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■ 論文要旨 ■ 

これからの専門学校の経営及び運営は、以下のようなさまざまな課題・問題を抱えて

いる。 

・少子化による生徒数の激減及び大学の全入時代への対抗 

・学校管理を統一し、スピーディーな運営の実施 

・縦割化された機能別組織体制での横連携の情報共有 

・教務が教育や学生指導に重点がおける仕組み、仕掛け作り 

・専門スキル及び専門資格取得率、業界就職率の向上 

・退学予備軍の早期発見・早期対応 

上記の課題・問題に対して、専門学校のあるべき姿を分析し、「学内統合情報システ

ム」の構築と専門学校への展開を行った。 

当システムは、検討時点からクラウドコンピューティングサービスを前提で企画・開

発を行った。また、一連の業務の流れを一元的に支援するシステムとなっている。 

本論では、課題・問題解決に向けての取り組み、システム開発での考慮点、導入支援

への対応、他の専門学校への展開、導入後の活用及び運用状況、今後の取り組みなど

を考察する。 
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１．はじめに 

 １．１ 当社及び穴吹学園の概要  

当社は中四国に 18校の専門学校を運営する穴吹カレッジグループに属している。システ

ム開発部門は、1988 年に前身の穴吹コンピュータサービス(株) 情報関連事業部にて発足

し、課員全員が 2002年に(株)穴吹カレッジサービス ソフト開発事業部に転籍して事業継

続している。 

(株)穴吹カレッジサービスはソフト開発事業部、教育事業部、広告制作事業部、職業紹

介事業部の４事業部で構成されている。 

ソフト開発事業部は高松支店、徳島支店、大阪営業所からなり、現在約 100 名の社員で

パッケージ開発、拡販、運用保守サービス業務や地元企業からの受託開発業務及び大手メ

ーカーとの協力体制での開発業務などを行っている。 

４年程前より自社でのクラウドコンピューティングサービスのパッケージ開発を強化する

と共に、2011年には営業部門を新設して販売活動の強化を図っている。 

ビジネスドメインは４～５年前まで大手メーカー系からの SI受注による開発業務が大半

を占めていた。穴吹カレッジグループ内との取引もほとんどなかった。売上構造の変遷を

図１に示す。 

 

図１ 2005年度・2011年度売上比率 

 

穴吹学園は 26年前にコンピュータ専門学校から出発した。時代の要求と共に色々な分野

の学科を展開し、現在ではコンピュータ系、ビジネス系、美容系、デザイン系、福祉系、

調理系、動物系、自動車系、療法士、医療系の学科を運営している。香川県高松市に９校、

徳島県徳島市に３校、広島県福山市に５校、広島県広島市に１校と４地区に 18校（在校生 

約 3,700 人）を展開している。全体の経営を担う本部組織は１つで、香川県高松市に設置

されている。穴吹学園本部は総務部、経営企画部、企画部、就職統括部で構成されており、

４地区 18校を統括している。 
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 １．２ 穴吹学園の運用実態  

穴吹学園の運用の実態は、本部と呼ばれる総合的な学校運営管理部門があり、各地区に

は広報部、教務部、事務局、就職部が存在し、各地区内の学校を運営している。 

①広報部では、入学希望者管理、高校管理、オープンキャンパス・ガイダンスの運用、

資料請求管理を行っている。 

②教務部では、学生管理、教育、生徒指導を行っている。 

③事務局では、各種証明書発行業務、出願管理を行っている。 

④就職部では、企業管理、就職活動補助、就職状況管理を行っている。 

各地区の部門ごとでの管理方法が異なっており、導入システムや管理手法も統一されて

いなかった。 

 

