
種別

③

①

（年間の開催数及び開催時期）

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課
程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本
方針
本校は、各学科の就職先である各業界に対し、必要とされる人材像、職場で長く活躍できるための適正資質、学生として
修得すべき基礎的な知識・技術等、地域産業振興の方向性を踏まえた業界自体の変化・成長に対応できる新たな知識・
技術等、各業界の動向に常に注目し、状況を把握分析し、教育課程の編成に柔軟に且つ瞬時に反映できるよう、各業界
及び地域社会と連携を密にし、業界に必要とされる人材育成を目指すものとする。
　具体的には年２回開催される教育課程編成委員会の意見を活用したり、県内ブライダル関連企業との会合及び就職に
係る懇談の際には、業界の動向及び求める能力や人材像の情報収集をしたり、卒業生から業界の動向や学生時代に学
んでおきたかったことなどをヒアリングして、教育課程の編成に役立てている。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

本校の教育課程は校長を含めた各学科の職員会議において決定され、学科長会で承認される。その際に教育課程編成
委員会からの要請を十分に理解、分析、調査等を行い、必要とされるもので予算化が可能なものを反映させる。
教育課程編成員会は、本校における教育課程を客観的に評価し、授業科目の開設、授業内容・方法の改善・工夫等につ
いて、学科長会及び職員会議に進言できるものとする。また委員会の開催以外でもアンケート、ヒアリング等で常に最新の
情報を学校側に提供できるものとする。

宮島　英輔 専門学校カレッジオブキャリア　校長

令和4年５月１日現在

名　前 所　　　属 任期

山本　彰彦 ホテルメルパルクＮＡＧＡＮＯ　副総支配人
令和４年４月１日～
令和６年３月３１日（２年）

（開催日時（実績））
令和３年度第１回　令和３年１０月１２日（火）　17：00～18：00
令和３年度第２回　令和４年３月１８日（金）　17：00～18：00

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

赤池　健
長野市ホテル旅館組合代表　／（株）やま　社
長

令和４年４月１日～
令和６年３月３１日（２年）

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

島崎　公栄 専門学校カレッジオブキャリア　主任

　※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

年２回　（２月、８月）

松本　拓実 専門学校カレッジオブキャリア　学科長

専門学校カレッジオブキャリア　主任岡部　泰幸

・昨年、ブライダルコーディネイト技能検定についてご意見をいただき、令和3年度は授業の組み立てを変え合格率が上
がった。
・検定取得も大切だが、採用の際には立ち居振る舞いや人格も重視しているとの意見をいただき、授業の中でもコミュニ
ケーションの授業を取り入れているが、授業以外の学校生活でも挨拶や振る舞いに関する指導を行いサービスを提供す
る者としての心構えを学ばせるようにしている。
・パソコンに関するスキル（SNS含む）に関して、現場で必要な技術であるということで、これまで取り組んでいるスキルを更
に向上させるよう、また現行の社会の流れに沿う学習(SNS発信などのスキル、モラルなど)を取り入れた。
・SNSによる配信の有効性を解説し、モラルを保ちながら有効に情報発信できるよう授業内で取り組んでいる。
・学生増を目的とした男性入学者に対しての、アピールとして美容分野以外の選択肢も必要ではないかとのご指摘をいた

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針
本校は、各学科の専攻分野である各業界に対し、職場を巡る環境の変化、知識・技術の進歩や多様化、人材需要の高度
化など常に各業界の動きに注目し、自立した職業人を育成し、社会・職業へ円滑に移行させること、また、学生・生徒の多
様な職業教育ニーズや就職先となる職業・業種の人材需要に応えていくこと等を目的として、各業界の企業等と密接に連
携し、学生が知識、技術のみならず業界特有の感性等が理解できるよう、計画的に実習・演習等を行っていく。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

実際に現場での日常業務の流れ・接客・他の社員との連携等を体験することにより、ホテル、ブライダル業界で働くために
必要な技術、知識、能力を習得することを目的として、ホテル及びブライダル施設において業務担当者の指導のもと実習
を行う。希望等によりブライダル関連企業でも実習できるようにする。実習終了時には、企業の担当者より、本校指定の
フォームで学習成果の評価をいただき、担当教員が成績評価を行ってる。

