした
地域国際交流を積極的に取
り入れ、日本人とより交流で
きる機会、日ごろの日本語教
育の進捗を計れる機会を作
ることにより単にテキスト
に沿った勉強のみならず生
きた日本語の勉強をするこ
とが出来る。

イ

アの根拠

日本人との国際交流イベン
トが、1 年間に固定的に 7 回
あり、そのうち 1 回は、公立
の地元小学校との全校生徒
同士による国際交流となっ
ており、地域をあげてのビッ
クイベントとなっている。

ウ

課題とその解決方向

入学してくる期により、国際
交流イベントの大きさに差
があり、全学生が平等にその
特色を体験できるとは限ら
ないこと。
それについては、今後イベン
ト内容の要検討。

参考資料
ホームページ
Facebook

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない
総括
課題及び改善内容
国際色豊かであるという学校の特色を生かし、地域住民との国際交流を通じ、 国際交流の機会はとても多いが、学生の性格によってはその機会を思う存分
生きた日本語指導が出来る、とてもいい環境であると思う。
生かす学生と、そうでない学生の両極化がどうしても顕著に出る。
日本人との交流はどの学生にとっても学習効果が高く、そのような試みをよ
り多く実施できるよう今後も検討していきたい。
*

最終更新日付

3

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

1-3

学校の将来構想を抱いているか
点検小項目

1-3-1 学校の将来構想
を描き、3～5 年程度先
を見据えた中期的構想
を抱いているか

*点検の

進み具合

5

ア

現状認識・評価等

イ

アの根拠

時代の変化に合わせた中期 時代の変化に合わせて 3 年ご
計画を 3 年ごとに策定してい とに中期計画を策定し、そこ
る。
から戦略マップ・戦略目標・
KPI そして個人目標へと落
とし込んでいる。

ウ

課題とその解決方向

特に外国人留学生の進路決
定については年々変化をし
ており、その動きを敏感にキ
ャッチし、募集活動に活かす
スピード感が求められる。

参考資料
『2015－2017 年度
中期計画』

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない
総括
課題及び改善内容
進学したい学生と、そうでない学生のカラーわけをしっかりし、それぞれの
学校の今後の展望を考え、京都への移転を決定した。
岐阜で行ってきた様々な国際交流を始め、各種アクティビティに更に色をい ニーズに合った学生への日本語指導が出来る環境を積極的につくれるよう検
れ、日本文化を様々な形で学生へ提供できるよう、将来的に更に検討したい。 討したい。
*

最終更新日付

4

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

1-4

理念と教育目標が教職員、学生に周知されているか
点検小項目

1-4-1 学校運営方針は
きちんと教職員に明示
され、伝わっているか

*点検の

進み具合

4

ア

現状認識・評価等

イ

アの根拠

職員会議、講師ミーティング 職員会議、講師ミーティング
等で共有されている。
等で議事に上げ、それについ
て話している。

ウ

課題とその解決方向

話はしているものの、認識と
して甘い部分があるためも
う少しやり方を検討すべき
だと思う。

参考資料
『2015－2017 年度中期
計画』
講師ミーティング資料

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない
総括
課題及び改善内容
毎年、年に 2 度行われる全社会議の決定事項を常勤職員だけでなく、年 4 回 そのミーティングに欠席する非常勤講師や途中入社の非常勤講師に対しての
行う非常勤講師ミーティングの際に、非常勤講師に対してもしっかりと落と 共有に話すタイミングにより温度差が生まれる。また、進捗の確認など意識
し、学校として同じ方向を見て学生指導ができるよう、情報共有に努めるよ して行っているが、それぞれの講師のキャリアによって受け取り方がずいぶ
ん違っているように思われる。この点を今後どのように指導を入れるか、更
うにしている。
に検討が必要だと感じる。
*

最終更新日付

5

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

基準２ 組織
点検大項目総括
○組織体制については、設置代表者及び経営担当は基準要件に適合しており
事業規模に応じた組織体制になっているが、言語対応可能な組織になってい
ない。言語については、在籍学生の先輩学生に通訳を頼んで行っている現状
がある。せめて国籍比率の高い言語対応者の採用を検討しなければいけない
と感じる。
○教員組織については、校長、主任教員及び教員は基準要件を備えており、
職務内容及び責任と権限が明確に定められてはいるし、職務分掌と責任がス
テージごとに明確にされている。ただし、職員自体がその責務を完全に理解
し業務を行っているか？という部分で認識が甘い部分がある。
○事務組織については、生活指導責任者、入管事務担当者等を含む各業務の
担当者が特定され、その職務内容及び責任と権限、承認プロセスが明確に定
められている。各業務の担当者が学生及び教職員に周知されているため、学
生は混乱なく職員に相談できる体制となっている。また、入管申請取次者、
防火防災管理者も設置し然るべき届出、対応を滞りなく行っている。
○採用と育成については、日常的に非常勤講師の採用は行っているが、有資
格者での採用にはこだわっている。また、育成についても雇いっぱなしには
せず、常に上のレベルを目指し各種研修会などを実施している。人事考課も
常勤のみでなく非常勤講師に対してもしっかりと制定されており、それぞれ
が頑張れる体制となっている。

課題及び改善内容
○言語対応者が不足しているため、この点に関して積極的に改善していかね
ばならないと考える。
○それぞれの職員の基準要件をきちんと備えてはいるが、それぞれが自分の
権限の把握がきちんとされているか、また、上のステージになるための努力、
上長からの指導が徹底されておらず、後追いとなっている。人事考課の仕方
の勉強会を主任レベル以上では行っているが、一般職員まではしていないた
め、この辺りもしっかりと全職員が理解できるよう、指導することを考えた
い。
○勤務人数が少ないため、すべての作業を一通り全部出来る職員が何でも学
生からの質問を受け答えでき、学生の満足度には繋がっている。
しかし、教務が事務を、事務が教務を、それぞれの仕事内容が分かっていな
い部分で溝があり、この辺りが解決するともっとスムーズに仕事が運べると
感じる。
○採用した職員が気持ちよく勤務できるように環境を整えてはいるが、非常
勤講師一人ひとりが何を考えて、学校のために授業をするのか、意識統一を
図る試みはしているが、完璧ではない。この辺りを共有することでもっとい
い学校作りが出来るのではないかと考える。

最終更新日付

6

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

2-1

組織体制
点検小項目

2-1-1 設置代表者及び
経営担当は基準要件に
適合しているか
2-1-2 事業規模に応じ
た組織体制になってい
るか
2-1-3 受入れする学生
の言語対応可能な組織
になっているか

*点検の

進み具合

ア

現状認識・評価等

イ

アの根拠

ウ

課題とその解決方向

参考資料

基準用件に適合している。

法務省 HP,また(一財)日本語
教育振興協会の基準に基づ
いて選定している。

特になし

日振協申請書類

基準要件に適合している。

法務省 HP,また(一財)日本語
教育振興協会の基準に基づ
いて選定している。

今後増員検討をすることに
なる場合、準備基準にあった
人事体制にすることを随時
検討する。

人事組織図

十分とはいえない。

多国籍の学生在籍となって 不足している部分の補充は
いるが、それぞれの国の言語 検討する。
が話せる職員が不在である。

人事組織図

5

5

2

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない
総括
課題及び改善内容
今現在の定員に対して、職員は充足している。職員は長期間雇用されている 今後、組織を大きくする予定であるため、随時、新入社員に対しての研修を
十分な経験者であり、様々な対応が出来る。
含め、今の学校質を落とさないための努力を随時するべきであると考える。
*

最終更新日付

7

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

2-2

教員組織
点検小項目

2-2-1 校長、主任教員及
び教員は基準要件を備
えているか
2-2-2 校長、主任教員、
専任教員及び非常勤教
員の職務内容及び責任
と権限が明確に定めら
れているか

2-2-3 職務分掌と責任
がステージごとに明確
にされているか

*点検の

進み具合

ア

現状認識・評価等

アの根拠

ウ

課題とその解決方向

参考資料

法務省 HP,また(一財)日本語
教育振興協会の基準に基づ
いて選定している。

新規採用時も基準に該当す
る職員の採用を心がける。

日振協提出書類
入管提出書類

責任と権限が、明確に定めら 社内で行う人事考課にもそ
れている。
れぞれの役職に伴う職務内
容の範囲が明示されている。
ま た 、 社 内 シ ス テ ム
（E-System）
、職務分担表に
も役職ごとの権限が定めら
れている。

時代、また学校規模による職
務権限を随時見直し、職員へ
の共有を図っていかねばな
らないと感じる。

非常勤講師マニュアル
職務基準書
人事評価表
AF システム

ステージごとに明確にされ
ている。

時代、また学校規模による職
務権限を随時見直し、職員へ
の共有を図っていかねばな
らないと感じる。

職務分担表
人事評価表

基準要件を備えている。

5

5

イ

5

社内で行う人事考課にもそ
れぞれの役職に伴う職務内
容の範囲が明示されている。
ま た 、 社 内 シ ス テ ム
（E-System）
、職務分担表に
も役職ごとの権限が定めら
れている。

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない
総括
課題及び改善内容
それぞれ、決められた基準要件を備えた職員を在籍している。それぞれの役 それぞれの役職の職員が自分の役割をよく理解しており、自分の職務権限内
割もしっかりと社内的に職務基準も決められている。ステージも明確にされ での職務にしっかりと当たっている。経験者もとても多くなったので、今後
ており、組織的に経験を積んで上のステージになれる社内システムにもなっ はその経験を生かし、さらに上の立場での仕事が出来るよう、研修などソフ
トの面の検討が必要だと思われる。
ている。
*

最終更新日付

8

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

2-3

事務組織
点検小項目

2-3-1 生活指導責任者、
入管事務担当者等を
含む各業務の担当者
が特定され、その職務
内容及び責任と権限、
承認プロセスが明確
に定められているか
2-3-2 各業務の担当者
が学生及び教職員に周
知されているか

2-3-3 入管申請取次者、
防火防災管理者を設置
しているか
2-3-4 職務分掌と責任
がステージごとに明確
にされているか

*点検の

進み具合

ア

現状認識・評価等

ウ

課題とその解決方向

参考資料

法務省 HP,また(一財)日本語
教育振興協会の基準に基づ
いて選定している。

常勤職員は特に全員が出来
ないといけないと考えるた
め今後ジョブローテーショ
ンを含め経験させる検討が
必要。

それぞれにしっかり周知さ
れている。

入学式、オリエンテーション
で職員紹介をしっかりと行
い、学生に周知している。教
職員に対しては講師ミーテ
ィングで周知している。
それぞれ、しっかりと講習を
受け、その担当者が届出を行
い職務についている。

