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1. 開催日 

平成２９年１０月１８日（水）１３：３０～１４：３０ 

 

2. 学校関係者評価委員会 委員 

委員長 森岡 宏  河原電子ビジネス専門学校 校長 

副委員長 神馬 一博 河原電子ビジネス専門学校 教頭 

委員  芳之内 浩二 在校生保護者 

委員  廣瀬 一樹 卒業生 

委員  長野 佑紀 卒業生 

委員  中谷 恭治 株式会社 ユイ・システム工房 代表取締役 

委員  赤松 民康 愛媛県情報サービス産業協議会 会長 

委員  岩田 諭毅 岩田看板広告 代表取締役 

委員  宮﨑 學  松山城南高等学校 教諭 

委員  坂本 一憲 国立情報学研究所 助教 

委員  江藤 聡  河原電子ビジネス専門学校 教務課長 

委員  平礒 恵美 河原電子ビジネス専門学校 学生課主任 

 

3. H28 年度 取組み概要 

全クラス学生カルテの導入を開始しました。また、ITエンジニア科ではサイバーセキ

ュリティシンポジウム道後 2016ボランティア学生に対し、運営に貢献したとして四国総

合通信局より感謝状が贈られました。また、情報ビジネス科ではネットビジネスを学ぶ

授業を導入し YahooJAPANによる成果発表会を行いました。また、ゲームクリエイター科

ではサイバーコネクトツーによる特別セミナーを実施致しました。より高度な技術の習

得や、就職活動時にアピールする材料を今後も増やしていきます。 
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4. H28 年度 自己点検評価（基本指標）報告 

 

4.1. 在学率 

単年度 入学時卒業通年

目標値 97% 95%

該当年度末の 該当年度卒業学年の

全学年在籍者数 在籍時在籍者数

該当年度初めの 該当年度卒業学年の

全学年在籍者数 入学時在籍者数

H25年度 95.20% 93.00%

H26年度 99.06% 86.60%

H27年度 92.40% 90.50%

H28年度 98.63% 90.58%

(分子)

(分母)

 

 

学生カルテの導入や、1 年次担任はベテラン教員を配置することで単年度在籍率は目標

を達成する事ができた。入学時卒業通年在籍率は、H27 年度と比較し横ばい状態であ

る。 

 

4.2. 休学率 

単年度 入学時卒業通年

目標値 1% 2%

該当年度末の 該当年度卒業学年の入学時在籍者数

全学年在籍者数 入学時からの累計休学者数

該当年度初めの 該当年度卒業学年の入学時在籍者数

全学年在籍者数 入学時からの累計休学者数入学時在籍者数

H25年度 1.30% 2.30%

H26年度 0.46% 2.50%

H27年度 2.00% 1.49%

H28年度 0.35% 0%

(分子)

(分母)

 

H24 年度以降、休学者数は年間１～３名である。休学に陥る原因のうち、学業不振が

あげられるが、H27 年度より、4.3.1～4.3.7 までの出席フォローを行い、4.4 の授業評

価テストを実施する対策を行っており、H28 年度より、評価テストを通じた学生状況

の管理を強化している。 
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4.3. 出席率 

単年度

目標値 97%

該当年度末の全学生

全科目の年間欠席総コマ数

該当年度で出席すべき

全学年全科目の総コマ数

H25年度 92.70%

H26年度 87.70%

H27年度 93.40%

H28年度 93.00%

(分子)

(分母)

 

H24 年度以降、出席率の改善はされておらず問題解決に至っていない。特定の学生に

よる欠課による影響が大きいが、補習実施などで休退学を防止している。H27 年度よ

り、出席フォローに関する日常業務として、4.3.1～4.3.7 のガイドラインを用いて実施

しており、H28 年度より 4.3.8 を追加し実施している。 

 

4.3.1. 出席フォローの目的 

 出席フォローの目的は、直接的には出席に関する自己点検評価指標の目標値を達成

するためであるが、根本的には、すべての学生を一定の学習目標に到達させ、所属す

る学科分野にふさわしい企業や事業所で将来にわたって望ましいキャリアを形成でき

るようにするためである。毎日の授業出席を維持することは、そのための最低限の条

件であると考えるべきである。 

 

4.3.2. 遅刻・欠席の始業前連絡指導 

事前に、遅刻欠席の際には朝の一定時（朝のホームルームの時間など）までに連絡を

入れるように学生に指導しておく。 

 