１．３ 穴吹学園での学籍管理システム導入の検討  

学園運営における課題問題解決の一助として、統合的な学籍管理システム導入に向けて

の検討を 2008年に開始した。当初は既存の大学・専門学校向けの学籍管理パッケージを導

入する方向で検討を行った。しかし、複数地区、複数学校をまとめて１つのシステムで管

理できるものがなく、統計資料もいったん地区・学校別で出力してから集計を行う必要が

あった。これでは、従来の地区、部門ごとでの運営と同じであり、同一基準での値の取得

や全体評価が困難な状況にあった。 

検討を行ったパッケージは以下のような概要であった。 

①Ａ社パッケージ １校当たり 300万円（募集機能なし、入力方法が煩雑） 

②Ｂ社パッケージ １校当たり 2,000万円 

③Ｃ社パッケージ １校当たり 700万円（単位制、医療系向き） 

各パッケージ開発会社に複数校向けのシステム開発の依頼や、共同開発を提案したが受

け入れられなかった。18校に個別導入を行うと、多額の投資が必要であった。 

検討を行った結果、既存のパッケージ導入ではなく、穴吹学園で課題・問題を抽出した

上で解決策を盛り込んだシステムを開発し、導入することを前提で情報化企画と見積検討

を行うことになった。 

特別チームを編成し、４ヶ月間でシステム化要件の洗い出し、システム機能概要、開発

見積などを行なった。答申書を経営会議に提出し、審議した結果、当社と穴吹学園で共同

開発を行うことが承認された。 
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図２ 導入検討特別チーム体制図 

 

 

図３ 導入検討スケジュール 

 

１．４ パッケージ化を意識した開発着手 

穴吹学園向けのシステム化を行うことになったが、開発するシステムは穴吹学園独自シ

ステムではなく、他の専門学校でも導入できるパッケージとして販売する前提で開始した。

「学内統合情報システム」として、専門学校の運営に特化したシステムの構築を進めた。 

穴吹学園が運営する 18校の中には色々な学科がある。学科の特性をシステムに反映して

いくために、穴吹学園で培ったノウハウを注入した。 
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地区 学校 学科 

①香川県 

 高松市 

①コンピュータ 情報システム、情報ビジネス、情報処理、 

ゲームクリエーターなど 

②ビジネス ブライダル・ホテル、ショップビジネス、 

企業ビジネス、税理士、公務員など 

③デザイン トータルインテリア、グラフィックデザイン、 

マンガ・アニメなど 

④ビューティ 美容、ビューティコーディネーター、 

国際エステティックなど 

⑤工科 自動車整備など 

⑥リハビリテーショ

ン 

理学療法、作業療法など 

⑦パティシエ福祉 介護福祉、保育・食育、 

パティシエ・ベーカリー、製菓衛生など 

⑧動物看護 動物衛生看護、動物健康管理、 

動物看護総合など 

⑨医療 保健看護、歯科衛生、診療情報管理、 

医療事務・ドクター秘書、歯科助手など 

②徳島県 

徳島市 

⑩福祉医療 歯科衛生士、医療事務・ドクターズクラーク、 

こども・社会福祉など 

⑪デザインビューテ

ィ 

パティシエ・ベーカリー、ストアビジネス、 

美容、ビューティコーディネート、 

ブライダル・ホテル、グラフィックデザインなど 

⑫情報公務員 デジタルクリエイト、情報システム、情報・会計

ビジネス、行政ビジネス、公務員など 

③広島県 

福山市 

⑬情報デザイン 情報システム、ゲームクリエーター、ＩＴビジネ

ス、グラフィックデザイン、ＣＧデザイン、マン

ガ・アニメーション、Ｗｅｂ総合など 

⑭医療福祉 こども・社会福祉、医療事務、公務員ビジネス、

ワーキングスタディ、オフィス総合など 

⑮動物 動物看護総合、動物健康管理など 

⑯ビューティ 美容、トータルビューティ、エステティシャン、

ブライダルコーディネーターなど 

⑰調理製菓 パティシエ・ベーカリー、調理、製菓など 

④広島県 

広島市 

⑱デザイン インテリアデザイン、プロダクトデザイン、 

グラフィックデザイン、ＣＧ・ゲーム、 

マンガ・アニメーションなど 

表 1 穴吹学園学科構成 

 



 

- 9 - 

 

図４ 業務サイクルとシステム化の範囲 

 

