2018 年 9 月 26 日

ECC 国際外語専門学校

学校関係者評価委員会報告書
学校法人山口学園
ECC 国際外語専門学校
学校関係者評価委員会

学校法人山口学園 ECC 国際外語専門学校は､｢学校関係者評価委員会規定｣に基づき 2018 年
度第 1 回学校関係者評価委員会を実施いたしましたので､以下の通り報告いたします｡
1 実施日時 2018 年 9 月 8 日(土) 14:00 - 16:00
2 実施場所 ECC 国際外語専門学校 1 号館 4 階 401 教室

3 学校関係者評価委員(ECC 国際外語専門学校 学校関係者評価委員会実施規定に基づく)
（１） 関連業界等関係者
三橋 滋子氏

一般社団法人 日本添乗ｻｰﾋﾞｽ協会 会長

下西 由子氏

大阪ｾﾝﾄ・ﾚｼﾞｽ・ﾎﾃﾙ株式会社
ﾗｰﾆﾝｸﾞ ｱﾝﾄﾞ ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ ｱｼｽﾀﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ

小椋 圭一郎氏

社会福祉法人 日本ﾍﾚﾝｹﾗｰ財団 副理事長

貴治 康夫氏

立命館高等学校 教員

栗岡 史哉氏

ECC 国際外語専門学校 大学編入ｺｰｽ 卒業生

（２） 本校関係者
瀧山 淳一

ECC 国際外語専門学校 学校長

大谷内 圭

ECC 国際外語専門学校 副学校長･教務課責任者

伊藤 功

ECC 国際外語専門学校 進学指導ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長

川添 雅英

ECC 国際外語専門学校 学園留学生事業部副責任者

東井 喜美

ECC 国際外語専門学校 教務課副責任者

松井 治

ECC 国際外語専門学校 英語課責任者

福本 雄三

ECC 国際外語専門学校 ｷｬﾘｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長

洪 錫吉

ECC 国際外語専門学校 入試課責任者

斎藤 晃子

ECC 国際外語専門学校 ｴｱﾗｲﾝｺｰｽ主任専任教員

三木 武志

ECC 国際外語専門学校 学園自己点検評価室長

山本 昂輝

ECC 国際外語専門学校 ｷｬﾘｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

宇佐見 眞也

ECC ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ専門学校 学校長

4 報告内容
(1)｢組織概要｣報告者:瀧山
学生数は今年度 982 名の新入生を迎え､合計 1779 名が在籍しておりその内 34%が留学生とな
っている｡また､新たに進学を目的とした学生を対象とした｢進学指導ｾﾝﾀｰ｣を設置し､大学･
大学院進学に向けて指導を行っている｡
・設置学科一覧紹介(下記参照)
-ｱｼﾞｱ言語学科

ｱｼﾞｱ言語ｺｰｽ

-国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ学科

大学編入ｺｰｽ

-国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ学科

国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ

-国際留学学科

語学留学ｺｰｽ

-ﾎﾃﾙ・観光学科

ﾎﾃﾙｺｰｽ

-ﾎﾃﾙ・観光学科

ﾄﾗﾍﾞﾙｺｰｽ

-ｴｱﾗｲﾝ学科

ｴｱﾗｲﾝｺｰｽ

-こども教育研究学科 こども英語ｺｰｽ
-総合英語学科

総合英語ｺｰｽ

-国際ｷｬﾘｱ学科

海外ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟｺｰｽ

(2)｢基準 1 教育理念･目的･育成人材像｣報告者:瀧山
専門学校として特色ある教育活動に取り組み､実践的な授業を多く取り入れつつ､中期的な
視点も併せ持ちながら運営していくことが重要だと考えている｡今後は企業連携を通じて､
業界の動向やﾆｰｽﾞをいち早く捉え､教育課程編成や授業計画策定に取り組んでいく予定で
あり､また学校の将来構想を学生や教職員だけでなく､保護者や関連業界にも広く周知する
場を設け､協力体制をさらに拡大していく｡しかしながら､課題として教育理念が教職員へ

