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学校関係者評価委員会 報告 

 

 

平成２７年度学校関係者評価について、下記のとおり評価結果を報告します。 

 

記 

 

１、学校関係者評価委員 

①粟原 良明（ＦＰエデュケーションズ青森 代表） 

②蝦名 幸子（医療法人白鴎会 まちだ内科クリニック 事務長） 

③工藤 正之（青森観光コンベンション協会 青森市観光交流情報センター センター長） 

④樽澤 康太（株式会社 ティエル・マネジメント、青森中央経理専門学校 卒業生） 

⑤太田 智三（青森市横内町会 町会長） 

⑥越田 保博（青森県アパレル工業会 アパレルコーディネータ） 

⑦小笠原 華子（株式会社マキムラ ルートファッション事業部、青森中央文化専門学校 卒業生） 

 

２、学校関係者評価委員会の開催状況 

 第１回委員会 平成２７年 ７月１０日（会場：本学園９号館 ９３４教室） 

 第２回委員会 平成２７年 ９月１０日（会場：本学園９号館 ９３４教室） 

 

３、学校関係者評価委員会報告 

 別紙のとおり 

 

以上 

 



別紙 

青森中央文化専門学校 

（１）平成２６年度重点目標 

No. 質問・意見 回答 

① 以前と比べ設備も内容も充実していると

思います。 

今後もより良いカリキュラムの充実と資格

取得を目指していきます。 

② もう尐し魅力的なホームページを作って

いただきたい。 

平成２６年度にホームページのデザインを

刷新し、魅力的なホームページ作りへのスタ

ートを切った段階であると考えています。周

知や内容作りも含めて、適宜アドバイスなど

を頂けたら反映していきたいと思います。 

③ 実習を取り入れることによって、仕事へ

のイメージがつきやすい。 

分野的に技術面も必要不可欠なため、より充

実した実習を取り入れ、職業実践専門課程と

して確立出来るよう現在進行形で進めてい

ます。 

 

 

（２）評価基準１「教育理念・目的・育成人材像等」 

No. 質問・意見 回答 

① 変化が尐ないから、入学希望者が尐ない

のだと思います。連鎖校の特色が見えづ

らい。 

 

時代のニーズに合わせた変革は必要なため、

柔軟な体制を持ち合わせて対応を図ってい

きます。また、連鎖校の特色が見えづらい点

については、文化服装学院の連鎖校が加盟し

ている連鎖校協会においてNBNと呼ばれる

連鎖校のネットワークを構築させるプロジ

ェクトが立ち上がっており、本校も参加して

います。このNBNが構築されれば連鎖校の

特色が見えてくると考えています。 

 

 

（３）評価基準２「学校運営」 

No. 質問・意見 回答 

① 学生証が進化しているので驚きました。 学生の満足度を考慮した学校運営をこれか

らも目指していきます。 

 



（４）評価基準３「教育活動」 

No. 質問・意見 回答 

① 専攻別に分けることによって、就職の幅

が狭まる可能性がある。修業年限は丁度

良いと思います。アンケートも良いと思

う。教員の数が尐ないと思います。 

 

入学前の就職イメージを植えつけるために

専攻別は必要と考えています。修業年限と授

業アンケートは継続していき、教員数につい

ては専門学校の設置基準に準拠しており、適

切であると考えています。また、非常勤講師

も平成２７年度は６名で対応しており、授業

内容の充実も図っていきます。 

② ソーイングに関して素材対応の指導はで

きているか。設備は充分か。 

 

素材別の縫製技術は現場では必要不可欠の

ため、継続した指導を行っていきます。また、

設備については充足していると考えていま

すが、随時チェックを行い年度ごとに検討を

図っていきます。 

 

 

（５）評価基準４「教育成果」 

No. 質問・意見 回答 

① 就職率は上がっていると思います。退学

率はもう尐しなんとかなると思います。

こぶしの花（学園報）はちゃんと読んで

います。 

 

就職に向けた科目構成を実践しており、高い

就職率を目指していきます。退学率について

は、平成２４年度は 17％、平成２５年度は

5％、平成２６年度は 6％という結果となっ

ており、近年は家庭事情に関するものが多

く、クラスアドバイザーとの蜜な連携で対応

していきます。学園報は継続していきます。 

② 企業も人材不足であるので、学校、企業

の連携で即戦力となるような育成はでき

ないか。 

職業実践専門課程となることにより、産学連

携および就職へ結びつける人材育成に取り

組んでいきます。 

③ 退学者をできるだけ出さないようにしな

いと、学校運営にも支障をきたすことに

なりますので、頑張ってほしいです。 

退学原因を突き止め、発生させないよう努め

ていきます。 

 