２．課題・問題解決への取り組み 

２．１ 検討グループの準備  

穴吹学園で抱えている課題や問題を整理する上で、各部門の職務を担当している教職員

から代表者を選出し、ワーキンググループ（以下ＷＧという）を発足させた。当社メンバ

ーもシステムエンジニア（以下ＳＥという）という立場から、ＷＧの一員として検討活動

に参加した。 

 

図５ ＷＧ体制図 

 



 

- 10 - 

２．２ 当社のＷＧ体制と活動  

当社のＷＧメンバーは穴吹学園内の一室に常駐し、運用の把握と要件定義を進めた。実

際に教職員による学園の運用状況を見ることにより、運用に即した要件定義を行うことが

できた。教職員からの要望を聞くだけでは、運用の改善提案や効率的な要件定義を行うこ

とが難しかった。しかし、ＳＥという立場で実際の運用を見ることで、現状の無理や無駄

な運用を改善するための手助けができるシステム構築につながった。 

 

２．３ ＷＧの全体活動  

定期的にＷＧでの検討会を実施し、各部門で課題や問題となっていることを持ち寄り、

全メンバーで解決方法を論議した。実際に職務を担当している教職員と検討を行うことに

より、実運用目線での設計を行うことができた。当社ＳＥからの運用の改善提案を元に、

より良い運用方法の検討とシステムへ反映するための土台作りも行った。 

 

２．４ 課題・問題点  

導入前でのＷＧで解決に向けて検討した課題や問題点には以下のものがあった。 

【課題】 

①入学者を増加させる。 

②学生に質の高い教育を提供する。 

③休学者、退学者を減少させる。 

【問題点】 

①各地区、部署での運用が異なっており、管理方法や数値集計の観点が異なっている。 

（入学希望者数の集計における期首人数の考え方など） 

②システムが部署ごとに存在し、一元化されていないためデータ登録の手間が何重にも

発生している。 

③情報の内容が地区、部署ごとに異なっている。 

上記の中でも入学者確保が大きな課題である。しかし、入学対象となる 18歳人口は過去

20年で４割減少しており、2018年からも再び減少する。この状況の中で入学者数を確保、

維持することが重要となる。 
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図６ 2031年までの 18歳人口動態と４年制大学進学者数予測 

ベネッセ教育研究開発センター「2010年春号 大学の新しい競争力」より転載 

 

２．５ システム導入により期待する効果  

システム導入で効率化を図ることにより、教職員の事務作業に係わる時間の軽減が期待

できる。この時間を課題解決へ用いることで有効活用できる。 

 

No 分類 作業 

1 学生募集 資料請求者情報登録 

資料請求状況集計 

オープンキャンパス予約状況・動員者数集計 

2 入試管理 出願者数集計 

願書登録 

入試結果作成 

3 成績管理 成績評価 

成績表作成 

4 出欠席管理 欠課状況管理 

5 在籍管理 在籍者数集計 

表２ 時間軽減できる作業 

 

システム導入により数値集計の統一や正確性も期待できる。 

 

No 分類 作業 

1 学生募集 資料請求状況集計 

オープンキャンパス予約状況・動員数集計 

学生募集状況集計 

2 成績管理 成績評価 

3 報告書 県・国・各省庁への報告書作成 

表３ 定性的効果が期待できる作業 
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３．システム開発での考慮点 

３．１ 開発ポリシー  

専門学校には、医療関係や美容、調理などの専門職的な教員が多い。パソコンを使い慣

れない人も多いため、コンピュータが苦手な人でも利用できるような操作性を実現した。 

運用に合った機能を効率的に利用できるような設計を行った。 

①実作業を意識した画面や、シンプルなメニュー構成。 

②誰もが直感的に使用できるような操作性を実現。 

③全ての画面での操作性を統一。 

④専門学校運用に合った履修登録方式を採用。 

⑤クラウドサービスで提供できるＷｅｂシステム。 

 

