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2015 年度 学校関係者評価報告書
公益財団法人 青葉
松本衣デザイン専門学校
2015 年度自己評価・自己点検結果をもとに学校関係者評価を行いました。その結果を以下の通り報告
します。いただいたご意見を踏まえ改善に努力してまいります。
１ 評価対象期間

2015 年 4 月～2016 年 3 月

２ 学校関係者評価委員会開催日時
平成２８年８月２７日（土） １３：３０～１６：３０
３ 学校関係者評価委員会
氏名
企業関係者
地域・企業関係者

高校・学校関係者

所属

役職
E・R チーム

兼子 昇

ワンスアラウンド株式会社

神山 一郎

株式会社 ラ・シェネガ・カミヤマ

代表取締役

鶴木 健

有限会社 鶴コーポレーション
ジュエリーサロン鶴

REPRESENTATIVE

竹内 忍

信濃むつみ高等学校

教頭

内川 小百合

丸の内ビジネス専門学校

校長

保護者

原 かほる

卒業生

大月 俊幸

在学生

金原 梓

シニアディレクター

※評価委員会への出席：委員８名のうち当日５名出席
４ 2015 年度自己評価・自己点検結果に対する委員会評価
◆全体的傾向
13 領域における個別評価項目の平均
値を算出して各領域の評価値とし、レー
ダーチャートで示した。総合評価を前年
度と比較すると、若干の変動はあるが全

2015年度

⑴ 教育理念・
目標

⒈自己評価・自己点検結果
⒀ 国際交流
⑿ 社会貢献・
地域貢献
⑾ 法令等の
遵守

4
3
2
1
0

体的な傾向としてほぼ同様の評価結果と

⑽ 財務

なった。

⑼ 学生の受
入れ募集
⑻ 教育環境

⒉評価委員会の評価・意見
・財務が全ての基本になるので上向いたことは評価できる。

⑵ 学校運営

2014年度

⑶ 教育活動
⑷ 生徒指導

⑸ 特別活動
等
⑹ 学修成果
⑺ 学生支援
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◆項目別の評価結果
（１） 教育理念・目標
⒈ 自己評価・自己点検結果
〇取組状況
・教育目標を学則に次の通り明記している。
「本校は、高等教育における教育の基礎の上にファッション・ビジネスに関する専門教育を
教授し、その知識と技術を習得攻究せしめると共に、あわせて生徒の教養を深め人格を高
めることを目的とする。」
・学生が目指すべき精神は、「自立

協調 デザインの力を理解する」とし、オリエンテーショ

ン（年８回）で伝えるとともに、入学時に配布される [ i ] design policy -学校生活の手引きにも記載している。教職員には講師会議でも折に触れ伝達しており、保護者へは入学前の
学校見学時、入学オリエンテーション（入学式）、卒業・進級の会（卒業式）等を通じて伝達、
学外にむけては、本校ホームページに学則を公開し、周知している。
〇自己評価結果 3.4 （3.5）

※各評価項目の評定値の平均、（ ）内は前年度評定値

・学校の理念・目的・育成人材像は明確か

3.6（3.8）

・学校における職業教育の特色は何かわかっているか
・社会経済のニーズにこたえられているか

3.6（3.7）

3.4（3.6）

・学校の理念・目的・育成人材・特色・将来構想などが学生・保護者などに周知されているか
2.9（3.0）
・各学科の教育目標・育成人材像は学科など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

