
◆ 第三者評価の研究等を通じた質保証・向上の推進

第三者評価について、認定校を中心として、分野ごとの課題等

を取りまとめつつ、各分野関係団体や企業等が参画し、第三者評

価の試行・検証を進め、その普及・拡大のための取組を実施する。

また、分野横断的な第三者評価の基準や評価体制等の在り方に

ついても検証を進め、標準的な評価モデルの構築を目指す。

◆ 質保証・向上のための実態調査

産業界との連携による教育課程の編成等の実施状況や、卒業生

の企業内における評価など、職業実践専門課程に係る実態調査を

行うとともに、認定効果の比較分析等のため、非認定の専門課程

や高等課程等を含めた専修学校に関する実態調査を実施すること

により、専修学校の一層の質保証・向上につなげる。

職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進

職業実践専門課程等の充実に向けた取組の推進

◆ 専修学校の質保証・向上に関する調査研究協力者会議

職業実践専門課程の実態調査等に基づく検証等により、専修学校の

質保証・向上の推進に向けた方策の検討を行う調査研究協力者会議を

開催する。

◆ 専修学校教育研究協議会

専修学校の運営改善に向けた取組等に関する研究等を行う協議会を開

催する。

調査研究協力者会議等の開催

＜背景・経緯＞

＜事業の内容＞※点線枠部分は新規項目

職 業 教 育 の 充 実 ， 専 修 学 校 の 質 保 証 ・ 向 上

（前年度予算額：１８３百万円）

平成２９年度予算額：１８１百万円

学校評価の充実

平成28年5月～：[これからの専修学校教育の振興のあり方検討会議]

平成28年6月：[日本再興戦略改訂２０１６（平成２８年６月２日閣議決定）]

専修学校についても、グローバル化に対応した人材育成のための留学生受入れ促進等に関する方策や、「職業実践専門課程」の実績検証等を含めた専修学校教育の在り

方について、本年度中に検討し、産業界のニーズを踏まえた専修学校の専門人材の育成機能の強化と質の保証・向上を図るために必要な制度的措置等を来年度までに講じる。

専修学校制度の目的・役割を踏まえつつ、専修学校固有の課題等への対応を図る観点から、専修学校教育の振興に関する総合的な検討を行う。

◆ 社会のニーズに応える効果的な情報発信の推進

高校や企業などを意識した効果的な情報集約・情報発信等の在り方

について検討を行い、広報ツールの開発等を行う。

◆ 情報公開等の促進に資する取組

「学校評価ガイドライン」を踏まえた『専修学校における情報公開実

践の手引き』に係る視聴覚教材を作成し、その活用を含めた研修等を

各地で実施する体制づくりを進め、学校評価の充実を図る。

◆ 教員の資質能力向上の取組

職業実践専門課程の教員の指導力等の向上に資する研修プログ

ラムを開発するとともに、その成果を普及する。



平成23年 中央教育審議会「今後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

専門学校

文部科学大臣

申請

認定要件等

都道府県知事等

推薦

認定

先導的試行としての「職業実践専門課程」の文部科学大臣認定制度を創設

「新たな枠組み」の趣旨を専修学校の専門課程においていかしていく先導的試行として、企業等との密接な連携により、最新

の実務の知識等を身につけられるよう教育課程を編成し、より実践的な職業教育の質の確保に組織的に取り組む専門課程を

文部科学大臣が「職業実践専門課程」として認定する。

○ 職業教育を通じて、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様々な職業・

業種の人材需要にこたえていくことが求められており、このような職業教育の重要性を踏まえた高等教育を展開していくことが必要。

○ 高等教育における職業教育を充実させるための方策の一つとして、職業実践的な教育のための新たな枠組みを整備。

⇒ 新たな学校種の制度を創設するという方策とともに、既存の高等教育機関において新たな枠組みの趣旨をいかしていく方策も検討。

- 認 定 要 件 -

○ 修業年限が2年以上

○ 企業等と連携体制を確保して、授業科目等の教育課程を編成

○ 企業等と連携して、演習・実習等を実施

○ 総授業時数が1700時間以上または総単位数が62単位以上

○ 企業等と連携して、教員に対し、実務に関する研修を組織的

に実施

○ 企業等と連携して、学校関係者評価と情報公開を実施

平成25年7月 「専修学校の質保証・向上に関する調査研究協力者会議」報告

平成25年8月 「専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程(文部科学省告示第133号)」を公布・施行
平成26年3月31日 「職業実践専門課程」を文部科学大臣が認定し、官報で告示。 4月から認定された学科がスタート

専門学校における職業教育の充実

「職業実践専門課程」の文部科学大臣認定制度

企業等との

「組織的連携」

取組の

「見える化」



【認定状況】

※（）内の数字は全専門学校(2,817校)、修業年限２年以上の全学科数(7,005学科）に占める割合。
なお、全学科数（8,133学科）に占める割合は、34％である。（平成28年度学校基本統計による）

※合計欄の学校数・学科数は、過年度に認定された学科を有する学校が別学科を申請していること、

認定取消等により、単純合計となっていない。

※取消件数：2校8学科(H26.8.29), 1校1学科(H27.2.17),  3校3学科(H28.2.19)(うち2校2学科は課程廃止による),6校6学科(H29.2.24)(うち5校5学科は課程廃止による)。

【分野の別】

学校数 学科数

H25年度 472 1,373
H26年度 295 677
H27年度 272 501
H28年度 150 240
合計 902(32.0%) 2,773(39.5%)

分野 工業 農業 医療 衛生 教育・

社会福祉

商業

実務

服飾・

家政

文化・

教養

計

合計 616 12 497 260 248 519 103 518 2,773

平成29年2月24日現在



 

 

 

これからの専修学校教育の振興のあり方について（報告） 

これからの専修学校教育の振興のあり方検討会議（平成 29 年 3 月） 

≪ポイント≫ 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

基本的方向性【専修学校教育振興策の骨太方針】 

 

【開催趣旨】 

専修学校は昭和５０年７月に制度化され４０年を経過。社会のニーズに即応した

職業人材養成を行う専門学校教育について、今後の振興策の総合的な検討を行う。 

【開催状況】 

有識者１３名により構成（座長：黒田壽二 金沢工業大学学園長・総長）。 

平成２８年５月以降、計１０回開催。 

検討会議について 

専修学校に求められる役割・機能 

専修学校は、学校教育法上の教育機関であり、職業実践的な教育を通じ、人間性の

涵養のための教育を実践。時代に先駆ける存在として、専修学校制度の特質を 維持

しつつ、多様性に富んだ教育の一層の向上支援が求められる。 

専修学校教育の振興の必要性 

産業構造・就業構造等の変化の中で、我が国の産業を担い、実践的に活躍し、牽引

していく専門職業人の養成が必要。    

課 題 専門職業人養成に重要な役割を担う「職業教育」に対する社会の認識不足 

役割・機能① 

「実践的な職業教育に最適化した高等教育機関」の制度化により、我が国産業 

全体の生産性と競争力を高めるとともに、「専修学校」は、職業能力の育成等を 

目指した実学の学校として、多様な産業分野において、地域産業を担い実践的に

活躍する専門職業人の養成を進めていくことが引き続き重要。 

 

課 題 専修学校の制度的自由度の高さと質保証の両立 

役割・機能② 

学修成果（ラーニングアウトカムズ）がより問われる状況にある。専修学校は、

職業に直結する教育を行う学校として、その実績を今後とも着実に積み重ね、 

質保証・向上に向けた不断の取組を進めていくことが重要。 

 

課 題 多様な学びの機会の保障 

役割・機能③ 

専修学校は、多様な学習ニーズに応え、多様な職業の選択肢を提供する教育機関

として、学びのセーフティネットとしての役割が引き続き重要。 

 



 

 

 

 

 

 

＜３つの柱＞ 

専修学校振興策を、３本柱のもとに整理する。 

Ⅰ「人材養成」（専修学校教育の人材養成機能の向上） 

Ⅱ「質保証・向上」（専修学校教育の質保証・向上） 

Ⅲ「学習環境」（学びのセーフティネットの保障） 

 

＜２つの横断的視点＞ 

振興策は、上記の３本柱を基軸としつつ、社会から期待される役割を適切に果たしなが

ら改善・向上に取り組む学校を応援する方向性を基本とする。このため、以下の２つの

横断的視点を意識する。 

（１）「特色化・魅力化支援」（専修学校全体のレベルアップ・地位向上を応援） 

（２）「高度化・改革支援」（より優れた専修学校の取組を応援） 

 

 

 

