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人材養成プログラム試案A-1教材一覧

教材名 講師名 内容
1. この講義でのねらい
2. 教育訓練サービスを取り巻く社会的動向
3. 各国における教育訓練の質保証
4. 国境を越える教育訓練の質保証
5. ISO等における教育訓練の質保証
6. 教育訓練の質保証の考え方
7. 教育サービスの特性
8. わが国における教育訓練サービスの現状
1. 大学評価システム改革の方向性
2. 質保証システムの概要
3. 内部質保証
4. 学習成果重視の動向
5. 大学教育評価の課題
1. 教育における相互性・創発性
2. 大学評価の原則再考
3. 定量的評価と定性的評価
4. 評価情報収集の要点
5. 「学習共同体」形成のための評価
1. わが国の学校制度と専修学校の位置付け
2. 専修学校の成り立ちと各種学校
3. 専修学校の制度
4. 専修学校の現状
5. 専修学校の課題
6. 非公式教育・訓練サービス事業者としての専修学校
7. 様々な民間教育訓練期間の特性について
1. 学校法人制度の概要
2. 私立学校におけるガバナンスと経営課題
3. 私立学校の経営上で見られた問題点
4. 大学基準の解説（大学基準協会）
5. 質保証と私立大学政策の転換
6. 専修学校等における主要な事業活動と評価
7. 中長期戦略ビジョンのイメージ（大学の例）
8. 私立学校法の改正と私立学校法の理念
9. 私立学校法
10. 管理運営等に関するチェック事項
11. 専修学校の財務構造と財務比率
12. 5ヶ年連続消費収支計算書・賃借対照表
13. 財務比率一覧・度数分布
14. 学校法人の経営困難をチェックするための判定項目
15. 優れた経営改革（短大・高校の事例）
16. 優れた学校経営に見られる共通の特徴
1. 外部評価のための基礎知識
2. 自己点検・評価
3. 評価から質保証への移行
4. 外部評価のプロセス・対象領域
5. 外部評価の基準
6. 評価結果
1. 評価の根拠資料
2. 外部評価を実施する際の留意点（書類審査・実地審査）
3. 評価報告書作成時の留意点
4. 評価者倫理
5. 教育機関の外部評価の特色と課題
1. 教育の質保証に関するワークショップ
2. 学校運営・財務に関する評価手法について
3. 外部評価に関わる人材の役割及び義務に関するグループ討議

【その他参考資料】
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

教育の質保証に関する
動向

3

6
外部評価に関わる人材の
責務と義務I

ISO/TC232国内審議委員会
委員長 宮澤 賀津雄 氏

全国専修学校各種学校総連合会
事務局長 菊田 薫 氏

京都学園
理事長 西井 泰彦 氏

京都大学
高等教育研究開発推進センター
教授 大塚 雄作 氏

千葉大学
普遍教育センター
教授 前田 早苗 氏

1
国内外における教育訓練
の質保証の概要

2

教育評価の多様性を知る

4
専修学校制度・教育の
特性I・II

5
学校経営・財務の健全化
に関する知識

専修学校に関するこれまでの主な制度改正

7
外部評価に関わる人材の
責務と義務II

8
教育の質保証に関する
ワークショップ

教育基本法（平成18年法律第120号）
学校教育法（昭和22年法律26号）

群馬中央総合研究所
所長 三谷 徹男 氏

私立学校法（昭和24年12月15日法律第270号）
私立学校振興助成法（昭和50年7月11日法律第61号）
専修学校設置基準（昭和51年文部省令第2号）
各種学校規程（昭和31年文部省令第31号）

『「大学基準」およびその解説』（平成22年3月12日改定）抜粋（財団法人大学基準協会）

平成23年度学校基本調査速報について

さまざまな民間教育訓練機関の特性について

日本語教育機関による留学生の受入れに関するガイドライン（平成15年6日11日 日本語教育振興協会維持会員協議会制定）
日本語教育機関の運営に関する基準
社団法人全国外国語教育振興協会 正会員倫理規定（平成14年12月2日制定、平成18年8月1日改正）

大学設置基準（平成22年6月15日改正）抜粋
『専修学校』（文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室）

学習塾業界における事業活動の適正化に関する自主基準（社団法人全国学習塾協会）

学校種別ごとの主要事項の対比表
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人材養成プログラム試案A-2教材一覧