３．２ 開発作業 

当社の稼動要員は、要件定義４名、開発作業 13名（ピーク時 19名）で作業を行った。 

ＷＧで検討を進めながらの作業ということで、従来の要件定義とは異なる取り組みを実施

した。 

(1) 検討の進め方 

学園側メンバーがＳＥではないために、意識合わせを円滑に行う目的で画面レイアウト

や帳票レイアウトをもとに視覚的に検討を進めた。情報システム部門の担当者との要件定

義とは異なり、学園関係者からの要件聞き取りでは、システム要件と運用での対応を切り

分ける作業が困難であった。 

(2) 運用の標準化 

４地区で異なる運用を標準化することも大変であった。地区間で異なる運用を標準化す

るために、標準案を作成し、地区代表者との運用を変更する打ち合わせを実施した。運用

を変更することへ懸念を持っていることもあり、同意を取るために時間がかかった。 

(3) ソースプログラムの一本化 

パッケージとして拡販するにあたって、顧客別に変更要望や追加機能などの発生が予想

された。パッケージ化を意識したうえでの開発であるため、プログラムソースを一本化で

きる仕組みを組み込んでいる。標準化要件以外の顧客別固有仕様に対しても一つのプログ

ラムソースへ反映を行っている。 

プログラムソース一本化の仕組みは、顧客別機能をすべて反映し、顧客別のパラメータ

にて運用制御を行う方式とした。プログラムソースを一本化することで、他の導入顧客へ

のカスタマイズ機能などすべての機能を利用することができる。 

現時点でも多数のカスタマイズを対応しているが、ソースは一本で開発を行っている。

ソース一本化で進めることで、今後の次期バージョンアップ作業や新規顧客へのカスタマ

イズの個別機能リリース作業が軽減できる。 
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図７ プログラムソースの一本化 

 

３．３ 開発管理 

ウォーターフォール・モデル開発により作業を進めた。各工程での成果物をＷＧにて検

証・承認することで、ＷＧメンバー全体での認識統一が行えた。 

システム導入検討時の見積では、画面数 154、帳票数 126 であったが、要件定義、設計

を行ってのシステム開発規模は、画面数 239、帳票数 130 にも達していた。検討時にシス

テム化の対象としていなかった運用についても、教職員の負荷軽減の観点から機能追加の

対象としたものがあった。当初の予想規模よりもかなり大きくなったため、製造工程と品

質の管理も重要な作業だった。 

製造時の管理ツールとして、ガントチャートの管理表を利用して作業管理を実施した。

誰が見ても進捗状況が判断しやすいガントチャートを準備したことで、進捗管理が容易を

行うことができた。 

品質管理には障害数や障害内容（重大度、発生箇所、作り込み原因、検出状況）の分析

を行い、品質の確保に努めた。障害の根本原因を解明し、分析を行った結果の情報共有を

メンバー間で行った。これにより、障害の作り込みを未然に防ぐことができ、結合テスト

などの後工程での作業効率化が行えた。 

Ｗｅｂ上で情報共有、課題管理や進捗管理を行うことができるプロジェクト管理ツール

を活用することで管理工数を抑えることができた。 
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No 機能（メニュー単位） 画面数 帳票数 

1 学生募集 56 20 

2 入試入学 28 26 

3 教務 55 39 

4 資格検定 15 16 

5 学生事務 13 12 

6 就職 20 10 

7 同窓会 3 3 

8 管理分析 29 1 

9 その他 20 3 

表４ システム開発規模 

 

４．導入支援への対応 

４．１ 学校・学科で異なる運用への対応  

専門学校では、学校・学科により運用が異なるものが多い。 

No 項目 設定内容 

1 １コマあたりの授業時間 50分、90分、45分など 

2 成績評価基準 A,B,C,D、優,良,可,不可や点数の範囲 

3 学期 通年、２学期、３学期など 

4 修業年限 １年、1.5年、２年、３年、４年など 

5 入学時期 春、秋 

6 進級卒業基準出席率 80%、90%など 

7 遅刻早退欠課換算 ３回で１欠課、換算しないなど 

表５ 学校・学科で異なる運用内容一覧 

 