 

（６）評価基準５「学生支援」 

No. 質問・意見 回答 

① 学生相談室が設置されたのは良いと思い

ます。 

学生相談室の利用は多くなっており、学生支

援の一役を担っています。 



（７）評価基準６「教育環境」 

No. 質問・意見 回答 

① 工業用のインターロックがあればいいな

と思いました。インターロックなら、針

を減らすとロックミシンとしても使えま

す。ロックミシン１台だけだと、学生た

ちが縫うときに順番待ちになって時間に

ロスがでるかと思います。 

学校内での設備については必要に応じて整

えているが、使用頻度などの観点からまだ整

えられていない設備については、実習先の現

場で活用させていただき使用方法等を修得

させたいと考えています。 

② 設備は充分か。知識として特殊ミシン等、

覚えたほうが良いのでは。 

現状は充分と考えているが、不足している部

分については、実習先の現場で利活用をさせ

ていただきたいです。 

③ 防災関係に関しては看護学部の学生たち

も参加させることを考慮されてはいかが

でしょう（ＡＥＤ設置に対して）。 

提案として承りたいと思います。 

 

 

（８）評価基準７「学生の募集と受け入れ」 

No. 質問・意見 回答 

① 委員会にて、文化式を推す理由を聞きま

したが、もしこれからもそれをパンフレ

ットに載せるなら、理由も書かなければ

意味がないというか、最近の子たちは分

からないと思います。 

連鎖校協会が進めているNBN［（２）①参照］

を通じて、「文化」ブランドの醸成および認

知度の向上を図っていけるよう取り組んで

いきます。 

② 入学者数の増加が学校経営を安定させる

重要なポイントになりますので、私個人

の考えですが創立されて２８年度には７

０年を迎えることになりますが、歴代の

卒業生（同窓会）への呼びかけ、文化専

門学校が行っている実績等を次世代の子

供、孫、ひ孫たちに卒業生から呼びかけ

てもらってはいかがでしょうか。 

卒業生への呼びかけについては、過去に１度

実施したことがあり、平成２８年度に実施す

るかは検討していきたいと考えています。ま

た、次世代の子どもたちへの呼びかけについ

ては、例えば、毎年実施しているファッショ

ンショーでは開催の案内をこれまでも卒業

生に限らず周知しており、子どもと一緒に見

に来ることもあり、その点ではこれからも継

続していきたいと考えています。そして、子

弟入学による入学者も近年増加傾向にあり

ます。 



 

No. 質問・意見 回答 

③ 入学生募集に関しては担任と一学期より

密に接することが大切と思います。卒業

するまでには三者面談が３～４回行われ

ます（二学期から三学期始め頃まで）の

で、この時期に決定されます。学校説明

会が実施されていると思いますが、説明

会は一回で終わらず、創意工夫と同時に

卒業生、在校生も同席させる。 

オープンキャンパス（学校説明会）において

は、在校生や卒業生を交えて実施しており、

学校生活の生の声を届けています。また、出

前講座では講座の内容にもよりますが、在校

生を帯同させて講座の一部を講師として実

施しています。 

 

 

（９）評価基準８「財務」 

No. 質問・意見 回答 

① 質問・意見等はありませんでした。  

 

 

（１０）評価基準９「法令等の遵守」 

No. 質問・意見 回答 

① 自己点検、自己評価は必要だと思います。 自己点検、自己評価を継続し、随時、必要課

題の解決を図っていきます。 

 

 