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係



実際に現場での日常業務の流れ・接客・他の社員との連携等を体験することにより、ホテル、ブライダル業界で働くために
必要な技術、知識、能力を習得することを目的として、ホテル及びブライダル施設において業務担当者の指導のもと実習
を行う。希望等によりブライダル関連企業でも実習できるようにする。実習終了時には、企業の担当者より、本校指定の
フォームで学習成果の評価をいただき、担当教員が成績評価を行ってる。



研修名「軽井沢ウェディングアワード見学」　　（連携企業等：軽井沢ウェディング協会）
期間：令和５年２月（未定）　　　　対象：ブライダル・ホテル科教員
内容：軽井沢ウェディング協会に加盟する結婚式場の現役プランナーが自社で挙げた結婚式のプレゼンテーションを行
い、軽井沢ウェディングの魅力を伝えるとともに接客やプランの組み立てを紹介

研修名「 長野新卒ハローワーク情報交換会」　　（連携企業等：ハローワーク長野）
期間：令和　４年１２月予定　　　　対象：ブライダル・ホテル科教員　就職支援担当　ブライダル・ホテル学生
内容：前年度の就職状況の情報提供、今年度の活動の傾向、学生支援の具体的な対策、などについて、ハローワーク
長野学卒支援担当者を招いて講演・意見交換。

研修名「ハローワーク大学等連絡会議」　　（連携企業等：ハローワーク長野）
期間：令和　４年　８月予定　　　　対象：就職支援担当
内容：求人状況、就職支援等に関する情報交換・意見交換会。

※コロナ対策のため開催が確定していない研修があります。企業や業界団体からの紹介があれば、随時参加の予定。

研修名「 長野新卒ハローワーク情報交換会 」　　（連携企業等：ハーローワーク ）
期間：令和３年１２月９日（木）　　　　対象：ブライダル・ホテル科教員　　　ブライダル・ホテル学生
内容：就職活動をするにあたり、準備の段階で何をするのか、どう指導するのかなど、昨今の就職活動の流れや傾向
を、教員と学生が研修を行った。

研修名「ホテル・ブライダル業界企業交流」　　（連携企業等：長野市内ホテル及び結婚式場）
期間：令和　４年　８月（予定）　　　対象：ブライダル・ホテル科教員
内容：日本メイクアップ技術検定試験のセルフメイク、メイクアップアドバイザーの授業・試験官を実施するためのセミナー

企業実習

２年次の夏に、ブライダル・ホテル科全員が、提携企業に
てインターンシップを行う。

㈱藤屋　ホテル信濃路　義松屋貸
衣裳店　ホテルメルパルク長野　ア
マンダンスカイ長野

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

②指導力の修得・向上のための研修等

（３）研修等の計画
①専攻分野における実務に関する研修等

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針
本校の定める職業実践専門課程の施行規則第４章により、各学科の専攻分野である各業界に対し、職場を巡る環境の変
化、知識・技術の進歩や多様化、人材需要の高度化など常に各業界の動きに注目し、業界から必要とされる人材育成の
ため、各学科の教員に対して、企業等から講師を招いて校内で行う研修、校外で行われる実習への参加、教員を企業等
へ派遣して行う研修等、各業界における最新の知識、技術及び技能等を修得するための研修を積極的に、計画的に企業
と連携して行うものとする。また教授法、カウンセリング、指導力等の修得・向上を目的とした研修を業務経験や能力、担
当科目、担当以外の業務等を考慮して、適宜行うものとする。

（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等
研修名「日本ホテル教育センター　情報交換会」　　（連携企業等：日本ホテル教育センター）
期間：令和　３年１２月　７日（火）　　　　対象：ブライダル・ホテル科教員
内容：ホテル実務検定の公式テキストを販売している日本ホテル教育センタ―より、ホテル業界やホテル関連専門学校
に関する情報交換を行い、ホテル業務に関する教育の方法や採用試験に関する情報をいただいた。

