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1. 学校の現況 

学校名 学校法人ＭＧＬ学園 高崎動物専門学校 

所在地 群馬県高崎市岩押町 5-4 

設置学科 商業実務専門課程 ペットビジネス学科 定員 320 名 

文部科学省の認定 職業実践専門課程 

厚生労働省の認定 専門職業教育訓練 

 

2. 学校の特徴 

①群馬県内のペット業界の要望に応えて、群馬県初の動物専門学校として設立 

②ペット業界の代表団体である全国ペット協会と連携して、ペット業界が求める人材

を育成しようと努力していること 

③学園附属のペットショップや附属の動物病院実習施設を持ち、実践的な実習を行っ

ていること 

④卒業生のペット業界へ就職する割合が高いこと。卒業生でこの分野の有名人を輩出

していること 

⑤世界のトッププロが毎年来学し講演等をおこなうので、世界のトップの技術及び人

間性に学生が直に触れることができること 

 

3. 学校の教育理念・目標 

基本精神 

「共存共栄」 

 

Ｍｉｓｓｉｏｎ(使命) 

「業界に必要とされる人材を輩出し、動物業界の発展・繁栄に寄与する」 

 

 行動指針 

 「Ｍ」マナー…礼儀正しさ 

 「Ｇ」グリット…やり抜く力  

「Ｌ」リーダーシップ…思いやり・模範を示す 

 

教育目標 

「利他の人」…人の役に立つ人材に 

「積極的な人」…自ら考え行動できる人に 

「夢を持つ人」…専門性を生かし活躍できる人に 
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Ⅰ 評価結果 
 

高崎動物専門学校は、専修学校設置基準・職業実践専門課程認定要件・専門実践職業訓練認

定要件をはじめ、関係法令に適合しています。 
 

主な優れた点 

○ ペット業界との連携が良く取れており、教育課程が当該職業分野の期待に応えるものとな

っており、高い就職率や資格取得、さらに就職後の活躍に繋がっている。 
○ 学生全員にタブレット端末を配布しているため、きめ細やかな生徒指導ができ、きめ細か

なフォロー体制等が、学生の充実した学習成果や就職につながっている。 
○ オープンキャンパス等を学生が主体的に運営することにより、ペット業界が求める積極性

やコミュニケーション能力をトレーニングする場が与えられている。 
○ 多数の卒業生がペット業関連企業で活躍するとともに、国際的なコンテストで複数の卒業

生が優秀な成績をあげるなど、優れた学修成果をあげている。 
 

主な改善を要する点 

○ 企業や卒業生の意見を組織的に聴取する仕組みを構築することが望まれる。 
 

更なる向上が期待される点 

○ 公益法人や教育機関としての使命の一環として、ペット業界の実情や動物愛護の精神の啓

蒙などを地域や社会に対して、更なる積極的に取り組みを期待する。 
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Ⅱ 基準ごとの評価 
 
基準1   教育理念・目標 
 
1-1 学校の理念・目的・育成人材像は定められているか。 
1-2 学校における職業教育の特色は何か。 
1-3 社会経済のニーズ等を踏まえた学校の将来構想を抱いているか 
1-4 学校の理念・目的・育成人材像・特色・将来構想などが学生・保護者等に周知されている

か。 
1-5 教育目標、育成人材像は、学科等に対応する業界のニーズに向けて方向づけられているか 

 
【評価結果】 基準１を満たしている。 
 
【優れた点】 
○ 学校の目的に基づき、愛玩動物の具体的な事業（仕事）に分けたコース設定をしているの

で、何を目的にした学校か明確なこと。 
○ 学校の目的を実現するための行動指針がＭＧＬという学校法人名になっているので、この

上なく広く周知しやすいこと。 
○ 三つのポリシーが定められており、これに則った運営がされていること。 
 
【改善を要する点】 
 
【更なる向上が期待される点】 
 
基準2   学校運営 
 
2-1 目的等に沿った運営方針が策定されているか。 
2-2 運営方針に沿った事業計画が策定されているか。 
2-3 運営組織や意思決定機能は、規則等において明文化されているか、有効に機能しているか。 
2-4 人事、給与に関する規定等は整備されているか。 
2-5 教務・財務等の組織整備など意思決定システムは整備されているか。 
2-6 業界や地域社会等に対するコンプライアンス体制が整備されているか。 
2-7 教育活動等に関する情報公開が適切になされているか。 
2-8 情報システム化等による業務の効率化が図られているか。 
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【評価結果】 基準 2 を満たしている。 
 