（１１）評価基準１０「社会貢献」 

No. 質問・意見 回答 

① 活動の機会が多いのは、良いことだと思

う。特にラビナのハロウィンとユニバー

サルファッションショーは、社会貢献に

つながると思います。 

産学連携プロジェクトとして、社会に貢献で

きる人材の育成を継続していきたいと考え

ています。 

② 現代の尐女達はファッションに興味を持

っているので、将来性を考慮しながら

色々なイベントを紹介すると同時に参加

させてはどうか。 

参加も含め、就職イメージを定着化させるこ

とを優先して行っていきたいと考えていま

す。 

③ もっと知名度を周知させるため色々なイ

ベントに参加させる。例えば各地区で立

ちあげているまちづくり協議会に参加す

る。 

継続して産学連携プロジェクトを積極的に

行っていくとともに、横内地区まちづくり計

画に積極的に参加し、地域との協働を進めて

いきます。 



青森中央経理専門学校 

（１）平成２６年度重点目標 

No. 質問・意見 回答 

① 企業側としてはせっかく就職しても数年

でやめてしまう離職率が課題となってい

る。学校側も企業課題である離職率を下

げることにも目を向けるべきだと考えま

す。そのためには学生にできるだけ実社

会を経験させてあげることも重要ではな

いか。 

離職率については、過去３年間の平均値で約

26％であり、自己分析や企業研究の不十分に

よるミスマッチでの離職が多いと推測され

るため、今後はインターンシップや職場実習

など、これまで実施してきた内容の強化や実

社会での経験機会を増やすための実施機関

の開拓を行うなどして、ミスマッチを無くし

離職率の低下にもつながるよう就職指導に

取り組んでいきます。 

② 尐人数のメリットを活かし、先生から教

わったことを今度は学生が「先生」とな

って、学生同士で教えて学び合うことで、

自主的な学生を増やしてほしいです。 

ご意見のとおり、このことは大変重要である

と認識しており、その趣旨を取り入れた授業

方法の検討を図っていきます。 

③ 就職率 100％という目標が達成出来なか

ったという結果について、医療科目の時

間が尐なく感じましたので、もっと専門

的に学べる時間が確保できればと思いま

す。 

正規の授業時間で足りない部分は、放課後

（エクステンション・コーチング）に補講を

行うなどの形で対応検討したいと考えてい

ます。 

④ 社会人との接点をより多く持つことも大

事だと思う。（インターンシップ、学生パ

ソコン教室など含めて） 

この視点は、とても重要と考えており、様々

なイベントへの参加（青森県総合社会教育セ

ンター主催生涯学習フェアなど）も行ってお

り、継続して取り組んでいきます。 

⑤ 社会基礎力を付けさせることは理解して

いても具体的な社会基礎とは何かを討議

したほうがよいと思います。実社会の中

で企業が必要としている社会基礎とは何

か、実は社会基礎よりも職業人基礎の方

が重要かもしれません。学生に成長の実

感させるにはどうすればよいか。人から

の評価は大切です。職場体験などの先生

以外の方からよい評価を受けたとなると

一段とやりがいが出てきます。 

学生に成長を実感させるツールのひとつに

インターンシップや実習が挙げられ、それが

社会人基礎力および職業人基礎力を養う事

につながると考え、これからもインターンシ

ップや実習を積極的に行っていきたいと考

えています。 



 

No. 質問・意見 回答 

⑥ まだまだ青森中央学院大学内に専門学校

が存在するという事実が認知されていな

い中で、定員を超える募集があったこと

は素晴らしいことですので、現在行って

いる活動は継続していただきたい。 

本校は、大学・短大との施設・設備や機能、

人的資源を共有できるというメリットがあ

り、このメリットをこれからも生かしていき

ます。 

⑦ 職場実習では今後とも協力していきたい

と思います。 

是非、今後ともご協力を賜りたいです。 

⑧ 出前講座での意識付け、PRはとても良い

取り組みだと思う。入学者増につながっ

ているのではないかと思います。 

学生の能動的な学びを支援していくことは

大変重要であると考えており、これからも継

続を図っていくと共に更に発展するための

取り組みを検討していきます。 

⑨ 就職先である企業が認める魅力とは何

か、個人的には即戦力となる職業人の育

成だとおもいます。学校名からは経理・

総務系の学校としか想像がつきません。

例えば青森職業人育成学校とか、即戦力

社会人学校とか実社会で直ぐにでも活躍

できる教育をしている学校であれば幅広

い職種へ就職可能になると考えます。 

専門学校としての社会のニーズを果たす役

割についてはご指摘のとおりであると理解

しています。学校名はもとより、教育内容の

更なる充実を図り、地域社会の期待に応えら

れる学校づくりを推進していきます。 

⑩ 地域社会を巻き込んでの活動は、課題も

多く大変だと思いますが、がんばってい

ただきたい。 

地域社会と連携して、地域の人材を育成して

いくことは意義があるため、これからも継続

していきます。 

⑪ 職業実践専門課程申請に向けて、お手伝

いできる分野であれば情報を集めながら

ご協力していきたいと思います。 

心強いご意見を頂き、是非ともご協力を賜り

たいです。 

⑫ 学生に社会人としての心構えを教育する

には、人としての生き方について学ばせ

ることも必要だと思います。そのために

は地元の神社仏閣の和尚、神主さんから

話を聞くことも重要と思います。 

専門学校生として技術・知識の修得ばかりで

はなく、根本となる豊かな人間性の育成は必

須であり、そのような観点から是非、そうい

う機会を充実させていけるよう努めていき

ます。 

 



