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第三者評価基準の構築」

平成27年度の事業実施状況

2016年2月4日

情報科学専門学校

1



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

「情報・IT系職業実践専門課程における教員研修と第三者評価基準の構築」 取組概要
（情報科学専門学校）

H27年度の取り組みの概要

昨年度の成果物文書（①自己点検・評価表、②第三者評価基準書、③学修成果の評価基準作成手順、④第三者評価実
施手順書（専門学校用））に加えて、⑤第三者評価実施手順書（審査機関用）を整備し、これらの有効性・妥当性を検証す
るため、職業実践専門課程２学科（専門学校２校）の第三者評価を実施する。

第三者評価を通じて明らかになった各文書の改善点に対する対応を行うとともに、③学修成果の評価基準作成手順につ
いては、この手順で導き出す学修成果の評価基準と、情報・IT系の人材教育企業（3社程度）の人材ニーズとの合致具合
を検証し、課題の洗い出しを行う。

専門学校教職員を対象に、ISO29990を参照し国際通用性を持たせた項目に改訂した「自己点検・評価表」を用いて、自
己点検・評価を行うための研修会（２日間を１回）を行う。 また、職業実践専門課程の第三者評価の審査員候補者（企業
人、学識経験者、専門学校関係者等）を対象に、第三者評価を行うための研修会（２日間を１回）を行う。 2

※H26年度事業の成果物：http://isc.iwasaki.ac.jp/monka_itaku/index.html

 H26年度は、情報・ＩＴ系職業実践専門課程に適した第三者評価の評価基準（組織運営のシステム・体制の妥当性、教育
の内容・水準・成果等）・評価を行う体制の構築ガイドラインを示した。

具体的には、大学等の認証評価、学習サービスの国際規格等との水準比較を行いながら、①文科省「自己評価表（例）」
を国際通用性を持たせた自己点検・評価表に改訂した上で、②情報・ＩＴ系職業実践専門課程に適した第三者評価の評価
基準および③学習成果の評価基準作成手順を具体的に示した。また、③情報・ＩＴ系職業実践専門課程の第三者評価を
実施するための手順書を作成した。

H26年度の取り組みの概要

①自己点検・評価表 ②第三者評価基準書 ③学修成果評価基準作成手順 ④第三者評価実施手順書
（専門学校用）



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

「情報・IT系職業実践専門課程における教員研修と第三者評価基準の構築」 取組概要
（情報科学専門学校）
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２６年度 ２８年度２７年度

①第三者評価基準検討

②第三者評価試行

③分野別第三者評価基準検討

○専修学校
札幌情報未来専門学校、中央情報経理専門学校、河原電子ビジネス専門学校、 専門学校静岡電子情報カレッジ、
横浜システム工学院専門学校、情報科学専門学校

○認証機関等
永和監査法人、人材育成と教育サービス協議会、JAMOTE認証サービス（株）、 （株）浜銀総合研究所、
情報セキュリティ大学院大学

○企業等
神奈川県情報サービス産業協会、NPO情報セキュリティフォーラム

○協力
（独）情報処理推進機構 IT人材育成本部 HRDイニシアティブセンター

コンソーシアム実施委員会
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第三者評価基準検討にあたっての観点

第三者評価基準の検討にあたり、文科省より第１回連絡調整会議にて示さ
れた以下の観点のうち、特に「(3)学修成果等」の評価基準の検討を重視

（１）設置基準等
専修学校設置基準等に適合していることを認定します。
・ 教員資格、教員数
・ 授業時数
・ 校地校舎の面積、設備

（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に適合していることを認定します。
・ 教育課程編成委員会等の委員構成、開催回数、教育課程の編成内容
・ 企業等と連携した実習・演習等の実施
・ 企業等と連携した学校関係者評価の実施・公表
・ ホームページにおける情報提供

（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します。
・ 職業実践専門課程認定要件に係る教育内容等