周知はしていても、特に学生 業務分担表
が分かっていない場合があ
るため、周知方法を今一度検
討する必要がある。口頭周知
で書面ではないため要検討。
初回講習を受けっぱなしに 入管申請取次者証明書
なっているため、適宜講習の 防火防災管理者修了書
受けなおしをして意識を薄
くさせない努力が必要。

職務分担表に明示されてい
る。

今に満足せず、適宜見直しが
必要。

それぞれに設置している。

5

5

アの根拠

基準要件を備えている。

5

5

イ

明確にされている。

*

日振協提出書類
職務分担表

職務基準書
人事評価表

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない

総括
それぞれ、しっかりと担当者が設置されている。その職務内容についてもよ
く理解しており、学生たちを生活の面からサポート出来る体制になっている
と思う。

課題及び改善内容
生活指導者、入管事務担当者等、学生の生活に絡む人事についてはしっかり
と明確に役割が決まっている。しかし、この仕事は学生にとっては非常に重
要な担当者であるため、役割についていない職員でも一通り担当できるよう、
常に意識しながら体制を再検討するべきである。そのためにはジョブローテ
ーションを積極的に行い、全員が当たれるよう努力すべきである。
最終更新日付

9

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

2-4

採用と育成
点検小項目

2-4-1 教職員の採用制
度は整備されているか
2-4-2 学校運営に必要
な人材の確保と育成が
行われているか
2-4-3 人事評価制度は
整備されているか
2-4-4 昇進昇格制度は
整備されているか
2-4-5 賃金制度は整備
されているか

*点検の

進み具合

ア

現状認識・評価等

ウ

課題とその解決方向

参考資料

適性検査
資格証の確認など

未経験者の採用時、本人の仕
事に向かう姿勢で判断する
が、人により曖昧である。

社内申請手順一覧

行われている。

求人、採用活動
採用後の研修システムが整
備されている。

研修システムはあるが、全員
が全部参加できているわけ
ではないため今後、方法につ
いては要検討。

人材育成計画（管理部）

人事評価制度は整備されて
いる。

人事評価制度

昇進昇格制度は整備されて
いる。

人事評価制度

4

4

アの根拠

ある程度整備されている。

4

4

イ

評価基準の見直しの定期化
と内容検討は必要であると
感じる。

賃金制度は整備されている。 人事評価制度と給与規定

4
*

人事評価規定
給与規定
非常勤講師報酬制度

評価基準の見直しの定期化
と内容検討は必要であると
感じる。

人事評価規定
給与規定
非常勤講師報酬制度

整備はされているが、時代に
合わせ随時見直し等、検討が
必要。

人事評価規定
給与規定
非常勤講師報酬制度

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない

総括
ISI グループの人事評価および賃金制度は労働基準法に遵守した制度となっ
ており、十分整備されている。またグループウェアでも人事規定が閲覧可能
となっており透明性がある。

課題及び改善内容
人事評価についての見直し等、勤務者のモチベーションに繋がる部分である
ため、随時見直し改訂を検討しながら、働く環境の整備をさらにしていかね
ばならないと感じる。また、非常勤講師の評価制度の一部見直しが必要なた
め、グループ校で改善点について協議が必要である。
最終更新日付
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2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

基準３ 財務
点検大項目総括
財務状況ついては、学生数も増えており、将来に向かって更に大きく展開す
る予定であるところから、長期的に学校の財務は安定しているといえる。予
算・収支計画もしっかりと立てられており、毎月の幹部会議で予算乖離もし
っかりと報告されている。
会計事務所に会計監査を委託しており、適正な収支管理と責任体制が明確に
なっている。

課題及び改善内容
本校は 2017 年に移転及び定員数 225 名に増員予定であり、校舎の収容定員
からみても、短期生の受け入れ及び収容定員の更なる増は経営として早期に
進めたい計画となっている。学校の安定した運営のために、今後は財務を含
む現場の適正な監査を組織的に行っていきたい。

最終更新日付

11

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

3-1

財務状況
点検小項目

*点検の

進み具合

3-1-1 中長期的に学校
の財務は安定している
といえるか

ア

現状認識・評価等

イ

アの根拠

3-1-3 財務について会
計監査が適正に行われ
ているか

5

課題とその解決方向

参考資料

学生数も増えており、将来に
向かって更に大きく展開す
る予定である。

岐阜で終了後、京都へ増員を
同時にしながら移転する予
定。

増員・移転することで校舎も
リニューアルし、今後 5 年
10 年後を見据えた経営をす
るために、今投じる必要経費
を十分に回収できる学校運
営をしなければならないと
考える。

決算書

年に 2 度行われる全社会議と
毎月行われる幹部会議にて
会社の予算・収支計画につい
て、常に報告をしており現状
把握が出来ている。

それぞれの会議報告にて現
状の報告、把握を幹部で行っ
ている。

予算乖離±１０％での報告
をしているが、その内容の妥
当性の照合がしっかりされ
ていないため、今後それをど
の部門でするのか、検討が必
要。

予算書
予実乖離分析報告

適正に行われている。

各部門にて処理されたもの
を本社で一括処理、その後会
計事務所を通じ完成させ、社
員に対してある程度ディス
クロージャーされている。

会計監査は会計事務所に委
託し行っているが、実態の妥
当性確認に関しては現場に
監査を入れ詳細確認を行う
などの対応が今後は必要。

会計監査報告書

5

3-1-2 予算・収支計画
は有効かつ妥当なもの
となっているか

ウ

4

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない
総括
課題及び改善内容
会社の全部門が留学生を増やす検討をしているところで経営状態は安定して 財務について、無駄を徹底的に省く検討を非常勤講師まで浸透させているの
いるといえる。学生数が増えるに伴い、10 年先を見据えた予算立案が必要で はいいが、物の支出を削るところで人的費用がかさむなど、事務の省略化を
あり、さらに大きな設備投資を控えているため、その点については更なる詳 同時にもっと検討せねばならないと感じる。
細の試算が必須となると考える。
*

最終更新日付
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2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

基準４ 教育環境
点検大項目総括
○校地・校舎に関しては、築年数も古く、耐震補強もされていないところか
ら、地震などの対応は心配している。それも含め今後、京都へ移転すること
が決定しているため、対応していけるようにしたい。
○施設・設備は概ね適合している。非常階段の補修や、図書の整備が遅れが
ちとなっていたが、この度京都へ移転することになったため、この点につい
ても改修工事などで対応したいと考える。

課題及び改善内容
○校地・校舎、施設、設備に関しては京都へ移転に伴い、不足分を充足する
予定でいる。

最終更新日付

13

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

4-1

校地・校舎
点検小項目

4-1-1 教育機関として
適切な位置環境にある
か
4-1-2 安定的に教育活
動を継続するための校
地校舎が整備されてい
るか
4-1-3
校舎面積は基準
に適合しているか

4-1-4 防災に対する体
制は整備されているか

*点検の

進み具合

5

2

5

2

ア

現状認識・評価等

イ

アの根拠

ウ

課題とその解決方向

参考資料

教育機関として適切な位置
環境にある。

法務省 HP,また(一財)日本語
教育振興協会の基準に基づ
いて整備している。

特になし

HP

安定的に教育活動を継続す
るための校地校舎が整備さ
れている（移転予定）。

校舎の老朽化に伴い、京都へ
移転する予定。

移転後、校舎をリフォームし
新規開校の予定。

HP

校舎面積は基準に適合して
いる。

法務省 HP,また(一財)日本語
教育振興協会の基準に基づ
いて整備している。

特になし

校舎図面

移転後、速やかに計画書を提 校舎の老朽化のため非難階 移転後、校舎をリフォームし
出予定。
段が使用禁止となっている。 新規開校の予定。

特になし

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない
総括
課題及び改善内容
岐阜の校舎の老朽化もあり、大規模工事になる想定で社内で検討してきたが、 防災に対する意識統一は、当初よりしっかり整備し、勤務する職員並びに学
この度、京都へ移転、校舎をリニューアルし新規開校する運びとなる。
生にしっかりと周知できる体制を検討していかねばならないと考える。
*

最終更新日付

14

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

4-2

施設・設備
点検小項目

4-2-1 教室・その他施設
は基準に適合している
か

4-2-2 教室内は十分な
照度があり換気がなさ
れているか

4-2-3 すべての教室は、
教育上必要な遮音性が
確保されているか

4-2-4 授業時間外に自
習できるスペースが十
分確保されているか

4-2-5 教育、学生数に応
じた図書やメディアが
整備され、利用できる
環境になっているか

*点検の

進み具合

5

ア

現状認識・評価等

2

アの根拠

ウ

課題とその解決方向

参考資料

日振協の実地審査に合格し
ているため、適合していると
判断している。

法務省 HP,また(一財)日本語
教育振興協会の基準に基づ
いて整備している。

移転後、校舎をリフォームし
新規開校の予定。

日振協提出書類

照度・換気ともに問題がない
と判断している。

法務省 HP,また(一財)日本語
教育振興協会の基準に基づ
いて整備している。

移転後、校舎をリフォームし
新規開校の予定。

校舎図面

遮音設備は施していないが、 法務省 HP,また(一財)日本語
周囲が田舎であるためとて 教育振興協会の基準に基づ
も静かである。
いて整備している。

移転後、校舎をリフォームし
新規開校の予定。

特になし

現行校舎では十分とはいえ
ない。

1 月期、学生数が定員いっぱ 移転後、校舎をリフォームし
いになると空き教室がなく、 新規開校の予定。
自習スペースがロビーのみ
であり十分だとはいえない。

校舎図面

現行校舎では十分とはいえ
ない。

十分な量があるとはいえな
い。

日本語教育関係図書の
蔵書目録
移転の際に購入の図書
購入目録

5

3

イ

2

15

移転後、校舎をリフォームし
図書スペースをしっかり確
保する予定。それに伴い図書
数も十分な量にする予定。

4-2-6 視 聴 覚 教 材 や
ICT 教育の設備が整備
されているか
4-2-7 教職員の執務に
必要なスペースは確保
されているか

4-2-8 学生数に応じた
トイレが設置されてい
るか

4-2-9 法令上必要な設
備等が備えられている
か

4-2-10 廊下、階段等は、
緊急時に危険のない形
上であるか

されていない。

今現在は十分とはいえない。 移転後、校舎をリフォームす
ると共に ICT 設備も整備す
る予定である。

ICT 設備リスト

十分とはいえない。

教員数に対して十分とはい
えない。

移転後、校舎をリフォームす
る際に必要スペースを確保
する予定。

校舎図面

建物の基準に応じたトイレ
は設置されている。

法務省 HP,また(一財)日本語
教育振興協会の基準に基づ
いて整備している。

移転後も必要数確保する予
定。

校舎図面

日振協の実地審査に合格し
ているため、適合していると
判断している。

法務省 HP,また(一財)日本語
教育振興協会の基準に基づ
いて整備している。

移転後も基準に基づき整備
する予定。

日振協提出書類

危険のない形状である。

法務省 HP,また(一財)日本語
教育振興協会の基準に基づ
いて整備している。

移転後も基準に基づき整備
する予定。

日振協提出書類
校舎図面

2

3

5

4

2
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4-2-11 バリアフリー対
策が施されているか

実施されていない。

施されていない。

全館がバリアフリーとはな
っていない。

校舎図面

今後は業者も入れてますま
す管理する予定。

学生満足度アンケート
結果

1

4-2-12 校内の清掃状況
は管理が行き届いてい
るか

校内の清掃状況は管理が行
き届いている。

年２回の学生満足度アンケ
ートで高評価を得ている。

5

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない
総括
課題及び改善内容
施設、設備については、田舎であるという環境で勉強にふさわしいとてもい リフォームするに際して、今までの不具合をしっかりリフォーム材料として
い環境であると思う。教室は広く学生にとってはいい環境であるが、職員ス 検討する予定である。
ペースについては少し手狭である。今後は京都へ移転し、教室も職員も席を
確保できるスペースをしっかり検討し、リフォームする予定である。
*