（２）評価基準１「教育理念・目的・育成人材像等」 

No. 質問・意見 回答 

① 理念に沿って発展されることを祈念して

おります。 

これからも建学の精神や教育理念に基づい

て、学校運営にまい進していきます。 

② 総括文書からは理念について理解はでき

ます。総括文書から読む理念の柱は①手

に職をつけて生活の自立を図ること。②

豊かな心を育むこと。この 2 点が印象に

残った。そこで、手に職というところか

ら学校名にある経理と言う言葉を使って

いるのだろうかと想像しました。そうで

あれば現代の多様化した職種の中で経理

専門という言葉が理念とうまく結びつか

ないような気がしました。具体的に分か

りやすい表現の方がよいかも。現代の会

社では手に職をつけるという言葉より、

どんな人ともコミュニケーションがとれ

る人材が求められています。②の豊かな

心を育むことが重要であり、人間形成に

は必要不可欠なところでもあります。 

「手に職をつける」という言葉は、「手に職

をつける＝技術を身につける」の意味で捉え

られるが、現在においては技術のみならず、

例えば資格取得や独立開業に必要な知識の

修得なども含んだ広い意味で捉えることが

できると考えています。その「手に職をつけ

る」ツールのひとつに「経理」があり、本校

はこれを学生たちに教授してきました。学校

法人の母体でもある経理専門学校は、これか

らも教育理念を逸脱することなく、社会に必

要な「経理」人材を育てていく所存でありま

す。また、建学の精神や教育理念をより具体

的に分かりやすく、学生や地域社会に理解し

ていただけるように工夫を重ねていきたい

と考えています。 

③ 自己点検・評価報告書の内容だけだと深

くは分かりませんが、この内容だけで話

をすると学校の特色といえるか疑問で

す。ハード面の内容については特色とい

うより施設紹介のように読めます。クラ

スアドバイザー制度の内容がよく分かり

ませんが、この部分は特色に活かせるよ

うな感じがしました。クラスアドバイザ

ー制度が学生の多様な悩みを解決してく

れるようなものであれば、すごくいい制

度だと思います。一般的に教職員が対応

すると思いますが、地域の人であったり、

心理カウンセラーなど多様なアドバイザ

ーと接することができる制度であれ学校

の売りにつながると思います。 

学校の特色について、簿記では習得度別に授

業を行っている点も挙げられます。また、ク

ラスアドバイザー制度はご意見にあるよう

に、学生が抱える問題などをクラスアドバイ

ザーが窓口となり、学園の学生相談室の担当

者（臨床心理士）との橋渡しを行うなどの役

割を担っています。 



 

No 質問・意見 回答 

④ 将来こういう学校にしたいというところ

は感じませんが、将来は現在の積み重ねな

のでこの内容で私はよいと思います。将来

構想を書くとしたら、青森の松下村塾を目

指して欲しいと思います。卒業生が全国各

地でリーダーとして活躍する人材育成を

めざす、とか。 

規模は小さくても「キラリ」と光る、そのよ

うな学校でありたいと考えています。また、

一部のリーダーを養成することも大事では

ありますが、有為な中間層を着実に社会に送

り出す学校でありたいとも考えています。 

⑤ 教育目標がしっかりされていますし、これ

までの長い教育の歴史が生かされている

と思います。 

これからも継続を図っていきます。 

 

 