３つの柱及び２つの横断的視点のもとで位置付けられる具体的施策については、重点

ターゲットを明確にし、それらと関連づけながら展開する。 

①地域の人づくり ②実践的な産学連携教育 ③社会人受入れ ④グローバル化 

⑤積極的な質向上 ⑥魅力発信 ⑦教育体制充実 ⑧修学支援 ⑨基盤整備 

 

 

 

 

振興の３つの柱と２つの横断的視点 

重点ターゲット 

専修学校教育振興策の骨太方針のイメージ 



 

 

 

 

 

 

 

＜（１）特色化・魅力化支援＞ 

 

【地域の人づくり】 

① 組織的・自立的な教育活動展開のための産学連携の体制づくり 

専修学校において、産業界・社会が求める有為な人材を養成する機能の向上・強化の

ため、産学官による組織的・自立的かつ持続可能な連携体制づくりに向けた支援が必要。 

② 他の教育機関や社会との接続の円滑化 

地域における産学官の組織的・自立的な連携等を通じて、地域の職業教育機関として

の専修学校の役割を適切に果たしていくことが重要。 

 

＜（２）高度化・改革支援＞ 

 

【実践的な産学連携教育】 

③ 産学連携による教育手法の確立 

専修学校と企業等が連携しつつ学習と実践を組み合わせて行う教育手法の確立に向

けたガイドラインの作成を、多様な分野の特色を踏まえて進めることが必要。 

【社会人受入れ】 

④ 社会人の学び直し促進の具体的展開 

専門学校は、社会人に学び直し機会を積極的に提供していくことが期待されている。

学び直し機会の創出に向けた工夫の支援とともに、専門学校による社会人等向け短期

プログラムを文部科学大臣が認定する制度の創設が重要（専門実践教育訓練給付の対

象化も検討）。 

⑤ 社会人の学び直しのための企業等による支援 

雇用環境、企業に対する奨励金等、社会人の学び直し促進に向けた企業支援の広が

りも求められる。また、専門実践教育訓練給付金が専門学校において一層活用される

よう更なる検討が必要。 

【グローバル化】 

⑥ 総合的な留学生施策 

グローバル化に対応した人材養成のため、現地の日本語教育機関等と連携しながら、

専門学校における留学生受入れに関する質的・量的充実に向けた方策を打ち出すこと

が必要。なお、卒業後、日本国内の企業等で一定期間就労し実務を経験することの教

育的意義について、今後検討を深めていくことが有益。 

⑦ 職業教育の国際通用性の確保 

専修学校における学修成果の明確化等の取組の推進を通じ、日本の職業教育の国際

通用性を確保していくことが必要。 

具体的施策 

１．人材養成について 



 

 

 

 

 

 

 

＜（１）特色化・魅力化支援＞ 

 

【教育体制充実】 

① 教職員の資質能力向上の推進 

専修学校の質的底上げを図ることは重要な課題であり、その際に、専修学校の教

職員の指導力向上等に向けた研修を企画・推進できる人材の養成等を通じ、研修体

制の整備を支援することが必要。 

【魅力発信】 

② 専修学校についての積極的な情報発信 

高等学校や地域の企業・行政機関等との連携を進めながら、高校生や社会人等に対

し、専修学校の意義・役割を積極的に発信していくことが必要。また、専修学校の理

解度・認知度の向上のためには、質を伴った教育実践が不可欠。 

③ 専修学校からの発信のあり方 

対象者（各ステークホルダー）を意識した効果的かつ適切な発信が必要。 

④ 専修学校への進学に関する自主的なルール作りの必要性 

     ＡＯ入試による早期の進路決定も含めた進路指導等のあり方につき、高等学校等と

専修学校の話し合いの場が持たれ、ガイドライン作成等がなされることが望ましい。 

⑤ 専修学校の理解促進のための高等学校等教員研修の充実等 

各自治体で実施する教員向けの研修等を通じ、専修学校への理解を深めることが

必要。 

 

＜（２）高度化・改革支援＞ 

 

【積極的な質向上】 

① 職業実践専門課程を基軸とした質保証・向上の更なる充実 

学校評価・情報公開の充実は、専修学校の質保証・向上における取組として、今後一

層重要であり、職業実践専門課程は、教育の高度化と改革を目指す専門学校の取組の枠

組として位置づけることが必要。 

そのため、情報公開の内容・方法等をより効果的なものとするとともに、その一環と

して、認定後の情報公開の根拠規定を告示に位置づけることが必要。あわせて、今後、

取組内容の実質化を図っていくことが必要であり、教育課程編成委員会の効果的な運用 

の在り方や実効的な第三者評価の導入等について検討が必要。 

 

２．質保証・向上について 



 

 

 

 

 

 

 

＜（１）特色化・魅力化支援＞ 

 

【修学支援】 

① 修学困難な専門学校生に対する経済的支援のあり方検討 

経済的に修学困難な専門学校生に対する経済的支援について、実証研究事業の着実

な実施・検証を進め、具体的な方策につなげていくことが必要。 

② 個に応じた多様な学びの機会の保障 

専修学校は、一条校と相まって個に応じた多様な学習機会を提供している中で、学

ぶ学生・生徒の目線に立ち、専修学校における多様な学び・教育の実現に向けて課題が

あるものについては、今後とも課題の解決に向けて対応していくことが必要。 

③ インクルーシブ教育システムの実現 

柔軟に教育課程を編成できる専修学校の強みも生かしながら、高等専修学校等にお

ける特別な配慮が必要な学生・生徒の多様な学びの促進と必要な支援を進めていくこ

とが必要。 

【基盤整備】 

① 専修学校の教育基盤整備支援 

専修学校施設の耐震化対応等の教育基盤整備について、必要な支援の実現を進めてい

くことが必要。 

 

＜（２）高度化・改革支援＞ 

 

【地域の人づくり】 

① 高等専修学校の機能強化 

特別な配慮を必要とする生徒等の特性を踏まえた支援体制・教育手法の開発・実証

を進めるなど、多様な学びの場としての高等専修学校の教育機能強化の在り方につい

て、検討を進めることが必要。 

 

３．学習環境について 
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２．専修学校教育の質保証・向上について 

（質保証・向上） 

 

 

＜（１）特色化・魅力化支援＞ 

【教育体制充実】 

① 教職員の資質能力向上の推進 

専修学校の質的底上げを図ることは重要な課題であり、その際に、専修

学校の教職員の指導力向上等に向けた研修を企画・推進できる人材の養成

等を通じ、研修体制の整備を支援することが必要。 

 

【魅力発信】 

② 専修学校についての積極的な情報発信 

高等学校や地域の企業・行政機関等との連携を進めながら、高校生や社

会人等に対し、専修学校の意義・役割を積極的に発信していくことが必要。

また、専修学校の理解度・認知度の向上のためには、質を伴った教育実践

が不可欠。 

③ 専修学校からの発信の在り方 

対象者（各ステークホルダー）を意識した効果的かつ適切な発信が必要。 

④ 専修学校への進学に関する自主的なルール作りの必要性 

     ＡＯ入試による早期の進路決定も含めた進路指導等の在り方につき、高

等学校等と専修学校の話し合いの場が持たれ、ガイドライン作成等がなさ

れることが望ましい。 

⑤ 専修学校の理解促進のための高等学校等教員研修の充実等 

各自治体で実施する教員向けの研修等を通じ、専修学校への理解を深め

ることが必要。 

 

＜（２）高度化・改革支援＞ 

【積極的な質向上】 

⑥ 職業実践専門課程を基軸とした質保証・向上の更なる充実 

学校評価・情報公開の充実は、専修学校の質保証・向上における取組と

して、今後一層重要であり、職業実践専門課程については、教育の高度化

と改革を目指す専門学校の取組の枠組として位置づけることが必要。 

そのため、情報公開の内容・方法等をより効果的なものとするとともに、

その一環として、認定後の情報公開の根拠規定を告示に位置づけることが

必要。あわせて、今後、取組内容の実質化を図っていくことが必要であり、

教育課程編成委員会の効果的な運用の在り方や実効的な第三者評価の導

入等について検討が必要。 

 

『これからの専修学校教育の振興のあり方について』（報告） 

（平成２９年３月）（抜粋） 
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＜（１）特色化・魅力化支援＞ 

 

【教育体制充実】 

 

① 教職員の資質能力向上の推進 

 