浸透しているかを考えており､また､教材選定等においても今後さらに企業様の意見を活か
していかなければならないと考えている｡
(3)｢基準 2 運営方針･事業計画｣報告者:瀧山
学園､学校の示す方向性をいち早く教職員間において共有し､浸透させていくことが必要で
あると考えており､今後も適材適所の人員配置を最優先し､教職員が能力を最大限に発揮で
きる体制を構築するとともに各種ｼｽﾃﾑを整備し､業務の効率化を進めていく｡
特記事項として､建物が 3 つあり様々な学生がいるので横のつながりを強化していく必要が
あると考えている｡また､年間計画について年 2 回振り返りを行い PDCA ｻｲｸﾙに基づいて改善
を行っていく予定である｡その他職員の評価についても年 2 回評価を行っており､適材適所
の人材配置を行っていく｡
報告者:伊藤
進学指導ｾﾝﾀｰについて､大学･大学院進学を考える日本人､留学生に対してｻﾎﾟｰﾄする為進学
指導ｾﾝﾀｰ設立し､進学実績向上に向けて就職と進学の 2 本柱で運営していく｡
報告者:川添
留学生ｾﾝﾀｰについて､日本語学科と留学生専門課程がある。
日本語学科は､留学生に対して半年から 2 年間で日本語を指導し､留学生専門課程について
は社会で活躍する人材育成に向けて運営を行っている｡
(4)｢基準 3 教育活動｣報告者:松井
英語学習について年々指導を強化しており､特に英検について年毎に大幅に合格者を輩出
している｡また､対策授業についても重点的に指導強化を行っている｡特に英検 準 1 級につ
いては 18 名から 26 名と大幅に合格者が増加し､2 級に対しても大幅に増加しており今年は
さらに多くの合格者を見込んでいる｡また､英語学習制度としては､基本英語能力の強化に
向けて､週 15 ｺﾏ中 8 ｺﾏを授業設定しており､ﾍﾞｰｼｯｸｸﾗｽについてはその内 5 ｺﾏを設定し､10 月
の試験で準 2 級合格を目指して指導を行っている｡さらに､ELC(English Learning Center)
を 3 年前に設立し､学生の訪問者が激増しており一昨年 2844 名､昨年 7434 名､今年は半期終
了時点ですでに 6000 名以上で 1 万名を超える予想である。その他様々なﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを設定し､
英語力向上の取り組みを行っている｡続いて EIP(ECC International Plaza)について､主に
英会話についての場を昼休み･放課後に提供している｡また､ｾﾌﾞ短期留学について一昨年 19
名､昨年 69 名､今年は 98 名が参加しており年々増加している｡以上の英語学習を通して､株
式会社 ECC 主催のｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄでは 2017 年度にｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾗｲｽﾞ･1 位･3 位の 3 名の入賞者を輩
出した｡2018 年度取り組みでは新任講師ﾄﾚｰﾅｰ制度､ｵﾝﾗｲﾝ英会話導入(25 分ﾏﾝﾂｰﾏﾝﾚｯｽﾝ)､ｽﾋﾟ
ｰｷﾝｸﾞﾁｪｯｸﾚｯｽﾝ(年 4 回ﾈｲﾃｨﾌﾞが学生個人に対して評価)を行っている｡そして 2018 年度の英