教材名 講師名 内容
1. この講義でのねらい
2. 教育訓練サービスを取り巻く社会的動向
3. 各国における教育訓練の質保証
4. 国境を越える教育訓練の質保証
5. ISO等における教育訓練の質保証
6. 教育訓練の質保証の考え方
7. 教育サービスの特性
8. わが国における教育訓練サービスの現状
1. 大学評価システム改革の方向性
2. 質保証システムの概要
3. 内部質保証
4. 学習成果重視の動向
5. 大学教育評価の課題
1. 教育における相互性・創発性
2. 大学評価の原則再考
3. 定量的評価と定性的評価
4. 評価情報収集の要点
5. 「学習共同体」形成のための評価
1. わが国の学校制度と専修学校の位置付け
2. 専修学校に関する主な制度改正
3. 専修学校の現状
4. 専修学校の課題
5. 専修学校における自己点検・評価と情報公開
1. 「自己点検・自己評価」に関する制度について
2. 評価機構による「専門学校等評価基準」の基準と運用
3. 「教育の質」に関する自己点検・自己評価
4. プロセスの管理を重視すべき理由
5. 小山学園の教育の特徴
6. 事例紹介①5期制／らせんカリキュラム／コマシラバス
7. 事例紹介②授業シート＆授業カルテ
8. 事例紹介③AG評価
9. AG評価の使い方
10. まとめ
1. 学校法人制度の概要
2. 私立学校におけるガバナンスと経営課題
3. 私立学校の経営上で見られた問題点
4. 大学基準の解説（大学基準協会）
5. 質保証と私立大学政策の転換
6. 専修学校等における主要な事業活動と評価
7. 中長期戦略ビジョンのイメージ（大学の例）
8. 私立学校法の改正と私立学校法の理念
9. 私立学校法
10. 管理運営等に関するチェック事項
11. 専修学校の財務構造と財務比率
12. 5ヶ年連続消費収支計算書・賃借対照表
13. 財務比率一覧・度数分布
14. 学校法人の経営困難をチェックするための判定項目
15. 優れた経営改革（短大・高校の事例）
16. 優れた学校経営に見られる共通の特徴
1. 外部評価とは
2. 自己点検・評価はなぜ必要か
3. 外部評価の組織体制とプロセス
4. 評価基準、評価対象領域
5. 評価のための資料
6. 外部評価における留意点
7. 評価者理論
8. 教育機関の外部評価の特色と課題

1. テーマ：大学評価と専修学校評価の相違点

2. テーマ：評価を行う人材が持つべき要件

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

中央カレッジグループ
経営企画本部
教育開発研究所
主任研究員 八木 信幸 氏

京都大学
高等教育研究開発推進センター
教授 大塚 雄作 氏

ISO/TC232国内審議委員会
委員長 宮澤 賀津雄 氏

全国専修学校各種学校総連合会
事務局長 菊田 薫 氏

小山学園
専門学校東京テクニカルカレッジ
教務部長 高瀬 恵悟 氏

京都学園
理事長 西井 泰彦 氏

8

千葉大学
普遍教育センター
教授 前田 早苗 氏

国内外における教育訓練
の質保証の概要

1

専修学校制度・教育の
特性及び現状

4

教育の質保証に関する
動向

2

教育評価の多様性を知る3

学校種別ごとの主要事項の対比表
専修学校に関するこれまでの主な制度改正

5
専修学校における
自己点検・自己評価の
取組事例

外部評価に関わる人材の
責務と義務

7

学校教育法（昭和22年法律26号）

学校経営・財務の健全化
に関する知識

6

教育の質保証に関する
ワークショップ

私立学校法（昭和24年12月15日法律第270号）
私立学校振興助成法（昭和50年7月11日法律第61号）
専修学校設置基準（昭和51年文部省令第2号）
各種学校規程（昭和31年文部省令第31号）

平成23年度学校基本調査速報について
専修学校における「通信制の学科」及び「単位制による学科」の制度化について【制度設計試案】
平成23年1月31日 中央教育審議会総会「今度の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申）」抜粋

【その他参考資料】
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11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

22

日本語教育機関の運営に関する基準

平成13年度 財団法人専修学校教育振興会 専門学校自己点検票 （同じく14年度、15年度）
平成17年度 財団法人専修学校教育振興会 私立専修学校用「自己点検・自己評価」簡易チェック様式（導入モデル）

大学設置基準（平成22年6月15日改正）抜粋
『「大学基準」およびその解説』（平成22年3月12日改定）抜粋（財団法人大学基準協会）

社団法人全国外国語教育振興協会 正会員倫理規定（平成14年12月2日制定、平成18年8月1日改正）
高等教育における「職業実践的な教育に特化した学校」の制度が必要です。（全国専修学校各種学校総連合会）

平成18年度 職業人の基礎力の育成にかかる教育活動等に関する自己点検・自己評価 －財団法人専修学校教育振興会 平
成18年度「モデル様式」－

財団法人専修学校教育振興会 平成19年度 「専門学校自己点検・自己評価モデル様式（専修学校の授業時間等に関して）
平成17年度 社団法人静岡県専修学校各種学校教育振興会「自己点検・評価ガイドライン」
学習塾業界における事業活動の適正化に関する自主基準（社団法人全国学習塾協会）
日本語教育機関による留学生の受入れに関するガイドライン（平成15年6日11日 日本語教育振興協会維持会員協議会制定）
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人材養成プログラム試案B教材一覧