職業実践専門課程の各認定要件に係る学校の教育内容等（教員組織、教育課程、施設
及び設備等）が、目的・目的達成のために適切に機能しているか

・ 上記以外の教育内容等
教育課程や教育施設・設備等が目的・目標達成のために適切なものか。 等

（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します。

重視



分野別評価と機関別評価
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学校の教育活動
全体の評価

当該分野に特有
の教育活動・学
修成果の評価

• 情報・IT系専門学校（職業実
践専門課程）で目指している
人材育成が適切に行われて
いるか

• 例えばiCD(iコンピテンシ・ディ
クショナリ)を活用して当該学
科コースの評価基準を作成

• 専修学校における学校評価
ガイドライン（事例）を活用

• 「国際通用性を確保した職
業教育」の評価として国際
標準ISO29990も活用

＋

【情報・IT分野の例】

機関別評価

分野別評価
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分野別評価基準の検討



情報・IT分野の第三者評価基準検討の進め方
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 情報処理推進機構（IPA）のITスキル標準センターにより作成されたiCD（iコンピテンシ・

ディクショナリ）を参照し、本学（情報科学専門学校）の職業実践専門課程認定学科
（情報処理科、Web技術科、先端ITシステム科、情報セキュリティ学科）で学ぶ科目や
習得するスキルと、 iCDで定義されているタスクやスキルとの比較を行い、必要なスキ
ルの選定を行う。

 各学科で目指している職種と紐付けられるiCDの人材像で必要とされる水準（スキル

レベル）を学生の到達目標として設定し、各学科のカリキュラムを学ぶことで得られる
アウトカムとしてのスキルセットとスキルレベルを明確にする。同時に、教員に求めら
れるコンピテンシーを整理する。

 これらの要件（目標）を達成するために必要な教育課程（カリキュラム・テキスト、教員、
設備など）を第三者が評価するために必要な基準を作成する。

A校AA学科の学修成果 B校BB学科の学修成果iコンピテンシディクショナリ
（共通のものさし）



iCD(i コンピテンシ ディクショナリ)とは
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 我が国の国際競争力の強化や社会システムの健全な発展を支える人的基盤として必要と
される高度IT人材について、人材像と保有すべき能力や果たすべき役割（貢献）の観点か
ら整理した共通の人材育成・評価のための枠組み。

 iCDは、ITスキル標準（ITSS）、組込みスキル標準（ETSS）、情報システムユーザスキル標準
（UISS）の３スキル標準や情報処理技術者試験など、各種IT人材評価指標が参照すべき共
通のモデルを提供するもの。

 IT人材に対して、異なる業務ドメインや職種へ移っても元の職種でのレベルと新たな職種

でのレベルの相違や求められるスキルや知識の相違の理解を可能とし、プロフェッショナ
ルとしての成長目標に資する枠組みを提供。

iコンピテンシディクショナリ

出典：IPA：「iコンピテンシ・ディクショナリの概要」 http://www.ipa.go.jp/files/000041526.pdf
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タスク項目 評価項目

人材モデル
人材像の数：４０

３スキル標準のタスクを３階層整理した
網羅的な体系

タスクに紐づくかたちで、評価項目を整理
タスク小分類（６７８項目）に紐づく評価項目２６２５項目

iCDの構造



本学で目指す職種（育成する人材像）
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アプリケーションデザイン



学修成果の評価基準作成手順の検討

第三者評価基準の検討
iCDとのマッピング

評価対象とする学科の
カリキュラムでの検証

ｱｳﾄｶﾑ・ｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰの整理

第三者評価の評価基準検討の流れ
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iCD

Web技術科

情報処理科

先端ITｼｽﾃﾑ科

情報ｾｷｭﾘﾃｨ学科

情報処理科

教育課程
 カリキュラム・テキスト
 教員
 設備 従属

アウトカム
（～ができる）

教員のｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰ
（教員資格）

カリキュラム編成会議

自己点検・評価

学校関係者評価

第三者評価

受講者のレベル
（ISOでの要求事項）

企業実習
（アウトカムから派生）

比較・マッピング

評価

PDCA

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ
（職種・レベルの
マッピング結果）

継続的に
紐付け

情報科学専門学校



既存ｶﾘｷｭﾗﾑでの検証結果
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分類 ①項目数
②情報処理科で
習得可能な項目数

