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
大阪法律専門学校天王寺校
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
＜委 員＞（五十音順）
浅 尾 晃 行 氏

独立行政法人国立病院機構 相模原病院 企画課 算定・病歴係長

銀 杏 久 子 氏

昇陽高等学校 進路指導部長

大 杉

防衛省自衛隊大阪地方協力本部 中央地区隊 隊長

廣

氏

砂 町 健 太 氏

大阪市立井高野中学校 事務職員

花 本 直 和 氏

公益財団法人日本漢字能力検定協会 普及第二部 学習支援二課 課長

＜事務局＞
東 尾 浩 三

大阪法律専門学校天王寺校 校長

寺 田 佳 彦

大阪法律専門学校天王寺校 教務部課長

東

大阪法律専門学校天王寺校 教務部課長

昭 一

髙 橋 貴 富

大阪法律専門学校天王寺校 教務部課長

２．基準項目ごとの学校関係者評価・意見
項目

評価・意見

基準１ 教育理念・ イ．理念、目的、育成人材像は定められているか
目標

本学は、学校教育法に定める専修学校制度の趣旨に則り、文化教養に関する正
しい知識と的確な技能を授け、もって職業や実際生活に必要な能力を養成し教養
を向上させることを目的とする。これを実現するためにカリキュラムの編成や新
学科の検討を行っている。理念・目的・育成人材像は、教職員・学生にも周知徹
底しており、学外にも広く公表している。また、「学生から信頼され支持される
学校づくり」を学園の基本目標として教職員一丸となって取り組んでいる。
ロ．学校における職業教育の特色は何か
本学の特色は、国家公務員・地方公務員の行政職、および警察官・消防官・自
衛官などの公安職に毎年採用されていることと、民間企業就職内定率が高いこと
である。これは本学独自の教育システムである「ゼミ学習」によるところが非常
に大きい。
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ハ．理念、目的、育成人材像、特色、将来構想などが学生、保護者等に周知されて
いるか
ホームページ掲載や教務室、受付での掲示、オープンキャンパスなどでの説明
で周知している。
ニ．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
官公庁説明会および学内就職セミナー等で、官公庁および企業から回収したア
ンケートの回答を基にした「社会が求める人材像」を学生に明示しており、学生
が専門的知識や技術を持った上で、公務員を中心とした多岐にわたる業界や職種
のニーズに対応できる教育を実践している。しかし、ニーズに関しては今後も常
に把握していかなければならない。
〈ここで各学科より学科の目的の説明があった〉
基準１についての自己評価は委員の方々から「適正」であると評価され、次の意
見があった。
・幅広く学生が就職を希望する業界のニーズにあったかたちの指導をしてくれれ
ば、公務員においても対応が可能であるから、学生に合った指導を続けてもらい
たい。
基準２ 学校運営

イ．目的等に沿った運営方針が策定されているか
学園の基本目標として「学生から信頼され支持される学校づくり」を掲げてお
り、教務室、事務室、就職相談室、受付などに掲示している。
ロ．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
運営するための組織図があり、それに従って運営されている。各部署には学校
の目標達成のために数値目標が明確にされており、各部署の役割と権限、人的体
制が十分に整っている。運営組織や意思決定機能は効率的なものになっている。
ハ．人事、給与に関する制度は整備されているか
給与規程、昇進試験制度が整備されており、昇進・昇給の基準を明確に定め、
適正に運用している。
ニ．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
日常的な意思決定は、管理職がしている。学校間の調整は企画本部または学園
協議会で行っている。理事会、学園協議会、責任者会議、課会議、公務員企画会
議といった意思決定プロセスが制度化され、その権限を明確にしており、意思決
定システムは確立されている。
ホ．教育活動に関する情報公開が適切になされているか
公務員合格実績・民間就職実績において、本人の了承を得て採用試験名・氏名・
出身校名を掲載しているのも真実であることをわかっていただきたいからであ
り、毎年単年度の資料を作成しているのも現在の学校の実態を志望者や保護者に
正確に伝えるためである。
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ヘ．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
情報システムについては、学務システム（入試システムおよび学籍管理システ
ム）
、経理システムを個々に運用している。なお、就職部は求人情報と学生情報
をデータベース化して業務の効率化を図っている。学務システムは仮想プライベ
ートネットワーク(VPN 網)を全拠点で結び、セキュリティを強化して運用してい
る。
基準２についての自己評価は委員の方々から「適正」であると評価され、次の意
見があった。
・ＣＭなどでも就職実績や公務員試験合格実績が明らかにされており、それが入学
の決め手となった。これからも正確な情報を積極的に発信していってもらいた
い。
基準３ 教育活動