4.3.3. 出欠の始業前確認 

始業前の一定時（朝のホームルームの時間など）までに登校しない学生に対しては、

その段階で本人連絡する（寝坊などはこの段階で登校を促すことも可能）。本人に連絡

がとれないような場合は、状況に応じて保護者に連絡を取り、学生の状態について確認

を行う。担任が一時間目の授業担当などで本人に連絡をとる余裕がない場合は、事務担

当者も含めて確認の代行を行う。 

 

4.3.4. 遅刻・欠席面談 

明確かつ正当な理由なく遅刻した学生は当日のうちに必ず面談を行い、遅刻原因を確
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認する。同様に、明確かつ正当な理由なく欠席した学生は次登校日に面談を行い、欠席

原因を確認する。必要に応じて保護者・旧担任等の本人関係者にも相談し、疾病、登校

不安、学業不安など遅刻の原因を特定すること。その上で、その原因に応じた解決策を

本人・保護者に提示し、解決を図ること。 

 

4.3.5. 真相究明の必要性 

「体調不良」（「腹痛」「頭痛」なども含め）を理由とした欠席の背後に、重篤な疾病

の他、登校不安、学業不安など深刻な教育問題が潜んでいることは珍しいことではな

い。学生の訴える「体調不良」を単純に言葉通りに受け取らず、慎重に扱うことが必要

である。 

 

4.3.6. 長期欠席・不登校の水際防止 

2 日間連続して欠席した場合は理由の如何にかかわらず、3 日目に、本人が登校す

れば面談を行い、引き続き欠席した場合は家庭訪問して保護者、本人と面談を行うこ

と（遠隔地などの理由により家庭訪問に時間が割けない場合は、電話により保護者、

本人と面談相当の相談をすること）。連続欠席には、健康上の問題に限らず、登校不

安、学業不安など長期欠席に結びつく要因が潜んでいることが珍しくない。そのよう

な原因が判明した場合は、保護者や旧担任等と連携しながら、本人・保護者に具体的

な解決策を提示し、解決を図ること。 

 

4.3.7. 登校困難者・長期欠席者への対応 

すでに不登校に陥っている登校困難者・長期欠席者の場合は、臨時対策を行なう。 

 

4.3.8. 日々の出欠状況の管理強化 

毎日遅刻・欠席をした学生の情報を詳細に記録・報告し、欠席傾向のある学生を早期

に発見することにより、面談により遅刻・欠席の減少を実現するとともに、休退学を事

前に防止する。また、情報共有により各クラスの出欠状況を他教員も把握し、相互に学

生のフォローを行う。また、学生カルテ及び学生フォローカルテに記入し記録に残して

おく。 
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4.4. 卒業・進級率 

進級率 卒業率1

目標値 97% 100%

該当年度進級学年 該当年度卒業学年の

の進級者数 の卒業者数

該当年度進級学年 卒業年次5月1日時点

の入学時在籍者数 の在籍者数

H25年度 92.70% 100.00%

H26年度 87.71% 100.00%

H27年度 83.70% 100.00%

H28年度 75.38% 100.00%

(分子)

(分母)

 

 進級率についても、休退学の原因によって目標値には達成できなかった。5 月１日時

点での在籍者数は 100%であり、入学後すぐのミスマッチはないものと思われる。ま

た、学期末試験において進級が認められないケースは、再試験や補習によってフォロー

を行なうため、ほぼない。休退学に繋がるケースとして最も多い原因の一つに“学業不

振”が挙げられるため、H28 年度より、担当教員の担当科目の評価テストを、毎時間

実施を目標に実施している。授業評価テストの結果に基づき、一定得点以下の学生につ

いては、必ず、同日もしくは次回授業時までに学習フォローを行なう。 

 

4.5. 進学率 

大学 他分野の専門学校 その他

目標値 97% 100% 97%

(分子) (大学進学者数) 他分野の専門学校進学者数 (その他の進学者数)

(分母) (入学時在籍者数) (入学時在籍者数) (入学時在籍者数)

H25年度 0.00% 0.00% 0.00%

H26年度 0.46% 0.93% 0.00%

H27年度 0.00% 0.00% 0.00%

H28年度 0.00% 0.00% 0.00%
 

 本校は職業教育を使命とする以上、本来学生の大学、大学院、他の専門学校への進学

は本校教育の主意とするところでないが、学生本人が当初とは全く異なる職域への関心

に目覚めることは十分にあり得る。H26 年度は、１名が大学への進学、２名が河原学

園内で再入学をしたが、H27・H28 年度は他への進学者は０名であった。 
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4.6. 就職内定率 