【優れた点】 
○ ペット業界との連携が良く取れており、教育課程が当該職業分野の期待に応えるものとな

っている。 
○ ホームページのトップ画面に情報公開のバナーを設け、積極的に情報公開をしている。 
〇 独立監査人による外部監査を実施している。 
 
【改善を要する点】 
 
【更なる向上が期待される点】 
 
基準3   教育活動 
 
3-1 教育理念等に沿った教育課程の編成・実施方針等が策定されているか。 
3-2 教育理念、育成人材像や業界のニーズを踏まえた学科の修業年限に対応した教育到達レベ

ルや学習時間の確保は明確にされているか。 
3-3 学科等のカリキュラムは体系的に編成されているか。 
3-4 キャリア教育・実践的な職業教育の視点に立ったカリキュラムや教育方法の工夫・開発な

どが実施されているか。 
3-5 関連分野の企業・関係施設等や業界団体等との連携により、カリキュラムの作成・見直し

等が行われているか。 
3-6 関連分野における実践的な職業教育(産学連携によるインターンシップ、実技・実習等)が

体系的に位置づけられているか。 
3-7 授業評価の実施・評価体制はあるか。 
3-8 職業教育に対する外部関係者からの評価を取り入れているか。 
3-9 成績評価・単位認定、進級・卒業判定の基準は明確になっているか。 
3-10 資格取得等に関する指導体制、カリキュラムの中での体系的な位置づけはあるか。 
3-11 人材育成目標の達成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。 
3-12 関連分野における業界等との連携において優れた教員(本務・兼務含む)を確保するなどマ

ネジメントが行われているか。 
3-13 関連分野における先端的な知識・技能等を修得するための研修や教員の指導力育成など資

質向上のための取組が行われているか。 
3-14 職員の能力開発のための研修等が行われているか。 
 
【評価結果】 基準 3 を満たしている。 
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【優れた点】 
○ 企業と連携した実習・演習は、多くの企業が参加しているため、より実践的なものとなっ

ている。 
○ 日本能率協会の研修や質保証機構のＦＤ／ＳＤ研修にも参加しており、教職員１人１人の

スキル向上を図っている。 
○ 教育活動に関する情報公開が適切にされているので、入学希望者が安心して進学できる。 
 
【改善を要する点】 
 
【更なる向上が期待される点】 
 
基準4   学修成果 
 
4-1 就職率の向上が図られているか。 
4-2 資格取得率の向上が図られているか。 
4-3 退学率の低減が図られているか。 
4-4 卒業後のキャリア形成への効果を把握し学校の教育活動の改善に活用されているか。 
 
【評価結果】 基準 4 を満たしている。 
 
【優れた点】 
○ 学生全員にタブレット端末を配布しているため、きめ細やかな生徒指導ができる。 
○ 動物看護師統一認定試験では、読売新聞から取材を受けるほどの優れた合格実績。 
 
【改善を要する点】 
○ 退学率が少しずつ上昇している。 
○ 学生アンケートをより有効に活用するために、アンケートの取り方に工夫が必要。 

 
【更なる向上が期待される点】 
○ 企業や卒業生の意見を組織的に聴取する仕組みを構築することが望まれる。 
 
基準5   学生支援 
 
5-1 進路・就職に関する支援体制は整備されているか。 
5-2 学生相談に関する体制は整備されているか。 
5-3 学生に相談する経済的な支援体制は整備されているか。 
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5-4 学生の健康管理を担う組織体制はあるか。 
5-5 課外活動に対する支援体制は整備されているか。 
5-6 学生の生活環境への支援は行われているか。 
5-7 保護者と適切に連携しているか。 
5-8 卒業生への支援体制はあるか。 
5-9 社会人のニーズを踏まえた教育環境が整備されているか。 
5-10 高校・高等専修学校等との連携によるキャリア教育・職業教育の取組が行われているか。 
 