イ．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
本学では、各学科の目標とする公務員採用試験を明確に定め、その合格がより
確実になるようなカリキュラム編成をしている。そして、試験が終わる都度カリ
キュラム会議を開き、次回に反映させるようにしている。
ロ．教育理念、育成人材像や業界のニーズを踏まえた教育機関としての修業年限に
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
官公庁説明会および学内就職セミナー等で官公庁および企業から回収したア
ンケートの回答を基にした「社会が求める人材像」を学生に明示しており、学生
が専門的知識や技術を持った上で、公務員を中心とした多岐にわたる業界や職種
の人材ニーズに対応できる教育を実践している。各学科とも修業年限で「社会が
求める人材像」のレベルまで達するようにしている。
ハ．学科等のカリキュラムは体系的に編成されているか
カリキュラムは、年 2 回開催する教育課程編成委員会での外部委員の意見を
参考に、カリキュラム作成委員会において社会のニーズに対応するために必要な
科目を体系的に編成している。また、カリキュラム会議において各学科で目標と
する公務員採用試験の合格及び資格取得のために定期的に見直しを行っている。
ニ．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
専門知識や技術以外にもビジナスマナー、コミュニケーション能力などを育成
するキャリア教育を実践するため、該当する授業科目を設置し、また官公庁およ
び企業の人事担当者による説明会も実施している。平成 26 年度より文部科学大
臣が認定する職業実践専門課程制度が発足し、本学 2 年制学科はすべて職業実
践専門課程の認定を受け、企業・官公庁等と連携して実践的な演習を各学科で行
っている。
ホ．授業評価の実施・評価体制はあるか
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学生による授業評価アンケートを実施し、授業システム見直しのための資料と
して活用している。また、学園内各校の代表者が巡回する各校見学会実施し、点
数をつけて評価している。また、普段から他の教員の授業も教室に入って見学し
ている。
ヘ．成績評価・単位認定の基準は明確になっているか
学生の成績評価および単位認定については、その基準を明確に定め、学則、専
門課程便覧などで学生にも周知徹底し、厳正に行っている。
ト．資格取得の指導体制、カリキュラムの中での体系的な位置づけはあるか
各学科で目標とする資格・試験を明確に定め、その合格がより確実になるよう
なカリキュラム編成をしている。そして、試験が終わる都度カリキュラム会議を
開き、次回に反映させるようにしている。
チ．人材育成目標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
学科の育成目標に向け授業を行うことができる教員として、専門性、人間性、
教授力、必要資格等の諸要件を備えた人材の確保はできている。
リ．職員の能力開発のための研修等が行われているか
教員の専門性や教授力等を常にレベルアップするため、年間を通じての自己啓
発研修や企業等との連携により最新の動向を取り入れる研修に参加している。
基準３についての自己評価は委員の方々から「適正」であると評価され、次の意
見があった。
・高校では、進路に関する研修と人権に関する研修を行っている。生徒の進路に基
づいて適した研修を実施しているので、今後も学生の進路に応じた研修に取り組
んでほしい。
基準４ 学修成果

イ．就職率の向上が図られているか
本学では就職率 100％を目指している。就職担当者と各担任が連携して学生の
指導にあたっている。官公庁等への就職が厳しいと言われている中で非常に頑張
って就職を決めている。また、本学の就職は基本的に正社員採用ということも特
徴である。
ロ．資格取得率の向上が図られているか
学園内各校と定期的に合格率向上のカリキュラム会議を開いている。本学独自
のゼミ学習を行うことにより力をつけ合格実績を上げている。
〈ここで各学科より就職実績および資格取得実績の報告があった〉
ハ．退学率の低減が図られているか
一人も退学者を出すことなく入学者全員を卒業させることが最終目標である。
そのために担任をはじめ各学科の教員が学生全員に目を配り声をかけて退学率
の低減に努めている。
基準４についての自己評価は委員の方々から「適正」であると評価され、学科ご
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とに次の意見と質問があった。

