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評価項目の達成及び取組状況 
基準１	 教育理念・目的・育成人材像等 

 
適切・・・４	 	 ほぼ適切・・・３	 	 やや不適切・・・２	 	 不適切・・・１	  

評価項目 評価 
理念・目的・育成人材像は定められているか 4 
学校の特色は何か 4 
学校の将来構想を抱いているか 4 
・本校は学校法人長野県理容美容学園として発足以来今日まで教育理念に基づいて学校教	 	 	 	  
	 育を運営してきている。 
	 「教育とは教える者教えられる者との関わりの中で、人を変える営みである」両者の関わ

りや、教育が人を変える事の環境であるか、人格・技術共に豊かに変貌できる全人的 
	 な教育であるかを常に問いかけ、それを目指しています。教える側の教職員も変わり得	 	  
	 る資質を持ち、教えられる者と共に今よりも一歩前進を心掛け、素晴らしいセンスを創造

的に先取りできる理容・美容師の養成を目指すこととしています。 
・また、トータル美容として関連業界のニーズに合わせ、エステティシャンを目指す、ビュ

ーテイビジネス科もキャリアに直結する実践的なカリキュラムで美をプロデュースでき

る人材を育成しています。 
・環境整備、指導者の技術力向上に力を入れ、校舎内設備機器・施設、緑化整備等、また各

種研修会、資格取得を行い抱負な技術力と人間性豊かな指導者が、業界等との産学連携で

学生が即戦力となりうる技術を指導していきます。 
・教育の方針を具現化し、笑顔・挨拶・感謝の気持ちを持ち「相手の気持ちに寄り添える」 
	 接客ができる学生を育てていく。一人ひとりの資質を伸ばし、安心と自信を持って学校生

活が送れる環境をつくる。 
 
基準２	 学校運営+ 

適切・・・４	 	 ほぼ適切・・・３	 	 やや不適切・・・２	 	 不適切・・・１	  
評価項目 評価 

運営方針は定められているか 4 
事業計画は定められているか 4 
運営組織や意思決定機能は、効率的なものになっているか 4 
人事や賃金での処遇に関する制度は整備されているか 4 
意思決定システムは確立されているか 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 

１ 



	 ・学校の運営方針は明確に定められており、各種規定も状況に応じて検討を行っている 
・事業計画にあたっては、学生、業界のニーズに基づき、取り組むべき施策や解決すべき

課題を明確にして作成している。事業の進捗状況は常任理事会、理事会にて報告されて

いる。 
・理事会・評議員会は当法人の規定により明確に位置づけられ、定期的に会議を開催して、

事業計画に従って業務を遂行し有機的に連携し機能している。 
・就業規則は整備されているが、今後の学生数の増減に伴う採用計画や配置など定期的に

見直す必要がある。 
・学生成績管理のシステム一元化は平成１６年より開始、学生情報の合理化も出来つつあ

る。今後は危機管理の一つとして、一斉メールの整備を進めていく。 
 

基準３	 教育活動 
適切・・・４	 	 ほぼ適切・・・３	 	 やや不適切・・・２	 	 不適切・・・１	  

評価項目 評価 
各学科の教育目標、育成人材像は、その学科に対応する業界の人材 
ニーズに向けて正しく方向付けられているか 

4 

修業年限に対応した教育到達レベルは明確にされているか 4 
カリキュラムは体系的に編成されているか ①   	 3 
学科の各科目は、カリキュラムの中で適正な位置付けをされているか ②   	 3 
キャリア教育の視点に立ったカリキュラムや教育方法などが実施されて

いるか 
③   	 3 

授業評価の実施・評価体制はあるか 4 
育成目標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 

成績評価・単位認定の基準は明確になっているか 4 
資格取得の指導体制はあるか 4 
①   現在の業界の多岐にかつ多様に渡っている技術レベルに合わせ、各技術の基本を勘案

し 
カリキュラム編成を行っているが、さらに即戦力となりうる人材が求められている。必修選

択科目の指導体制を充実させて「幅広い教養」「人間力」および「社会人基礎力」 
即、戦力となりうる技術の強化などの充実を図る。 
②カリキュラムは資格取得を柱とし、毎年カリキュラムの一部を改変し、より充実した 
内容へと努めている。通常の授業に加えてより幅の広い「一般教養」「社会人基礎力」 
並びに「より高度な専門技術と資格を取得する」の目的で課外授業である「専攻科」を 
選択できる。しかしながら、奨学金の学生が多く、専攻科を受講できる学生が少なく 
なってきている。学科の各科目は、カリキュラムの中で適正に位置づけていると考えて 



いる。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２ 
③キャリア教育は１.２年で各５日ずつ実務実習としてサロンでのインターンシップを実施 
している。サロンからの評価で検証されるが、各サロンの評価基準差で正確な分析はで 
きない。また、求められている人材を育成していくには、さらにサロンとの情報交換が必要

だと思われる。 
基準４	 学修成果 

適切・・・４	 	 ほぼ適切・・・３	 	 やや不適切・・・２	 	 不適切・・・１	  
評価項目 評価 

就職率（卒業者就職率・求職者就職率・専門就職率）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 4 
卒業生・在校生の社会的な活躍及び評価を把握しているか ①   	 3 