就職内定率(1),(2) 就職内定率(3),(4)

目標値
(1)2年以内に90%

(2)2年以内に93%

(3)2年以内に95%

(4)2年以内に98%

卒業年次3月末 卒業年次3月末

就職内定者数 就職内定者数

(1)入学時在籍者数から (3)卒業年次5月1日就職希望者数

進学者を除いたその入学者数 (4)卒業年次3月末就職内定者数

(2)進学者を除いた卒業年次

5月1日在籍者数

H25年度 90.00% 100.00%

H26年度 93.20% 100.00%

H27年度 97.00% 100.00%

H28年度 98.68% 100.00%

(分子)

(分母)

 

 H27、H28 年度は休退学、病気による就活または就労が困難な学生がおり、在籍者ベ

ースでの内定決定率は 100%が未達成であった。これを除けば、就職内定率(3),(4)にあ

げるように、就職を希望する学生の内定率は 100%達成を継続できている。病気の多く

は心療系に関するものであり、カウンセラーを置くなどして対応している。 

 

 H29 年度現状報告として、就職内定率 95.9%（10/16 時点）であり、昨年に続き就職

環境が改善されてきている。各学科が専門とする業種への就職決定率は高い状況であ

る。 

 

H27年度職種別就職先 H28年度就職先(県内・県外)

職種 内定率 愛媛県 36.00%  

SE・プログラマ 60.00% 県外 64.00%

販売・営業 13.84% *本社所在地によるもの。

事務 6.15% 最終配属先は不明。

製造 15.38%

その他製造 4.63%

 

 

 また、H27 年度より、河原学園就職キャリア支援センターを設置し、河原学園全体

としての学生支援機関としての取組みを開始。学内説明会や試験を実施する企業は、各

学科の人材育成目標と対応する企業を選抜し学生に受験をさせている。 
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5. 教育活動、成果 

 各学科の専門性を高めるためのコース開設、就職キャリア支援センターとの連携を行

い、より業界ニーズに則した人材育成を行なう。 

 

 各科カリキュラムはカリキュラムリーダを中心として、より専門的な技術を学べる環

境を構築。IPA（独立行政法人 情報処理推進機構）発行の IT 人材白書による統計分析や

企業ヒアリングに基づいてコースカリキュラムを考案。 

 

5.1. 高度情報技術科（H27 年度１年生より科名変更「IT エンジニア科（3 年制／4 年制」 

 昨年度からの継続案件である鳥獣害対策アプリ開発は卒業生から現三年生へ引き継が

れ、11 月に開催される愛媛県専修学校各種学校連合会のシンポジウムで成果発表を行

う予定 

 

5.2. ゲームクリエイター科 

 日本ゲーム大賞へ応募(ゲームクリエイター科 2 年) 

応募 2 作品中 1 作品が一次審査を通過「ONE RUN ONE LAND」 

 

5.3. 情報システム科（H29 年度１年生より科名変更「Web システム科（2 年制）」） 

 教員のＩＴスキル向上のため、外部講師による研修を受講。（2 日間） 

門田・・基礎から学ぶネットワーク技術、江藤・・レスポンシブ Web デザイン制作を

受講。 

5.4. 情報ビジネス科（H29 年度１年生より科名変更「IT ビジネス科（2 年制）」） 

 前年度よりインターンシップ時期を春休み期間に変更。今年度は期間変更による影響

で就職活動へのスムースな展開を図ることができ将来像の視野を広げることができた。 

 

6. H29 年度 企業連携 

 各学科で産官連携を実施。職業実践専門課程として、より実践的な学習を可能とする

ために、企業連携計画のもと実施。 

 ・獣害アプリの開発（愛媛県） 

 ・株式会社ユークス様による作品講評会 

 ・Yahoo!ショッピングサイト運営（ヤフー㈱） 

 

7. 学生募集関係について 

入試制度 

AO 入試、指定校推薦入試、推薦入試、一般入試（専願、併願）で変更なし。 

各種支援制度 

一人暮らし支援制度、通学定期代支援制度、再入学制度、専門実践教育訓練給付金制
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度、特待生制度、家族制度、大学・短大・社会人支援制度は継続。 

高資格・検定特待生制度、ノートパソコンプレゼント制度は廃止。 

 

8. 現在抱えている課題 

8.1 出席率の改善及び退学者防止 

  8.2 学生数の減少に伴う入学者の確保 