3.3（3.2）

〇課題・改善の方向性
・時代と共に変化する社会経済のニーズを踏まえた人材教育をしていくため、産学連携をさら
に進め学内へのフィードバックを計画的に行っていく。

⒉評価委員会の評価・意見
・この学校に来て学べる幅の広さはファッションだけでなくとても広い。それをもっと前面
に出して良いのではないか。
・ファッションの専門教育で学んだことはいろいろな仕事に活かせると思うので、それを学
校の強みにするのも今後の一つのあり方だと思う。
・学校の個性を大事にし、変わっていかなければならない部分もあるけれど、変わってはい
けない部分もある。学校の理念やオリジナリティを大事にしつつ、変わる時代に即してい
ってほしいと思う。
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（２）学校運営
⒈ 自己評価・自己点検結果
〇取組状況
・長野県と文科省、厚労省の監督下にあり、予算書・決算書等の提出義務他、法人や学校に変
化・変更のある場合には随時、申請、承認、認可を受けている。
・年度ごとに事業計画書を作成し、理事会、評議員会に諮り、事業計画書の承認及び運営方
針の決定後、講師会議を通じて全教職員へ周知される。
・業務については、教務会議にて適宜内容や教育活動が報告され、見直しや検討がされる。
・情報システム化においては全職員に PC が配布され業務の効率化を図っている。
〇自己評価結果

3.1 （3.1）

・目的に沿った運営方針が策定されているか
・運営方針に沿った事業計画が策定されているか

3.5（3.3）
3.2（3.3）

・運営組織や意思決定機能は規則などにおいて明確化されているか有効に機能しているか
2.7（3.2）
・人事、給与に関する規定などは整備されているか

3.1（3.3）

・業界や地域社会などに対するコンプライアンス体制が整備されているか
・情報システム化などによる業務の効率化が図られているか

3.2（3.0）

2.7（2.5）

〇課題・改善の方向性
・全職員が共有できる学校運営の最適化やモチベーションの向上を推進していく。
⒉評価委員会の評価・意見
・小さい組織はコミュニケーションが一方通行にならないよう心がけることが必要だと思
う。
・情報システム化による業務効率化については、システムを使いこなせているかを点検して
みると良いと思う。
（３）教育活動
⒈ 自己評価・自己点検結果
〇取組状況
・企業連携を進め、業界のニーズに対応すべく実践的な教育内容となっている。必修科目の
「企業研修（インターンシップ）」では企業担当者から提出いただく「企業研修終了届」の意
見を踏まえカリキュラム（教育課程）に反映しているが、今後も時代の要請に対応していく。
・新入生に関しては、Ⅰ学期終了後に「学生による授業評価アンケート」を実施している。これは、
FD（ファカルティ・デべロップメント）の第一歩として、教員自らが授業の内容や教授方法を改善
する目的のもと、10 年以上継続している。
・シラバスの整備は 10 年以上前から全ての科目で実施しており、到達目標、授業計画、認定基準、
成績評価の方法を学生や保護者に周知している。「 [ i ] design policy -学校生活の手引き-」や、
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「単位表」でも単位数等を明記している。
・本校は日本ファッション教育振興協会長野県支部となっており、日本ファッション教育振興協会主
催の全ての検定の申込と受験が可能である。
・職業能力開発協会主催 技能検定は、厚生労働省の認可を受けた学科のみが受験資格を有す
るもので「商品装飾展示作業」は、長野県で唯一受験が可能である。本校での授業時間数が「実
務の経験年数」とみなされているからである。
・フォーマルウェア検定についても、県下で唯一の受験資格を有する。また各検定の合格者や合
格率に関しては、ほぼ全ての講師が把握している。
〇自己評価結果

3.4 (3.4)

・教育理念に沿った教育課程の編成・実施方針などが策定されているか

3.5（3.4）

・教育理念、育成人材像や業界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（3.3）

・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

3.4（3.5）

・関連分野の企業・関係施設や業界団体との連携により、カリキュラムの作成、見直しなどが
行われているか

3.1（3.3）

・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、実習など）
が体系的に位置づけられているか
・授業評価の実施、評価体制はあるか

3.0（3.5）
3.6（3.4）

・職業教育に対する外部関係者からの評価を取りいれているか
・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

3.6（3.4）
3.4（3.7）

・資格取得などに関する指導体制、カリキュラムの中での体系的な位置づけはあるか
3.8（3.7）
・関連分野における先端的な知識・技能を習得するための研修や教員の指導力育成など資
質向上のための取り組みが行われているか

2.9（2.9）

〇課題・改善の方向性
・先端的な知識・技能を習得するための取組（企業授業、企業講師など）を推進していく。
⒉評価委員会の評価・意見
・時代はどんどん変わっていく。特にアパレルはそうであり、先端とは何かをいつも意
識し吸収することが必要だと思う。