③カバー率
（②÷①）

備考

タスク大分類 6 4 66.7% 「移行設定」と「運用設計」が未対応

タスク中分類 20 13 65.0% 「開発準備（アジャイル）」および「業務プロセ
ス設計」、「移行」等が未対応

タスク小分類 60 36 60.0% 上記項目に加え、パッケージ関連が未対応

評価項目 224 120 53.6% 同上

■成果と課題
 iCDで定義されている「アプリケーションデザイン」を育成する人材像として設定し、評

価対象とする学科のカリキュラムにおいて、その人材像で求められるスキルをどの水
準（スキルレベル）まで習得可能かを明確にすることができた

 iCDで定義されている「アプリケーションデザイン」で求められる評価項目のうち、「移
行計画」に関する評価項目（12項目）と「運用設計」に関する評価項目（8項目）などが、

現在のカリキュラムには含まれておらず、次年度のカリキュラム検討の際の課題とし
て明確にすることができた

 iCDの改訂や人材像の改訂に合わせて、同様な手法でPDCAサイクルをまわすことで、
時勢に即したカリキュラムを構築していくことができる

■評価対象の学科でカバーしているタスク・評価項目の整理

※協力校での実施結果
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機関別評価基準の検討



国際標準（ISO29990:2010）の調査

ISO29990とは
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名称
非公式教育・訓練※における学習サービス －サービス事業者向け基本的
要求事項

※非公式教育訓練機関：学習塾、予備校、専修学校、職業訓練機関等
（義務教育等の公式教育は含まない）

規格の目的
学習サービスの計画、開発、
提供に関する共通の基準と
専門的な教育訓練プログラ
ム実施のための包括的な質
保証のモデルを事業者に提
供すること

規格発行日

2010年9月1日
出典：JAMOTE認証サービス株式会社

http://www.jamotec.co.jp/iso29990/index.html



自己点検・評価表の改訂(1/4)
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※文部科学省「専修学校における学校評価ガイドライン」より
■自己評価表（例）の項目（63項目）
（１）教育理念・目標

（２）学校運営

（３）教育活動

（４）学修成果

（５）学生支援

（６）教育環境

（７）学生の受入れ募集

（８）財務

（９）法令等の遵守

（10）社会貢献・地域貢献

（11）国際交流（必要に応じて）

ISO２９９９０を参照し、国際通
用性を持たせた項目に改訂



自己点検・評価表の改訂(2/4)
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■自己点検・評価表に反映した主なISO29990の項目
3.1.2：利害関係者のニーズの把握

3.3.1：情報提供及びオリエンテーションの実施

3.3.2：学習のための人的・物的資源の利用可能性の確保

3.5.1：評価の目標及び範囲の明示

3.5.3：学習サービスの評価の実施

4.6.1：学習サービス事業者のスタッフ及び協力者のコンピテンシーの明示

4.6.2：学習サービス事業者のコンピテンシー、パフォーマンス管理、専門能力
開発に対する評価

4.9 ：内部監査の実施

（備考）
• 3.3.1（情報提供及びオリエンテーションの実施）と3.3.2（学習のための人的・物的資源

の利用可能性の確保）の２項目については、できていることが当然であるために
チェック項目として挙げられていなかったものと推察された。しかしながら、「グローバ
ル化への対応」と考えれば、こうした「日本国内で学校と呼ばれている組織であれば
できていて当然」という項目についても、「できている」ということを外部に伝える（情報
を公開する）ことが必要となると判断し追加を行った。
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■改訂した自己点検・評価表（91項目）

自己点検・評価表の改訂(3/4)



自己点検・評価表の改訂(4/4)
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＜文科省ガイドライン※の自己評価表（例）＞