検における文部科学大臣賞連続受賞を目指していく｡
報告者:伊藤
学校全体として､外部の企業様･大学様のﾆｰｽﾞに合わせた人材育成という部分の確認が重要
だと考えている｡特に進学指導ｾﾝﾀｰにおいては進学先が多岐に分かれているため､様々な学
部での研究に対応に対なければならない課題が多くある｡
報告者:川添
留学生専門課程について､ｷｬﾘｱ教育では就職することが目的ではなく長く社会に有用な人
材となるよう教育することが大事であると考えており､ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟや日本人との交流ﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾑを通して協調性､ﾁｰﾑ力を高めている｡
(5)｢基準 4 学修成果｣報告者:福本
2020 年 3 月卒業生の就職状況について､8 月末時点で全体内定率は 78.1%で昨年の同月では
76.6%と昨年よりも上回っている｡またｺｰｽ毎においては､ｴｱﾗｲﾝｺｰｽにて CA 職をいかに多く輩
出するかが課題となっているが､今年度は延べ 16 名で昨年の 8 名を大幅に上回った｡CA 職に
ついては英語力が絶対条件になっており､最低 600 点だが､目標として 700 点を取得させる
為の指導を行っている｡その他ﾋﾞｼﾞﾈｽ系ｺｰｽにて特に語学系の 3 ｺｰｽは就職の特徴としてｲﾝﾊﾞ
ｳﾝﾄﾞ需要にて語学のﾆｰｽﾞが高まっており､色々な職種で内定をいただいている状況である｡
特にﾎﾃﾙ業界や物流業界にて顕著な動きがあり､今後は卒業までに就職率 100%を目指して取
り組んでいく。
報告者:伊藤
大学進学について 2018 年 3 月卒業生の 106 名対象者の内 103 名が大学へ進学を決めており､
述べ 140 名の合格者のうち 38.6%以上が国公立大･関関同立に進学をしている｡今後は､学習
指導･学生指導の連携強化を課題とし､学内のﾉｳﾊｳの連携を行っていく｡
報告者:川添
留学生専門課程の目的として日本語能力の習得･就職を目指している｡
日本語習得については問題なく力をつけているが､就職に関して就労ﾋﾞｻﾞの問題があり､許
可が下りず帰国になってしまう場合があるので､そこを課題として運営を行っていく｡
(6)｢基準 5 学生支援｣報告者:福本
就職に関する専用指導室として｢ｷｬﾘｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ｣を設置するとともに､ｸﾗｽ担任他関連教職
員含め､一丸となって学生の就職活動を支援する体制も整備している｡また､入学年次より
正規科目として｢就職対策授業｣を組み込むことで本格的な就職活動を行う際に必要となる

就職力を習得させている｡なお､今後は語学系ｺｰｽに関連する企業とのさらなる連携強化が
課題となる｡
報告者:東井
学生支援について､経済面､健康管理面､学生寮､課外活動に関して実施しており､ﾁｰﾑとして
運営行うことで退学防止を目指している｡現在の退休学率は 1 年生で 99.0%､2 年生で 99.4%
で推移しており､後期も現在の状況を維持する為に取り組む予定である｡また､留学生につ
いてもﾋﾞｻﾞの申請等含めた幅広いｻﾎﾟｰﾄを行っていく｡さらに卒業生に対しては昨年｢ﾎｰﾑｶﾐ
ﾝｸﾞﾃﾞｲ｣という校友会を実施し､卒業後もつながる学校づくりを目標に行っている｡
報告者:斎藤
ｴｱﾗｲﾝｺｰｽについては､業界就職率 100%を目指して指導を行っている｡航空業界については時
には今回の台風被害などで厳しい状況になることも有る業界となっており､お客様への対
応については 1 年目も 10 年目も変わらないので､採用する企業様もそこを意識しているた
め､対応出来る為に厳しく指導を行っている｡そして､厳しい環境でも学生が頑張れるよう
一人一人のｻﾎﾟｰﾄをしっかりとしながら指導を行い過去 3 年間業界就職率 100%となってい
る｡定着率については把握する流れが構築できていないので､課題となっている｡また､ｺｰｽ
毎の運営において各ｺｰｽによって指導方法が異なるのも課題である｡
報告者:伊藤
進学指導ｾﾝﾀｰにおいて学習におけるﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ指導と志望校に合格する為の専門的指導の 2
本の柱で動いていく｡前者においては担任制をとっており保護者との連携を強化している｡
また､保護者会などの実施など各種ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを実施している｡その他継続的な学習ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ
を教職員で連携しながら維持していく｡今後は専任講師と非常勤講師の連携を特に意識し
て運営を行う予定である｡
報告者:川添
学生支援体制について学校内で大きな違いはないが､留学生は就労ﾋﾞｻﾞに切り替えるとき
に学校の就職率や学生の出席率を見られるので､管理を厳しく行っている｡また､学生管理
において､文化の違いの指導などﾉｳﾊｳを部署全体で共有していく｡その他、国によって文化
的な違いがあるので､各国のﾉｳﾊｳの蓄積や指導を行っている｡
(7)｢基準 6 教育環境｣報告者:東井
設備面において各ｺｰｽの実習室の充実として､ｴｱﾗｲﾝ実習室､全教室にﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ設置､IPAD/電
子黒板の導入を予定している｡また､教員研修を定期的に行い､教員同士の学びあいの場を
提供している｡さらに､学生の実体験からの学びを重要視し､外部とのｲﾝﾀｰﾝにて働くことに