【評価結果】 基準 5 を満たしている。 
 
【優れた点】 
○ 業界団体の就職説明会に参加し、業界の大手企業へ多数の学生が就職している。 
○ 専門実践職業訓練を行っているので、社会人が学びやすい。 
○ 課外活動があるなど、学生生活が充実している。 

 
【改善を要する点】 
 
【更なる向上が期待される点】 
 
基準6   教育環境 
 
6-1 施設・設備は、教育上の必要性に十分対応できるように整備されているか。 
6-2 学内外の実習施設、インターンシップ、海外研修等について十分な教育体制を整備してい

るか。 
6-3 防災に対する体制は整備されているか。 
 
【評価結果】 基準６を満たしている。 
 
【優れた点】 
○ 海外研修では、在校生が卒業生の活躍が見ることができるなど、世界で活躍する卒業生を

輩出していないとできない海外研修になっている。 
 

【改善を要する点】 
 
【更なる向上が期待される点】 
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基準7  学生の受け入れ募集 
 
7-1 学生募集活動は、適正に行われているか。 
7-2 学生募集活動において、教育成果は正確に伝えられているか。 
7-3 学納金は妥当なものとなっているか。 
 
【評価結果】 基準７を満たしている。 
 
【優れた点】 
○ 90％以上の高い定員充足率が示すとおり、入学定員と実入学者数との関係の適正化が図ら

れていること。 
 

【改善を要する点】 
 
【更なる向上が期待される点】 
 
基準8  財務 
 
8-1 中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか。 
8-2 予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか。 
8-3 財務について会計監査が適正に行われているか。 
8-4 財務情報公開の体制整備はできているか。 
 
【評価結果】 基準８を満たしている。 
 
【優れた点】 
○ 財務は盤石であり、独立監査人の外部監査も行われるなど、適正である。 

 
【改善を要する点】 
 
【更なる向上が期待される点】 
 
基準9  法令等の順守 
 
9-1 法令、専修学校設置基準等の遵守と適正な運営がなされているか。 
9-2 個人情報に関し、その保護のための対策がとられているか。 
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9-3 自己評価の実施と問題点の改善を行っているか。 
9-4 自己評価結果を公開しているか。 
 
【評価結果】 基準９を満たしている。 
 
【優れた点】 
○ 自己評価は毎年行われており、ホームページで公開されている。 

 
【改善を要する点】 
 
【更なる向上が期待される点】 
 
基準10  社会貢献・地域貢献 
 
9-1 学校の教育資源や施設を活用した社会貢献・地域貢献を行っているか。 
9-2 学生のボランティア活動を奨励、支援しているか。 
9-3 地域に対する公開講座・教育訓練(公共職業訓練等を含む)の受託等を積極的に実施してい

るか。 
 
【評価結果】 基準１０を満たしている。 
 
【優れた点】 
○ 保護猫の人慣れ活動等のボランティア活動を行い里親に譲渡しやすくするなど、地域貢献

している。 
 

【改善を要する点】 
 
【更なる向上が期待される点】 
○ 公益法人や教育機関としての使命の一環として、ペット業界の実情や動物愛護の精神の啓

蒙などを地域や社会に対して、更なる積極的な取り組みを期待する。 
 

高崎動物専門学校 
平成 30 年度 学校関係者評価委員会 
委員  佐山 等  (一般社団法人日本動物専門学校協会理事長) 

   委員  福岡千尋  (わんちゃんのとこやさんカルア代表) 
   委員  宮崎 藍  (卒業生) 
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学校法人 ＭＧＬ学園 

高崎動物専門学校 
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1. 学校の現況 

学校名 学校法人ＭＧＬ学園 高崎動物専門学校 

所在地 群馬県高崎市岩押町 5-4 

設置学科 商業実務専門課程 ペットビジネス学科 

文部科学省の認定 職業実践専門課程 

厚生労働省の認定 専門職業教育訓練 

2. 学校の特徴 

①群馬県内のペット業界の要望に応えて、群馬県初の動物専門学校として設立 

②ペット業界の代表団体である全国ペット協会と連携して、ペット業界が求める人材を育成しようと努

力していること 

③学園附属のペットショップや附属の動物病院実習施設を持ち、実践的な実習を行っていること 

④卒業生のペット業界へ就職する割合が高いこと。卒業生でこの分野の有名人を輩出していること 

⑤世界のトッププロが毎年来学し講演等をおこなうので、世界のトップの技術及び人間性に学生が直に

触れることができること 

3. 学校の教育理念・目標 

基本精神 

「共存共栄」 

Ｍｉｓｓｉｏｎ(使命) 