（４）生徒指導等
⒈ 自己評価・自己点検結果
〇取組状況
・様々な機会、手段により学生とのコミュニケーションを密に図る中で生徒指導を行っている。
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・生徒の安全確保のため災害傷害保険に入っている。
・ひとり暮らしをする学生への支援として、不動産屋物件の相談、生活状況や欠席に留意し、
保護者との連携をとっている。
・学費に関しては、本校独自の学費サポート制度を整備し多くの学生が利用している。分割納
入も可能としている。奨学金は、日本学生支援機構の奨学金を活用している。
・就職に関する体制を整備し、就職サポート科目（「就職オリエンテーション」「ビジネス常識」
「企業研修（インターンシップ）」）だけでなく、就職模試の実施、就職情報の提供、個別相談
や指導を細やかに行っている。
〇評価結果

3.6 （3.6）

・基本的生活習慣の確立のための取組が行われているか

3.6（3.6)

・生徒の安全確保のための取組等（災害共催保険、スクールカウンセラー、発達障がいのあ
る生徒等への支援など）が行われているか

3.6（3.4）

・生徒・保護者からの相談体制が整備されているか
・進学・就職指導にかかる支援体制は整備されているか

3.5（3.5）
3.6（3.7）

〇課題・改善の方向性
・生活習慣やメンタル面に起因して学習の継続が困難になっている学生に対しては、保護者
と連携した相談・支援体制を続けていく。

⒉評価委員会の評価・意見
・学生に先生が良く関わってくれていると思う。また、検定模試への補講を何度もしている
ことは評価できる。
・⑷生徒指導と⑺学生支援は同じような内容であり、文言も含めて整理したら良いと思う。
・社会情勢の変化の中で、現在最も逼迫している問題は成績ではなくお金と心になっている。
学生への支援の取組みは引き続き必要だと思う。

（５）特別活動等
⒈ 自己評価・自己点検結果
〇取組状況
・小規模校であるため、クラブ活動ができる状況ではないが、授業時間外の特別活動につい
て希望者が１人であっても教職員が支援する体制がある。「ユニバーサル・デザイン・プロジ
ェクト」は１５年間継続している。
〇評価結果

2.8 （2.7）

・クラブ活動等特別活動を奨励、支援しているか

3.0（2.8）

・保護者会等と連携した活動を推進しているか

2.6（2.5）
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〇課題・改善の方向性
・学生が授業外において自主的に学外での活動を通じて学ぶことは貴重な経験となるため、
保護者の協力を得ながら引き続き奨励、支援していく。

⒉評価委員会の評価・意見
・物事を段取り立てて作り上げていく力が、特別活動を通じて獲得していけるようになるの
でこうした活動をやっている意味はあると思う。
・授業時間外の特別活動をどこまでとして捉えるかであるが、放課後に行っている外部展示
や休日のファッションショーも特別活動と言える部分もあると思うので、実態からみて活
動としてカウントされても良いと思う。

（６）学修成果
⒈ 自己評価・自己点検結果
〇取組状況
・就職では 2015 年度３月卒業生の就職率は 100％、その内アパレル業界は 90％であった。
・資格取得（検定合格）の流れを主軸にカリキュラム（教育課程）を整備している。検定直前の
補習や、模試、授業時間外の個別指導等を実施しており、全国トップレベルの検定合格率を
維持している。
・退学を出さないために、欠席者との面談、メールや電話での連絡を行い、特にひとり暮らし
の学生へは保護者と連携をとっている。
〇評価結果

3.6 （3.6）

・就職率の向上が図られているか
・資格取得率の向上が図られているか
・退学率の低減が図られているか

3.8（3.7）
3.9（3.8）
3.2（3.6）

・卒業生・在校生の社会的な活躍および評価を把握しているか

3.6（3.5）

・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
3.5(3.3）
〇課題・改善の方向性
・退学の理由としては、メンタル面、学習意欲の低下、経済的事情などがあるが、退学者を出
さないために保護者との連携を密にし、相談・支援体制の充実化を図っていく。