ついての学びを通し､自ら行動し考えることができる人材育成について課題を持っている｡
その他災害時のﾏﾆｭｱﾙについて全職員共有し､地震･火災訓練を年 2 回実施している｡学生へ
の連絡ﾂｰﾙとして､災害通知･安否確認ｻｲﾄ･学生ｱﾌﾟﾘを導入している｡
(8)｢基準 7 学生の募集と受け入れ｣報告者:洪
今年の 4 月は日本人 560 名入学で､昨年も 500 名を越える人数が入学しており好調に推移し
ている｡本学を検討している学生に対して､ありのままの学校の姿を伝えていくことを大事
にしており､特に教育内容､就職状況など入学に必要な情報を正しく伝えている｡また高等
学校の教員や入学検討をしている学生の保護者と情報を共有し、入試においても公平な入
学選考を行っている。その他早期からの進路決定に対応し､ｻﾎﾟｰﾄを行っている｡今後は入学
前の学生に対する取り組みの強化を行っていく｡
(9)｢基準 8･基準 9 について｣報告者:大谷内
基準 8 の｢財務｣､基準 9 の｢法令等の尊守｣については学園が一括して作成している為､資料
の確認をして下さい｡
(10)｢基準 10 社会貢献･地域貢献｣報告者:大谷内
社会貢献については､学園で社会貢献ｾﾝﾀｰを設置し､社会貢献活動等に能動的に取り組んで
いる｡昨年度より献血活動を新規導入している｡国際交流については､留学生事業部と連携
し日本人と留学生がともに学べる場の提供や､ﾊﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑなどを導入しており､現在 42 ｶ
国の留学生が在籍している為今後も色々な取り組みの導入･強化をしていく｡
(11)｢総括｣報告者:瀧山
学生募集について昨年度に引き続き学生数は増加しているが､学生数増加に伴って学生ｻｰ
ﾋﾞｽの水準が落ちてしまっては意味がないので、教育の品質維持に取り組んでいく｡また学
力の 2 極化､教授力の向上､進級率･卒業率向上に取り組んでいく予定である｡さらに教室の
稼働率を上げ､時間割の工夫を行い収益力向上を図る｡今後は 3 年制ｺｰｽの開発に取り組む｡
5 協議内容
(1)｢審議内容 1｣質問者:川添
留学生のみのｸﾗｽにて学んでいる学生について､日本人と交流する機会について課題を持っ
ており､早い段階でそのような取り組みや交流において目的を持った交流の場を提供する
必要があると考えている｡そこで､企業や地域において日本人と留学生との交流の場をどの
ように設けるか?また､企業の文化や地域の歴史など留学生に学んでほしいことは?
発言者:栗岡様

日本人と留学生の交流の場について､在学当時は留学生と交流する場が少なかった｡
現在での大学では留学生に対して日本人が生活をｻﾎﾟｰﾄするｻｰｸﾙなどがあるので､設置して
みたらどうかと考える｡また､留学生が日本文化を学ぶことも大事だが､社会の文化を学ぶ
場も大切だと考えるので､企業へｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟに参加してみることを検討してみたらどうかと
考える｡
発言者:貴治様
所属の高等学校ではﾊﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを留学生とのふれ合いの入り口としているため､
そこに注力してみてはどうか?
発言者:川添
まだまだﾊﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑについては任意で推奨しているので､今後について学生への告知方
法など高等学校で取り組まれていることがあるのか?
発言者:貴治様
特別なことはないが､留学生と日本人学生をﾏｯﾁﾝｸﾞする際､教員が入ることもある｡
また､企業文化や地域歴史についてはまずは日本になじむことが大事だと考える｡
発言者:三橋様
東京のある専門学校では留学生も日本人も同じｸﾗｽで学んでいる｡同じ授業を受けていくの
で､自然と学生同士親しくなり､交流が活発になる傾向になる｡一緒の授業を受ける場があ
ればよいと考える｡
発言者:川添
就職の観点について考えたとき､留学生に期待することは?
発言者:下西様
言語力や異文化への対応力､また､企業に違う文化を取り入れてくれることにﾒﾘｯﾄを感じて
いる｡
発言者:川添
異なる分化を取り入れる際､対立や衝突が発生することはあるか?
発言者:下西様
社員ではないが､ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ生ではあった｡日本では当たり前のことが分からなかったりす
るのでその都度教えていくしかないと考えている｡また､日本人に対しても異文化理解に対