「業界に必要とされる人材を輩出し、動物業界の発展・繁栄に寄与する」 

 行動指針 

 「Ｍ」マナー…礼儀正しさ 

 「Ｇ」グリット…やり抜く力  

「Ｌ」リーダーシップ…思いやり・模範を示す 

教育目標 

「利他の人」…人の役に立つ人材に 

「積極的な人」…自ら考え行動できる人に 

「夢を持つ人」…専門性を生かし活躍できる人に 

4. 本年度に定めた重点的に取り組むことが必要な目標や計画 

１．個人情報保護に対する取り組みの強化 

２．情報セキュリティ管理の徹底 

３．特色ある授業の積極的な展開 

４．教員等採用・育成計画 

５．オープンキャンパス等、生徒募集強化策の実施 

６．安全管理の強化 

７．合同企業就職説明会開催による就職支援の強化 

８．群馬県動物愛護センターへのボランティアスタッフ派遣 

９．節電への取り組み 

10．高等教育無償化への対応 

 

5．評価項目の達成及び取組状況 

【評価の判定】 適切 4 ほぼ適切 3 やや不適切 2 不適切 1 

 



[1]教育理念・目標 

評価項目 評価 

・学校の理念・目的・育成人材像は定められているか 4 

・学校における職業教育の特色は何か 4 

・社会経済のニーズ等を踏まえた学校の将来構想を抱いているか 4 

・学校の理念・目的・育成人材像・特色・将来構想などが学生・保護者等に周知されているか 4 

・教育目標、育成人材像は、学科等に対応する業界のニーズに向けて方向づけられているか 4 

(優れた点) 

①学校の目的に基づき、愛玩動物の具体的な事業（仕事）に分けたコース設定をしているので、何を目的

にした学校か明確なこと。 

②学校の目的を実現するための行動指針がＭＧＬという学校法人名になっているので、この上なく広く周

知しやすいこと。 

③三つのポリシーが定められており、これに則った運営がされていること。 

(自己評価概要) 

 本校は、「愛玩動物産業の事業者を養成(育成)すること」を目的とし、ペットビジネス学科を設置してい

る。その中で、動物看護コース・プロトリマーコース・ビヘイビア（しつけ）インストラクターコース・ド

ッグトレーナーコース・ペットケアペットショップコース・トップブリーダー（飼育）コース・動物総合コ

ースという愛玩動物産業（ペット業界）の具体的な事業（仕事）に分けたコース設定をしているので、どの

ような人材を育成する学校か明確である。また、このコース設定は、ペット業界が求める人材と合致してい

るので、職業実践的な教育に適したものとなっている。 

 さらに「共存共栄」という基本精神は勿論、これを実現するためのＭＧＬという行動指針は学校法人名に

もなっているので、広く周知されている。 

 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）については、入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）

をＡＯ入学要綱に、出願資格を学生募集要項に明確に記載して広く募集活動を行っているので、入学者受入

方針（アドミッション・ポリシー）に沿った学生の受入が適切に実施されている。 

  

[2]学校運営 

評価項目 評価 

・目的等に沿った運営方針が策定されているか 4 

・運営方針に沿った事業計画が策定されているか 4 

・運営組織や意思決定機能は、規則等において明文化されているか、有効に機能しているか 4 

・人事、給与に関する規定等は整備されているか 4 

・教務・財務等の組織整備など意思決定システムは整備されているか 4 

・業界や地域社会等に対するコンプライアンス体制が整備されているか 4 

・教育活動等に関する情報公開が適切になされているか 4 

・情報システム化等による業務の効率化が図られているか 4 

(優れた点) 

 ①ホームページのトップ画面に情報公開のバナーを設け、積極的に情報公開をしている。 

 ②独立監査人による外部監査でも、適切な運営がされていると評価されている。 

(改善を要する点) 