○ 専修学校が社会からの一層の信頼を確保していく上で、質保証・向上の実

現は、全ての専修学校に共通の課題であり、そのためには、専修学校教育に

携わる教職員の資質能力の向上により、教育体制を充実することが重要であ

る。専修学校が産業界の要請を受けながら教育の変革を行う上で、産業界と

の交流や教職員同士の交流の在り方も含め、教員の指導力の向上や専修学校

の事務機能の強化など、教職員の資質能力の向上を支える施策を検討するこ

とも考えられる。 

 

○ 専修学校のうち、生徒数 200 名以下の学校は全体の 65％を占めており、小

規模の学校も多い。このため、学校単独による研修の実施はコスト負担が多

大で、困難な場合が多く、また、各都道府県により実施規模等も異なるため、

全国的に一定水準を保つことが極めて困難である。このような中、専修学校

の教職員に対する研修は外部に依存することが多く、一般財団法人職業教

育・キャリア教育財団によるものや、業所管省庁が定める研修プログラム等

20

のほかは、業界・職能団体

21

による研修プログラムや、一般企業向けの人材研

修プログラムを個別に受講することが主たる方法となっている。このように、

専修学校の教職員向けの研修体制は必ずしも体系的ではなく、量的にも十分

とはいえない。 

 

○ また、職業実践専門課程についても、各認定学科において、個別企業等と

の連携のもとで教員研修が実施されているが、研修内容については、当該学

科の専門分野に関する研修と比べ、指導法や学校運営に関する能力の向上に

資する研修は、十分な状況ではない。また、学校運営等に関する研修につい

ては、大学が実施する研修もあるが、それらについては、殆どの場合、専門

学校向けの内容は含まれていない。 

 

○ 実務も含めた専門分野の卓越性に係る研修を進めるとともに、専修学校に

求められる教員の指導法に関する事項（カリキュラム・授業計画等の作成を

                         

20

  例えば、厚生労働省が指定する養成施設の学科の中には、指定の教員養成プログラムを修了する

必要があるものがあり（例：看護教員、リハビリテーション教員、柔道整復師教員等は１ヶ月から

最大２年の養成期間がある）、教員としての専門知識を学んでいる。 

21

  例えば、研修の実施主体としては、公益社団法人東京都専修学校各種学校協会（新任研修、事務

職員研修等）、全国専門学校青年懇話会（全国の専門学校若手経営者向けの人材育成研修）等があ

る。 
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含め、インストラクショナルデザイン等の理論や方法論に基づいた効果的な

指導技術の習得を目標とするもののほか、考え抜く力やリーダーシップ、忍

耐力など、専修学校生に更なる向上が期待される非認知的な能力の育成に関

わる内容も含む）や学校運営・学級運営等に関わる事項など、教職員が共通

的に理解し、対応すべきミニマムスタンダードと言える事項について、研修

プログラムを開発し、評価基準にまで高めて全国各地域に普及することがで

きれば、専修学校教育の質の保証・向上に大きく貢献すると考えられる。国

において専修学校の教職員研修の組織やネットワーク作りを支援し、研修を

企画・推進できる人材の養成や研修の定期的な開催、研修制度の構築を進め、

このような共通課題への対応を通じて専修学校全体の底上げを進めていく

ことは、専修学校の独自性・魅力を引き出していく上で、重要な取組である。 

 

○ このような研修プログラムが重要であるのは、専修学校に多い実務者出

身の教員の存在が挙げられる。実務者出身の教員にとって、教員に特に求め

られる指導法や学校運営・学級運営等に関する事項について、新任時から十

分な経験とスキルを備えていることは一般的に容易なことではない。また、

実務者としての過去の経験が教育活動の中心となっているような場合、「企

業等における上下関係」と「教育現場における教員・学生関係」を混同した

り、教育目標を設定する際の「知識として習得すべき目標」と「社会人基礎

力等の態度目標」を混同したりといった問題が生じやすいとの指摘もある。

研修プログラムを通して、実務者出身の教員が有する本来の職業実践的価

値が効果的に発揮され、専修学校教育の質の向上とともに、専修学校の社会

的認知の改善にも結びついていくことが期待される。 

 

【魅力発信】 

 

② 専修学校についての積極的な情報発信 

 

○ 専修学校教育の理解・認知度向上に向けては、情報発信の仕方が重要であ

る。周知活動については、高校生・中学生や保護者、教員、社会人などター

ゲットを明確に意識して戦略的に考えることが必要である。 

 

○ 高校現場における進路指導においては、「学問の教育より職業技能の教育

が一段低く見られ、大学（特に、選抜性の高い大学）に進学すること自体を

評価する社会的風潮がある」

22

ともいわれ、まず大学への進学を優先する指導

が広がっているとの指摘がある。この点、職業教育に対する社会の意識にも

変化をもたらすとともに、高校生の卒業後の進路選択においても、将来の生

き方・働き方を見据えた選択が促される契機となること等を期待して、中央

                         

22

  中央教育審議会答申「個人の能力と可能性を開花させ、全員参加による課題解決社会を実現する

ための教育の多様化と質保証の在り方について」(平成 28 年５月 30 日)９頁 
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教育審議会答申において、実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制

度化の方向性が打ち出された

23

ところである。 

 

○ 今後、新たな高等教育機関も含めた多様な進路の選択肢の中において、こ

れからの時代の専修学校がどのような意義・役割を果たし、そのことをどの

ように高等学校や中学校の現場に伝えていくべきかについて、専修学校関係

者自身による振り返りや、専修学校と地域の高等学校等との連携促進を通じ

て、具体的に検討を行い、関係者間で確認・共有することが必要である。そ

れらの検討を踏まえて、高等学校等との相互理解を深めることを通じ、専修

学校自身が、質保証・向上を図りながら、最新の情報を適切に公開・発信し、

それを基に、各高等学校等においても、進路指導において、高校生・中学生

に対して、必要な情報を集約し、しっかりと伝えていくことが望まれる。 

 

○ 専修学校が、地域の理解・評価を得ながら、地域における質の高い職業教

育機関として教育活動を展開していくためには、地方創生の観点から、地域

の教育機関とともに、地域の企業等の産業界や所轄庁である地域の行政機関

との連携を進めていくことも重要である。その際には、職場体験の実践や出

前授業も含め、高校生等自身が、進路先となる専修学校の実態について肌で

感じることができるような機会の創出も含め検討し、専修学校が力を合わせ

てそのような取組を進め、取組実践事例を共有していくことも望まれる。こ

れらの取組を通じながら、高等学校等の教員や生徒による専修学校について

の正しい理解と認識の向上が図られることが期待される。 

 

○  情報発信に当たっては、専修学校教育が社会・経済的に貢献している姿や、

卒業生の活躍などを、データに基づき具体的に示していく必要があり、その

成果を行政がわかりやすく社会に示していくことが必要である。教育委員会

も含め、都道府県や専修学校各種学校団体等が牽引役となって情報をまとめ、

地域ごとに推薦制度や奨学金制度なども参照できる手引書のようなものを作

成できれば、有用である。さらに、各都道府県等において、首長部局と教育

委員会が連携協力し、高等学校・中学校の進路指導担当者向けの説明会を主

催して、専修学校に関する情報を提供したり、企業等に対して周知・広報を

進めることのほか、高等学校等における職業教育や進路指導全体の中で生か

される授業案や実施マニュアルなどを提示することも重要である。また、国

においても、そのような各都道府県等における工夫を広く周知・共有化して

いくことも有益である。 

 

○ 社会人をターゲットとした情報発信については、上述のとおり、社会人一

人一人の知識・経験が多様であることを踏まえ、どの専修学校において、何

を学ぶことができ、どのようなスキルを身につけられるのか、どのような職

                         

23

  中央教育審議会答申「個人の能力と可能性を開花させ、全員参加による課題解決社会を実現する

ための教育の多様化と質保証の在り方について」(平成 28 年５月 30 日)（第一部） 
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域・キャリアパスに対応するのか、学び直しニーズの高い講座等が職業分野

毎に仕事内容・就業実態等の説明とともに一覧性のある形で示され、検索も

できるポータルサイト等があれば、学び直しを具体的に後押しできるものと

考えられる。社会人の学び直し促進に向けて、ポータルサイト等の在り方に

ついて、利用者にとって便利で持続可能なものとなるようにすることが必要

である。 

 

○ なお、いうまでもなく、専修学校や職業実践専門課程の理解・認知度向上

のためには、その前提として、質を伴った教育実践が不可欠である。何を学

ぶか（履修主義）ではなく、何ができるようになるか（修得主義）、学修成果

は何かという視点に立って、各学校で教育内容を十分に評価していくことが

大切である。その意味においても、各専修学校が職業教育の実践と検証・評

価を進め、適切に発信していくことが大切であるとともに、行政は、そのよ

うな専修学校の質保証・向上に向けた施策を積極的に進めていくことが求め

られる。 

 