最終更新日付

17

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

基準５ 安全・危機管理
点検大項目総括
○健康・衛生について、学生の健康診断は入学前に指導し、させてからの来
日を指導しているが、日本に来日後は、結核健診をするにとどまっている。
今後は、定期的に行うよう、検討したい。
また、国民健康保険の加入も長期進学者に対しては徹底して行っているが、
非進学者に対しては任意としている。この状況が妥当かどうかを今一度検討
したい。感染症については学校内では徹底できているが、寮内では無法地帯
となっている。寮内の規則もある程度決める必要性を感じる。
○危機管理について、防火管理については意識が高いが、危機管理は薄いと
感じる。また災害時、警報発令時などの取り決めが曖昧な部分がある。

課題及び改善内容
○健康診断の徹底
○国民健康保険の加入
○寮での感染症予防の方法の検討
○マニュアル的に定めた危機管理はあるが、実際そうなったときに本当に機
能するかどうかが、通常から訓練をされていないと出来ないと感じる。
したがって、今後は実施訓練など、災害を想定した取り組みが必要になって
くると感じる。

最終更新日付

18

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

5-1

健康・衛生
点検小項目

5-1-1 学生の健康管理
を担う組織体制があ
り、機能しているか
5-1-2 学生全員が適切
な健康保険に加入して
いるか

5-1-3 感染症発生時の
措置を定めているか

*点検の

進み具合

ア

現状認識・評価等

イ

アの根拠

ウ

課題とその解決方向

機能していない。

年に 1 度の結核健診は行うが
他の健康診断は行っていな
い。

ほぼ全員加入している。

短期生については自国の保 非進学の学生についての保
険に加入している。長期生に 険加入を再度検討しなけれ
関して欧米学生は任意とし ばならない。
ている。進学する学生につい
ては 100％加入させている。

2

4
十分とはいえない。

3

公欠規定はしっかり定めて
学校を休ませることは出来
ているが、寮の対策が出来て
いない。

入学前健診の徹底と、年に 1
度の健康診断の徹底を検討
したい。

今後感染症発症時、寮でどう
対策をするのか、検討が必
要。

参考資料
特になし

国民健康保険証のコピ
ー

マニュアル（作成中）

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない
総括
課題及び改善内容
国民健康保険に加入しないのは、欧米学生を中心とした自国で保険制度がし
健康については、本人任せにしている部分も多いように感じる。
長期生(進学希望者)に関しては国民健康保険に強制的に加入させているがそ っかりある国の学生である。学生のニーズと現実の部分では、今一度検討が
れ以外の学生については、任意にさせている。感染症発症時についても、学 必要だと感じる。感染症対策について、私生活での管理をどうするかは更に
校欠席のルール化は出来ているが、寮での感染対策までは出来ていないため 検討が必要。
再検討が必要だと考える。
*

最終更新日付

19

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

5-2

危機管理
点検小項目

*点検の

進み具合

5-2-1 危機管理体制が
整備されている

ア

現状認識・評価等

5-2-3 気象警報が発令
された場合の措置を空
定めているか
5-2-4 災害等に対する
避難訓練を定期的に実
施しているか
5-2-5 防災用品が備蓄
されているか

アの根拠

ウ

課題とその解決方向

参考資料

危機管理体制は整備されつ
つある。

各事業所の衛生委員が危機
管理体制の整備・制定を準備
している段階である。

危機管理に対する意識の統
一化を図ると共に業務復帰
がスムーズに出来るよう常
に体制作りをしなければな
らない。

避難訓練マニュアル
災害対策携帯カード

避難方法・避難経路・避難場
所は定められている。

入国時オリエンテーション
にて案内している。
年に一度火災を想定した避
難訓練をしている。

避難訓練マニュアル

その時の気象状況に応じて
事務局長が判断。

その時の状況で学校長が判
断しており、一定の基準が不
十分である。

避難場所は定めて書面での
案内はしているが実際に引
率するまでには及んでいな
い。今後引率するか検討した
い。
ある程度のマニュアル作成
と、一定の基準作成が必要だ
と感じる。

4

年に一度、管轄の警察署・消 年に一度火災を想定した非
防署・区役所・公園事務所の 難訓練は行っている。
協力で避難訓練及び消火活
動体験を実施している。

地震や災害を想定した非難
訓練は行っていない。今後要
検討。

避難訓練マニュアル
実施報告

5

避難時のヘルメット・脱出用 学生数、職員数に基づき必要
工具・ラジオのほか、災害用 最低限の用品を備蓄してい
の備蓄（水・食料・防寒具） る。
を校内に格納してある。

備蓄の在庫管理と入れ替え
などルール化がされていな
い。今後要検討。

防災用品購入リスト
備蓄リスト

2
5-2-2 火災・地震・台風
等の災害発生時の避難
方法、避難経路、避難
場所を定めているか

イ

3

3

職員緊急連絡網

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない
総括
課題及び改善内容
3.11 以降、防災用品や食料・水の備蓄を進め、指定避難場所まで全学生を引 4 期制を取っているため、年 1 回の避難訓練では行き届かない部分もあり、
率しての避難訓練を実施。消防署にもご協力いただき、消火訓練や耐震車に 不足する部分をどのように補っていくかが今後の課題。
よる地震体験も行った。危機管理体制は次第に整備されてきているといえる。
*

最終更新日付

20

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

基準６ 法令の順守等
点検大項目総括
法令の遵守においては、株式会社アイ・エス・アイとしても非常に意識をし
ている部分である。

課題及び改善内容
個人情報の保護に関しては、対策もさることながら、職員の意識づけが肝要
であり、新入社員研修では強化すべき項目と考える。

本校は日本語教育振興協会に認可を得て開校以来、
「適正な設置基準及び学校
運営がされている」と定期的な実地検査でも認められている。
個人情報の取り扱いに関しては、ISI グループ全体の重要方針として、
「個人
情報を適切に取り扱い、保護することが極めて重要である」と深く認識して
いる。

また、学生数の増加により取り扱い方法や保管方法が粗雑になりがちなため、
定期的な啓発活動と同時に不定期なチェック体制を導入すべきと考える。
現在 SL（スクールリーダー）に膨大な学生の情報がデータ管理されているが、
閲覧権限の設定はあるものの、セキュリティ管理の強化が求められる。

そのため、重要書類の保管方法を職員に厳守させ、不要な文書はシュレッダ
ーを利用、定期的な保管文書整理では溶解処分を業者に委託しており徹底し
た個人情報保護に努めている。
また入学時に「個人情報取り扱いに関する同意書」を学生に署名してもらい、
学校の学生情報の取り扱いの対策を講じている。
自己点検・自己評価に関しては、日本語教育機関の学校評価が義務化された
こともあり、今年度初めての試みである。学校運営を担う立場として今まで
着手できなかったことは猛省すべき点である。
日ごろの業務・方針などを改めて点検・評価することで課題が浮き彫りにな
り、ひいては本校の発展につながるものであることを肝に銘じ、今後も真摯
に取り組んでいきたい。

最終更新日付

21

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

6-1

法令の順守
点検小項目

6-1-1 法令、設置基準等
の順守と適性な運営が
されているか
6-1-2 個人情報に関し、
その保護のための対策
が取られているか
6-1-3 入管・日振協・関
係官庁への届け出、報
告を停滞なく行ってい
るか
6-1-4 自己点検・自己評
価の実施と問題点の改
善に努めているか

6-1-5 自己点検・自己評
価の結果は公開してい
るか

*点検の

進み具合

ア

現状認識・評価等

イ

アの根拠

ウ

課題とその解決方向

参考資料

特になし

特になし

5

法令、設置基準等の順守と適 法務省 HP,また（一財）日本
正な運営がされている。
語教育振興協会の基準に基
づいて運営している。

職員に対してないため同じ
ように検討要。

特になし

4

個人情報保護のための対策 入学時に個人情報について
は行っているが、不十分な部 公開の有無の許可を学生 1 人
分もある。
ずつから取得している。
届出、報告は停滞なく実施さ 確実に行っている。
れている。

スケジュール化をしっかり
し、遅延なく的確に出来るよ
うダブルチェックをしてい
る。

受入の開始、終了報告な
ど（入管）
定期報告など（日振協）

2 年前から自己点検・自己評
価の実施と問題点の改善に
努めてきたが、問題点の洗い
出しに留まっており、改善が
遅れている。
2015 年度までは公開してい
ない。

今回初めての自己点検であ
るため。

今回初めての自己点検であ
るため、今後問題点となった
箇所を一つずつ改善を図り
たいと考えている。

特になし

今回はじめての自己点検で
あるため。

不十分事項については一つ
ずつ改善を図る。

特になし

5

3

1

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない
総括
課題及び改善内容
改めて自己点検をすると、不十分なところが浮き彫りとなる。
簡単に出来るところから、一つずつ改善をする。
今後、不十分事項を再度検討し、改善を図りたい
*

最終更新日付

22

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

第２ 運営に関する事項
基準７ 運営全般
点検大項目総括
○組織的な運営について、全社キックオフミーティング、決起大会などで短
期及び中長期の運営方針と経営目標が明確化されて職員に周知されている。
行われる事業計画に対して、予算もしっかり立てられ、それに対しての実際
運営との予算乖離もしており、的確に運営されている。また、それら全部を
見通して業務の見直し及び効率的な運用の検討が定期的、かつ、組織的に行
われている。
○納付金について検定料、入学金、授業料及びその他納付金の金額及び納付
期日が明示され、また学費以外に入学後必ず必要になる費用も同じように明
示されている。今回新告示基準に伴い、学費以外に入学後必ず必要になる費
用もしっかりと明示し公開されている。
○情報の共有化及び発信について、内部の情報に偏りがちであるが、外部の
情報を意識することで日本語学校業界全体を見通すことが出来る一般知識が
得られる努力をするべき。他の日本語学校がどんな状況で学生募集をするか、
現場で勤務する、教務、事務局が同じ目線で世界情勢を把握し、常にお客様
である学生に対してどのようなサービスが提供できるか模索すべきだと思
う。