する教育が必要だと考えている。
(2)｢議案 2｣質問者:瀧山
人材育成について､専門学校の教員の姿､採用すべき人材､入社後の研修について課題を感
じているが､ｱﾄﾞﾊﾞｲｽいただきたい｡
発言者:小椋様
研修する時間をどのように作るかが大切であり､学校に対するﾛｲﾔﾘﾃｨを見つけてもらうた
めの取り組みが大事だと考える｡また留学生と日本人学生の文化の違いについて､ｼｪｱﾊｳｽな
どを利用して道徳･慣習について学べる機会を作る必要があると考える｡
発言者:貴治様
教員採用について､専門能力が第一に必要でその技能を確かめるようなﾃｽﾄやｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ
を計る指標を構築する必要がある｡専門力を測るものとして模擬授業を行い､あえて学生の
立場になっての質問などを行うなどの取り組みはどうかと考える。また、教員研修について､
ﾍﾞﾃﾗﾝの講師が新任講師に付いて研修を行い､授業を見学するなど徐々にｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟできる
取り組みを導入してみてはどうかと考える。
発言者:大谷内
中堅社員研修についてはどうか?
発言者:下西様
ﾋﾞｼﾞﾈｽの中で研修の時間を作ることが難しいが､話し合いの場をつくることは有効だと考
えている｡ｽｷﾙにおいては､同じ業界で学校を離れ研修を行うと違う知識を吸収できること
があるため､違う環境に身をおけるような研修があればよいと考える｡また､人間力向上も
ひとつ重要な項目と考えている｡
(3)｢議案 3｣発言者:瀧山
現在は就職･進学を目的とした運営を行っているが､今後卒業後支援の拡大を目指している。
昨年よりﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｲ（校友会）を導入している。今後についてﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｲ（校友会）への
卒業生参加を拡大するにはどうすればよいか?また学校と卒業生との関係性を維持する取
り組みについて何かあるか?
発言者:栗岡様
大学編入ｺｰｽに在籍していたので､参加に際して例えば編入後の具体的な就職活動の知
識交流の場など､具体的なﾒﾘｯﾄがあると良いかと考える｡

発言者:貴治様
同じく参加するﾒﾘｯﾄが重要だと考える｡所属高等学校の同窓会の事務局の話を聞いたがや
はり人が集まらず､課題として考えている｡一度ﾋﾞｼﾞﾈｽ交流会を行ったが､そのときは評判
が良かった｡その他実施時期についても重要だと考える｡
発言者:三橋様
文化祭などの学校行事と連携して校友会を実施している学校も有る｡また､お世話になった
先生と話したい学生の気持ちもあるかと思うので､そのような面も考慮していくと良いか
と考える｡
発言者:瀧山
業界で長く活躍してもらいたいと考えており､卒業生の繋がりを強化するため､日時の課題
など含め､今後取り組んでいく｡
(4)｢議案 4｣質問者:瀧山
3 年制ｺｰｽについて現在就職活動の早期化に伴い､2 年制ｺｰｽでは指導期間が短くなっている
ため､十分な指導が出来ていないという課題が有る｡また現存の 3 年制ｺｰｽもあるが､留学を
伴う為､金銭面的に高くなっているので､国内で金銭面を抑えて学べ､しっかりと力をつけ
ていける体制作りを行っている｡そこでﾓﾃﾞﾙｹｰｽとしてｴｱﾗｲﾝｺｰｽは 3 年制を実施していく予
定だが､3 年制ｺｰｽにおける見解を頂戴したい｡
発言者:斎藤
補足として､大手航空会社の CA 職において､TOEIC700 点が最低条件になっている｡現状入学
段階での平均ｽｺｱは 350 点でそこから 9 ヶ月で 350 点上げることが難しい状況となっており､
現在 CA 職になるのは 3 年制ｺｰｽである海外ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟｺｰｽ生か､入学時より TOEIC500 点以上
ある学生である｡その為 3 年間の学習指導期間を設定し､大手航空会社の CA 職に受験できる
英語力習得を目指していく予定である｡しかしながら 1 年間の学習期間が増える為､就職に
向けてのﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝの維持が出来るかが課題となっている｡
発言者:瀧山
現在 2 年間で色々なことを経験するのは難しい部分もあることを含めて 3 年制を検討して
いるが､企業様における入社してほしい人材の基準等の考えなどあるか?
発言者:三橋様
3 年制ｺｰｽにおいて目標を達成できなかった学生はどうなるのか?