③ 専修学校からの発信の在り方 

 

○ 高等学校等による専修学校の理解促進の手段として、専修学校による高等

学校等への訪問も大きな位置を占める。特に高等専修学校においては積極的

に対応しており、専修学校の教職員による訪問は、専修学校でどのような教

育を行っているか、卒業生がどのように育てられているかといった情報を高

等学校や中学校に伝える良い機会となっている。 

 

○ 他方、大学においても高等学校を訪問する時代になり、高等学校の教員も

時間が無い中で、専修学校による個別訪問を思うように受け入れきれないと

いう声も聞かれる。また、専修学校による広報形態が、関連団体等による広

報や学校単位のものだけでなく、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・

サービス）等を通じて生徒や保護者に対して直接行うものが増えているとの

指摘もある。 

 

○ 高等学校等の教員は、自分の学校の卒業生の進学先でどのような教育が行

われているかに関心が高い。進学先としての専修学校は、教育内容や指導の

状況、学修成果に関する事項（例えば、入賞実績、資格・検定実績、就職実

績、卒業生実績）等の具体的な情報を、実データに即して高等学校等の教員

に伝えることが重要である。こうした取組は、専修学校における情報公開促

進の観点からも期待されている。 

 

○ 専修学校が自校の取組を広報する場合には、他の学校種との違いや特色を

明らかにすることで、専修学校の良さが伝わることもある。あわせて、マス

コミに広く取り上げられるよう、専修学校における取組実践の好事例を整理
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して公表することも大切である。高等学校・中学校関係者や企業関係者等、

専修学校からの情報発信の対象者として想定される者（各ステークホルダー）

を意識した効果的かつ適切な発信が求められる。 

 

○ また、それぞれの専修学校が、地域の様々なプロジェクトに積極的に参画・

貢献したり、職業実践専門課程の企業等連携の枠組を活用した取組を進めて

いくこと等それ自体が、地域や連携先企業等に対するその専修学校の評価を

高める効果的な発信ともなっているとともに、それぞれの専修学校において

優れた実践を行い、発信していくことは、専修学校全体の価値を高めていく

ことにもつながるものである。どのようにして専修学校全体の価値を見せて

いくのかということと、個別の学校の価値を社会とどのようにつなげていく

のかということを整理しながら取組を進めていくことも必要である。 

 

④ 専修学校への進学に関する自主的なルール作りの必要性 

 

○ 大学のアドミッション・オフィス入試（ＡＯ入試）については、国による

入学者選抜実施要項の統一的なルールに基づいて実施されている。専修学校

については、地域により、専修学校団体による自主ルールが定められている

が、専修学校におけるＡＯ入試の実情は必ずしも高等学校等の現場に伝わっ

ていないことがある。そのような中、専門学校と生徒（保護者）がＳＮＳ等

を介して直接つながってしまい、高等学校側でそのような状況を把握できな

いといった事態も発生しており、不透明であると指摘されている。また、高

等学校進路指導主事が専門学校に期待することとして、「就職実績の公開」

「中退者（率）情報の公開」及び「ＡＯ入試の実施時期の見直し」等が上位

に位置している

24

ことも、専門学校から高等学校への情報の提供が重要であ

ることを示していると考えられる。さらに、高等学校において、キャリア教

育・職業教育を３年間又は４年間というスケジュールの中で計画していても、

学校としての進路指導が本格化する最終学年の４月・５月の段階で、早期入

学手続による学費割引等の特典を期待して、高校生がＡＯ入試で早期に進路

を決めてしまうことが少なからずある。結果的に生徒は専門学校への合格決

定により、自分の高校生活は終結したとみなし、以後の学校生活への意欲が

低下してしまう状況も見受けられるとの指摘もある。他方、専門学校側にお

いては、入学前学習セミナーなどで、高校生に対し、必要とされる資質能力

に関する講義・演習を実施しているケースもある。 

 

○ ＡＯ入試の運用について、高等学校等と専修学校の間で話し合いの場を設

け、ガイドラインを作成すること等も重要であり、透明性を確保し、関係者

間で統一的な見解を持つことが望ましいと考えられる。 

 

                         

24

  リクルート進学総研「高校の進路指導・キャリア教育に関する調査 2014」  
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⑤ 専修学校の理解促進のための高等学校等教員研修の充実等 

 

○ 高等学校等における進路指導に関し、専修学校の制度や教育に対する教員

の理解が不足しているとの指摘がある。教育委員会が主催する専修学校への

進路指導に関する研究協議会が設けられない地域が多い中、各自治体におい

て、専修学校主管部局と高等学校等主管部局との連携等を強化し、教員研修

等により専修学校への理解を深めてもらうことは重要である。他方、研修機

会の不足もある一方、教育委員会で高等学校等教員向けの研修会を開催して

も、出席教員数が増えていかないという状況も、改善の必要がある。この点、

例えば、教職課程の中で、専修学校制度について学習する機会を設けたり、

教員等を対象とした専修学校への理解を深めるための研修の機会を設けたり

することが有益と考えられる。 

 

＜（２）高度化・改革支援＞ 

 

【積極的な質向上】 

 

⑥ 職業実践専門課程を基軸とした質保証・向上の更なる充実 

 

（職業実践専門課程と質向上） 

○ 職業実践専門課程は、企業等との密接な連携のもとで、教育課程の編成や

実習・演習の実施、教員研修の実施、学校関係者評価及び情報公開を実施す

ることにより、より実践的な職業教育の質の確保に組織的に取り組む専修学

校の専門課程を文部科学大臣が認定する制度である。 

 

○ 職業実践専門課程は、平成 26 年（2014 年）３月 31 日に初回の大臣認定を

行い、これまでで合計４回の認定を経て、902 校 2,773 学科が認定されてい

る（平成 29 年(2017 年)２月 24 日現在）。これは、全専門学校数の約 30％で

あり、認定要件である修業年限２年以上の全学科数を母数としてみれば、学

科数で約 40%が認定されている

25

。 

 

○ 職業実践専門課程は、産学連携等の取組実績に基づき認定する制度であり、

認定後の取組状況については、学校関係者評価及び情報公開により、社会に

示していく仕組みとなっている。特に、情報公開については、中退率も含め

て、公開項目・様式が指定されており、認定を受けている専門課程について

は、認定を受けていないものに比べ、より進んだ情報公開が進められる枠組

となっている。 

                         

25

  職業実践専門課程の認定を受けていない学校については、小規模ゆえに対応できる人材が不足し

ている場合のほか、余力はあるが様子見の学校、認定のメリットを見定めたいとする学校があると考

えられる。今後、職業実践専門課程の認定による効果をより明確化していく観点からも、分野別の評

価システムなどを構築して、教育成果が評価できるようにしていくことも望まれる。 
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○ 他方、専修学校は全般的にみれば、学校評価の実施・公表状況は芳しくな

く、また、情報公開等も必ずしも進んでおらず、専修学校の取組が外からは

見えづらいとの指摘がある。専修学校については、社会が急速に変化する中

で、どのように教育内容を充実し、その情報を適切に発信していくかという

ことが課題となっており、情報公開等を促す支援も含め、学校評価・情報公

開の充実に向けた取組は、専修学校の質保証・向上において、今後一層重要

である。専修学校団体が自主的に詳細な指針

26

等を作成し、職業実践専門課程

の取組充実を図っているところであり、それらを踏まえて、個々の専修学校

自身による自助としての質保証・向上の取組を進めることも急務である。こ

のように、専修学校における質保証・向上の取組において、職業実践専門課

程がその先導的役割を果たしていくことについて期待されるところである。 

 

（職業実践専門課程の効果検証） 

○ 職業実践専門課程については、その実情と効果検証を踏まえて、教育の一

層の充実を進めていくことが必要である。この点、職業実践専門課程は、こ

れまでの取組を通じ、教育課程の組織的・定期的な見直しの実施や、企業等

の外部組織との連携強化など、専修学校の学校運営・教育活動等の組織的な

改善（ＰＤＣＡサイクルの確立）につながっていることのほか、就職先とな

りうる業界において求められる能力に対する教職員の理解や指導力の向上に

つながったといった効果がみられる。また、地域、業界からの視線を認識し

ながら学校運営を行う意識が浸透したという声も聞かれるところであり、教

育課程編成委員会を設置している学科ほど、就職先となる業界の動向・人材

ニーズを踏まえたカリキュラム編成や、既存の授業内容・方法の改善に向け

て取り組むところが多い

27

。 

 