研修名「軽井沢ウェディングアワード視察」　　（連携企業等：軽井沢ウェディング協会）
期間：令和　４年　２月２２日（火）　　　　対象：ブライダル・ホテル科教員（オンラインにて実施）
内容：軽井沢ウェディング協会に加盟する結婚式場の現役プランナーが自社で挙げた結婚式のプレゼンテーションを行
い、軽井沢ウェディングの魅力を伝えるとともに接客やプランの組み立てを紹介

研修名「 就職情報交換会」　　（連携企業等：信濃毎日新聞社 ）
期間：令和３年１１月９日（火）　　　　対象：ブライダル・ホテル科教員
内容：企業の人事担当者と名刺交換を行い、就職、就職活動に関する情報を共有するとともに、業界の現状などの話を
聞く

②指導力の修得・向上のための研修等

※コロナ対策のため研修会等の開催日が未定となっています。今後、企業や業界団体から研修等の紹介があれば、随時参加の予
定。



（２）学校運営

・目的等に沿った運営方針が策定されているか
・運営方針に沿った事業計画が策定されているか
・運営組織や意思決定機能は、規則等において明確化されて
いるか、有効に機能しているか
・人事、給与に関する規程等は整備されているか
・教務・財務等の組織整備など意思決定システムは整備されているか
・業界や地域社会等に対するコンプライアンス体制が整備されている
か
・教育活動等に関する情報公開が適切になされているか
・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

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。
また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針
本校は、実践的な職業教育を行う教育機関として、自らの教育活動その他の学校運営について、教育目標の適正性、そ
の達成状況及び達成に向けた取組の適切さ等に対して真摯に自己評価を行い、関係業界等のニーズを踏まえた質の高
い職業教育を教授できるよう学校運営の改善を組織的、継続的に行う。また、学校関係者評価委員会を設立し、学校が行
う自己評価に基づいて学校関係者評価を行う。卒業生、企業等、関係団体など学校関係者の客観的な視点により、相互
の課題やニーズ等を共有し、実質的な連携強化を図りながら、関係業界等において必要な人材養成を実現するための評
価を行う。また評価の結果を公表し、学校関係者各位に対して説明責任を果たす。

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

（１）教育理念・目標

・学校の理念・目的・育成人材像は定められているか
・学校における職業教育の特色は何か
・社会経済のニーズ等を踏まえた学校の将来構想を抱いているか
・学校の理念・目的・育成人材像・特色・将来構想などが学生、保護者
等に周知がなされているか
・各学科の教育目標・育成人材像は、学科等に対応する業界のニーズ
に向けて方向づけられているか

（３）教育活動

・教育理念等に沿った教育課程の編成・実施方針等が策定されている
か
・教育理念、育成人材像や業界のニーズを踏まえた学科の修業年限
に対応した教育到達レベルや学習時間の確保は明確にされているか
・学科等のカリキュラムは体系的に編成されているか
・キャリア教育・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・開発などが実施されているか
・関連分野の企業・関係施設等や業界団体等との連携により、カリキュ
ラムの作成・見直し等が行われているか
・関連分野における実践的な職業教育（産学連携によるインターンシッ
プ、実技・実習等）が体系的に位置づけられているか
・授業評価の実施・評価体制はあるか
・職業教育に対する外部関係者からの評価を取り入れているか
・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か
・資格取得等に関する指導体制、カリキュラムの中での体系的な位置
づけはあるか
・人材育成目標の達成に向け授業を行うことができる要件を備えた教
員を確保しているか
・関連分野における業界等との連携において優れた教員（本務・兼務
含む）を確保するなどマネジメントが行われているか
・関連分野における先端的な知識・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か
・職員の能力開発のための研修等が行われているか

（４）学修成果

・就職率の向上が図られているか
・資格取得率の向上が図られているか
・退学率の低減が図られているか
・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
・卒業後のキャリア形成への効果を把握し学校の教育活動の改善に
活用されているか