発言者:瀧山
進路変更､受験企業変更で対応している｡
発言者:貴治様
授業料についてはどのように考えているのか?
発言者:瀧山
正式決定ではないが､現在の 2 年制ｺｰｽにﾌﾟﾗｽ 1 年間分の学費を増やす予定で､既存
の 3 年制ｺｰｽよりは減らしたいと考えている｡
発言者:貴治様
金銭面で退学する学生もいるので､そこを考慮する必要があると考える｡
発言者:下西様
3 年制ｺｰｽについては学ぶ時間が増えるので､進路決定の時間も増え良いと考えるが､3 年間ﾓ
ﾁﾍﾞｰｼｮﾝを維持することに対して課題だと感じる｡また､個人的には今後 3 年制が増えると良
いと考える｡
発言者:小椋様
3 年間学ぶことは良いことだが､他ｺｰｽにおいて考えると、より具体的な取得資格や卒業後の
進路を明確化することで学生にとっても理解しやすいｺｰｽになるかと考える｡
(5)｢議題 5｣質問者:伊藤
学園として､進学希望の学生に対して進学指導ｾﾝﾀｰを設置したが､専門学校としては職業知
識を学ぶ場であるという認識であるため､今後進学を目的とした専門学校にどのような事
を期待されるのか?
発言者:栗岡様
期待したい点として 2 点あり､大学選びに関するｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄがいるとありがたかった｡また
編入においては入学後ｻｰｸﾙに入ったり､新たに人間関係を構築する事に難しさがあるので､
専門学校で一緒に学習した仲間との交流の場をより提供する必要があると考える｡
発言者:貴治様
専門学校において､出口に関するﾉｳﾊｳに強みがあるので､そのようなｱﾄﾞﾊﾞｲｽが出来るｽﾀｯﾌ
配置などがあれば期待したい｡

発言者;伊藤
専門学校における受験指導についてどう考えるか?
発言者:小椋様
指導に関しては良いと感じるが､逆に学生がやりたいことに対する進路先のｱﾄﾞﾊﾞｲｽが非常
に大切になってくると感じる｡専門科目は学ぶことが出来るかもしれないが､社会に出ると
人間力も非常に大事になると感じる｡ホームカミングデイ（校友会）においてもｺｰｽ毎であれ
ば集まりやすいと考える｡個人的な意見としては ECC での語学力を身につけて就職していく
ことが大事だと考える｡
(6)｢その他質疑･応答｣発言者:大谷内
発言者:貴治様
高等学校でもそうだが､2020 年が節目として重要だと考えており､そこに向けて各学校が対
策されているのだと感じた｡
発言者:下西様
留学生の就労ﾋﾞｻﾞ申請について､業種･内容で異なっていくのか?
発言者:川添
学校で学んだ内容と就職後の行う業務の関連性が非常に重要になる｡
また学歴によっても差があり､大学卒業資格と専門学校卒業資格で申請の許可･不許可が変
わってくる｡
次回:2019 年 2 月 23 日(土)予定 （時間未定）
【総括】
今年度よりあらたに現役高校教員、本学専任教員を評価メンバーに加えより幅広い立場で
意見交換できる体制に変更した。評価報告書についても昨年まで使用していたものからフ
ォーマットを変更し、よりきめ細かな評価を行うように変更した。また、専門課程以外に留
学生（日本語学科、専門課程留学生対象コース）進学系（進学指導センター）の部門におい
てもそれぞれ自己評価を実施し、３部門共通の報告書を作成した。学園としては学校評価体
制の構築に取り組んでおり、①自己点検充実、②学校関係者評価改善、③２０２０年第三者
評価受審にむけて評価体制の整備を行っている。今回の学校関係者評価委員会では、学校運
営上の重点課題５点について集中的に議論を行い、いただいた意見については今後の学校
運営に反映していきたい。
以上