評価項目分類
項目数

文科省 ISO追加 合計

1.教育理念・目標 5 0 5

2.学校運営 7 6 13

3.教育活動 13 8 21

4.学修成果 2 6 8

5.学生支援 10 1 11

6.教育環境 3 2 5

7.学生の受入れ募集 3 6 9

8.教育の内部質保証システム 4 4 8

9.財務 4 0 4

10.社会貢献・地域貢献 3 0 3

11.国際交流（必要に応じて） 4 0 4

合計 58 33 91

評価項目分類 項目数

1.教育理念・目標 5

2.学校運営 8

3.教育活動 14

4.学修成果 5

5.学生支援 10

6.教育環境 3

7.学生の受入れ募集 3

8.財務 4

9.法令等の順守 4

10.社会貢献・地域貢献 3

11.国際交流（必要に応じて） 4

合計 63

改訂

＜ISO29990を参照して改訂した自己点検・評価表＞

※文部科学省「専修学校における学校評価ガイドライン」 （第三者評価の際は、各評価項目に対してエビデンスの提示を求める）

改訂した自己点検・評価表を次年度も参画校にて試用し、結果をフィードバックする予定



第三者評価基準書について
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職業実践専門課程（情報・IT分野） 第三者評価基準書（Ver.2.0）
1.システム化要件定義

2. システム方式設計

3. 開発準備

4. 開発準備（アジャイル）

5. システム運用設計

6. 移行設計

7. ソフトウェア要件定義

8. ソフトウェア方式設計

9. 開発環境構築

10. アプリケーション共通基盤設計・構築

11. 業務プロセス設計

12. ソフトウェア詳細設計

13. ソフトウェアコード作成・単体テスト

14. ソフトウェア結合テスト

15. システムテスト計画策定

16. システムテスト実施

17. 移行

18. 受入れテスト

19. 運用テスト

20. 導入

＜iCDをもとに抽出した評価項目＞

21. 創造力

22. 実行・実践力

23. コミュニケーション力

24. 態度・志向性

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ス
キ
ル

ｉ
Ｃ
Ｄ
か
ら
抽
出
し
た
タ
ス
ク
（
中
分
類
）

基準４ 学修成果にて、
「学修成果の評価基準書
作成手順」を参照して、学
修成果の評価項目を明
確にする必要性を記述
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今年度の取組
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H27年度の事業概要

自己点検・評価表 第三者評価基準書 学修成果評価基準作成手順

第三者評価実施手順書
（専門学校用）

⑤第三者評価の試行（専門学校２校）④研修会実施

 内部質保証人材養成セミナー

 第三者評価審査員養成セミナー

⑥各文書へ
改善点の反映

①iCD2015の反映

③企業の人材ニーズの調査・反映

第三者評価実施手順書
（審査機関用）

②文書の追加
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事業のスケジュール

内容 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

実施委員会

評価基準等検討部会

第三者評価実施部会

研修部会

第三者評価の試行

研修会の実施

第三者評価実施手順書
(審査機関用)の作成

学修成果の評価基準
作成手順の検証

第三者評価の検証・
見直し

7/21

7/31 9/2

8/5,6  10,11

12/1,14

完了

1/6

iCD2015の反映 検証 完了

検証 見直し

情報科学専門学校 中央情報経理専門学校

エビデンス提出

11/6〆

書類審査

エビデンス提出

1/8〆

書類審査

1/27,28

企業の人材ニーズの調査・反映

現地審査 現地審査

完了



第三者評価の試行に向けて実施した研修会
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タイトル 内部質保証人材養成セミナー 第三者評価審査員養成セミナー

開催日時 8月5日（水）10時～17時
8月6日（木）9時～17時

8月10日（水）10時～17時
8月11日（木）10時～17時

会場 相鉄岩崎学園ビル8階809室
（神奈川県横浜市）

相鉄岩崎学園ビル8階809室
（神奈川県横浜市）

定員 20名 10名

参加人数 11名 10名

対象 情報・IT分野の職業実践専門課程を持つ専門
学校において自己点検・評価を行う方

本事業の「内部質保証人材養成セミナー」
（8/5,6開催）またはそれに相当する講座を修
了し、かつ情報・IT分野の職業実践専門課程
を持つ専門学校に対して第三者評価を行う方