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応



種別
業界の代
表者（企
業）
業界の代表
者（業界団
体）

地域の代表
者（卒業生）

専門学校カレッジオブキャリア　校長

専門学校カレッジオブキャリア　学科長

専門学校カレッジオブキャリア　副学科長

・施設・設備は、教育上の必要性に十分対応できるよう整備されている
か
・学内外の実習施設、インターンシップ、海外研修の場等について十分
な教育体制を整備しているか
・防災に対する体制は整備されているか

山本　彰彦 ホテルメルパルクＮＡＧＡＮＯ　副総支配人
令和４年４月１日～
令和６年３月３１日（２年）

赤池　健
長野市ホテル旅館組合　代表　／（株）やま
社長

令和４年４月１日～
令和６年３月３１日（２年）

（８）財務

・中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか
・予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか
・財務について会計監査が適正に行われているか
・財務情報公開の体制整備はできているか

名　前 所　　　属 任期

（９）法令等の遵守

（７）学生の受入れ募集

・学生募集活動は、適正に行われているか
・学生募集活動において、資格取得・就職状況等の情報は正確に伝え
られているか
・学生納付金は妥当なものとなっているか 等

（５）学生支援

・進路・就職に関する支援体制は整備されているか
・学生相談に関する体制は整備されているか
・学生に対する経済的な支援体制は整備されているか
・学生の健康管理を担う組織体制はあるか
・課外活動に対する支援体制は整備されているか
・学生の生活環境への支援は行われているか
・保護者と適切に連携しているか
・卒業生への支援体制はあるか
・社会人のニーズを踏まえた教育環境が整備されているか
・高校・高等専修学校等との連携によるキャリア教育・職業教育の取組
が行われているか

（６）教育環境

・法令、専修学校設置基準等の遵守と適正な運営がなされているか
・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
・自己評価の実施と問題点の改善を行っているか
・自己評価結果を公開しているか

（１０）社会貢献・地域貢献

・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
か
・学生のボランティア活動を奨励、支援しているか
・地域に対する公開講座・教育訓練（公共職業訓練等を含む）の受託
等を積極的に実施しているか

（１１）国際交流 評価なし
※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）学校関係者評価結果の活用状況

・「人間的な魅力・職場で活躍できる」という目標を、カリキュラムにどう反映させるか、どう実現させるが今後の課題になる
というご指摘をいただき、知識・技術を身に付けることはもちろん、人間力を高めるため、学校生活の中で社会人として成
長するためのカリキュラムや人間関係を豊かにする授業内容（グループワークやロールプレイング等）を今以上に意識し
ていくことを確認した。

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿
　　　令和４年５月１日現在

兼子会計事務所
令和３年４月１日～
令和５年３月３１日（２年）

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期
（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　　　）
URL:
公表時期：令和４年７月１日

福士　佳幸

宮島　英輔

松本　拓実

増田　明仁



学則
※（１０）及び（１１）については任意記載。

（１）学校の概要、目標及び計画 学園建学理念、目的、教育目標、健康診断

URL:
公表時期：令和４年７月１日

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況
に関する情報を提供していること。」関係

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針
本校は、生徒、保護者、業界関係者など当該専修学校に関する関係者に対して、学校教育法その他関係法令で定められ
た目的を実現するための公的な教育機関として、教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供する
ものとする。実践的な職業教育・専門技術教育などの役割に対する社会的な理解・評価を促進し、学習者の適切な学習
機会選択に寄与し、これからの社会を担う人材の育成を託されている職業教育機関として、社会に対する説明責任を果た
していくこととする。
（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応

ガイドラインの項目 学校が設定する項目

（３）情報提供方法

URL:www.kuroki.ac.jp/ncc
（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　　　）

（２）各学科等の教育 教育課程、年間計画、定員、入学者数、在校生数、進級卒業条件
（３）教職員 教員の担当科目　教員数
（４）キャリア教育・実践的職業教育 キャリア教育、実習、就職支援の概要
（５）様々な教育活動・教育環境 学校行事、課外活動
（６）学生の生活支援 支援体制、学生保険
（７）学生納付金・修学支援 学生納付金の金額及び納入時期
（８）学校の財務 財務諸表
（９）学校評価 自己評価、学校評価報告書
（１０）国際連携の状況
（１１）その他

www.kuroki.ac.jp/ncc