課題及び改善内容
○実際、担当する職員の力量により、認識にばらつきがある。今後ジョブロ
ーテーションを含め全員が様々な業務が出来るよう、成長機会を与えていく
べきだと感じる。
○お金に関するものは、一番クレームに直結する事項であるため、はっきり
明示し、学生に混乱させない努力をいつも惜しまないようにしたい。
○学希望者・在籍者及び関係者が理解できる言語で、適切に情報提供をする
べきだが、在日学生に対する現場職員の言語対応者の手が薄い。この辺りの
補充を検討すべき。

最終更新日付

23

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

7-1

組織的な運営
点検小項目

7-1-1 短期及び中長期
の運営方針と経営目標
が明確化され、教職員
に周知されているか
7-1-2 管理運営の諸規
定が整備され、規定に
基づいた運営がなされ
ているか
7-1-3 意思決定システ
ムは確立されているか

7-1-4 予算編成が適切
になされ、執行ルール
が明確であるか

7-1-5 業務の見直し及
び効率的な運用の検討
が定期的、かつ、組織
的に行われているか

*点検の

進み具合

ア

現状認識・評価等

アの根拠

ウ

課題とその解決方向

参考資料

年 2 回の全社会議、月 1 度の
幹部会議を行い、各事業部で
はその内容を職員会議で周
知している。また講師ミーテ
ィングで非常勤講師にも共
有を図っている。
それぞれのマニュアル制定
がされてつつあるが、まだま
だ口頭引継ぎが多い部分が
ある。

何度共有しても意識が薄く
なるため、行うタイミングと
共有する内容については再
度検討が必要だと感じる。

中期ビジョン
戦略 MAP
中期 BSC
KPI

書面に残すことで、統一化を
図りたい。

グループ諸規定集

自分の役職に見合った意思
決定がなされている。

どの役職で意思決定するの
か、不明瞭な部分もあるた
め、随時書面に残せるよう図
りたい。

承認ルート表

予算編成が適切になされ、執 予算を立て、それについて予
行ルールが明確である。
算乖離もされている。

想定できない支出ももちろ
ん多いため、中長期にまたが
り大きく支出するものの経
営側との意思疎通をもっと
図らなければならいと考え
る。

予算表

業務の見直し及び効率的な 業務の見直しは随時行われ
運用の検討が定期的、かつ、 ているが、それぞれ個人的に
組織的に行われている。
行う部分が多い。

ジョブローテーションをす
ることで、他人の目から見た
効率化を図ることと、どの担
当者もどの仕事も出来るよ
うになることで組織力が上
がることをもう少し検討し
たい。

特になし

5

短期及び中長期の運営方針
と経営目標は毎年明確化さ
れ、教職員に周知されてい
る。

4

管理運営の諸規定が整備さ
れ、規定に基づいた運営がな
されている。

4

イ

意思決定システムは確立さ
れている。

4

4

24

7-1-6 情報システム化
等による業務の効率化
が図られているか

3

情報システム化等による業
務の効率化が図られている
が、更なる効率化を検討中で
ある。

SL（スクールリーダー）の改
訂を含み行ってはいるが、あ
る程度の限界が見られる。検
討が必要。

SL などのシステムからクラ
ウド型のシステムに移行す
ることで更に行えることの
幅を広げたい。

特になし

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない
総括
課題及び改善内容
学生数が増えてきて、仕事の大量化、また新人職員の採用などで通常業務が 新しいシステムの導入の検討と、人材育成の方法の検討が必要。
押される感じになっている。これを更に効率よくこなすために、システムの
改訂を含み業務の可視化を進めることにより、的確に迅速に仕事が出来る体
制をもっと検討すべきだと感じる。
*

最終更新日付

25

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

7-2

納付金
点検小項目

7-2-1 検定料、入学金、
授業料及びその他納付
金の金額及び納付期日
が明示されているか

7-2-2 学費以外に入学
後必ず必要になる費用
が明示されているか

7-2-3 関係諸法令に基
づいた学費返還規定が
定められ、公開されて
いるか

*点検の

進み具合

ア

現状認識・評価等

イ

アの根拠

ウ

課題とその解決方向

納付金額は学則、HP、募集 HP、パンフレット、募集要
要項に、納付期日は年間スケ 項、学校規則などに明記。
ジュールに明示されている。

特になし

HP
パンフレット
募集要項
学校規則

HP、パンフレット、募集要
項、学校規則などに明記。

特になし

HP
パンフレット
募集要項
学校規則

関係諸法令に基づいた学費 HP、パンフレット、募集要
返還規定が定められ、公開さ 項、学校規則などに明記。
れている。

特になし

HP
パンフレット
募集要項
学校規則

5

学費以外に必ず必要になる
費用は明示されている。

5

5

参考資料

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない
総括
課題及び改善内容
金銭に関してはトラブルに一番なる部分であるため、各種資料に明示すると 返金について、新告示基準についてもしっかり明記するよう促されているの
共に、入学希望受付をする際に出来る限り詳しく説明するよう、心がけてい で、それぞれしっかりと明記することと共に、各職員がみんな説明できるよ
う、指導しなければならないと考える。
る。
*

最終更新日付

26

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

7-3

情報の共有化及び発信
点検小項目

7-3-1 外部の情報を積
極的に入手し経営に生
かす仕組みがあるか

7-3-2 内部の情報共有
を効率的に行う仕組み
があるか

7-3-3 入学希望者・在籍
者及び関係者が理解で
きる言語で、適切に情
報提供をおこなってい
るか

*点検の

進み具合

ア

現状認識・評価等

イ

アの根拠

ウ

課題とその解決方向

参考資料

自己に任せる形となってい
る。

自己に任せる形となってい
る。

情報の共有の仕方の検討と
職員の意識の持ち方の再指
導。

特になし

内部の情報共有を効率的に
行う仕組みがある。

週に一度の職員会議。

職員会議の定例化で情報共
有は出来るが、逆に意識が薄
くなることがある。特に重要
なことに関しては再度メー
ルでリマインドするなど、周
知の方法を検討する必要が
ある。

会議議事録

十分とはいえない。

入学希望者に対しては入相
が対応しているが、在籍者に
関しては不十分である。

京都へ移転してからは各種
言語対応者を勤務させる予
定であるためある程度解決
する見込みである。

特になし

3

4

3

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない
総括
課題及び改善内容
事務局長レベルになれば外部と繋がることも多く、知り得た情報を共有、会 自分の置かれた役職立場で、どういったことが経営にプラスになるのかを常
社に生かすということが当然出来るが、一般職員は認識及び外部交流の機会 に考えられる職員体制になるといいと考える。そうするには、職員の意識改
革が必要であり、自分たちで学校を作る、という誇りを持たせることが必須
が薄い。
だと考える。
*

最終更新日付

27

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

基準８ 学生募集
点検大項目総括
中国（大連）に直営事務所を開設し、東京には独自の入学受付の部署を持ち、
東京と大連を拠点に入学選考を一括して行っている。入学希望者から提出さ
れた書類は、入学相談センターで一括して審査し、手続きを行っている。教
育機関や留学紹介機関は信頼できる機関を厳選しており、代理店契約締結後
に学生の受入れを開始している。
学生受入れにあたっては、就学理由、日本語学習歴、日本語能力、経費支弁
能力と学校の運営基準に照らし合わせ、教育理念を理解し、勉学意欲が強く、
日本語学習に対して明確な目標を持つ学生を分け隔てなく世界の様々な国・地域
から受け入れている。

常に教育の質的向上を図り、学生の満足度を高めるためには、当校の教育理
念を理解し、学習意欲や目的意識が高い学生を募集することが非常に重要で
あると認識している。
他を寄せ付けない圧倒的な実績を上げることで本校のファン層を作り、安定
した入学者数を毎年確保するために職員一丸となって日夜奮闘している。

課題及び改善内容
学習者のニーズは年々多様化しており、目的にあった最適な教育環境提供の
ためには、コースごとの受入れ方針などの設定を検討する必要があると認識
している。
また、近年では早期の修了者やコース満了予定者が延長を希望する場合もあ
り、在籍人数の予測が年々難しくなっている。担当者は在籍数をリスト化し、
入学希望者の募集のタイミングで最新の情報に更新し、適切な時期にミーテ
ィングで共有をしながら、総合的な在籍者数の管理をすることにより、募集
定員の範囲内で安定的な募集活動を行っていく。

学生募集では、独自の部署を持つことや、海外の募集拠点によって、実際に
起きている教育現場の実態や学生のニーズの変化に遅れることなく、タイム
リーに対応していかなくてはならない。募集担当者は常に最新の学校情報の
把握に努め、コースやカリキュラムの深い内容理解まで、教職員のコミュニ
ケーションを密に連携していく必要である。

今後の課題としては、卒業生の活躍が募集にどう貢献したか客観的に測る尺
度を持ち、経年対比ができる仕組みを作ることである。

最終更新日付

28

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

高山

むつ実

8-1

募集方針
点検小項目

8-1-1 理念・教育目標に
沿った学生の受入れ方
針を定め、年間募集計
画を策定しているか

*点検の

進み具合

4

8-1-2 募集定員の範囲
で募集活動を行ってい
るか

現状認識・評価等

多国籍の学習環境提供の方
針のもと、国籍バランスを考
慮しながらエリアと国別の
計画を策定している。

イ

アの根拠

前述のとおり

定員は関連法規に従い、適正 「日本語学校教育施設在籍
に設定されており、その範囲 者数等現況報告書」にて実証
内で募集活動を行っている。 済み。

4

8-1-3 募集担当職員は、
学校の情報を正しく認
識した上で、入学相談
を行っているか

ア

4

在校生の修了者予測を入学
期ごとに国別に設定し、募集
人数を調整している。

入学者数

定期的な勉強会を開催し、新 ファイルサーバー内
プログラムやコース内容の 学校共有情報のまとめ
勉強会を実施している。

ウ

課題とその解決方向

学習者のニーズの多様化に
対応し、目的にあった最適な
教育環境提供のためには、コ
ースごとの受入れ方針など
の設定を検討する必要があ
る。
早期修了者やコース満了予
定者が延長を希望する場合
があり、在籍人数の予測が
年々難しくなっている。
担当者は在籍数をリスト化
し、入学希望者の募集のタイ
ミングで最新の情報に更新
し、適切な時期にミーティン
グで共有をしながら、総合的
な在籍者数の管理が必要で
ある。
教育現場や学生ニーズの変
化に対応するべく、募集担当
者は常に最新の学校情報の
把握に努め、コースやカリキ
ュラムの内容理解まで更な
る勉強会が必要である。