教材名 講師名 内容
1. わが国の学校制度と専修学校の位置付け
2. 専修学校に関する主な制度改正
3. 専修学校の現状
4. 専修学校の課題
5. 専修学校における自己点検・評価と情報公開

1. 内部評価のための基礎知識

2. 内部評価の実際

1. 学校法人制度の概要
2. 私立学校におけるガバナンスと経営課題
3. 私立学校の経営上で見られた問題点
4. 大学基準の解説（大学基準協会）
5. 質保証と私立大学政策の転換
6. 専修学校等における主要な事業活動と評価
7. 中長期戦略ビジョンのイメージ（大学の例）
8. 専門学校等の組織図例
9. 私立学校法の改正と私立学校法の理念
10. 私立学校法
11. 管理運営等に関するチェック事項
12. 専修学校の財務構造と財務比率
13. 5ヶ年連続消費収支計算書・賃借対照表
14. 財務比率一覧・度数分布
15. 学校法人の経営困難をチェックするための判定項目
16. 優れた経営改革（短大・高校の事例）
17. 優れた学校経営に見られる共通の特徴
1. この講義でのねらい
2. 教育サービスを取り巻く社会的動向
3. 各国における教育訓練の質保証
4. 国境を越える教育訓練の質保証
5. ISO等における教育訓練の質保証
6. 教育訓練の質保証の考え方
7. 教育サービスの特性
8. わが国における教育訓練サービスの現状
1. 大学評価システム改革の方向性
2. 質保証システムの概要
3. 内部質保証
4. 学習成果重視の動向
5. 大学教育評価の課題
6. 教育における相互性・創発性
7. 大学評価の原則再考
8. 定量的評価と定性的評価
9. 評価情報収集の要点
10. 「学習共同体」形成のための評価
1. 「自己点検・自己評価」に関する制度について
2. 評価機構による「専門学校等評価基準」の基準と運用
3. 「教育の質」に関する自己点検・自己評価
4. プロセスの管理を重視すべき理由
5. 小山学園の教育の特徴
6. 事例紹介①5期制／らせんカリキュラム／コマシラバス
7. 事例紹介②授業シート＆授業カルテ
8. 事例紹介③AG評価
9. 事例紹介④授業アンケート
10. まとめ

1. テーマ：専修学校における内部評価のあり方

2. テーマ：「授業評価フォーム」または「講師評価フォーム」
（テーマ選択）

【その他参考資料】
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
平成23年度学校基本調査速報について

教育の質保証に関する
ワークショップ

7

3

教育評価の多様性を知る

専修学校における
自己点検・自己評価の
取組事例

1

2

5

6

4

専修学校制度・教育の
特性及び現状

平成24年度専修学校関係概算要求について

私立学校法（昭和24年12月15日法律第270号）
私立学校振興助成法（昭和50年7月11日法律第61号）
専修学校設置基準（昭和51年文部省令第2号）
各種学校規程（昭和31年文部省令第31号）

内部評価に関わる人材の
責務

全国専修学校各種学校総連合会
事務局長 菊田 薫 氏

千葉大学
普遍教育センター
教授 前田 早苗 氏

国内外における教育訓練
の質保証の概要

学校経営・財務の健全化
に関する知識

学校教育法（昭和22年法律26号）

学校種別ごとの主要事項の対比表
専修学校に関するこれまでの主な制度改正

京都学園
理事長 西井 泰彦 氏

ISO/TC232国内審議委員会
委員長 宮澤 賀津雄 氏

京都大学
高等教育研究開発推進センター
教授 大塚 雄作 氏

小山学園
専門学校東京テクニカルカレッジ
教務部長 高瀬 恵悟 氏

中央カレッジグループ
経営企画本部
教育開発研究所
主任研究員 八木 信幸 氏

教育基本法（平成18年法律第120号）
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11
12
13
14
15

16
17 平成17年度 社団法人静岡県専修学校各種学校教育振興会「自己点検・評価ガイドライン」

平成13年度 財団法人専修学校教育振興会 専門学校自己点検票 （同じく14年度、15年度）
平成17年度 財団法人専修学校教育振興会 私立専修学校用「自己点検・自己評価」簡易チェック様式（導入モデル）
平成18年度 職業人の基礎力の育成にかかる教育活動等に関する自己点検・自己評価 －財団法人専修学校教育振興会 平
成18年度「モデル様式」－
財団法人専修学校教育振興会 平成19年度 「専門学校自己点検・自己評価モデル様式（専修学校の授業時間等に関して）

専修学校における「通信制の学科」及び「単位制による学科」の制度化について【制度設計試案】
平成23年1月31日 中央教育審議会総会「今度の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申）」抜粋
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