 評価項目については、毎年課題がクリアされ、ほぼ課題がない状況である。 

(自己評価概要) 



 ＭＧＬ学園は学生数の多い人気の学校なので、専門学校には珍しく独立監査人の外部監査が義務付けられ

ている。監査法人による厳しいチェックを受け、しっかりとした学校運営と評価されているため、少子化に

より破綻する学校の多い中でも、ＭＧＬ学園は安心して通える学校となっている。 

また、情報システム化では、学生や教職員一人一人にタブレット端末を配布しているので、日常の連絡や

緊急の連絡など、短時間で効率よく連絡を行うことができるようになった。 

 

[3]教育活動 

評価項目 評価 

・教育理念等に沿った教育課程の編成・実施方針等が策定されているか 4 

・教育理念、育成人材像や業界のニーズを踏まえた学科の修業年限に 

対応した教育到達レベルや学習時間の確保は明確にされているか 
4 

・学科等のカリキュラムは体系的に編成されているか 4 

・キャリア教育・実践的な職業教育の視点に立ったカリキュラムや教育方法の 

 工夫・開発などが実施されているか 
4 

・関連分野の企業・関係施設等や業界団体等との連携により、カリキュラムの作成・ 

 見直し等が行われているか 
4 

・関連分野における実践的な職業教育(産学連携によるインターンシップ、 

実技・実習等)が体系的に位置づけられているか 
4 

・授業評価の実施・評価体制はあるか 4 

・職業教育に対する外部関係者からの評価を取り入れているか 5 

・成績評価・単位認定、進級・卒業判定の基準は明確になっているか 4 

・資格取得等に関する指導体制、カリキュラムの中での体系的な位置づけはあるか 4 

・人材育成目標の達成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 4 

・関連分野における業界等との連携において優れた教員(本務・兼務含む)を確保 

するなどマネジメントが行われているか 
4 

・関連分野における先端的な知識・技能等を修得するための研修や教員の指導力 

 育成など資質向上のための取組が行われているか 
4 

・職員の能力開発のための研修等が行われているか 4 

 

(優れた点) 

① 教育課程編成委員会の意見を取り入れたカリキュラムの編成が、積極的に行われている。 

②日本国内外を問わず、ペット業界の一流のプロが特別授業を行うことにより、学生が目指す人物像が具

体的になりやすい。 

③理事長がペット業界の代表団体である全国ペット協会で常務理事をしているため、ペット業界との連携



が良く取れており、教育課程が当該職業分野の期待に応えるものとなっている。 

 (自己評価概要) 

 本校の教員は、本校の出身者が多いため、ＭＧＬ学園の教育理念や教育方針を良く理解をしており、なお

かつ社会の現場で活躍をしてきたプロであることから、技術・知識を学生達に身につけさせるだけではなく、

ペット業界で活躍していくための人物像などについても指導していくことができる。また非常勤の講師もそ

れぞれの分野で活躍する一流の講師であり、例えば独協医科大学元名誉教授の篠田教授が動物看護の授業を

担当するなど、学生は一流の講師たちからより専門的な教育が受けられるようになっている。さらに通常の

授業以外に特別授業として、２０１８年１０月にオルガ氏をＭＧＬ学園に招聘して講演をしていただいた。

オルガ氏は世界大会でナンバーワンである「ＢＩＳ」を何回も受賞した、世界を代表するグルーマーであり、

現在は世界中で講演活動を行っている有名人である。オルガ氏に限らず、毎年何回もペット業界の一流の講

師をお呼びして特別授業ができるのも、ＭＧＬ学園の国内外を問わずペット業界との深い人脈があるからで

ある。それは、ＭＧＬ学園の理事長が、ペット業界の代表団体である全国ペット協会の役員をしており、ペ

ット業界との連携が良く図れているからであり、今後もＭＧＬ学園の強みを活かしたカリキュラムの編成を

行いたい。 

 企業と連携した教職員研修は、本校教職員研修計画書のとおり、企業研修や海外研修を毎年行っている。

その他、ペット業界の第一人者や世界で活躍をしているトップトリマー、また動物の遺伝病や繁殖学の世界

的権威の先生をお招きして講習会を開いて頂き、技術・知識の向上に役立っている。また、専門の講師を招

いて教職員のマナーアップ向上を目的としたセミナーも開催し、さらに、日本能率協会の研修や質保証機構

のＦＤ／ＳＤ研修にも参加しており、教職員１人１人のスキル向上を図っている。 

 