参考資料
事業計画
営業アクションプラン

事業計画_
在校生定員予測
日本語学校教育施設在
籍者数等現況報告書

学則、募集要項、
学校案内パンフレット
他

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない
総括
課題及び改善内容
年間募集計画を策定し、定員の範囲内で募集活動を行っている。
受入れ方針の検討や在籍者数の管理が必要で、正しい情報を提供するには、
定期的な情報共有や更なる細かいコミュニケーションをとっていく。
*

最終更新日付

29

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

高山

むつ実

8-2

募集活動
点検小項目

8-2-1 教育内容・教育成
果を含む、最新かつ正
確な学校情報が入学希
望者の理解できる言語
が開示されているか

*点検の

進み具合

4

8-2-2 求める学生像を
明示しているか

2

8-2-3 応募資格及び条
件を、入学希望者の理
解できる言語で明示し
ているか

8-2-4 募集活動を行う
国・地域の法令を順守
した募集活動を行って
いるか

ア

現状認識・評価等

イ

アの根拠

課題とその解決方向

参考資料

正確な情報を多言語で開示 学校ホームページ
している。（英語・簡体字・ 募集要項
繁体字・西語・韓国語・露語 学校案内パンフレット
等） パンフレットにより、
モンゴル語、インドネシア
語・タイ語で開示している。

教育成果の公表は、主に出口
実績のみの公表となってい
るため、今後はさらなる情報
開示を検討していきたい。

学校ホームページ
募集要項
学校案内パンフレット

入学選考の段階では勉学意 カリキュラムに学生像の設
欲や目的等を確認するが、求 定を行っていない
める学生像の明示は曖昧な
点がある

コースごとに育成する人材
像を明確にし、求める学生像
をホームページなどでも明
示していきたい。

特になし

募集要項にて、各言語で明示 募集要項
している。

主要言語では明記している
が、その他の言語では丁寧な
説明が必要である。

募集要項

企業理念に則り、法令遵守を
徹底している。

海外の代理店が当校をどの
ように紹介しているか、詳細
の確認をしきれてない国も
あり、そのあたりの今後の徹
底は課題である。

代理店契約書

3

4

ウ

代理店契約書の内容を説明
し、適正な募集活動を遂行し
ていただいている。

30

8-2-5 海外の代理店等
に、最新かつ正確な情
報提供を行っているか

8-2-6 海外の代理店等
の行う募集活動が、適
切に行われていること
を把握しているか

3

最新情報はホームページや 学校ホームページ
パンフレットやチラシによ 募集要項
って提供し、定期的な出張訪 学校案内パンフレット
問や Skype よって直接説明を
行っている。

情報が古いままや、間違った 学校ホームページ
情報が流出しないよう定期 募集要項
的に代理店を訪問、説明し、 学校案内パンフレット
ホームページや営業資料を
確認していく必要がある。

新規エリアや全代理店の募
集活動の把握は難しい。

定期訪問と担当者との密な
コミュニケーションにより
把握していく。

出張計画 （出張報告・訪問
記録）

3

出張報告書

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない
総括
課題及び改善内容
学生受入れにあたっては、就学理由、日本語学習歴、日本語能力、経費支弁 8-2-2：求める学生像はホームページなどでも明確に明示することで、適切な
能力と学校の運営基準に照らし合わせ、教育理念を理解し、勉学意欲が強く、 学生の受入れを行うことが出来る。
日本語学習に対して明確な目標を持つ学生を分け隔てなく世界の様々な国・
8-2-3：受入れ学生の主要言語では情報を明示しているが、その他の言語では
地域から受け入れている。
誤解がないよう丁寧な説明が必要である。
*

中国（大連）に直営事務所を開設し、東京には独自の部署を持ち、東京と大
連を拠点に入学選考を一括して行っている。入学希望者から提出された書類
は、入学相談センターで一括して審査し、手続きを行っている。教育機関や
留学紹介機関は信頼できる機関を厳選しており、代理店契約締結後に学生の
受入れを開始している。

8-2-6：海外の代理店や教育機関の取り引数が多いため、全ての情報の確認が
難しいのが現実的にある。情報が古いままであったり、間違った情報が流出
しないよう、定期的に代理店に説明し、代理店のホームページや営業資料を
確認していく必要がある。

入学希望者に配布する募集要項では入学条件を明記しており、ホームページ
では学校の教育成果、留学している学生のリアルな姿として、在校生の成長
の過程や卒業生の進路や活躍を学内に掲示し、またWebサイトやSNSで発信す
ることで、国内はもちろん、海外からでも十分に学校生活をイメージでき、
入学後のミスマッチが起こらないように心がけている。

最終更新日付

31

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

高山

むつ実

8-3

入学選考
点検小項目

8-3-1 入学選考基準及
び方法が明示されてい
るか
8-3-2 学生情報を正確
に把握し、提出書類に
より信憑性の確認を行
っているか
8-3-3 入学選考を行う
体制が整備されている
か

*点検の

進み具合

5

4

ア

現状認識・評価等

選考基準を募集要項で明記
している。

イ
前述の通り

共有 FS に入学選考に関する 前述の通り
DB を保存し、提出書類は複数
のスタッフで母国語も含め
確認を行っている。

アの根拠

ウ

課題とその解決方向

国・エリアにより選考基準が
公平とは言い難い。

参考資料
募集要項
ホームページ

対応できない言語では日本 事実確認書
語の翻訳の添付をつけさせ、
現地での公証をさせている。

日本での大学進学資格に必 面接シート
要な 12 年教育制度ではない
5
国からの希望者には準備教
育が提供できない。
就職、資格取得等の教育成果 HP
8-3-4 受け入れるコー
各種媒体における就職、資格 前述の通り
に関する情報の媒体別掲載 就学理由書
取得等の教育成果に関する
スの教育内容が、志願
内容、情報量などの適正な取 面接シート
情報公開は、まだ不足してい
者の学習ニーズと合致
4
り扱いについて、社会情勢、
ると思われる。
することを確認してい
環境を考慮して検討する。
るか
*
5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない
総括
課題及び改善内容
学生選考は現地に赴いての直接面接や Skype を用いた面接を行い、学校の基 特に東京では入学希望者が多いため、入学選考には細心の注意を払っている。
準にのっとり必ず学校職員が行っている。これら面接の結果と提出された申 書類審査では経費支弁能力があるかどうか厳格に審査し、筆記試験では授業
請書類から総合的に入学選考をするため、学生の目的意識を第一に、支弁能 についていける学力があるかどうか適正かつ公平な基準で選考している。
力、勉学意欲を中心に基準を設けている。その後も現地と密に連絡・訪問を 面接では志望理由が明確かどうか、願書や履歴書など記載内容お相違がない
繰り返し、安心して入学できるようサポートを継続している。特に中国には かを確認し、書類の信憑性と希望者本人の勉学意欲両方をみている。
現地事務所を置き、より綿密に入学希望者、保護者とコミュニケーションが 不法滞在や不法残留を多く発生させている国については、特に厳格な選考基
できるようにしている。また共有のサーバーに入学選考に関するデータを保 準を設け、質の高い学生の確保に努めている。
存し、入学選考に関する情報を正確に把握している。
入学希望者とは母国語また 前述の通り
は英語にて、専属スタッフが
入学選考を行っている。

最終更新日付

32

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

高山

むつ実

基準９ 教育活動
点検大項目総括
○教育計画として、理念・教育目標に合致したコース設定をしており、通常
より事業計画にて、さらにそれをよくする努力を怠っていない。授業は日本
語学校にとって最大の商品であり、その価値を上げるためにいろいろな検討、
分析を行い、年々より良いものにするための努力をすべきだと考えている。
○実施については、日本語教授をやりっぱなしにせず、学生評価をしっかり
することで常に指導者側も上を目指せる体制としている。学生満足度調査に
基づき、よりよい授業の提供に各職員が努められる様、検討している。時代
にあった ICT 授業への取り組みが、まだまだ未開発ではあるが、教材開発を
含め、先行して行えるよう、準備をしたいと考える。
○成績判定について校内では判定方法はしっかり決まっているが、それを周
知し開示するまでには至っていない。
○授業評価について、学生による授業評価を年 2 度しっかりと行っている。

課題及び改善内容
○学生国籍に合わせると進度が遅れがちになるところを、しっかりとカリキ
ュラム体系をとることで、日本語学校としての最終到達点をしっかりと取り
それに向かい各教務が学生に対して指導をするという組織的な教育活動が出
来ていると感じる。今後は非漢字圏国籍の学生のより進学率を高め、日本の
社会に必要不可欠である、質の高い外国人労働者の確保の一旦を担えるよう
努力したいと思う。
○学生への成績通知について、積極的に学生へ指導することで日本語学習の
モチベーションアップも図り、相乗効果を期待できるよううまくシステム構
築を図りたいと考える。
○学生満足度調査の有効活用ももっと徹底して検討すべきである。

最終更新日付

33

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

9-1

教育計画
点検小項目

9-1-1 理念・教育目標に
合致したコース設定が
行われているか
9-1-2 教育目標達成に
向けた教育内容、教育
方法及び進度設計がな
されているか
9-1-3 レベル設定に当
たっては、国内でまた
国際的に認知されてい
る熟達度の枠組みを参
考にしているか

9-1-4 教育内容及び教
育方法について、教員
間で共通理解が得られ
ているか
9-1-5 カリキュラムは
体系的に編成されてい
るか

*点検の

進み具合

5

5

5

5

5

ア

現状認識・評価等

イ

アの根拠

理念・教育目標に合致したコ 進学コースしかないが、在籍
ース設定が行われている。
学生の 95％は進学している
現状を見ると、合致している
といえる。

ウ

課題とその解決方向

参考資料

京都へ移転した際には、短期
の学生にも合致する、アクテ
ィビティ体験型授業を提供
する予定。

学校案内パンフレット
ホームページ

教育目標達成に向けた教育
内容、教育方法及び進度設計
がなされている。

非漢字圏学生が多いため、大
学進学目標を設定し、初級進
度を早め最終目標到達を目
指す設計をしている。

今後もこれに準ずる。

学校案内パンフレット
入管提出書類

国内でまた国際的に認知さ
れている熟達度の枠組みを
参考にしている。

JLPT の基準、有学者の知識
を取り入れ総合的にカリキ
ュラムを検討した。

今後もこれに準ずる。

学校案内パンフレット
入管提出書類

教員間で共通理解が得られ
ている。

進度を早めたことで一時教
務に混乱があったが、職員会
議、講師ミーティングで徹底
を図った。

今後もこれに準ずる。

研修資料
指導マニュアル

カリキュラムは体系的に編
成されている。

最終到達をはっきりときめ、 今後もこれに準ずる。
スケジュールに完全に落と
し込むことにより、在籍期間
で確実に目標到達に行くよ
う体系的に編成した。
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学校案内パンフレット
年間カリキュラム