学科単位で設定でき、設定された情報で運用できるシステムを構築する必要がある。シ

ステム構築の基幹部分であり、運用状況を的確に把握して設計することが重要であった。 

穴吹学園には多数の学校、学科があり、多様な運用を行っているため、色々なパターン

の運用状況を把握することができた。変動する運用パターンをマスタに設定し、マスタ設

定内容により運用制御を行うように対応した。これにより、他の専門学校への導入もスム

ーズに行えた。 

 

４．２ インターネットデータセンターでの運用 

現在、２箇所のインターネットデータセンター（以下ｉＤＣという）で運用を実施して

いる。クラウドサービスによってサービス提供を行っており、利用時間は 7:00～23:00 の

一日 16時間、365日運用である。 

ｉＤＣにサーバを配置することで、地震、火災、空調機、漏水、雷などへの各対策や安

定した動力確保、厳重な入退室管理によるセキュリティー確保など高い運用性を提供でき

る。 

現時点でｉＤＣ内での運用障害は発生していない。 

※２０１２年８月現在、８法人３５校のシステムが稼働している。 
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図８ ｉＤＣ構成 

 

４．３ 文部科学省・厚生労働省へのサポート 

専門学校には、文部科学省及び厚生労働省管轄の学科が存在する。各省庁への提出書類

や監査内容が異なるため、システムとしてもサポートが必要となる。 

全教員及び全学生の授業、出欠席、試験結果、評価などをすべて管理し、必要に応じて

多角的な観点から所定書式に従った書類の出力を可能としている。提出書類の様式変更に

対しては、Ｅｘｃｅｌテンプレートを利用することで容易に様式変更を行うことができる。 

５．他の専門学校への展開 

５．１ 拡販活動による反応 

当パッケージは穴吹学園への導入と同時に他の専門学校への拡販展開を行っている。こ

れは当パッケージの効果を検証する上でも非常に有効であると考える。他の専門学校の反

応は以下の通りである。 

【複数校経営と単一校経営】 

複数校経営：本部組織でリアルタイムに経営に関する情報を確認したい。どの学校も同

じ指標で判断できることが望ましい。各学校毎に判断基準が異なる場合がある。 

単一校経営：経営状況は常時判断できている。意思決定は早いが、投資できる金額に制

限がある。 

【部署の違い】 

経営者：募集の状況や退学者の数字など直接経営に結び付く数値をリアルタイムに確認
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しながら対策を実施したい。 