[4]学修成果 

評価項目 評価 

・就職率の向上が図られているか 4 

・資格取得率の向上が図られているか 4 

・退学率の低減が図られているか 3 

・卒業後のキャリア形成への効果を把握し学校の教育活動の改善に 

 活用されているか 
4 

(優れた点) 

①専門学校には珍しく、学生全員にタブレット端末を配布しているため、きめ細やかな生徒指導ができる。 

②動物看護師統一認定試験では、読売新聞から取材を受けるほどの優れた合格実績。 

③学生の満足度が高いため、退学率が低く、卒業生が当該専門分野のペット業界へ就職する割合が高い。 

④卒業生が国際大会で優勝するなど、世界でも活躍している。 

⑤企業の採用担当者や卒業生の評価から、当該職業分野の期待に応える職業実践的な学習効果があがって

いる。 

(改善を要する点) 

 科目ごとにアンケートを取り学生に授業を評価してもらったが、「良い」「特にない」や、学生自身の反省

の回答など有効な回答が得られなかったので、アンケートの取り方を改善していきたい。 

(自己評価概要) 

 ペット業界との産学連携の強化により、就職率の向上が図られ、さらに待遇の良い企業に多くの学生を送



り出すことができている。また、タブレット学習を取り入れ、写真や動画を撮ることにより、プロ（教員）

の技術と自身の技術を比較することができるため効率的に技術を身につけることでき、トリミングやドッグ

トレーニングなど技術を要する資格試験は、全員合格するなどの成果を挙げることができている。また動物

看護師統一認定試験は毎年９０％以上の合格率があり、その実績が特に優れていると評価され、読売新聞か

らも取材を受けたほどである。また担任制やＧメールを活用しての学生１人１人への決め細やかなフォロー

体制もあり、退学率も数パーセントと低く、入学した殆どの学生が動物のプロとして巣立っていっている。 

 学生の満足度について、受講講座の効果や受講した講座の教材、カリキュラム、指導内容等、総合的に評

価するアンケートを卒業前に実施している。このアンケートの結果からは、学生の満足度は高く、おおむね

意図している学修成果があげられていると評価できる。 

 卒業生の活躍という観点からは、学修成果があがっていると大いに実感できる。ほとんどの学生が当該専

門分野であるペット業界に就職している。その中でも大手企業や待遇の良い企業に就職している学生が多く、

入社後にペット販売実績で新人賞を受賞したり、入社後１年半で副店長に昇進、入社後２年目で店長に昇進、

世界で活躍する卒業生はトリミング国際大会でベストインショー（優勝）の受賞や、グルーミングのオリン

ピッックと言われる「ワールドグルーミングチームチャンピオンシップ」に日本代表として出場しベスト８

を獲得するなど、多くの卒業生が活躍している。学生も「就職面接の際や、企業説明会の時も、ＭＧＬ学園

の卒業生のことをほめて下さる方がいらっしゃったため、意図する学修成果があがっていると思う。」と評

価している。 

 本校は学生の満足度が高いためか、卒業生が毎日と言ってよいほど学校に遊びに来るので、卒業生が来校

するたびに現状を聴取している。大手企業や待遇の良い企業に就職している学生が多いため、好待遇で就職

して良かったという話や、昇進して要職に就いたなどうれしい話をよく聞く。また卒業生の活躍が企業にも

評価され、個別で企業説明会をさせて欲しいという声や校内就職説明会に呼んで欲しいという企業からの要

請も多数うけている。このようなことから学校の目的に合った、当該職業分野の期待に応える職業実践的な

学修効果があがっていると考える。 

 