9-1-6 教育目標に合致
した教材は選定されて
いるか
9-1-7 補助教材、生教材
を使用する場合は、出
典を明らかにするとと
もに、著作権法に留意
しているか
9-1-8 授業に関する学
習リソース及び情報
を、授業開始までに教
員に提示しているか

5

2

教育目標に合致した教材が
選定されている。

各教員個人に任されている。 各々が著作権法にあたるも
のを配布しないようにする
など、留意している。

今後もこれに準ずる。

学校案内パンフレット

今後はルール作りをし、それ
を文書化の上、各教員に周知
し、徹底することが必要。

特になし

提示している。

講師ミーティング、通常の引 今後もこれに準ずる。
継ぎ等で非常勤講師にまで
提示するよう心がけている。

年間スケジュール
授業引継ぎ報告書

教員配置が適切になされて
いる。

特に初級の担任は妥協せず、 今後もこれに準ずる。
日本の入り口がしっかりと
伝えられるようすごく注意
している。また教員レベルに
より常に育成が図れるよう
検討している。

タイムテーブル
教員リスト

5

9-1-9 教員配置が適切
になされているか

授業進度を確定させるため
に漢字教材を検討した。予定
どおりの進度で進むための
選定である。

5

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない
総括
課題及び改善内容
学校にとって一番の商品であるため、絶対妥協は許されないと考える。常に 非漢字圏の学生が多いとどうしてもカリキュラム進度が遅れがちになる。そ
上を求め、学校の姿勢を明確にし、非常勤講師までその意識が浸透するよ対 こを確実にこなすためには、各講師の強い意志がいる。その意志の統一化を
応を強化している。新しく試みる授業準備については、講師ミーティングで 図るため、講師ミーティングで再三の事業計画の浸透を図り、徹底して行う
教授法を共有したりしており、進化を常に求めながら定着も図り完全に在籍 ことで今の状態を保っている。今後も新しく採用する教務もすべて同じ認識
でいられるためには常にその意志の伝達が必須であると考える。
期間中にカリキュラムが終了するよう、徹底して行っている。
*

最終更新日付
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2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

9-2

実施
点検小項目

9-2-1 授業開始までに
学生の能力を筆記試験
等により判定し、適切
なクラス編成を行って
いるか

9-2-2 教員に対して、担
当するクラスの学生の
学習目的、編成試験の
結果、学習歴その他指
導に必要な情報を伝達
しているか
9-2-3 決定したシラバ
スによって授業が行わ
れているか

9-2-4 修了の要件が定
められ、学生の理解で
きる言語によって明示
されているか

*点検の

進み具合

ア

現状認識・評価等

適切なクラス編成を行って
いる。

イ

アの根拠

ウ

課題とその解決方向

参考資料

プレイスメントテスト、（筆
記・面接）を行い、レベルに
あったクラスへ入学させて
いる。

今後もこれに準ずる。

プレイスメントテスト
面接シート

必要な情報を伝達している。 非常勤講師に対しても確実
に伝達している。

今後もこれに準ずる。

プレイスメントテスト
進路調査票

決定したシラバスによって
授業が行われている。

授業については年間で決定
するため、これに従い行われ
ている。

今後もこれに準ずる。

年間スケジュール
レベル別スケジュール
スケジュール

十分ではない。

学校内で基準は制定してあ
るが、学生には明示していな
い。

学生に明示できるよう準備
したい。

学生規則

5

5

5

3
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9-2-5 教育内容に応じ
て教育用機器を活用し
ているか

9-2-6 授業記録簿及び
出席簿を備え、正確に
記録しているか

9-2-7 理解度・到達度の
確認が、適正な時期に
行われているか

9-2-8 学生の自己評価
を把握しているか

9-2-9 個別学習指導等
の学習支援担当者が特
定され、適切な指導・
支援が行われているか
9-2-10 特定の支援を必
要とする学習者に対し
て、その分野の専門家
の助言を受けているか

今後活用を検討している。

ICT 授業の取り入れを検討
中である。

京都移転後、積極的に ICT 授
業を計画している。

授業記録簿及び出席簿を備
え、正確に記録している。

授業の引継ぎ簿、出席簿の記
入が徹底されている。

今後もこれに準ずる。

出席簿
授業記録簿

今後は ISI グループで統一試
験を検討している。

アチーブメントテスト
定期テスト

満足度アンケート結果

3

5

5

理解度・到達度の確認が、適 単元テストの徹底と、期ごと
正な時期に行われている。
の期末試験が徹底されてい
る。

4

満足度アンケート結果にお
いて、学生の自己評価を行っ
ている。

満足度アンケートで自己評 アンケート結果を担任がし
価はさせているが、相対評価 っかり確認できる体制にす
として取っているため、学生 ることを検討したい。
を特定して把握していない。

行われているが、それぞれ全
員が対応している。

学生数が少ないため、基本的
には担任がすべて行うこと
になっている。

今後は、それぞれの学習で担
当者を選定し特別支援する
ことを検討したい。

タイムテーブル

進路指導に関しては助言を
受ける環境があるが、精神的
な支援については助言を受
ける環境はない。

今現在（過去においても）特
定の支援が必要な学習者が
いなかった。

今後発生可能性があるため
専門家配置の検討はしてい
きたい。

特になし

3

2
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9-2-11 授業や運営に関
する学生からの相談、
苦情等の担当者が特定
され、適切に対処して
いるか
9-2-12 学習内容、時間
割、成績等、教育に関
する学生の留意点と、
相談担当者が分かる文
書を入学時に学生に配
布しているか
9-2-13 留学生活や入管
法上の留意点と、それ
らに関する相談担当者
が分かる文書を入学時
に配布しているか
9-2-14 JLPT、EJU の
指導体制はあるか

学生指導報告カード
業務分担表

学生からの簡単な相談は各
担任が、内容的に難しいも
の、苦情に関しては事務局長
が対応。

配布していない。

各担任が対応するため、学生 京都移転後は学生数が増え
にはその説明を行っている。 ることが想定されるため、要
検討。

学生規則
学校紹介パンフレット

入学時に配布している。

事務局担当者が 1 名なので、 京都移転後は学生数が増え
その説明を行っている。
ることが想定されるため、内
容、要検討。

学則
安全な留学生活のため
に(留学生活指導委員会)

4

2

5

5

京都移転後は学生数が増え
ることが想定されるため、要
検討。

担当者が特定され、適切に対
処している。

JLPT、EJU の指導体制は整 授業内でももちろん、選択授
っている。
業でもその対策授業は行わ
れている。

今後もこれに準ずる。

選択授業スケジュール
JLPT、EJU 結果データ

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない
総括
課題及び改善内容
授業内容、成績、進学指導に関しては規模が小さいため、確実に担任が行う 今後、学生数が増えるため、体制をさらに再検討する。
体制となっている。担任が私生活まで把握することで全体から見た問題点が
すぐに分かるよう指導体制を取っている。
*

最終更新日付
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2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

9-3

成績判定
点検小項目

9-3-1 判定基準及び判
定方法が明確に定めら
れ、開示されているか

9-3-2 成績判定結果を
的確に学生に伝えてい
るか

9-3-3 判定基準及び判
定方法の妥当性を定期
的に検証しているか

*点検の

進み具合

ア

現状認識・評価等

イ

アの根拠

ウ

課題とその解決方向

参考資料

開示されていない。

社内的に判定基準は決まっ
ているがそれを学生に公開
していない。

判定基準を再検討。また開示
方法など詳細に決める必要
がある。

日振協提出書類
成績入力フォーマット
成績証明書

不十分である。

進路面談時に伝えてはいる
が、成績表を渡すという計画
がまだ未実施である。

長年検討はしているが実現
できていない。今後定期的に
学生に成績表が渡せる体制
を取るべく帳票類も含め再
検討が必要。

成績証明書

不十分である。

定期的のその期間が曖昧。

判定基準及び方法の妥当性、 成 績 シ ス テ ム の 入 力 フ
その定期的検証は、社内的に ォーマット
スケジュールに落とし込み
しっかりとやる必要がある。

3

3

3

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない
総括
課題及び改善内容
判定基準、またその判定方法、周知の仕方、帳票に関してもすべて学生に対
社内的に決まっていることを学生にしっかりと伝達、周知していない。
日本語指導に対して学生は対価を支払っているので、その価値をしっかり見 して伝えるということをしっかり検討する必要がある。
出せるよう、結果についての周知の仕方を再度検討すべきである。
*

最終更新日付
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2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

9-4

授業評価
点検小項目

9-4-1 授業評価を定期
的に実施しているか

9-4-2 評価体制、評価方
法及び評価基準が適切
に定められ実施されて
いるか
9-4-3 学生による授業
評価を定期的に実施し
ているか
9-4-4 評価結果が教育
内容や方法の改善、教
員の教育能力向上等の
取組みに反映されてい
るか

*点検の

進み具合

5

5

5

5

ア

現状認識・評価等

イ

アの根拠

ウ

課題とその解決方向

参考資料

授業評価を定期的に実施し 年 2 回学生満足度調査を行っ
ている。毎年人事評価を行 ている。
い、面談を通じて FB を行っ
ている。

今後もそれに準ずる。

研修スケジュール表
人事評価表

評価体制、評価方法及び評価
基準が適切に定められ実施
されている。

年 2 回学生満足度調査を行っ
ている。

今後もそれに準ずる。

人事評価表
研修評価表

学生による授業評価を定期
的に実施している。

年 2 回学生満足度調査を行っ
ている。

今後もそれに準ずる。

学生アンケート

評価結果が教育内容や方法
の改善、教員の教育能力向上
等の取組みに反映されてい
る。

年 4 度の講師ミーティング時
に学校評価を非常勤まで共
有している。また各講師の評
価は年 1 度の人事考課時に本
人にしっかり伝達し目標設
定にしようしている。

今後もそれに準ずる。

学生アンケート

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない
総括
課題及び改善内容
年に 2 度行う学生満足度アンケートを、生の声として学校運営に最大限生か 満足度調査の内容を常に検討していくべきである。また、教員間で授業見学
を行い、授業を直接評価するなど、スキル向上につながるための評価体制見
すためにいろいろな角度から検証し自己反省の材料として使用している。
事業部の事業計画にも使用し、客観的に自分の姿勢を見直し、今後も更に上 直しが必要である。
を目指せる学校作りをしたいと考える。
*