学生募集：収入の起点であり、非常に重要な部署である。現状以上の効果が得られる手

法には投資する傾向がある。クラウド対応にも積極的である。 

教務：出欠管理や成績管理に膨大な時間を費やすため、業務の効率化を重視する傾向が

ある。授業準備や学生指導に対する時間を増やしたい。 

就職：早期内定、全員内定を目指すため、現在の内定状況の把握や過去の傾向・実績を

確認したい。 

校務事務：各種証明書の発行に時間を費やす。学納金や奨学金の管理を効率化したい。 

【学科の違い】 

学科により授業体系が大きく異なる。特に合同授業や実習授業など通常授業以外への対

応が重要視される。更に厚生労働省管轄の専門学校では監査に対する報告資料の作成が求

められることが多く、その対応の可否が導入を大きく左右する。 

【都市部と地方】 

都市部：都道府県にとらわれない全国からの学生募集を実施しているところが多い。高

校訪問よりも路線やその周辺地域へのアプローチを行っている。 

地方：県内・近県の高校訪問を重点的に行い、その地域から他の地域への流出を防ぐ。

近隣の専門学校同士で学生を奪い合う傾向にある。 

【クラウドとオンプレミス】 

クラウド：東日本大震災の影響もあり、学内だけのデータ管理に不安を持つ学校も増え

てきた。またサーバ設置の初期費用や運用費用がなくなることは魅力である。さらに募集

担当などは学外で入学希望者の状況が確認できるなどメリットが多い。クラウドの利点で

もある月額利用には多くの学校が興味をもっている。その半面サービスを停止した時のデ

ータ取り扱いなどの対応については不安を持っている。 

オンプレミス：個人情報等セキュリティの観点から外部のサーバにデータを置きたくな

い学校がある。大規模校等では管理部門がサーバを管理していることもある。初期費用・

ハードウェアを含めリースを組むことが多く、リース期間以上利用する場合は初期投資が

少なくて済む。 

【他校のノウハウ】 

クラウドではバージョンアップ時に追加される他校のカスタマイズ機能やノウハウに魅

力を感じている。他校のカスタマイズ機能追加を待ってから導入を検討するといった傾向

もある。 

 

５．２ 共通の課題 

拡販活動の結果、課題や要望事項が見えてきた。 

①地域や学科などにより多種多様な運用体系で運用できること。 

②競合校に負けない学生募集の仕組みを欲していること。 

③入学希望者や在校生のデータ管理が正確に行えること。 

④教員の負荷軽減と生徒指導の時間確保が行えること。 

⑤国や県への報告が正確・迅速に行えること。 

⑥セキュリティを確保しつつデータの保全が行えること。 

⑦安価に導入・運用が行えること。 
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５．３ パートナーとの連携 

更に導入校を増やし、クラウドシステムの利点（バージョンアップ時の機能追加など）

を活かすためにパートナーとも連携し拡販展開を進めている。関東や東海、九州において

は、パートナー会社との拡販連携を推進した。営業活動、デモ実施、見積説明などはパー

トナーと同行したうえでのサポートを実施している。 

当社から距離のある学校には、地元に根付いたパートナー会社と連携することで安心感

を与えることができる。 

 

６．導入後の活用及び運用状況 

６．１ 日々の運用 

システム運用を開始して教職員、経営者側からの色々な話を聞くことができた。 

①部門間で受け渡していた資料作成の手間がなくなった。 

②各授業科目の成績評価が自動化されたため、点数入力のみの作業となり、大幅に時間

を削減できた。 

③成績評価の標準化と生徒に提示した通りの評価実施が徹底できた。 

④在学生数、出願者数などの集計が瞬時に行えるようになった。 

⑤クラウドになり、インターネット環境があれば学外でも作業を行えるため、効率的に

なった。 

⑥経営会議資料の作成の手間がなくなった。 

⑦集計値の取得基準が統一化され、数値判断が明確化した。 

 

 ６．２ 活用・運用状況 

学内統合情報システムでは、利用状況の把握のために操作ログを出力している。操作ロ

グを分析することによって、色々な分析を行うことができる。分析結果を元にした業務改

善やシステム改修への活用、インフラ増強の判断が行える。 

図９のグラフは時間別のシステム利用状況である。夕方からシステムの利用が増え、定

時後以降も利用が続いている。このグラフと時間帯別の各メニュー利用状況を分析するこ

とで、残業時間での作業内容を把握することができる。 
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図９ 時間別利用状況 

 

このようなログ分析の他にも日別利用状況、曜日別利用状況やメニュー別利用状況を組

み合わせた分析を行うことにより、学校への多角的な分析による運用サポートを提供でき

る。 

 

