
理念・ミッション

■「人々が、国・文化・言語の違いを理解し、互いに尊重しあい、共生する社会」の実現に向けて努力する。

■日本語を必要とする全ての人のために、日本語学習の場を提供するとともに、可能な限りの支援をおこなう。

教育目標

■3つの力を身につける

★グローバルな視点で　「考える力」　★他者の意見を　「聴く力」　★自分の意見を　「伝える力」

■自分と異なる国の人や文化を理解し尊重できる素養を育み、多文化共生社会への対応力を身につける

育成すべき人材像

■日本の社会で自立できる人、日本と母国の懸け橋になれる人、また、広く国際社会で活躍できる人材を育成する

*評価基準
A,「達成されている」或いは「適合している」    B,「一部未達成」であるが、今後、可能な限り早期に達成する  C,改善が必要である

1　教育の理念・目標
点検の

評定*

A

A

B

2　学校運営
点検の

評定*

A

B

B

3　教育活動
点検の

評定*

A

現状認識・評価等 課題と解決方向

3-1　教育理念等に沿った教育課
程が体系的に編成されているか

コース増設を機に教育課程を見直
し、体系的に整備した

教育目標、育成すべき人材像に
沿った整備、編成を適宜行っていく

点検小項目

自己点検及び評価

点検小項目

1-1　学校設置にあたっての理念、
目的、教育目標及び育成すべき人
材像が明確になっているか

現状認識・評価とその根拠等 課題と今後の取組

明確になっている
教育目標、育成すべき人材像につ
いて更なる深化をはかっていく

現状認識・評価等点検小項目 課題と今後の取組

1-2　その内容が社会のニーズに
合致したものとなっているか

社会、時代のニーズに合致してい
るものと考える

今後とも、社会のニーズを鋭敏に
取り入れる姿勢を堅持する

1-3　理念、目的、教育目標、人材
像等は、教職員に周知され、また
学外にも広く公表されているか

学外への公表という点では未だ不
十分

学校自己点検・評価の公表や学校
案内の改訂の際などに学外への
公表を図る

2-1　学校の運営体制が日本語教
育機関の告示基準を満たしている
か

告示基準を満たしている

2-2　学校の理念や目的に沿った
運営方針や事業計画が策定され
ているか

2-3　組織運営や人事、財務管理
に関する規定や意志決定システ
ム、法令遵守の体制が整備されて
いるか

開校後３年経過したが、継続性あ
る事業計画の策定が必要である

今後も、告示基準への完全な適合
を図っていく

業務運営における指揮命令システ
ム、財務管理の規定等、未だ不明
確な点がある

今後とも円滑な組織運営を図るた
め、指揮命令に関する組織規定や
業務運営の在り方に改善を加えて
いく

今後、年度ごとの事業計画を策定
して、その達成に鋭意取り組んで
いく



A

A

A

4　学修成果
点検の

評定*

A

A

A

5　生徒支援
点検の

評定*

A

A

B

A

6　教育環境

現状認識・評価等 課題と解決方向

3-2　成績評価や進級、修了の判
定の基準は明確になっているか

3-3　成績評価や進級、修了の判
定は適切に運用されているか

基準は明確である

適切に運用されている 今後とも適切に運用していく

教育課程に基づく綿密な授業進行
表を作成し、実行している。また、
日々の課毎試験により能力向上度
を確認。また、その結果を踏まえて
カリキュラムを見直し、実施してい
る

多国籍の学生に対して、適切なク
ラス編成とカリキュラムの作成に取
り組むとともに、日本語能力試験
対策への取り組みを強化する

単元テストの徹底のほかに、3か月
に一度、学生の理解度を確認する
試験を行い、担任が一人ずつと面
談して理解度を確認している

定期試験後のフィードバックと丁寧
な個人面談などを通して適切な把
握に努めていく

3か月に一度、進路指導担当が一
人ずつと面談の上、希望進路を確
認しているほか、必要な場合は、
経費支弁者の意向などを確認する
などして、一人一人の進路の把握
を行っている