⒉評価委員会の評価・意見
・退学者の状況についての質問があり、事務局からきわめて少ない旨の回答をした。
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（７）学生支援
⒈ 自己評価・自己点検結果
〇取組状況
・学校独自の特待生制度や学費支援制度を設け、経済的な課題を抱える学生への支援を実
施し、多くの学生が利用している。
・就職面においては、各学科が卒業の前年度に就職オリエンテーションを開始し、就職年度
では随時学生と個人相談に応じる体制が整っている。
・就職試験模試（筆記試験、面接）を年６～８回実施している。
〇評価結果

3.5 （3.5）

・進路・就職に関する支援体制は整備されているか
・学生相談に関する体制は整備されているか

3.6（3.6）
3.6（3.6）

・学生に対する経済的な支援体制は整備 されているか
・学生の健康管理を担う体制はあるか
・保護者と適切に連携しているか

3.6（3.5）

3.2（3.4）
3.4（3.2）

〇課題・改善の方向性
・学生の心身の健康管理、特にメンタル面に起因して学習の継続に課題のある学生に対し、
保護者と連携した相談・支援体制を続けていく。

⒉ 評価委員会の評価・意見
・⑷と同じ

（８）教育環境
⒈ 自己評価・自己点検結果
〇取組状況
・商業施設が集中した立地であり、ファッションビジネスを学ぶには最適な場所である。
・学校敷地面積は狭いものの、学生一人に対する床面積は相当広い。
・施設・整備に関しては、計画的にメンテナンスを行っている。
・科目：企業研修（インターンシップ）を 10 年以上前から必修としている。
・防災管理担当者（建物管理担当者）を配置し、防災に対する準備がなされている。防災に
関しては、学生へはⅠ学期始業オリエンテーション時に、教職員には新年度講師ミーティングに
て避難方法等を確認している。
・学生と教職員を対象にした防災訓練を年に１回開催している。また「緊急連絡メール」を整備
し、緊急時の学生との連絡体制がある。
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〇評価結果

3.1 （3.3）

・施設・設備は教育上の必要性に充分対応できるように整備されているか？

3.0（3.1）

・学内外の実習施設、インターンシップ、海外研修について充分な教育体制を整備しているか
3.2（3.5）
・防災に対する体制は整備されているか

3.2（3.3）

〇課題・改善の方向性
・校舎が築２０年を経過し、今後特に設備面での老朽化が進行していくため計画的な更新を
していく必要がある。

⒉

評価委員会の評価・意見
・LED 照明や空調設備などは省エネ型のものになっているので、初期投資とランニングコ
ストの比較研究をしてみたらいかがか。

・学校備品の更新も必要だろうが、技術革新が早い時代なので、変えるべきものと、様子を
見るものと見極めていくことが大事だと思う。

（９）学生の受け入れ募集
⒈ 自己評価・自己点検結果
〇取組状況
・パブリシティは積極的に行い学校の PR や活動を地域社会に伝えている。
・年間約４０校の高校訪問を実施し、進路担当の先生にファッション業界で働くことや本校で学ぶ
ことについての理解を深めてもらい高校生へのアドバイスをお願いしている。
・入学希望者および保護者のニーズに対して適切に行われている。学校案内、募集要項等につ
いては、毎年改定し、読みやすさや分かりやすさを考慮しているが、今後も読者の視点にたっ
たものを作成していく。
・進路状況や就職率、検定合格率は学校案内等に掲載し、学生募集に役立てている。
・入学選考は適切かつ公平な基準に基づき行われている。
・学納金は、長野県内のファッション系専門学校とほぼ同額の金額を設定している。
・学校独自の特待生制度や学費支援制度について募集要項や HP で伝えている。
〇評価結果

3.5 （3.5）

・学生募集は適正に行われているか

3.4（3.3）

・学納金は妥当なものとなっている か

3.6（3.6）

〇課題・改善の方向性
・本校の強みを活かした学校のブランド化を進め、「入りたい、目指したい学校」のイメージを
打ち出すことや広報の工夫等により入学者増に結びつけていく。
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・アパレル業界はグローバル化に伴う業態の構造転換期にあり多様かつ複雑であるため、
一般社会からは職業像としてわかりにくいことから、様々な手段でリテラシーを上げていくこ
とが必要である。