６．３ 導入効果 

導入してから１年以上経過したが、導入前と比較してさまざまな変化が出てきている。 

教職員の負荷軽減や集計値の算出基準の統一などは予定していたものであるが、想定で

きていない運用の変化もあった。 

専門学校には各省庁からの監査が行われる場合がある。監査では指定基準等の遵守状況

の確認を目的とした指導調査が行われる。システム導入前であれば、監査に必要となる可

能性がある資料をすべて準備・印刷していた。この準備に１週間以上の時間を費やしてい

た。 

システムを導入したことで、監査中に監査官の指示で画面表示や印刷することができる

ようになった。事前準備を行わずに監査を受けることができるようになり、監査中でも大

量の資料の中から探すことがなくなった。事前準備の 1 週間分を削減、監査時間も半分以

下になるなどの運用での効果が見られた。 

プラス効果ばかりではなく、マイナスに考えられることもある。従来は学校・部署単位

でＥｘｃｅｌやＡｃｃｅｓｓで情報管理していたため、変更を瞬時に行えていた。システ

ムが一元化され大きくなったことで、学校・部署内だけの判断だけでなく、全体への周

知・承認が必要となった。影響調査や連携する部分への対応など、変更作業には時間がか

かるようになった。 

まだ導入して１年数ヶ月であるため、効果の有無を判断できないものもあるが、定期的

に運用現場との意見交換やログ解析を行い、導入効果の確認を行う。 
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７．今後の取り組み 

 ７．１ システムのバージョンアップ 

バージョンアップ方針は、直感的に操作可能で従来のシンプルな操作性を踏襲し、新た

な運用ニーズを取り込む。決して既存機能がダウンとならない考慮が必要である。 

当システムにおいて学校運営に不足している機能がある。機能追加させるにあたり、ユ

ーザーからの要望、問い合わせをもとに協議した結果、以下の機能追加が必要である。 

①授業、イベントを行う教室・備品などを管理できる機能（設備予約）。 

②時間割設定の自動化。 

③学生の学納金を管理する機能。 

④外部講師の勤怠・給与を管理する機能。 

⑤学生への情報提供機能（学生ポータル）。 

⑥大学併設校に対応した履修管理機能。 

ＩＴ業界は技術革新が激しい業界であることから、積極的に新しい技術の取り込みを推

進していく。ＯＳ、ブラウザなどの新しいプラットフォームへの対応も市場シェアの動向

に注視して対応を行う。 

当システムの開発者がシステムに対して愛着をもって接し、ユーザーに末永く使ってい

ただける製品として成長させる。 

 

７．２ 学校運営の変革 

少子化や専門分野の多様性により、専門学校運営は目まぐるしく変化している。入学数

の少ない学科は廃止する一方で、社会の動向に沿った新たな学科開設への市場調査や他の

専門学校の動向調査などが頻繁に行われている。実際のところ、近年の専門学校は学校・

学科構成が数年単位で変化している。新たな学校・学科を開設するには、入学生獲得以外

にも専門課程の教員資格を持つ教員確保や施設・設備の整備などさまざまな準備が必要で

ある。運営効果を的確に見定め判断することが求められる。 

授業においても、めまぐるしく変化する社会動向に対応した内容への変更が必要である。

新たな科目の提供や新規に教材を準備するなどしなければならない。高い専門性の教育と

社会で即戦力となる人材の育成に向けて速やかな対応を行う必要がある。 

刻々と変化する学校運営へ適応させるべく、常に柔軟かつ速やかな対応が必要である。 

 

８．おわりに 

このシステムに携わり、既存パッケージの導入検討、開発実施するかどうかの検討、シ

ステム開発、運用、拡販とさまざまなことを経験することができた。開発を中心とした作

業を長く続けてきていたため、新たな発見や勉強をすることができた。検討・開発におい

ても、学校関係者などＳＥ以外の人達との仕様の合意・締結を行うことの難しさを体感し

た。自分レベルでなく、相手レベルでの解説や説明が重要であった。 

パッケージとして拡販することで、導入した学校ごとにカスタマイズによる機能追加や

運用サポートなどがあり、検討当初から継続したプロジェクト運営を行っている。学校運

営の中で重要なシステムであるため、開発、運用の両方に高い品質を要求されている。プ
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ロジェクトを現状維持するのではなく、常に成長していくことが必要だと感じる。 

専門学校がこのシステムを導入することにより、教職員の負荷を軽減することができる。

負荷軽減によってできた時間を学生指導、資格取得や就職活動などのフォローに充てるこ

とで、学生や保護者からの信頼向上へと繋がる。正確でリアルタイムに集計値を取得でき

ることで、学校運営上マイナスとなる要因への早期対応が可能になる。これらにより、専

門学校運営をより強固にし、世代変化への対応を行うことで、これからの時代に生き残こ

る専門学校となる。 