○ さらに、職業実践専門課程の認定学科の卒業生に着目してみると、非認定

学科の卒業生と比べて、学校で学んだ分野と関係する職業に就いていると回

答する者の割合や、現在の職場・仕事について、「成長できる仕事」「やりが

いのある仕事」等と肯定的な評価をしている者の割合が比較的多い。効果検

証においては、職業実践専門課程としてどのような人材が輩出できたかとい

う観点が重要となるが、職業実践専門課程認定校の卒業生については、在学

中において企業等と連携した実践的な教育の受講経験の豊かさが、自らの夢

の実現につながっている姿が見られるところである

28

。 

 

○ 他方、職業実践専門課程については、特に企業や高校現場への周知・認知

度向上の課題が指摘されている。この点、文部科学省においては、職業実践

専門課程の認定状況や広報用資料などをホームページに掲載するとともに、

                         

26

  全国専修学校各種学校総連合会「『職業実践専門課程』に係る手引書」（平成 27 年３月） 

27

  文部科学省平成 27 年度委託事業「『職業実践専門課程』の実態等に関する調査研究」 

28

 文部科学省平成 28 年度委託事業「『職業実践専門課程』の実態等に関する調査研究」 
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実態調査等によりこれまで明らかになった効果等を企業・高等学校・専門学

校の対象別に整理した周知資料、さらには、分野毎の取組をまとめた事例集

の発行なども進めているが、職業実践専門課程の対象範囲等の基本的な内容

や学ぶ側にとってのメリットの可視化も含め、一層の効果的・効率的な周知

方策を検討する必要がある。周知・発信は、取組状況や認定を受けることに

よる質向上の効果等についてアップデートしながら行う必要があり、そのた

めにも、実態調査を継続的・定期的に実施することが重要である。また、そ

の際には、卒業生調査や、例えば実習については、専門教育としての効果を

検証することにも資するようなきめ細やかな調査を継続することが必要であ

る。 

 

○ また、高校現場が職業実践専門課程について知る機会としては、専門学校

の教職員からの説明や案内資料を通じた場合が最も多いところであり、専門

学校自身による発信を進めることの意義が大変大きい。また、一般に、高校

現場が高校生への進学相談・指導にあたり専門学校に期待する情報は、専門

学校における就職実績や資格・検定の取得実績であるが、実績値の算出根拠

が不明確、最新の情報に更新されていない等の指摘もみられる

29

。 

 

○ このことも含め、職業実践専門課程については、認定後にいかに取組・改

善を充実させていくかということが課題となっていると言える。 

 

（職業実践専門課程の今後の在り方） 

○ 職業実践専門課程については、産学連携の組織的な取組及び透明性の確保

を主な特徴としているが、その特徴は、実践的な職業教育に最適化した高等

教育機関の制度化においても同じ方向性が志向されるなど、「先導的試行」

30

としての役割を果たしてきた。このような職業実践専門課程の取組は、専門

学校の強みを引き出し、専門学校の社会的評価の一層の向上につながるもの

であり、将来的には、全ての専門学校において共通して実践されるべき取組

として位置づけていく必要があると言える。 

 

○ 他方、現状においては、前述の通り、職業実践専門課程として認定されて

いる課程は、対象とする修業年限２年以上の課程のうちの約４割であり、大

多数において認定されているものではない。このような状況や、職業実践専

門課程は、専門学校の社会的評価の一層の向上に向けて、取組内容・質の充

実を更に図っていく必要があること等を踏まえると、職業実践専門課程は、

現時点においては、その認定要件について、全ての専門学校が充足しておく

べき最低共通条件として位置づけるよりも、専門学校のより優れた取組を推

                         

29

  文部科学省平成 28 年度委託事業「『職業実践専門課程』の実態等に関する調査研究」 

30

  専修学校の質の保証・向上に関する調査研究協力者会議「『職業実践専門課程』の創設について～

職業実践的な教育に特化した枠組みの趣旨をいかした先導的試行～」（報告）（平成 25 年７月 12 日）

参照 
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奨していく観点から捉えることが適切である。即ち、職業実践専門課程は、

教育の高度化と改革を目指す専門学校の取組として位置づけていくことが適

切であり、そのような観点から、取組充実の一層の具体化に向けて、認定要

件等の見直しを図っていくことが必要である。 

 

○ 職業実践専門課程の取組内容・質の充実に向けた見直しを進めていくこと

について、短期的課題及び中期的課題を整理すると、以下のとおりである。 

 

〔短期的課題〕 

情報公開は、職業実践専門課程の質保証・向上において、肝となる取組で

あり、すみやかに対応すべき課題として位置づけられる。職業実践専門課程

については、認定後に公表すべき項目等について、実施要項により様式が定

められているが

31

、職業実践専門課程制度の信頼性を一層高めていくこと、及

び専門学校による情報公開内容が十分ではないという高校現場等による指摘

を踏まえると、情報公開すべき内容については、項目内容・記載方法の統一

や最新情報への定期的な更新も含め、情報公開としてより効果・意味をもつ

ような方法について検討を行い、実施する必要があるとともに、認定後の情

報公開の義務付け根拠規定を、告示に位置づけることが適当である。 

このことにより、専門学校及び職業実践専門課程に対する社会的評価の向

上・確立にもつながることが期待される。 

 

〔中期的課題〕 

  職業実践専門課程の質保証・向上に向けて、特に企業等連携による取組内

容の実質化を図っていくことが重要である。その際には、例えば、職業実践

専門課程の特色の一つである、企業等の連携による教育課程編成委員会等に

ついて、企業等との連携による教育課程の編成結果及びその実施状況につい

て、学校関係者評価の評価対象に含めること等により、学校自身による教育

の質の点検・評価と改善に関する主体的な取組（内部質保証）がより有効に

機能する方策を探る必要がある。 

また、職業実践専門課程の質保証・向上の観点からは、認定後の取組充実

の状況を確認し、促進する枠組として、第三者評価の導入を進めていくこと

が必要となると考えられる。その際の第三者評価は、学校における内部質保

証を前提にしたものとするとともに、学修成果をより意識した、専修学校の

特色・強みを生かした、実効性のある第三者評価システムを構築していくこ

とが望まれる。 

                         

31

  専門課程が職業実践専門課程の認定後に公表すべき様式として「別紙様式４」が指定されてお

り、各認定要件に関する実施状況のほか、基本情報として、例えば、「定員」、「教員数」、「学期制

度」、「成績評価」、「卒業・進級条件」、「生徒指導」、「課外活動」、「就職等の状況」、「中途退学の現

状」等が公表項目として定められている。 



ﾒﾆｭｰ/年度 25 26 27 28 29

『職業実践専門課程等の質保証・向上の推進』事業内容の変遷

質保証・向上に関する調査研究協力者会議の開催 等

職業実践専門課程の実態等に関する調査 等

高校等を意識した効
果的な情報発信の在
り方の検討

教員の指導力向上
に資する研修プロ
グラムの開発

第三者評価に関する実証研究 等

情報公開手引書を活
用した普及・啓発

学校評価ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
の導入

学校評価実践の
手引書を作成
（自己評価・学校関
係者評価）

学校評価手引書を
活用した普及・啓
発（研修の実施） 情報公開実施の

手引書の作成

調査研究協
力者会議等
の開催

学校評価の
充実

職業実践専
門課程等の
充実に向けた
取組の推進

情報公開研修等を活
用した研修体制構築

分野の特徴を踏まえた第三者評価の基準及び審査体制についての検証

分野横断的な第三者評価の仕組の検証

○学校評価ガイドライン
の策定(H25.3)

○職業実践専門課程
の制度化（H25.8告示）

事業内容を会議で確認 → 事業の成果を会議で報告 → 会議の意見を受けて事業を修正

○これからの専修学校
の振興のあり方につい
て（報告）（H29.3）

各分野における第三者評
価の仕組の検証

教育研究協議会 教育研究協議会 教育研究協議会の開催 教育研究協議会の開催

研修会等の開催 研修会等の開催 研修会等の開催研修会等の開催 研修会等の開催

職業実践専門課程制度創設に伴う取組の推進



ﾒﾆｭｰ/年度 25 26 27 28 29

学校評価の充実（詳細）

質保証・向上に関する調査研究協力者会議の開催 等

高校等を意識した効果
的な情報発信の在り方
の検討

情報公開手引書を
活用した普及・啓発

調査研究協
力者会議等
の開催

学校評価の
充実

情報公開研修等を活
用した研修体制構築

『これからの専修学校の
振興のあり方について
（報告）』（H29.3）

学校評価ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
の導入

H24 H25 H26 H27 H28

自己評価

実施 61.9 % 66.7 % (+4.8) 69.8 % (+2.1) 76.9 % (+7.1) 79.9 % (+3)