クラス及び一人一人の学習進度に
合わせてた進路の把握に努める

教務主任による新人研修などを通
じて教員全体の指導力向上に努め
ている。

外部研修会への参加頻度を上げ
るなど、教員の質向上に鋭意取り
組んでいく

3-4　教員の指導力の向上のため
の取組、教育課程の改善が行わ
れているか

年に1度、防災館に赴き、適切な指
導を受けている。有事の際に近所
の方と協力できるよう話し合いが
持たれている

学校行事として避難訓練を実施す
るとともに、町会の避難訓練に参
加させていただくように検討中であ
る

現状認識・評価等 課題と解決方向

3か月毎の定期試験後の学習・進
路相談に加え、個別で課毎試験の
成績低下者や進学相談が必要とさ
れる学生へ教員から適宜相談の
場を設けている

入学時のオリエンテーションでの生
活指導に加えて、長期休暇前にも
生活指導の徹底を図っている。日
常の健康管理については、登校時
に、体温測定を行う他、職員が必
ず学生に声をかけ、学生の健康や
生活に気を配っている

今後とも学生の生活指導に万全を
期していく

概ね適切な指導・支援が行われて
いるが、学生に対する留学・在留
資格への正しい認識の徹底と、資
格外活動の適切な管理が必要で
ある

出身国別に最適な指導の在り方を
研究していく

5-４　防災や緊急時における体制
が整備されているか

5-2　健康管理や日本での生活指
導等への支援体制が整備されてい
るか

5-1　生徒に対する学習相談や進
路に対する支援体制が整備されて
いるか

4-1　生徒の日本語能力の向上が
図られているか

4-2　生徒の日本語能力の向上が
適切に把握されているか

4-3　生徒の進路を適切に把握して
いるか

点検小項目

点検小項目

5ー,3 入国・在留関係に関する指
導及び支援が適切に行われている
か



点検の

評定*

A

A

B

7　入学者の募集
点検の

評定*

B

A

A

8　法令遵守
点検の

評定*

A

A

B

9　地域貢献・社会貢献
点検の

評定*

B

2020年３月２７日実施　

点検小項目

点検小項目

現状認識・評価等 課題と解決方向

募集規模においても、質において
も更なる努力が求められる

募集を適切に行うために、募集能
力の強化を伴った体制整備が必要
となる

主体となる中国語・漢字圏には、正
確に伝えられているが、課題は
残っている

学校ホームページ・募集要項・学
校案内パンフレットの多言語化へ
の取り組みを継続する

開校後も施設の改善整備がなされ
てきた。校内の美化・清掃も十分行
われている

増員時には、更なる施設設備の改
善整備を図る

教育目標に基づき、学生に合わせ
たカリキュラムを作成。それに伴い
毎月教材の見直し・変更を行って
いる。また、新しい教材について適
宜出版社と相談する場を設けてい
る

4月からスタートしたeラーニングの
強化・推進とともに、ハイブリッド授
業のメリットを積極的に取り入れて
いく

教室授業以外のICT教育・eラーニ
ングのための設備、環境、教材の
充実が必要である。

引き続き、設備、環境、教材の準
備、強化をはかっていく

7-3　授業料等学校納入金レベル
は適切か

6-1　学校の施設・設備が十分かつ
安全に整備されているか

6-2　教材は教育目標に沿った適
切なものか

6-3　学習効率を図るための環境
整備がなされているか

近隣周辺のことを考慮し、校内喫
煙マナーを改善し、自転車駐輪の
適正管理に努めてきた。

今後は、一歩進んで、社会貢献や
地域貢献の視点から方法論を検
討して実行に移していく

9-1　日本語教育機関の資源や施
設を活用した社会貢献や地域貢
献、生徒のボランティア活動への
支援、公開講座等を行っているか

8-3　自己点検の実施と改善及び
その公開を適切に行っているか

8-2　個人情報保護の視点からの
取組を適切に行っているか

8-1　出入国管理、難民認定法令
及び各種関係法令等の遵守と運
営を適切に行っているか

ほぼ適切に行っているが、学生の
個人情報保護を徹底していきたい

2020年4月期入学生から入学時に
個人情報について公開の可否につ
いて学生一人一人に確認すること
とした

自己点検・評価結果の公開が遅れ
ている

自己点検・評価結果をホームペー
ジに公開していく

現状認識・評価等 課題と解決方向

適切であると考えている 必要な時は改訂する

現状認識・評価等 課題と解決方向

運営は適切に行われている
今後とも、関連情報の正確な把握
と、法令の遵守と適切な運用に努
めていく

現状認識・評価等 課題と解決方向

7-1　入学者の募集は適切に行わ
れているか

7-2　入学者の募集の際に学校情
報は正確に伝えられているか

点検小項目

点検小項目