講師 JAMOTE認証サービス株式会社、
一般財団法人日本規格協会

JAMOTE認証サービス株式会社、
一般財団法人日本規格協会

参加費 無料 無料

内容 ① 情報・IT分野の職業実践専門課程におけ
る自己点検・評価について

② 監査技法
③ 学習サービスの質の評価
④ ISO29990要求事項解説
⑤ 内部監査事例演習

① 第三者評価方法
② 自己点検・評価報告書の審査方法（審査

演習）
③ コミュニケーションスキル＆第三者評価演

習
④ 総合模擬演習（審査シミュレーション）
⑤ 理解度確認テスト



第三者評価の流れ

事前準備

• 自己点検・評価報告書の作成および第三者基準書等の入手

• 必要に応じてセミナー等受講

• 自己点検・評価で提示したエビデンスを揃える

書類審査

• 現地審査のおよそ1か月前に自己点検・評価およびエビデンスを審査員に送付

• 審査員の求めに応じ、追加のエビデンスを実施

現地審査

• 第三者評価基準書とエビデンスを突き合わせ基準書の1項目ごと適合・不適合・オブ
ザベーションを判定

• 理事長・校長への代表者インタビュー、授業聴講、施設・設備の視察、教職員ヒアリン
グ実施

改善

• 審査員からの改善要望事項説明書に基づき、不適合・オブザベーション項目の改善
活動実施

• 是正報告書を提出

情報科学専門学校（12月1日、14日）と中央情報経理専門学校高崎校
（1月27日、28日）の２校にて現地審査を試行



書類審査
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• 自己点検・評価報告書を記入し、エビデンス（個人情報を除く）とともに審査員へ送付。
• 自己点検・評価報告書の評価項目は、４段階（適切、ほぼ適切、やや不適切、不適切）
で自己評価。

• 評価項目ごとに対応するエビデンスを記載。



現地審査
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＜１日目＞
オープニング（審査の進め方説明など）
代表者インタビュー
各取り組み状況の確認
•学習ニーズの明確化
•学習サービスの設計
•学習サービスの実施
•人的・物的資源の割り当て
•学習サービス提供のモニタリング
•利害関係者からのフィードバック

•学習サービス事業者によって行われる
評価
•人事管理
•コミュニケーションマネジメント
教職員へのヒアリング
初日のまとめ

＜２日目＞
授業の聴講および施設・設備の視察

学習サービス事業者のマネジメントの
取り組み状況の確認・質疑

審査のまとめ（審査員のみ）
•改善要望事項説明書の作成
クロージング
•改善要望事項等の説明・質疑
•今後の流れの確認

＜審査員の構成＞
・認証機関関係者：２名
・専門学校関係者：２名
・業界関係者：１名

＜現地審査実施日＞
・情報科学専門学校：

2015年12月1日、14日
・中央情報経理専門学校高崎校：

2016年1月27日、28日



改善活動
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＜現地審査後の流れ＞

審査員により作成された改善要望事項説明書（「否」の判定となった要求事項とその理由が記
載）の内容に従って、是正活動を実施し、その結果を是正報告書として纏めて審査員へ提出

(1) 対象：
改善要望事項の対象となった部門／部署又は要求
事項

(2) 要求事項 ：
第三者評価基準書のどの要求事項に照らして今回
の改善要望となったのかを明示

(3) 内容：
改善要望の内容

(4) レベル：
要求事項に対する適合性の種類
①不適合

要求事項との乖離が見られるため要改善とされるも
の。
②オブザベーション

要求事項との一部又は軽微な乖離が見られるもの
で、受査側で要求事項との乖離に対する妥当性を
証明・説明できる場合には、改善を要しないもの。
③コメント

要求事項との乖離は見られないが、受査側の質向
上のため助言するもの。
④ストロングポイント

特定の一部署又は一部門などでの非常によい事例
であるので、受査側の質向上のため関連する他部
署又は他部門等への水平展開、あるいは継続を推
奨するもの。

＜不適合の指摘：改善要望事項の記述内容＞



２校で共通した改善要望事項例(1/2)
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対象 自己点検・評価表の評価項目 改善要望内容

1 授業評価の実施・
評価体制について

3.14
授業評価の実施･評価体制はあるか

学生アンケートという形での授業評価（アセ
スメント）は行うだけではなく、上長による授
業観察や到達目標の達成度等を考慮した
各授業・各カリキュラムの評価（エバリュ
エーション）の方法、評価体制を明文化する
ことが望ましい。