最終更新日付

40

2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

基準１０ 学生支援
点検大項目総括
○支援体制について、学生支援計画を策定し、支援体制が整備されているが
休日及び長期休暇中の学生対応はできていない。
○日本社会を理解し、適応するための支援として生活オリエンテーションを
入学時に行っている。また地域の国際交流にでかけることにより、日本人の
気質を知り、早く日本文化に溶け込める指導をしている。
○生活面における支援は、住居についてはほぼ８０％以上が目の前の寮に入
寮することが出来ている。またアルバイトについては週 28 時間以内の勤務を
徹底して指導した上で、日本語レベルに合わせて希望者に紹介することが出
来る体制をとっている。またやむを得ず起こった交通事故対応、病気対応な
ども現場では必ず対応するよう体制を取っており、学生が安心して留学生活
を営めるよう、努力している。
○進路に関する支援について、入学したときから卒業するまでの一貫指導が
しっかりと確立されている。学生には進学に伴うお金の準備の話しまで網羅
させ、いつ、どのタイミングでどんなお金がいるのかもレクチャーしながら
指導している。また、進路情報については出来る限り広く拾い、学生のニー
ズに応えられるよう職員も日々勉強している。
○入国・在留関係に関する指導及び支援について、長年対応するベテランの
職員がスケジュールに則りそれぞれのビザの管理を行っている。また不法滞
在、不法就労、長時間労働に関しても学生調査をした後の個別カウンセリン
グで徹底して指導をしている。

課題及び改善内容
○休日の学生支援体制を積極的に考えるべきである。
○まだまだ日本人との間に壁があるこの日本社会で、外国人を受け入れても
らうためには、地域の社会貢献が一番いいのではないかと考える。学校周辺
のゴミ拾いなど、簡単に出来る事項を指導しながら行うことで日本文化を指
導する意味でも有効に出来る行事として是非前向きに検討したいと考える。
○緊急対応できる職員の数に限りがあるため、休日を含む職員の体制は見直
す点だと認識する。
○進路先についての情報収集が職員レベルにより格差がある。進路指導室の
設定も含め今後学生数が増えたときには担任制度を取り払った対応を検討し
なければならないと感じる。
○出席率をしっかり管理することで学生たちの在籍を確保できるよう、とに
かく指導に指導を重ねている。しかし、一部非常勤講師までの意識が薄く、
この辺りは一つの課題として今後どのように全職員に意識統一を図るかは今
一度再検討しなければいけないと痛感する。

最終更新日付
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2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

10-1

支援体制
点検小項目

10-1-1 学生支援計画を
策定し、支援体制が整
備されているか

10-1-2 休日及び長期休
暇中の学生対応はでき
ているか

*点検の

進み具合

ア

現状認識・評価等

完全ではない。

4

イ

アの根拠

日本人との交流、またアルバ
イト情報など学生の求める
サービスの提供を学生の目
線で検討し、情報提供してい
る。

ウ

課題とその解決方向

在籍国籍が多いため、どの国
の学生が何を求めているの
か、更に分析し、学生のニー
ズに応えるサービスを追及
していかなければならない。

参考資料
学生指導内容報告カー
ド
個人情報調査票
履歴書指導資料

十分とはいえない。

3
*

長期休暇中は職員が入れ替 休日の体制を検討すべきで 特になし
わり対応できるが、休日は完 ある。
全に事務局長 1 人の対応とな
っており、対応に限界があ
る。
５..完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない

総括
日本語学校に入学する留学生にとって、生活などに不安要素があると出席率
が悪くなったりと確実に学習状況に影響がある。そのため、この支援体制整
備は日本語学習指導と同様に重要な仕事である。学生生活の状況の把握に
日々努め、入学から卒業まで一貫したサポートができる体制作りをシステム
的にもすることで学生に安心感を与え、授業に集中させられる環境を整えな
ければならない。

課題及び改善内容
緊急時には必要に応じて対応を行っているものの、休日の対応については十
分とは言えず、検討の余地がある。また、学生数の増加と多国籍化により、
支援スタイルの改革が求められている。これについてもそれぞれの国で対応
の仕方を検討していくべきである。

最終更新日付
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2017 年 4 月 17 日

記載責任者

井尾

美穂

10-2

日本社会を理解し、適応するための支援
点検小項目

10-2-1 入学直後のオリ
エンテーションを実施
しているか

10-2-2 生活に関するオ
リエンテーションを実
施しているか
10-2-3 地域の国際交流
や、地域活動に参加し
ているか
10-2-4 地域社会に貢献
する活動は行っている
か

*点検の

進み具合

ア

現状認識・評価等

イ

アの根拠

ウ

課題とその解決方向

参考資料

実施している。

入寮日翌日にオリエンテー
ションを実施している。途中
入学の学生も日程を調整し
必ず行っている。

オリエンテーションの内容
を随時検討していくべきで
ある。

オリエンテーション資
料
学校規則

実施している。

入寮日翌日にオリエンテー
ションを実施している。途中
入学の学生も日程を調整し
必ず行っている。

オリエンテーションの内容
を随時検討していくべきで
ある。

オリエンテーション資
料
学校規則

参加している。

近隣学校や、地域の国際交流
は非常に多く、積極的に参加
している。

参加する学生に偏りがある。 特になし
授業内でも何か行えるよう、
今後は検討したい。

行っていない。

特に何も行っていない。

学校周辺のゴミ拾いなど地
域貢献する時間を取ること
を検討したい。

5

5

5

1
*

特になし

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない

総括
入学時のオリエンテーションで具体的に日本での生活、また地域の方との交
流の機会があることを紹介している。学生は積極的にそれらに参加すること
が出来、1 年を通じて日本人との交流の機会が多くある。ただ、交流するの
みで、地域社会に貢献する機会を持っておらず、今後は積極的に社会貢献す
る時間を取るなど検討したい。

課題及び改善内容
1 年を通じて国際交流する機会は確かに多いが、本人の性格などで多く参加
する学生とそうでない学生にかなりの差が生じる。学校としてはそんな学生
にも必ず交流できる機会を年に 1 度取っては来たが、今後はやり方、内容な
どはさらに検討すべきだと感じる。

最終更新日付
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2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

10-3

生活面における支援
点検小項目

*点検の

進み具合

10-3-1 住居支援を行っ
ているか

ア

現状認識・評価等

イ

アの根拠

10-3-3 交通事故等の相
談体制が整備されてい
るか

参考資料

学校目の前に寮があり、寮へ
の滞在を勧めている。

寮以外の希望学生について ＨＰ
は自己手配となっており、詳 募集要項
細は本人任せとなっている。

行っている。

希望する学生への紹介、面接
指導、履歴書指導など、レベ
ルに合わせて随時行ってい
る。

中上級レベル学生について
は日本語が出来るため、積極
的に自分で探すよう指導し
ているが、接客業のアルバイ
トをもっと紹介できるとい
いと感じる。

特になし

十分とはいえない。

交通事故対応が出来る職員
が限られていることと、知識
としては持っているが体制
が整備されているとはいえ
ない。

事故対応マニュアルの作成
を検討したい。

特になし

十分とはいえない。

結核健診は年に 1 度行ってい
るが、健康診断は未対応。

今後対応する方向で検討し
たい。

特になし

5

3

10-3-4 定期的に健康診
断を実施しているか

課題とその解決方向

行っている。

5
10-3-2 アルバイトに関
する指導及び支援を行
っているか

ウ

3
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10-3-5 学生全体の生活
状況について定期的に
調査しているか

10-3-6 その調査結果に
対する裏付け確認は適
正に行っているか

調査している。

年に 4 度、学生調査を行って
いる。

学生調査をした後に個人カ
ウンセリングを行っている
が、実際それで把握が出来て
いるかどうかとなるとまだ
まだ不足している部分があ
ることを否定できない。

学生調査票

十分とはいえない。

アルバイトの実態調査など、 今後裏付け確認の方法につ
完全に出来ているところと いては要検討である。
出来ていないところがある。
また住居についても寮外生
すべての自宅訪問は出来て
いない。

学生調査票

4

4

*

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない

総括
留学生が生活に不安があると、学習状況に表れることから、生活状況の把握
は年間を通じて計画的に行っている。しかし、詳細までは問題のある学生に
限定され、問題のない学生は後回しになる傾向にある。今後は全員の詳細把
握と、それに伴う指導をしっかりと行える体制にしていきたいと感じる。

課題及び改善内容
健康診断の対応はやはり早く検討しないといけないと感じる。今現在は結核
健診にとどまり、全員の健康診断までは学校として出来ていない。入学時の
調査だけでは不完全であるため、今後どのように行っていくかは要検討であ
る。

最終更新日付
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2017 年 4 月 17 日

記載責任者

井尾

美穂

10-4

進路に関する支援
点検小項目

10-4-1 進路指導担当者
が特定され、指導体制
が有効に機能している
か
10-4-2 学生の進路希望
を把握し、指導担当者
間で情報が共有されて
いるか
10-4-3 進学、就職等の
進路に関する最新の資
料が備えられ、学生が
閲覧できる状態にある
か

10-4-4 入学時からの一
貫した進路指導を行っ
ているか

10-4-5 EJU、JLPT、
BJT 等の受験指導体制
は整っているか

*点検の

進み具合

ア

現状認識・評価等

アの根拠

ウ

課題とその解決方向

参考資料

機能している。

進学クラスの担任がそれぞ
れのクラスの学生の指導を
行うこととなっている。

より専門的な指導（大学院な
ど）がまだ知識不足で十分と
はいえない。今後指導法につ
いては要検討。

業務分担表

共有されている。

週に一度行う職員会議で、全
学生の進路先を職員間でチ
ェックしている。

今後人数が多くなったとき
の共有方法は検討すべきで
ある。

進路調査票

閲覧できる状態である。

専門学校・大学の各資料につ
いては最新版を決められた
箇所に収納、閲覧できるよう
にしてある。

過去の進路先中心に最新の
パンフレットを開示してい
るが、学生が興味のある分野
の学校のパンフレットを積
極的に連絡して送付してい
ただき情報を増やせるよう
検討したい。

大学・専門学校の募集要
項・入学案内

行っている。

進路サクセスカレンダーを
作成し、入学当時から卒業ま
でのスケジュールでそれぞ
れがどんな進路指導を受け
ることができるのかが見え
るようになっている。

卒業年度は進路指導が盛り
だくさんだが、入学年度はオ
リエンテーションが中心と
なっており、もう少し検討が
必要かと考える。

進路サクセスカレンダ
ー

整っている。

試験日を進路サクセスカレ
ンダーにも落とし込み、各ク
ラスにて受験誘導をしてい
る。また個別に受験を迷う学
生にも担任から指導を行っ
ている。

今後、受験を必須にするかど
うかも含め、検討が必要であ
る。

進路サクセスカレンダ
ー

5

5

5

5

5

イ
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10-4-6 大学学内試験対
策の指導体制は整って
いるか