 
①   就職先の対象がほとんど美容関連業界に限定されるため、学生、就職指導担当者ともに

把握し易く、就職率の向上も図り易い。卒業生の動向については、来校しての情報提供、

元担任からの報告、業界誌掲載の情報業界競技会の結果などから、多くの社会的活躍が

つたえられている。しかしながら、卒業生の状況の把握は限られており、卒業生の近況

の把握のため今後、ＨＰや同窓会などを利用して行くことも必要だと思われる。また、

1年以内の退職率や離職率も多く、在学中の指導も検討していく必要がある。 
基準５	 学生支援 

適切・・・４	 	 ほぼ適切・・・３	 	 やや不適切・・・２	 	 不適切・・・１	  
評価項目 評価 

就職に関する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 
学生の経済的側面に対する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 4 
課外活動に対する支援体制は整備されているか 4 
学生寮等、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 ①   	 3 
①就職部を設置しており、クラス担任との連携で各々の就職活動支援を行っている。 
	 自己の将来目標を明確にさせ、それに準じたサロン選びから詳細に渡り相談、サポートし、

就職後の離職回避に繋げている。卒業生の再就職支援についてフォローアップする体制

は整っている。しかしながら卒業後、相談をせずにトラブルになってしまうケースも多く、

在学中に指導をしていく必要がある。 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ３ 
基準６	 教育環境 

 
適切・・・４	 	 ほぼ適切・・・３	 	 やや不適切・・・２	 	 不適切・・・１	  

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整備されているか 4 
学外学習、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 ①   	 3 
 
①   学校の施設・整備はすべてが十分とは言えないが、設置基準は充分満たしている。防災

については、年間 1～2 回防災訓練実施、学校の防災対策組織ができており、防災設備
の定期点検、下校後の担当者による点検、また学内の事故に備えて、学生災害傷害保険

に加入している。しかし、避難用具や避難の際の飲料水の確保などはできておらず、早

急に保管していくようにする。 
 
基準７	 学生の募集と受け入れ 

 
適切・・・４	 	 ほぼ適切・・・３	 	 やや不適切・・・２	 	 不適切・・・１	  

評価項目 評価 
学生募集活動は、適正に行われているか ①	 	 3 
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 ②	 	 3 
入学選考は、適正かつ公平な基準に基づき行われているか 4 
学納金は妥当なものとなっているか 4 

 
①   学生募集には専属の担当者を置き、募集広報は誇大な表現を避け事実を正確に伝え、真

実性、明瞭性、公平性に基づき、募集を行っている。オープンキャンパス、学校見学を

随時行い、保護者向けの説明会も開催している。保護者に対しての説明は、金銭面や就

職面に対してさらに丁寧に説明していく必要があると思われる。 
②   在校生の活躍は国家試験、資格試験の実績や、コンテストなどの実績により、成果は伝

えられていると思われる。卒業生の活躍は高校生や在校生にとっても現実性があり、具

体的目標にもなっている。卒業生が来校したとき活躍する現状報告、技術展示など在校

生との関わり情報収集の機会となっている。さらなる魅力を伝えるためには、卒業生の

情報(本人の学校生活・目標の持ち方・職業の魅力等)を今後、ＨＰを活用し高校生・在
校生に向けたメッセージを作成していく。 
	  



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ４ 
基準８	 財務 

 
適切・・・４	 	 ほぼ適切・・・３	 	 やや不適切・・・２	 	 不適切・・・１	  

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 

 
・財務経理は税理士事務所から指導を受けて改善に努めており、当学園並びに本校の財務

状況は安定しているといえる。 
・財務面での処理については、正確な会計処理が実施されている。計画に基づき妥当に執

行されるように確認し行われ、適切な予算配分で行っている。 
・私立学校法に基づき、当法人監事が監査を行い理事会、評議員会に報告をしている。 
・財務情報公開の体制は整っており、寄附行為の規定に基づき閲覧ができる状況である。 
・平成 28年度からホームページの基本情報として学校の財務状況の公開をおこなってい
る。 
 
基準９	 法令等の遵守 

 
適切・・・４	 	 ほぼ適切・・・３	 	 やや不適切・・・２	 	 不適切・・・１	  

評価項目 評価 
法令、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 
自己点検・自己評価の実施と問題点の改善に努めているか 4 
自己点検・自己評価結果を公開しているか 4 

 
・法令並びに専修学校設置基準が遵守され、適正な運営がなされている。 
	 理事会、評議員会、そのほか各委員会等を適宜開催し、学校運営の充実を図っている。 
・個人情報保護に関する規定に基づき運営がされている。学校が保有する個人情報は目的

以外に一切使用していない。 
・自己点検が限られた職員だけが理解しており、各職員は日常の教務からの問題点は職員

会や学年会等で把握しているものの、全職員が学校全体の把握や問題提起、改善策等検

討してかなければならない。 
・自己評価委員会、学校関係者委員会を設立。専門課程の職業実践専門課程の認定取得を



目指す。早急に自己評価結果を公表できる体制をとりたい。 
５ 

基準１０	 社会貢献 

 
適切・・・４	 	 ほぼ適切・・・３	 	 やや不適切・・・２	 	 不適切・・・１	  

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 

 
・ＣＯ2等の環境問題、高齢化などの社会問題は本校の教育課程のうえで必要不可欠なもの
であり、まず美化・清掃といった身近な問題から薬物問題まで、生活習慣・倫理観などは

絶えず啓蒙活動を行っている。 
・年 1回本校において献血、在校生の約４分の１程度の協力者がいる。高齢化社会におけ	 	  
	 る高齢者の特徴を学習したうえで，社会福祉施設で高齢者対象の美容ボランティアを年 3 
	 回実施、利用駅から校舎近隣までの清掃を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 