2 教職員に必要なコ
ンピテンシーの明
確化とその評価に
ついて

3.17、3.18

•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

•教職員のコンピテンシーを職務記述書と
関連付けながら評価し、それらの評価結
果を記録しているか

人事考課表などによる、能力評価を実施す
るだけではなく、スタッフ及び協力者に必要
とされるコア・コンピテンシーと関連付けら
れた職務記述書を作成することが望ましい。

また、職務記述書と関連付けられた評価や
レビューを実施することが望ましい。

3 内部質保証システ
ムの確立について

8.5～8.7

監査や評価基準の知識を有する適任者
により適切に監査され、当該課程・部署
の責任者に監査結果を報告しているか等

自己点検・評価表に沿った内部監査を行う
だけではなく、内部監査計画書や内部監査
実施報告書を作成し、内部監査の手順を確
立することが望ましい。

4 マネジメントレ
ビューの実施につ
いて

2.11

教育方針や目標を含むマネジメントシス
テムの継続的な適合性、妥当性、有効性
を確保するためにマネジメントレビューを
実施しているか

マネジメントレビューに相当する会議を開催
するだけではなく、マネジメントレビューを、
学校経営の一つの取組として位置づけ、マ
ネジメントレビュー議事録を作成・保管する
ことが望ましい。



２校で共通した改善要望事項例(2/2)
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対象 自己点検・評価表の評価項目 改善要望内容

5 利害関係者からの
苦情・要請等への対
応手順の確立につ
いて

2.12

学生や保護者、その他利害関係者から
の苦情・要請等への対応など、不適合
を特定し、対処する手順（予防処置及び
是正処置）を確立しているか

利害関係者からの苦情・要請等が発生した
場合の対応手順や、発生しないようにする
ための手順等（是正・予防処置手順）の明
文化や、発生した場合に記録を残すように
することが望ましい。

6 学修成果に関する
評価報告書の作成
について

4.6

ニーズ調査結果に基づき目的（到達目
標）を設定し、目的に対する評価を結論
としてとりまとめた評価報告書を作成し
ているか

評価体制や評価結果、評価を導き出すに
至った打ち合わせの議事録等を何らかの
形で別々に保管するだけではなく、それらを
評価報告書としてまとまった書類としてまと
め、必要な範囲で共有できるようにすること
が望ましい。

7 外部からの講座受
託時の到達目標に
ついて

4.7

学習サービス（教育・訓練）を受託また
は委託する場合、目的、要望、最終目
標及び要件を明確にしているか

高校等からの講座受託時における契約書
等に、具体的な到達目標を明記することが
望ましい。

8 学校施設・備品等の
管理・点検について

6.2

学校施設・備品等が定期的に管理・点
検されているか

学習環境について、施設・備品などのチェッ
クを定期的に実施するだけではなく、何を
点検するかを文書化し、チェックした結果を
記録するようにすることが望ましい。
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学修成果
社会、ステークホルダー

学校

内部質保証

第三者評価

発信

発信

評価

エビデンス

P

D

C

A

社会（企業）ニーズへの対応

学修成果の定量的評価

評価者の養成と質の確保

内部質保証の
仕組みの明確化

教育活動や講師の評価

今後の課題（第三者評価に関して）



今後の課題（第三者評価に関して）

 社会（企業）ニーズへの対応
 企業ニーズに即した学修成果や学校の強み（個性）をどのように示し、

学修成果等に対する第三者による評価をどのように社会に向けて発信
するか

 学修成果の定量的な評価
 IT分野における学修成果の評価項目をどのように定め、どのように評

価を行うか

 評価者の養成と質の確保
 評価者の資質や専門性によって評価結果が異なってくる可能性がある。

必要な資質や専門性に加えて中立性や倫理観を備えた評価者をどのよ
うに継続的に養成し、評価者の質を確保する仕組みをどのように構築
するか

 内部質保証の仕組みの明確化
 学校の質の改善・向上を絶えず図るための内部質保証の仕組みを手順

として明確にし、その仕組みが機能していることを示すエビデンスを
蓄積する

 教育活動や講師の評価（エバリュエーション）
 利害関係者等からの教育活動や講師に対する評価（アセスメント）を

もとに、誰がどのように重み付けを伴う評価（エバリュエーション）
を行い、改善活動にどうつなげるか
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