[5]学生支援 

評価項目 評価 

・進路・就職に関する支援体制は整備されているか 4 

・学生相談に関する体制は整備されているか 4 

・学生に相談する経済的な支援体制は整備されているか 4 

・学生の健康管理を担う組織体制はあるか 3 

・課外活動に対する支援体制は整備されているか 5 

・学生の生活環境への支援は行われているか 4 

・保護者と適切に連携しているか 4 

・卒業生への支援体制はあるか 4 

・社会人のニーズを踏まえた教育環境が整備されているか 4 

・高校・高等専修学校等との連携によるキャリア教育・職業教育の取組が行われているか 3 

(優れた点) 

 ①業界団体主催の就職説明会に参加 

 ②学校独自の就職説明会に業界大手企業 20社以上参加 

 ③専門実践職業訓練認定校 

 ④吹奏楽部の文化祭や卒業式での演奏 

(自己評価概要) 



 学生の指導に関しては、全国ペット協会主催のペット業界合同就職説明会への参加や、ＭＧＬ学園開催の

ペット関連企業合同就職説明会を開催するなど、学生がペット業界の大手企業や待遇の良い企業に就職しや

すくなるよう取り組んでいる。また大手企業から要請を受けて個別企業説明会を開催することもある。進路

相談においても担任が中心となって面談したり、専門学校では珍しいが学生全員にタブレット端末を配布し

ているため、Ｇメールを活用して随時相談や助言を行っているほか、就職専門の職員による面接練習などの

取り組みも行っている。さらに、担任、就職担当の職員の垣根を越えて、教職員全体で就職について状況の

共有や学生へのサポートもおこなっている。よって、学習を進める上での履修指導等が適切に行われている。 

 

[6]教育環境 

評価項目 評価 

・施設・設備は、教育上の必要性に十分対応できるように整備されているか 4 

・学内外の実習施設、インターンシップ、海外研修等について十分な教育体制を整備しているか 4 

・防災に対する体制は整備されているか 4 

(優れた点) 

本校は大学として使用されていた施設設備なので、専修学校設置基準および関連書法令等が定める要件を

はるかに上回る教員数・校地校舎の面積・施設等を有しており、当然、動物看護師統一認定機構の基準にも

適合している。さらに、動物の技術を学ぶ上で欠かすことのできない学校飼育動物や、附属ペットショップ

実習施設や附属動物病院実習施設を完備している等、施設設備が充実している。 

 

(自己評価概要) 

 本校は大学として使用されていた施設設備なので、専修学校設置基準および関連書法令等が定める要件を

はるかに上回る教員数・校地校舎の面積・施設等を有しており、当然、動物看護師統一認定機構の基準にも

適合している。さらに、動物の技術を学ぶ上で必要な学校飼育動物やＭＧＬ学園附属ペットショップ実習施

設やＭＧＬ学園附属動物病院実習施設、トリミング室、室内ドッグトレーニング室、ネイチャーアクアリウ

ム施設、パソコン室など豊富な実習施設の他、講義室や学生ホール、学生ロッカー室も完備されており、有

効活用されている。 

 

[7]学生の受け入れ募集 

評価項目 評価 

・学生募集活動は、適正に行われているか 4 

・学生募集活動において、教育成果は正確に伝えられているか 4 

・学納金は妥当なものとなっているか 4 

(優れた点) 

①学校の目的と入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が合致していること。 

②少子化により、入学者数が減少したり募集停止に追い込まれる学校がある中、本校は安定した入学者数

を確保でき、実入学者数が入学定員と比較して適正な数となっていること。 

 

(自己評価概要) 

 実入学者数については、定員充足率は毎年９０％を超え、しかも入学者数は増加傾向にあるので、定員の

数も適正であり、実入学者数が入学定員と比較して適正な数となっている。群馬県という人口の少ない県の

学校ながら、動物の専門学校では日本有数の入学者数を誇る、ペット業界への就職を希望する多くの学生に

支持された、人気の学校である。 



 

[8]財務  

評価項目 評価 

・中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか 4 

・予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか 4 

・財務について会計監査が適正に行われているか 4 

・財務情報公開の体制整備はできているか 4 

(優れた点) 

 財務基盤は盤石で、特に課題は見当たらない。 

 

(自己評価概要) 

 監査法人の公認会計士による外部監査を行い、適正に運営されていると評価された。 

 

[9]法令等の遵守 

評価項目 評価 

・法令、専修学校設置基準等の遵守と適正な運営がなされているか 4 

・個人情報に関し、その保護のための対策がとられているか 4 

・自己評価の実施と問題点の改善を行っているか 4 

・自己評価結果を公開しているか 4 

(優れた点) 