公表 19.5 % 22.2 % (+2.7) 35.6 % (+13.4) 53.2 % (+17.6) 56.6 % (+3.4)

学校評価実践の手
引書を作成
（自己評価・学校関係
者評価）

学校評価手引書を
活用した普及・啓
発（研修の実施）

＜入札状況・事業費＞
応札４／採択２
・私立専門学校等評価研
究機構 7.4百万円
・大阪府専修学校各種学
校協会 2.3百万円

＜成果＞
実証報告書

＜入札状況・事業費＞
応札１／採択１
三菱総合研究所
9.9百万円

＜成果＞
学校評価実践の手引き

＜入札状況・事業費＞
応札20／採択20
各都道府県の専修学校協
会等
計 3百万円

＜成果＞
各研修の実施及び実績報
告書

＜入札状況・事業費＞
応札１／採択１
三菱総合研究所
9.9百万円

＜成果＞
情報公開実践の手引き

情報公開実践の
手引書の作成

＜自己評価の実施・公表の実施率の推移＞（括弧内は前年度比）

教育研究協議会 教育研究協議会 教育研究協議会の開催 教育研究協議会の開催

研修会等の開催 研修会等の開催 研修会等の開催研修会等の開催 研修会等の開催

○ 学校評価ガイドライン
の策定(H25.3)

○ 職業実践専門課程
の制度化（H25.8告示）

（出典：「私立高等学校等実態調査」）



ﾒﾆｭｰ/年度 25 26 27 28 29

職業実践専門課程等の充実に向けた取組の推進（詳細）

教員の指導力向上に
資する研修プログラ
ムの開発

第三者評価に関する実証研究

職業実践専
門課程等の
充実に向けた
取組の推進

分野の特徴を踏まえた第三者評価の基準及び審査体制等についての検証

分野横断的な第三者評価の仕組の検証

職業実践専門課程等の実態等に関する調査研究

実態調査

認定課程・企業・学生に対し、認定要件に
関する取組を調査分析

実態調査

非認定課程を調査対象に追加。認定の効
果に着目した調査分析を実施

実態調査

教育効果や制度の浸透度の検証のため、
卒業生・高校を調査対象に追加

実態調査

認定課程におけ
る教育課程の編
成や認定課程の
卒業生の企業内
における評価等
に関する調査分
析を実施予定

＜入札状況・事業費＞
応札２／採択１
みずほ総合研究所
27.6百万円

＜成果＞
実態調査報告書

→ 行政資料として会議等で活用
→ 広報資料に反映

＜入札状況・事業費＞
応札１／採択１
三菱総合研究所
28.1百万円

＜成果＞
実態調査報告書

→ 行政資料として会議等で活用
→ 分析結果等について周知

＜入札状況・事業費＞
応札１／採択１
三菱総合研究所
29.9百万円

＜成果＞
実態調査報告書

→ 行政資料として会議等で活用
→ 分析結果等について周知

分野ごとの実証研究

基準や審査等の枠組みの策定

分野ごとの実証研究

基準や審査等の試案の作成

分野ごとの実証研究

基準や審査等の試案の実証

＜入札状況・事業費＞
応札９／採択８
文化学園、岩崎学園、中央情報学園、
メイ･ウシヤマ学園、敬心学園、福田学園、
土岐学園、私立専門学校等評価研究機構
計69.1百万円

＜成果＞
各分野の第三者評価に関する報告書
→ 取組状況・学校評価の意義等の

周知（報告会・フォーラムの開催）

＜入札状況・事業費＞
応札１１／採択１１
文化学園、岩崎学園、中央情報学園、メイ・ウ
シヤマ学園、敬心学園、福田学園、全国自動
車大学校・整備専門学校協会、私立専門学校
等評価研究機構、全国調理師養成施設協会、
全国動物専門学校協会、日本ホテル学院
計91.9百万円

＜成果＞
各分野の第三者評価に関する報告書
→ 取組状況・学校評価の意義等の周知

（報告会・フォーラムの開催）

＜入札状況・事業費＞
応札１２／採択１１
文化学園、岩崎学園、中央情報学園、専門職
高等教育質保証機構、敬心学園、福田学園、
全国自動車大学校・整備専門学校協会、柔道
整復研修試験財団、全国調理師養成施設協
会、全国動物専門学校協会、日本ホテル学院
計89.8百万円

＜成果＞
各分野の第三者評価に関する報告書
→ 取組状況・学校評価の意義等の周知

（報告会の開催）

各分野におけ
る第三者評価
の仕組の検証

各分野における
評価の実施に向
けた仕組の構築
等の実証を実施
予定

実証研究
基準や審査等の試案作成 実証研究

分野横断的な評
価の実施に向け
た試案の実証を
実施予定

＜入札情況・事業費＞
応札１／採択１
私立専門学校等評価研究機構
8.8百万円

＜成果＞
分野横断的な第三者評価の成果報告書
→ 取組状況・学校評価の意義等の周知

（フォーラムの開催）

職業実践専門課程制度創設に伴う取組の推進

導入促進のためのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発 導入促進のためのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発
＜入札状況・事業費＞
応札２／採択１
全国専門学校教育研究会
18.8百万円

＜成果＞
ｲﾝｽﾄﾗｸｼｮﾅﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾃｷｽﾄ・指導書 等

→ 文部科学省WEBサイトで周知
→ 委託先においても周知・活用

＜入札状況・事業費＞
応札１／採択１
全国専門学校教育研究会
19.8百万円

＜成果＞
ｲﾝｽﾄﾗｸｼｮﾅﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 講師育成ﾃｷｽﾄ 等

→ 文部科学省WEBサイトで周知
→ 委託先においても周知・活用
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特定非営利活動法人 

私立専門学校等評価研究機構 

抜 粋 



２ 分野横断的な第三者評価の仕組みの方向性 

 

（１）職業実践専門課程における第三者評価の在り方 

 

① 分野ごとに異なる教育内容 

専門学校の課程は、専修学校設置基準でそれぞれ目的に応じた 8 つの分野に区分されて

いる。また、1 分野の中でも職業の種類別にみれば多種多様であり、学校基本調査におけ

る調査票に記入すべき職種類別を見ると６２種類に及んでいる。このような専門学校を評

価する場合は、学校運営及び教育の基本組織など分野に共通する基本事項の評価に加えて、

それぞれの分野の特性に応じた評価が必要となる。 

 

② 文部科学省が示す職業実践専門課程における第三者評価の在り方の検証の方向性 

「職業実践専門課程の各認定要件等に関する先進的取組の推進」において、第三者評価

に関しては、以下の（Ⅰ）及び（Ⅱ）を踏まえて実施する。その際、各コンソーシアムの

枠組を生かしながら、産業界等が参画する評価体制の下で、それぞれの取組状況を適宜確

認・評価することで、より効果的・効率的な取組とすることが求められる。 

 

【事業実施にあたり文部科学省から示された方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅰ）自己目標の設定 

○ 認定課程ごとに、学生の学修成果を中心とした目的・目標を社会との接続の観点を含めて具体 

 的に設定する。目的・目標は、分野の特性を踏まえた職業実践的な教育に適したものとする。   

○ 目標として設定する指標は、ある程度分野共通的なものとなることを意識した上で、個別の分 

 野に即した具体的な指標を設定する。 

 （指標の項目例：資格取得、進路状況、離職率、企業等からの評価 等） 

 ※ 資格取得や進路状況等については、各分野において、分野共通の数値目標を設定する必要は 

  必ずしもないが、各認定課程が、独自に数値目標を設定することは推奨される。 

○ 設定された目標の水準は、各分野の中で比較できるような枠組み（資格制度、職業能力評価基 

 準等）と関連付けることが期待される。 

 （さらには、分野間等で相互に比較できるような資格枠組みの将来的な構築も視野に。） 

 ※ 当該分野において、参照に適した既存の枠組みがない場合には、日本技術者教育認定基準等 

  を参照のうえ、分野の特性を踏まえた共通目標を設定する。 

 