（３）評価基準２「学校運営」 

No 質問・意見 回答 

① 運営方針は部下が分かりやすいものでな

ければならない。また、方針によりモチベ

ーションが上がるものであればよいと思

います。例えば、病気で入院した時、医者

からの治療方針を聞いて理解しやすかっ

たり、早く元気になろうと思えた方がいい

ということです。 

その視点はこれまでも踏襲してきましたが、

更なる分かりやすさやモチベーション向上

のための方策の検討を図っていきます。 

② 事業計画を定めることは基本です。その事

業計画が具体的な記載内容となっている

か。事業の目的（将来ビジョン）、事業内

容（コンセプト）、マーケティング戦略、

売上・利益予測、資金繰り（開業資金計画・

収支計画）など。ワードやパワーポイント

で作成するのが一般的です。文字数が多け

ればいいというものでもないので、ポイン

トを押さえ、わかりやすくすることが大切

です。写真などのビジュアルに気をつか

い、数字に関してはグラフや図表を駆使し

て、現場への説得力とインパクトも考えて

作成したものがよいと思います。 

事業計画は分かりやすさやポイントを絞っ

ての説明が必要であると認識しているので、

写真やグラフを駆使しての作成については、

今後検討を進めていきたいと考えています。 



 

No 質問・意見 回答 

③ 具体的な組織体制は分かりませんが、適切

という評価になっています。運営組織で大

切なのは決済の速さだと思っています。業

種によって違いはあると思いますが、決済

が早く直ぐに行動できることはそれだけ

でサービスにつながると考えています。普

段から気をつけているのは効率をあげる

ことにより誰かが負担となったり、サービ

ス低下にならないかということです。必要

無駄もあると思います。特にサービス業に

いたっては効率ばかりを考えると心が伝

わらなくなる場合があります。たとえば案

内所はやっぱりロボットではなく人間の

方がやさしく対応できます。 

意思決定の速さは組織運営に当たって最も

重要なことのひとつであり、現状、稟議決済

事項は適切に運営されているが、適切にスム

ーズな意思決定が行えるよう今後も管理運

営のあり方を検討していきます。また、効率

を求めるあまり、サービスの低下につながっ

ていないか、常に検証を行っていきます。 

 

④ どんなよい意思決定システムができても

決定者がしっかりとした判断がされるか

が必要です。現場の意見をしっかりと傾聴

する態度が必要だと思います。 

ご指摘のとおり、現場の意見にしっかりと耳

を傾けて、適正な意思決定を行っていくよう

努力して参ります。 

⑤ 機械化により業務の効率を図るというこ

とは情報管理のセキュリティ強化も大き

くなると思います。パソコンだけではなく

アナログのバックアップも必要だと思い

ます。 

アナログ（紙媒体）での保存も並行して継続

し、セキュリティの確保に努めます。 

⑥ 健全な学校運営が行われていると思いま

す。 

これからも健全な学校運営が図られるよう

努力して参ります。 

 

 

（４）評価基準３「教育活動」 

No 質問・意見 回答 

① 医療事務コースとして、現在の職場が望む

スタッフの姿をはっきりと設定し、目標に

して勉強できるようになればいいのかな

と思います（難しいとは思いますが）。 

教育課程編成委員会などの場で、現場で望ま

れる能力などの意見を踏まえ、必要に応じて

目標の一部変更も含め授業内容の見直しを

図っていきます。 



 

No 質問・意見 回答 

② 企業の企画や事業に発展するような関わ

り方を実習先にもとめてはどうでしょう

か。観光に関わるコースであれば、学生時

代にどのようにしたら観光客が増えるか、

どのようにしたら移住する人が増えるか

というテーマを与えると面白いと思いま

す。卒業するまでに企画立案から実行まで

させ、その結果を検証させる。そこで、企

画の何がよくて何が悪かったかしっかり

と学ぶことは就職してからも大きな力に

なると思います。地元の修学旅行に補助員

としてついていくのも面白い。旅行会社と

しては就職する前に添乗の経験があるの

は力強い。学校は子どもたちのサポーター

が多い方がありがたい。企業が行っている

新人教育を調査し、カリキュラムに取り入

れる。またはゲストティチャーとして企業

の方に新人研修を授業で行ってもらう。 

企画立案から実行、結果の検証まで一連の流

れを経験するプログラムが実習受入先で可

能であれば、積極的に実施させていただきた

いです。また、新人教育の調査や新人研修を

授業に取り入れるというご意見は、実習先企

業等と相談の上、その実行可能性を探ってい

きたいと考えています。 

③ 実務の流れを学べるカリキュラムがあれ

ば良いと思います（保険であれば、お客様

との出会い→ヒアリング→保険証券の見

直し→提案→申込書記入など）。また、基

本的なことではあるが、目上の人への敬

語、あいさつ、マナーを定期的にチェック

するカリキュラムがあれば良いと思いま

す。 

例えば、税金の申告書作成といった実務の流

れの一部分をカリキュラムとして取り入れ

てはいるが、全体となると充分でない内容も

あるため、積極的に取り入れられるようにし

たいと考えています。また、マナーについて

も最も基本的なことであるため、カリキュラ

ムに組み込められるように検討していきま

す。 

 