⒉

評価委員会の評価・意見

・アパレル業界や学校に対する親の世代の理解が大事なので、そこに届く情報を、どの媒体
に載せてどう発信するかを研究する必要があると思う。
・ラジオは親の世代には届いているので検討してみたらどうか。
・フェイスブック、インスタグラムなど SNS の特性を巧く利用して、関心をもってもらう
層や輪を広げる工夫をしたら良いと思う。

（10）財務
⒈ 自己評価・自己点検結果
〇取組状況
・財務状況をホームページ上で公開している。
・公認会計士から適宜アドバイスを受けて財務管理を行っている。
〇評価結果

3.2 （3.0）

・中長期的に学校の財務基盤は安定しているか

2.6（2.3）

・予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか
・財務について会計監査が適切に行われているか
・財務情報公開の体制整備はできているか

3.0（2.5）
3.6（3.4）

3.5（3.7）

〇課題・改善の方向性
・2018 年以降 18 歳人口が漸減していく現象（2018 年問題）を見据え、中期経営計画等におけ
る検討が必要である。

⒉ 評価委員会の評価・意見
・2018 年問題は、学校の特殊性を訴えていくことでクリアーできると思うので、学校の良
いところを巧く社会に伝えていくことが必要だと思う。
・学校として何を特化させていくのか、ファッションだけでいくのか、１０年後、２０年後
を見据えていくことが必要だと思う。
・学校のあり方の基本になるのが財務なので上向いたのは良かったと思う。健全さを保って
いくことは重要である。
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（11）法令等の遵守
⒈ 自己評価・自己点検結果
〇取組状況
・学校が保有する個人情報の保護を徹底している。
・自己評価結果、学校の財務、学則を公開している。
〇評価結果

3.6 （3.5）

・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
・自己評価結果を公開しているか

3.5（3.3）

3.6（3.6）

〇課題・改善の方向性
・今後もコンプライアンス遵守の体制強化を継続的に図っていく。

⒉ 評価委員会の評価・意見
・特になし

（12）社会貢献・地域貢献
⒈ 自己評価・自己点検結果
〇取組状況
・本校は他の教育機関や、企業・団体と関わりをもち、交流を図っている。2015 年度は、MIDORI
本店、松本献血センター、八十二銀行松本営業部、ノイエ（大名町のカフェ）で学生作品の展示お
よび、学生作品の貸出しを行った。
・講師派遣としては、学校法人松商学園松商短期大学や、学校法人未来学舎 専門学校未来
ビジネス ペットライフケア学科へは、長年にわたり講師を派遣し、松本市内の企業ｆｒの社員
研修にも講師を派遣した。
〇評価結果

3.4 （3.5）

・学校の教育資源や施設を利用した社会貢献・地域貢献を行っているか
・学生のボランティア活動を奨励・支援しているか

3.6（3.5）

・地域に対する公開講座、教育訓練の受託などを積極的に実施しているか
〇課題・改善の方向性
・今後も可能な限り社会貢献・地域貢献を行っていく。
⒉ 評価委員会の評価・意見
・特になし

3.6（3.5）
3.1（3.5）
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（13）国際交流
⒈ 自己評価・自己点検結果
〇取組状況
・地方にありながら、ほぼ毎年海外への留学者がいる。留学先はイタリア、イギリス、フランスなど
にわたり、現地で活躍する卒業生も数多くいる。
〇評価結果

2.7 （3.0）

・留学生の受け入れ・派遣について戦略を持って行っているか
・学修成果が国内外で評価される取り組みを行っているか

2.7（3.1）
2.7（2.9）

〇課題・改善の方向性
・東南アジアからの留学生の志向が日本の大学から専門学校へとシフトする中で、地域の専
門学校等との連携等、取組を模索する必要がある。

⒉ 評価委員会の評価・意見
・国内の少子化を踏まえ、今後は海外からの留学生に目を向けていくことが必要だと思う。