（Ⅱ）第三者評価の実施 

 職業実践専門課程としての要件を満たしつつ、学校が設定した目的・目標を達成できているか 

（目的・目標の適切性に関する評価も含む）について、社会との接続の観点を含めて評価を行う。 

【評価の手法】 

 評価委員の構成は５名程度（有識者／専門学校関係者／業界関係者等）とする。 

 ※ 評価委員構成の工夫や、評価に係る評価委員(評価主体)の質の向上方策を含め、評価体制の 

  充実の在り方について検証を進める。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）11の分野の評価への取組と分野横断的な仕組みの構築 

 

① 各コンソーシアムによる取組 

平成 26年度から事業開始された「職業実践専門課程の各認定要件等に関する先進的取組

推進事業」（以下「当該事業」という。）は、当初、8 分野においてそれぞれの関係企業・

団体等がコンソーシアムを組織し取組んだ。 

初年度は第三者評価の仕組みづくりとして、関係企業・団体への調査、学修成果の指標

となるスキル等の基準の標準化など基礎的な調査研究を行い、評価項目・評価基準、評価

方法、評価表現などモデル実施の準備として必要な仕組みがそれぞれのコンソーシアムに

おいて検討された。 

各分野の評価項目・評価基準は、おおむねガイドライン、文部科学省の示した方向性に

沿った評価の仕組みとなっているが、評価項目・評価基準における分野特性の捉え方、評

価表現、結果公表の考え方など一部に相違する点も見られる。 

 

 

【評価の観点】 

（１）設置基準等  

   専修学校設置基準等の適合性を確認し、評価。（以下、例示略す） 

（２）職業実践専門課程認定要件  

   職業実践専門課程の各認定要件の適合性を確認し、評価。（以下、例示略す） 

（３）学修成果等  

   認定課程が目的・目標に設定している学修成果等が達成できているかどうかを評価。 

  ・職業実践専門課程認定要件に係る教育内容等（以下、例示略す）  

  ・上記以外の教育内容等（以下、例示略す） 

   ※ 当該分野共通の目標を達成するために必要な内容を、分野共通の評価項目として具体的 

    に設定する。 

（４）内部質保証 

   機関内部の質保証の取組や手続きを整備し、それが機能しているかを評価。 

   ※ 内部質保証に係る第三者評価としては、自己評価及び学校関係者評価が適切に機能して 

    いるかの評価を行うことを志向しつつ、そのことと併せて、自己評価及び学校関係者評価 

    による個別項目に係る評価について、それらの評価（評価項目・評価手法・根拠資料の活用 

    方法等の在り方を含む）の充実に向けた指導的な役割も期待されていることに留意する。 

 

 ※ 目的・目標の設定とそれらの達成状況等についての評価は、認定課程とともに、学校全体を見 

  据えたものについても行うよう努めるものとする。 

 ※ 機関別評価及び分野別評価の組み合わせも含めた第三者による質保証の将来的な進め方につ 

  いては、本事業による第三者評価の実施状況等を踏まえて検討するものとする。 



② 分野横断的な仕組みの構築 

平成 27 年度からは 3分野が加わり、平成 26年度の取組みを基礎に、主にモデル評価を

実施し、実施結果の取りまとめとその検証が行われた。 

当該事業ではそれぞれのコンソーシアムにおける共通する部分や課題の整理、解決方法

など情報を共有するために連絡調整会議を開催し現状報告や意見交換などを行った。 

 その後、他の分野に第三者評価の仕組みづくりを拡大させるとともに、ある程度評価の

水準の均一化を図るためは、職業実践専門課程も含めた専門課程全般に活用できる「分野

横断的な第三者評価の仕組み」を構築することが必要であるとの認識から、各コンソーシ

アムの第三者評価の取組みに共通する事項を「共通事項」として整理した。 

今回とりまとめた「分野横断的な第三者評価の仕組み」は、あくまでも、昨年度整理し

た共通事項を基礎に、11コンソーシアムの事業成果に文部科学省が示した方向性、有識者

の意見等を踏まえとりまとめたものである。（11コンソーシアムは、7ページのとおり） 

 

③ 「分野横断的な第三者評価の仕組み」の内容 

今回とりまとめた「分野横断的な第三者評価の仕組み」は、次の内容で構成している。 

 ・第三者評価基準モデル 

  評価項目・評価基準  

  評価の最終表現 

  評価のサイクル 

 ・第三者評価の進め方 

  評価の手順 

  評価委員の構成、要件、育成 

 ・評価結果の公表 

 

④ 各分野等における応用の留意点 

 専門学校教育では、例えば実習などにおいて、関連する企業等が求める水準、国家資格

等の指定養成施設の指定基準など養成する人材像に応じて異なった内容の教育が行われて

いる。 

 このことから、今回示す分野横断的な第三者評価の仕組みは、各分野に共通する評価項

目・評価基準、分野特性に応じて応用する部分の両方を含んでいる。 

 仕組みの内容に沿って取組み際の留意点は次のとおりである。 

・第三者評価基準モデル： 今回例示した評価項目及び評価基準は、職業実践専門課程の

認定要件である自己評価、学校関係者評価の実施がガイドラインに基づく評価項目である

ことから、次に示す第三者評価標準モデルにおける大項目にはガイドラインと同様の項目

を置き、中項目の一部と小項目は参考例として、各分野でカスタマイズして実施できるよ

うに示している。 

・第三者評価の進め方： 評価手順及び評価委員の選任はおおよそ各分野に共通する事項

であり参考として活用できるようにしている。 

・第三者評価結果の公表： 評価結果は原則公表としている。評価の透明性を高める上で 

も受審校にあらかじめ十分趣旨を説明の上、公表することが望ましい。 



 

 

 



 



４ 第三者評価基準モデル 

 

（１）評価項目・評価基準 

 

Ⅰ 教育活動と学修成果に関する評価項目 

 

基準１ 教育目標 

それぞれの学校は教育を実践する上での理念と目的を持ち、どのような人材を育成するか

ということについて基本的な考えを持って教育活動を展開している。教育目標の項目では専

門分野の特性を踏まえた職業教育とその理念等の普及浸透の状況について確認し評価する。 

 

中項目 小項目 

1-1 教育理念・目的 ○教育理念を定め、広く周知を図っているか 

○教育目的を定め、広く周知を図っているか 

1-2 育成人材像と関連業界の人材ニー

ズ 

○育成人材像が明確であり、関連業界の人材ニーズに適合

しているか 

 

基準２ 教育活動 

専門学校の職業実践専門課程は、業界の人材ニーズを的確に把握し、修業年限に応じた知

識・技能等の水準を到達目標として教育課程を編成し、その教育を確実に実践するために、

専門教員の確保と研修、成績評価を含む教育体制の整備を図るよう求められている。また、

教育活動を継続的に行うために、求める学生像に基づく入学者の受入れ方針を明確にして募

集活動を行う必要がある。教育活動の項目では、分野によって幅がある教育活動全般につい

て、その取組状況を具体的に確認し評価する。 

 

中項目 小項目 

2-1 教育理念、目的に沿った教育課程

の編成・実施方針 

○教育理念、目的に沿った教育課程の編成・実施方針を定

めているか 

○企業等の人材ニーズに対応した目標設定を行っているか 

2-2 専攻分野における企業等との連携

体制を確保した教育課程の編成 

○教育課程編成委員会及び企業等との連携体制を確保して

教育課程が編成されているか 

○教育課程を体系的に編成しているか 

○実践的な職業教育を行う視点で企業等との連携体制を確

保し、教育内容・教育方法・教材等を工夫しているか 

 

2-3 専攻分野における実践的な職業教

育の実施 

○企業等と連携して実習、実技、実験又は演習等を行って

いるか 



2-4 授業評価 ○授業評価の実施体制を整備し、実施しているか 

○評価結果を分析の上、各教員にフィードバックし、授業

改善等に活用しているか 

2-5 成績評価・単位認定、進級・卒業

判定の基準 

○成績評価・単位認定、進級・卒業判定の基準が明確に定

め、適正に運用しているか 

2-6 教員の組織体制 ○専攻分野における資格・要件を備えた教員を確保してい

るか 

2-7 実務に関する企業等と連携した教

員研修 

○教員の専攻分野における実務に関する研修等を企業等と

連携して組織的に行っているか 

○授業及び指導力等を修得・向上するための研修等を企業

等と連携して組織的に行っているか 

2-8 入学者の受入れ方針 ○求める学生像、入学者の受け入れ方針を明確に定め、公

表、周知しているか 

2-9 入学者の募集、入学選考 ○入学者の募集活動を適正かつ効果的に行っているか 

○入学選考基準を明確に定め、適正に運用しているか 

 