 ①教育課程編成委員会が職業実践専門課程の認定要件をクリアしていることは勿論、この制度を生かして、

実際にカリキュラムの編成に反映され、企業・業界が求める人材を育成できる体制が作られている。 

②企業と連携した実習・演習は、多くの企業が参加してくれているため、より実践的なものとなっている。 

③カリキュラムの編成や企業との連携が良く取れているので、待遇の良い就職が多い。 

④教育活動に関する情報公開が適切にされているので、入学希望者が安心して進学でき、学生募集が良い。 

⑤自己点検・評価および学校関係者評価が毎年適切に実施され、改善の取り組みがおこなわれ、機能して

いる。 

⑥自己点検・評価及び学校関係者評価や第三者評価は、だれでも見られるようにホームページで公開され

ている。 

⑦教職員研修が毎年計画・実行されていて、成果を上げている。 

(改善を要する点) 

 企業や卒業生の意見を個人的ではなく組織的に聴取する仕組みの構築。 

(自己評価概要) 

 教育課程編成委員会は職業実践専門課程の認定要件で定められている委員構成に則って構成されており、

委員会は年 2回以上開催され、その内容が適切に教育に反映されている。教育課程編成委員会を毎年開催し

ていることにより、関連分野の企業・関係施設等や業界団体等との連携による、カリキュラムの作成・見直

し等を行うことができた。学生も、「実際に学校で教えている先生だけでなく、卒業生や外部の方から見た

客観的な意見が取り入れられる委員構成になっていると思う。」と評価してくれている。 

 企業と連携した実習は、エル動物病院・新田動物病院ペットスクエア・ＤＯＧ＆ＣＡＴ Ｗａｌｔｚ・高

崎ペットセンター・群馬ドッグセンター・佐々木法律事務所・アニー英会話教室・ようざん（ヒューマンア

ニマルボンド）等、多くの企業と連携して実践的な教育を展開している。教育課程の中で有効に機能してい

るので、企業に求められる人材が育成できている。その証拠に、ＭＧＬ学園で就職説明会を行うと企業に連



絡すると、多数応募があるので、企業が本校の学生を求めていることがわかる。学生も「（企業と連携した

実習・演習は、教育課程の中で有効に）機能している。企業の方が講習してくださるので、就職関係が特に

役に立つ。」と評価している。 

 教育活動に関する情報公開は、パンフレットはもちろんのこと、ホームページに適切に公開されており、

世界で活躍する卒業生や資格取得実績なども公表されている。学生も「公表されている。見やすく公表され

ていていいと思う。」と評価している。自己点検・評価および学校関係者評価は毎年適切に実施され、学校

関係者の意見や業界からの要望なども反映されている。学生受入状況、教育状況など、ホームページに詳し

く記載されている。 

 自己点検・評価および学校関係者評価は毎年開催され、評価結果を誰もが見ることができるようにホーム

ページで適切に公開されている。 

 自己点検・評価および学校関係者評価では常に改善にむけて課題をみつけ、改善方針を定めて、それを事

業計画に反映して毎年の改善目標とし、実行している。 

 

[10]社会貢献・地域貢献 

評価項目 評価 

・学校の教育資源や施設を活用した社会貢献・地域貢献を行っているか 4 

・学生のボランティア活動を奨励、支援しているか 4 

・地域に対する公開講座・教育訓練(公共職業訓練等を含む)の受託等を 

 積極的に実施しているか 
4 

(優れた点) 

 ①群馬県動物愛護センターへボランティアを派遣し、動物愛護の精神を養う。 

 ②地域のペット関係の企業に対しての技術研修会などを開催して、学校の施設設備を開放している。 

(特記事項) 

地域のペット関係の企業に対しての技術研修会を開催したところ、非常に充実した施設設備を使用しての

研修会で、参加者から好評を得た。 

以上 

 

高崎動物専門学校 

平成 30年度 自己点検・評価委員会 

 委員長 中井亜沙子  （校長） 

 委員   野口 哲 (教務主任) 

委員  上原 伸弘 (事務) 
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