10-4-7 受験時、就職時
の面談指導の体制は整
っているか

整っている。

学内試験日の周知から通常
の単元テストまで常に学生
には到達点を意識した指導
をしている。

今後 ISI グループの統一試験
を制定する方向でさらに検
討する。

進路サクセスカレンダ
ー

整っている。

進路オリエンテーションで、
基本的な指導を最初に行い、
後個別で各学生と面談練習
を行っている。

個別の面談練習は希望者対
応としているため、今後全員
に対して行うかどうかを検
討したい。

進路サクセスカレンダ
ー

5

5

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない
総括
課題及び改善内容
入学時期から卒業まで、必要なときに必要な情報を与えられるよう、部内で 学生の多国籍化、また以前の学生と比べた状況の相違など、年々学生の層、
何度も検討し作成した進路サクセスカレンダーに進路指導についてはすべて 考え方なども変化してきている。また国内の留学生増を受け、進路決定状況
も変更しているためその辺りを常に生きた情報として更新しつつ、学生には
基づいて計画されている。
最新の情報をあたえらるよう職員も努力していかねばならないと考えてい
る。
*

最終更新日付
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2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

10-5

入国・在留関係に関する指導及び支援
点検小項目

10-5-1 研修受講等によ
り、最新の情報収集が
出来る体制がとられて
いるか
10-5-2 入管法上の留意
点について、学生への
伝達・指導等を定期的
に行っているか

10-5-3 在留に関する学
生の最新情報を、正確
に把握し管理している
か

10-5-4 在留上問題のあ
る学生、及び問題にな
りえる学生の指導を個
別に行っているか

*点検の

進み具合

ア

現状認識・評価等

イ

アの根拠

ウ

課題とその解決方向

参考資料

研修受講等により、最新の情 日振協の事務研修会を始め
報収集が出来る体制がとら 地域で行われる研修会へは
全部参加をし、職員に情報共
れている。
有している。

事務研修については教師が 研修、協議会等参加報告
どうしても薄学であるため、 レポート
今後どのように研修を行う
かを今一度検討したい。
学生への指導頻度がこれで
いいのか、要検討。

4

入管法上の留意点について、 学生個別面談の際にしっか
学生への伝達・指導等を定期 り話しをしている。入学時と
入学後半年とビザ変更時と
的に行っている。
している。

今後もこれに従う。

5

在留期限、一時帰国、修了 年 4 度の学生調査。カウンセ
者・退学者の進路等、在留に リングを行っている。
関する学生の最新情報を把
握管理している。

5

出席不良者をはじめ、問題の
ある学生及び問題になりそ
うな学生に関して個別面談
を実施している。

4

担任指導だけでなく、場合に
よっては事務局長指導を適
宜行っている。

48

どのレベルの学生を個別面
談対象者にするのか、完全に
事務局長の経験のみでの判
断となっているため、マニュ
アルの作成が必要か、今一度
検討が必要。

オリエンテーション配
布資料
説明用資料
資格外活動の際の注意
事項
在留カード携帯義務（校
内掲示物）
在留資格期間更新者リ
スト
退学者リスト
一時帰国届出書
出国時のチケット
学生指導報告カード

10-5-5 不法残留者、資
格外活動違反者、犯罪
関与者等を発生させな
いための取組みを、継
続的に行っているか
10-5-6 過去 3 年間、不
法残留者、資格外活動
違反者及び犯罪関与者
を発生させていないか

10-5-7 除籍、退学、修
了、卒業で帰国予定と
なった学生の帰国確認
を適時行い、それら出
国確認の書類を適正に
管理しているか

5

不法残留者、資格外活動違反
者、犯罪関与者等を発生させ
ないための取組みを、継続的
に行っている。

年 4 度の学生調査と随時行う
個別カウンセリングで、生活
状況の把握と、心に持つ悩み
をなるべく聞くよう心がけ
ている。

途中期にオリエンテーショ
ンを入れるなど、方法を少し
検討したほうがいいと考え
る。

学生指導報告カード
職員会議議事録

十分とはいえない。

不法滞在として除籍処分と
した学生が若干いる。また資
格外活動に関しては、学校届
けは 28 時間以内としている
が超過して行っていると見
受けられる学生がいる。

資格外活動の 28 時間以内勤
務の周知、調査の徹底と、不
法残留にさせないための通
常の生活状況の把握をいか
に的確にするのか、方法をも
っと検討すべきである。

入管適正校通知

適正に管理している。

全修了・卒業生に対し、確実
に帰国確認と進学確認をし
ている。

今後人数が増えた場合に同
じように帰国確認がすべて
出来るか、方法と手順をさら
に検討すべき。

帰国後のご案内
パスポート出国印、穴の
開いた在留カードコピ
ー（写真）
退学者リスト

3

5

*

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない

総括
課題及び改善内容
入国、在留関係に関する指導に関しては事務局を中心に全職員が在籍する学 問題学生の共有の仕方、また、段階をおった指導の仕方など、職員によって
生に対して確実に日々注意をしている業務となっている。
差がどうしてもあるため、それらの指導の仕方を含め意識改革も、すべて計
入学時のオリエンテーションでしっかり伝達はするものの、後は個人指導と 画的に進められられるよう、検討すべきだと感じる。
なるため、これらを常に意識させるためには研修等で勉強した、国内の犯罪、
在留知識を職員へ共有するだけでなく、留学生たちにも伝達できるようなオ
リエンテーションを入学時以外にも開催できるよう検討できるといいと感じ
る。これらを学生も含み、全員が理解することで出席不良者の減少、また不
法滞在者なども撲滅などに繋がるよう学校全体の姿勢として図れるよう検討
したい。
最終更新日付
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2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

基準１１ 教育成果
点検大項目総括
○成果の判定として、卒業、修了の判定、また EJU・JLPT の結果把握は、
今後の自分たちの授業のやり方を決定付ける反省材料として重きを置いてい
る。年々学生のニーズが変更しており、時代についていくためには学生が何
を求めまたどんな結果を欲しがるのかを随時把握することから始まり、結果
として出すための授業への工夫は日本語学校にとって最大のミッションであ
ると考える。
○卒業生の状況の把握は、一部の学生は進学、就職するたびに学校へ報告し
てくれるが全員がそうではない。

課題及び改善内容
○非漢字圏国籍の在籍率が高い中、一定の成果がなかなか出せれず、何が悪
いのか、まさに授業内容の検討の段階に入ってきていると感じる。学生のニ
ーズにも応えながら、結果を出すために決められた時間で講師が何を指導で
きるか、今一度検討が必要。
○今後どのように情報をつかむかは検討しなければならないと感じる。
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2017 年 3 月 31 日

最終更新日付

11-1

記載責任者

井尾

美穂

成果の判定
点検小項目

11-1-1 進路及び卒業・
修了判定が適切に行わ
れているか

11-1-2 EJU、JLPT 等
の外部試験結果を把握
し、適切に管理されて
いるか

*点検の

進み具合

ア

現状認識・評価等

イ

アの根拠

ウ

課題とその解決方向

参考資料

適切に行われている。

期ごとに行う期末テストの
結果で最終的に本人が困ら
ないよう、途中指導も入れな
がら卒業・修了に持っていっ
ている。

レベルの上がらない学生の 期末テスト結果
最終最低到達点の設定など、 修了届け
検討をした方がいいかと考 卒業・修了証
える。

適切に管理している。

それぞれの全国平均を取っ
たり、校内平均を取ったり
し、今後の受験指導にも当た
っている。

今後も継続。

5

5
*

EJU・JLPT 成績結果デ
ータ

５..完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない

総括
課題及び改善内容
入学試験の合否・入学許可証の有無、内定通知書、帰国チケットなど、卒業 修了時の進学先のいろいろな情報データ、帰国時の情報データなどは確実に
判定に必要な書類を漏れなく回収している。また、外部試験の願書、受験票、 回収して保管しているが、今現在担当者 1 人が行っているのでどの学生に対
してもすべて同じ回収が出来ている。今後、事務担当者が増えることで、そ
結果は全学生から回収し、保管している。
れぞれの意識の差で回収物に差が出ることがないよう、徹底指導し、学校と
しての回収物に漏れがないよう、一覧管理がシステム的に出来るよう、検討
を図りたい。

最終更新日付
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2017 月 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

11-2

卒業生の状況の把握
点検小項目

11-2-1 卒業生の状況を
把握するための取組み
を行っているか

*点検の

進み具合

ア

現状認識・評価等

ウ

課題とその解決方向

参考資料

卒業直後の学生の状況は把
握しているが、年数が経つ学
生については、追っていな
い。

卒業生同窓会を行うなど、検
討したほうがいい。

進路データ

十分とはいえない。

学生から報告があり把握す
ることもあるが、積極的な把
握には努めていない。

卒業生同窓会を行うなど、検
討したほうがいい。

退学届
入学許可書・雇用契約
書・帰国チケット
進路データ

十分とはいえない。

学生から報告があり把握す
ることもあるが、積極的な把
握には努めていない。

卒業生同窓会を行うなど、検
討したほうがいい。

特になし

3

11-2-3 進学先、就職先
等での状況や、卒業生
の社会的評価を把握し
ているか

アの根拠

十分とはいえない。

4

11-2-2 卒業後の進路を
把握しているか

イ

2

*

5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない

総括
卒業生の卒業直後の進路先や帰国状況の把握は、卒業判定とも合わせてほぼ
実行できている。卒業後の把握は全員十分とは言えない。

課題及び改善内容
卒業生の情報収集は、なかなか難しい問題であるが、同窓会発足など検討し
なければならないと感じる。そうすることで、先の進学、就職、などの情報
の収集、また在籍する学生への指導へとつなげられると思う。
卒業生情報のデータ管理をシステム化することも一考したい。

最終更新日付
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2017 年 3 月 31 日

記載責任者

井尾

美穂

「出入国及び難民認定法」内の日本語教育機関の告示基準の改定により、日本語教育機関の「学校評価」が義務化されたことを受け、教育の質保
証・向上に資するという観点から本校においても「学校自己点検・自己評価報告書」を作成した。
平成28年度の報告書に関しては、日本語教育振興協会の「日本語学校における学校評価ガイドライン」を参考に学内に設けた委員会で議論を重ね
た結果、以上の通り自己点検・自己評価報告書を作成した。
International Study Institute 中京自己点検・自己評価報告書を作成するにあたり学内に設けた委員会のメンバーは以下のとおりである。
平成29年3月
International Study Institute 中京 自己点検・自己評価委員会
校長
荻野
事務局長
井尾
事務局
坂井
教務主任
時田
教務
遠藤
入学相談センター部長

正昭
美穂
朗子
繭子
彩
高山

むつ実
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