＜法律学科＞
・退学率の改善の評価が他に比べると低くなっているがこれはどういう理由か。
【回答】学生とのコミュニケーションをしっかりとり、退学者を全く出さないよう
に取り組んでいるが、学生数が多く退学者ゼロの実現にまだ近づけていないので
はないかという自己評価で他に比べて低くなっている。今後も退学者ゼロに向け
て努力していく。
・職場においても退職者がとても多く、そのため職場では退職者を多く出さないた
めに感情のコントロールに関する研修を様々な心理学の分野の専門家に来ても
らって行っている。導入を検討してもよいのではないだろうか。
＜法律ビジネス学科＞
・漢字能力検定準２級もかなり難しい検定となっているが、高い合格実績を出され
ていることはすばらしいことであると思う。日常生活やビジネスの社会における
漢字との関わりかたも変化が出てきているように思われるが、今後もしっかり指
導をしていただきたい。
＜法律社会学科＞
・他の学科に比べ就職率が高いのはどのような理由か。
【回答】公安系公務員を志望する学生の多くは、職種に対して強いこだわりを持っ
ており、それぞれ地域ごとでの採用となる警察官や消防官の採用試験も試験日程
が重ならない限り遠方でも試験を受験する傾向にある。そのため、採用試験の受
験回数が多く、高い就職率となっていると考えられる。
＜行政学科＞
・１次試験から２次の面接試験に向けての対策はどのようにされているか。
【回答】２年制課程の場合は１年生のときに時間をかけて指導をすることができる
が、１年制課程の場合は時間がないので、１次試験対策と並行して自己分析を行
わせている。
基準５ 学生支援

イ．進路・就職に関する支援体制は整備されているか
公務員希望者には、クラス担任が公務員採用試験の出願から受験までの相談、
指導を行っており、官公庁の人事担当者を招き官公庁説明会を実施している。民
間企業希望者には就職相談室を設け、就職担当者及びクラス担任が学生の就職相
談、履歴書の書き方、就職先の選択、会社訪問、面接対策などの指導を行ってい
る。また、企業の人事担当者を招き学内就職セミナー等を実施している。
ロ．学生相談に関する体制は整備されているか
学生は、いろいろな悩みを持っており、それらの相談はまずクラス担任にする
が、担任に話せない事柄もあり、その時は、学生相談室が設けられているので、
学生は相談室の担当者に相談をしている。
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ハ．学生の経済的側面に対する支援体制は整備されているか
学生の学業を全うさせるため、経済的諸問題の解決を支援する必要がある。そ
のために、特別奨学生試験、各種特待生制度、経済的理由による修学支援奨学生
制度や延納制度を設けている。
ニ．学生の健康管理を担う組織体制はあるか
学校保健安全法に基づく健康診断を全学生に実施している。また、指定病院が
学生の健康相談などに応じている。
ホ．課外活動に対する支援体制は整備されているか
野球部、サッカー部、バスケットボール部、バレーボール部、テニス部などの
クラブ活動や、体育祭、学園祭、球技大会などの課外活動が盛んであり、学生主
体で実施し、教職員が助言、指導をしている。
ヘ．学生の生活環境への支援は行われているか
遠隔地出身者のための学生寮などの学生に対する生活環境支援は必要である。
本学では学生寮運営に実績のある会社の寮を学校提携寮として学生に紹介して
いる。
ト．保護者と適切に連携しているか
学生に対して適切な指導、相談を行うためにも、出席状況、成績表、相談室の
お知らせ等を年に４回保護者に送付している。また、必要に応じて保護者と面談
をし、その内容を学務システムに記録して学生の指導に役立てている。
チ．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

高校等との連携は各種セミナーを通じ、公務員合格を目指す生徒を応援してい
るが、今後もさらに連携していく必要があると思う。
基準５についての自己評価は委員の方々から「適正」であると評価され、次の質
問があった。
・保護者と連絡がなかなか取れない学生に対してどのような対応をしているか。
【回答】保護者と連絡がとれないことについては本学も苦慮しており、手紙や自
宅を訪問するなどして連絡がとれるように努力している。
基準６ 教育環境

イ．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
設置基準に基づき教室、演習室、教員室、事務室などを設置している。維持管
理については定期的な点検整備を行っている。
ロ．防災に対する体制は整備されているか
防災指導者を校務分掌一覧に規定し、定期的に防災訓練を実施し、教職員及び
学生に防災に対する意識の喚起を行っている。
基準６についての自己評価は委員の方々から「適正」であると評価された。