（５）評価基準４「教育成果」 

No 質問・意見 回答 

① 成果については、成果と言えば就職率が一

番評価されると思います。 

①就職につながるカリキュラムとなって

いるか。→受験者に比例 

②学生に理解され、受け入れられているカ

リキュラムとなっているか。→退学者に比

例 

③就職先となる企業から理解されるカリ

キュラムとなっているか。→求人・就職率

に比例 

具体的にカリキュラムの評価はできませ

んが、この要件にあっていると成果はあが

ると思います。 

教育成果を検証する上で、ご指摘の受験者

数、退学率、求人件数、就職率等は大変重要

な指標であると理解しており、この視点を踏

まえ、カリキュラムの編成を行っていきま

す。 

② 就職率が 90％以上で推移しているのは、

学生、学校の努力の賜物であると考えま

す。企業とのつながりを維持し、卒業生の

その後の把握をしておくことが（評価な

ど）、次の学生の就職につながると思いま

す。 

今後も卒業生の職場訪問を適宜実施し、企業

側とも連携を継続して、次の学生の就職につ

なげていけるよう努めていきます。 

 

 

（６）評価基準５「学生支援」 

No 質問・意見 回答 

① 現状で宜しいと思います。 これからも継続を図っていきます。 

② 学内の支援体制は人員とも整備されてい

ると感じます。学生とのコミュニケーショ

ンを引き続き増やしていただければと思

います。 

今後も学生とのコミュニケーションはでき

るだけ確保して、きめ細やかな支援を行って

いきます。 

 



 

（７）評価基準６「教育環境」 

No 質問・意見 回答 

① 素晴らしい環境で学ばれていると思いま

す。 

 

「学び」の環境整備を適宜チェックし、さら

に整えていくことをこれからも継続してい

きます。 

② FPフォーラム in青森での協力体制を、青

森支部側でもっと整えてあげられるよう、

支部幹事会で意見しておきたいと思いま

す。（学生の参加回数、各 FPとの接点等） 

学校側でも協力できる部分は、積極的に協力

してまいりますので、今後もご支援をお願い

したいです。 

 

 

（８）評価基準７「学生の募集と受け入れ」 

No 質問・意見 回答 

① 入学される学生さんがどれだけ自分の考

えをはっきり持っているのか分かりませ

んが、医療事務コースですと、人を育てる

考えは素晴らしいと思いますが、もっと専

門的なことを学んでもいいのかなと思い

ます（目標にする）。 

専門性（専門的知識・技術）の修得と学生（豊

かな人間性）の育成という両立をバランスよ

く図れるよう対応していきます。 

② 18 歳人口の減尐により厳しい状況も想定

されるが、卒業生の就職先を業種別など絞

り込みをしておき、志願者へ早い段階で把

握してもらえるような工夫も必要かと思

います。 

オープンキャンパスなど高校生と接触する

際は、正確な情報提供は勿論のこと、相手が

必要とする情報も提供することが入学につ

ながるため、教職員で情報共有を図ってお

り、これからも継続していきます。 

 

 

（９）評価基準８「財務」 

No 質問・意見 回答 

① 質問・意見等はありませんでした。  

 



（１０）評価基準９「法令等の遵守」 

No 質問・意見 回答 

① 来年からマイナンバー制度が開始されま

すので、番号管理を含めより一層の個人情

報管理を徹底していただきたい。 

個人情報保護規定（プライバシーポリシー）

及び特定個人情報の適正な取扱いに関する

ガイドラインに基づき、管理の徹底を行って

まいります。 

 

 

（１１）評価基準１０「社会貢献」 

No 質問・意見 回答 

① FPフォーラム in青森では、受付や会場設

営を積極的に協力していただくことでFP

協会スタッフや一般参加者と接すること

により、社会人とのつながりを通じて自主

性を高めていただけたのではないかと感

じています。 

学生にとっても社会人との触れ合いを経験

することで、社会人としての自覚や責任の意

識が高まるなどのプラス効果があるので、引

き続きご協力を賜りたいです。 

 

 

 