基準３ 学修成果 

専門学校の職業実践専門課程は、認定課程ごとに学生の学修成果を中心とした目的・目標

を設定して教育活動を行っている。その目的・目標では資格取得率や就職状況など具体的な

数値で測ることができる成果だけでなく、企業が求める専門知識・技能等に加え職業人とし

ての自覚を身につけることなども求められており、多様な視点から学修成果の達成状況を把

握し、今後の教育活動の改善に活用する必要がある。学修成果の項目では、専門学校教育に

おける種々の実績とともに、卒業後のキャリア形成や社会的活動の状況についても確認し評

価する。 

 

中項目 小項目 

3-1 専攻分野における就職率の向上と

取組の成果 

○就職率は意図している水準にあるか 

○就職率の向上を図り、取組の成果を上げているか 

○就職率について結果を分析し、就職指導・支援の改善を

図っているか 

3-2 専攻分野における資格取得率の向

上と取組の成果 

○資格取得率は目標とする水準にあるか 

○資格取得率の向上を図り、取組の成果が上げているか 

○資格取得率について全国平均などと比較分析し、教育活

動及び学生支援の改善を図っているか 

3-3 退学率の低減と取組の成果 ○退学率は目標とする水準にあるか 

○退学率は低減を図り、取組の成果を上げているか 

 



○退学率及び退学要因を分析し、教育活動及び学生支援の

改善を図っているか 

3-4 専攻分野の教育活動における目標

と取組の成果 

○学生が身に付ける学力、資質・能力、養成しようとする

人材像等の目標に対して、取組の成果を上げているか 

3-5 卒業後の専攻分野におけるキャリ

ア形成への適応性、効果 

○卒業生や就職先等の関係者に、卒業時の知識・技能の卒

業後のキャリア形成への適応性、効果などについての意

見聴取を行っているか 

○卒業生や就職先等の関係者からの意見聴取の結果を教育

活動の改善に活用しているか 

3-6 卒業生の専攻分野における社会的

評価 

○就職先等の関係者から、卒業生の活動実績を意見聴

取するなど状況把握を行っているか 

○卒業生の活動実績等を踏まえ、教育活動等の改善を

図っているか 

 

Ⅱ 教育環境等に関する評価項目 

 

基準４ 教育環境 

教育計画に基づく日々の活動を円滑に進めるためには、専修学校設置基準や養成施設指定

規則等に基づく施設・設備の基準を満たすことはもとより、分野に応じて教育運営に支障を

生じさせないように教育環境を維持する必要がある。とりわけ、職業実践専門課程において

は企業等との連携を密にして実習や演習等の場を用意し、教育課程を着実に実施できる体制

を整備することが重要である。また、不測の事態に備え、学校保健安全法に基づく学校安全

の確保等への取組も求められる。これらの教育環境の整備状況について確認し評価する。 

 

中項目 小項目 

4-1 専攻分野における教育上の必要性

に対応した施設・設備 

○施設・設備は教育上の必要性に対応できるよう整備して

いるか 

○専攻分野の教育に必要な専門書及び参考図書を図書館に

配架し、学生に必要に応じ閲覧できるような環境を提供

しているか 

4-2 専攻分野における実習施設、イン

ターンシップの場等 

○企業等と連携して、実習施設・インターンシップの場等

の教育体制を整備しているか 

○実習等に関し企業等との連絡・相談体制を整備している

か 

4-3 学校における安全管理 ○学校における安全管理体制を整備し、適切に運営してい

るか 

4-4 防災に対する組織 ○防災に関する組織体制を整備し、適切に運営しているか 



基準５ 学生支援 

専門学校においては、就職活動など学生ひとり一人の進路への支援・指導体制を整備しな

ければならない。また、健康管理を適切に行い、経済的事情をはじめ、学生の様々な問題に

対応する相談体制を整備するとともに生活面での支援を図り、快適な学生生活の中で学業に

励めるように環境を整えることも必要である。更に、卒業後の知識や技能向上などスキルア

ップのための支援も、関連業界との連携を図りながら行っていくことが求められている。こ

れらの学生支援に関する取組について確認し評価する。 

 

中項目 小項目 

5-1 学生の就職等進路 

 

○就職等進路に関する支援組織体制を整備しているか 

5-2 学生の健康管理 ○学生の健康管理を行う組織体制を整備し、適切に運営し

ているか 

5-3 学生生活の支援 ○学生の経済的側面に対する支援制度を整備し、適切に運

用しているか 

○課外活動に対する支援制度及び体制を整備し、適切に運

用しているか 

5-4 学生相談 ○学生相談に関する体制を整備し、適切に運営しているか 

○保護者と適切に連携しているか 

5-5 卒業生への支援 ○卒業生への支援体制を整備し、適切に運営しているか 

○社会人のニーズを踏まえた教育環境を整備し、適切に運

営しているか 

 

Ⅲ 内部質保証に関する評価項目 

 

基準６ 内部質保証 

専門学校における内部質保証とは、専門学校自らが教育の質を保証する仕組みのことであ

る。職業実践専門課程を設置している学校では、教育内容等について自己評価を行い、更に

学校関係者評価を実施して課題の解決に取組み、教育の質の保証・向上を図るとともに教育

情報を積極的に公開しなければならない。このようなＰＤＣＡサイクルによる内部質保証の

仕組みが有効に機能しているか確認し評価する。 

 

中項目 小項目 

6-1 学校評価の実施と結果の公表 ○自己評価の実施体制を整備し、自己評価を実施し、結果

を公表しているか 

○学校関係者評価の実施体制を整備し、学校関係者評価を

実施し、結果を公表しているか 



6-2 学校評価に基づく改善の取組 ○学校評価の結果をフィードバックし、学校教育と学校運

営の質の改善と向上のための取組を組織的かつ継続的に

行っているか 

6-3 教育情報の公開 ○教育情報に関する情報公開を積極的に行っているか 

6-4 関係法令・専修学校設置基準等の

遵守と適正な学校運営 

○法令や専修学校設置基準等を遵守し、適正な学校運営を

行っているか 

○個人情報の保護のための対策をとっているか 

 

 

Ⅳ 学校運営に関する評価項目 

 

基準７ 学校運営・財務 

専門学校の教育目的を達成するためには、学校運営組織を整備し、意思決定の円滑化や業

務の効率化などを工夫するとともに、運営方針、事業計画及び予算等を策定して学校運営及

び教育活動を計画的に進めなければならない。また、教育活動を安定的かつ継続的に進める

ためには財務基盤が安定していることが不可欠であり、適正な財務運営と監査の実施、財務

情報の公開が求められる。このような学校運営及び財務運営の実施状況を確認し評価する。 

 

中項目 小項目 

7-1 運営方針・事業計画・予算 ○運営方針・事業計画・予算を適正な手続きで決定している

か 

○運営方針と事業計画を文書化し、教職員に周知・徹底して

いるか 

○予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか 

 

7-2 学校運営組織の整備 

 

 

 

 

○学校運営組織を整備し、適正に運営しているか 

〇意思決定システムを整備し、適正に運用しているか 

○人事、給与に関する制度を整備し、適正に運用しているか 

7-3 財務運営 ○学校及び法人運営の中長期的な財務基盤は安定している

か 

○私立学校法及び寄附行為に基づき適切に監査を実施し、理

事会、評議員会に報告しているか 

○財務情報を適切に公開しているか 

 

 



Ⅴ 任意の評価項目 

 

地域貢献・社会貢献 

専門学校は公共的な機関として、保有する施設・設備や教員等を活用して社会的な活動や

地域貢献活動を積極的に行うよう期待されている。学校が自主的に行うこのような活動は、

学生に対する教育的意義があり、学生のボランティア活動への参加を促す効果もある。この

ような社会貢献・地域貢献への取組の実績や学生のボランティア活動の状況を確認し評価す

る。 

 

中項目 小項目 

社会貢献・地域貢献 ○学校の教育資源を活用した社会貢献・地域貢献を行って

いるか 

ボランティア活動 ○学生のボランティア活動を奨励し、具体的な活動支援を

行っているか 

 

 

国際交流  

国際的な交流が社会全般に広がる時代にあって、専門学校への外国人留学生受け入れ、外

国の学校への派遣も活発に行われるようになっている。専門学校として、在留手続きや在籍

管理などに適切に対応し、留学生の学習支援や生活指導を行う体制を整備することが求めら

れている。このような国際交流に関する取組状況を確認し評価する。 

 

中項目 小項目 

留学生の受入れ・派遣 ○留学生の受入れ・派遣、在籍管理等において適正な手続

きをとっているか 

○留学生の学習・生活指導等において学内に適切な体制を

整備しているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