基準７ 学生の受け イ．学生募集活動は、適正に行われているか
入れ募集

入学案内書、媒体誌、ホームページ、テレビ広告は毎年きちんと把握している
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合格状況や就職率に基づき作成し、正確でわかりやすい表現になっている。
ロ．学生募集活動において、教育成果は正確に伝えられているか
入学案内書やガイドブック作成にあたってはその内容や表現において真実性、
明瞭性また法令遵守が必要であることを認識し広報を中心に作成している。その
ために具体的な数字を示すことや合格者の氏名を公表することにより志望者や
保護者からの信頼を得られる内容になっている。高校を卒業後すぐに入学される
方が多いのでその点にこだわった表現にもなっている。
ハ．学納金は妥当なものとなっているか
学納金に関しては学校の財政基盤の問題が出ないように適正かつ妥当な金額
に設定されている。
基準７についての自己評価は委員の方々から「適正」であると評価され、次の意
見があった。
・自衛隊の募集活動では、日本や世界の状況を踏まえ国のあり方を理解してもらう
ようにしている。学校の行っている取り組みは妥当であるので、引き続き取り組
んでいってもらいたい。
基準８ 財務

イ．中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか
少子化傾向が続く中、財政基盤を中長期的に安定させていく必要がある。
ロ．予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか
ハ．財務について会計監査が適正に行われているか
私学振興助成法に基づく公認会計士による監査と私立学校法に基づく監事に
よる監査が行われている。
ニ．財務情報公開の体制整備はできているか
私立学校法第 47 条に基づき、財務情報として財産目録、貸借対照表、収支計
算書、事業報告書、監事監査報告書を作成し公開している。さらにホームページ
上では事業の概要、財産目録、資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照
表を公開している。
基準８についての自己評価は委員の方々から「適正」であると評価された。

基準９ 法令等の遵 イ．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
守

「学生から信頼され支持される学校づくり」を基本方針に、教職員には毎年人権
研修の受講を義務付けるとともに、その他必要に応じて研修等に派遣したり、資料
を配布するなど、法令、設置基準を遵守するための施策として法令遵守規程を作成
し実施している。
ロ．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
個人情報保護に関しては、個人情報保護規程、プライバシーポリシーを設定し
ている。学校の保有する情報を委託業者に取り扱わせる際も覚書等で保護の徹底
を行っている。また、教職員には規程の遵守はもとよりインターネット使用時の
暗号化なども徹底し、学生には担任を通じて適宜該当する情報を伝えている。
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ハ．自己評価の実施と問題点の改善に努めているか
ニ．自己評価結果を公開しているか
本学では、
「自己点検・自己評価委員会」を設置し、私立専門学校等評価研究
機構の基準により点検、評価を行っており、自己点検・自己評価の結果を「自己
評価表」としてホームページ上で公開している。
基準９についての自己評価は委員の方々から「適正」であると評価され、次の意
見があった。
・コンプライアンスについては世代によって理解が異なる。それゆえ、それぞれ
の世代の感性や感覚にあわせて認知させる取り組みをされたほうが良いと思われ
る。
基準 10 社会貢献・ イ．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
地域貢献

ロ．学生のボランティア活動を奨励、支援しているか
ハ．地域に対する公開講座・教育訓練(公共職業訓練等)の受託等を積極的に実施し
ているか
地域との連携、交流、諸外国の学校などとの連携、社会問題についての啓蒙な
どが社会貢献となり、また学校の発展につながるという観点で、毎年大阪市立上
福島小学校において「ふれあいコンサート」を開催している。このコンサートは
吹奏楽部、和太鼓部が参加し、好評を得ている。学生のボランティア活動を奨励、
支援し、その活動状況を把握し評価している。学生は近隣の道路清掃などを行っ
ている。
基準 10 についての自己評価は委員の方々から「適正」であると評価され、次の
意見があった。
・中学校では、地域の清掃活動のほか、授業で学校内の施設の修繕なども生徒に
やってもらうことも行っている。地域清掃活動はされているようなので、そのほ
かの活動も積極的に行っていってもらいたい。

〔総括的な意見〕
幅広い学生のニーズに応えるための取り組みがさまざまな角度からなされていると思う。退学者を出さない
ことは、あらゆる学校がかかえる課題であり、どのような内容を学習するのか、そして、それが社会にどの
ようなかたちでつながるのかを踏まえて指導を充実させてもらいたい。今後ともさらなる連携を強め、互い
に学生並びに社会のために協力していければと思う。
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