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第２回自己評価委員会報告書 

日	 	 時：平成３１年	 ２月２５日（月）	 １０：３０～１２：３０ 

場	 	 所：松本理容美容専門学校	 校長室 

出席者名：（学園）長尾理事長・嶋村副理事長・吉川事務局長・桐山広報企画部部長	  

（学校）松林校長・柏原教務主任 

 

	 	 長尾理事長挨拶 

	 	 	 自己評価委員会にて検討することで、長野校も 3月認可に向けて頑張ってほしい。 

	 	 	 両校共に文部科学省の認定校となることは、皆さんの努力のお陰である。今後一層、両校共に 

	 	 	 教育内容等良い形にしていってほしい。 

 
【審議検討事項】 
１．  平成３０年度自己点検・自己評価について（資料①参照） 

３０年度報告として、７月自己評価委員会において中間報告した項目に加え、３から４に評価改善 
された項目と、全項目の周知すべき点の報告を行った。 
 

（基準１）総括	 美容科が職業実践専門課程認定校として申請している。	 

・全国理容美容学生技術競技大会・全国大会出場	 	 	 	 美容ワインディング	 １名	 アップ	 １名	 

	 	 カット	 1 名	 	 ネイル	 2 名	 	 デッサン	 1名	 

	 	 	 入賞	 美容ワインディング銀賞	 

・全国学校連盟	 ネイルアートミュージアム優秀賞	 2 名	 奨励賞	 3 名	 ネイルアート	 4 位入賞	 	 	 	 	 	 	 

ワインディング	 ２名入賞	 	 アップスタイル	 2名入賞	 ベーシックカット 3位、4位入賞	 

	 ・エステティックコンテスト	 応用部門	 	 3 位入賞	 	 入賞２名	 

	 ・自己評価委員会・学校関係者委員会・教育課程編成委員会を各 2回開催した。	 

	 ・美容科授業に連携企業の現役美容師や各種スペシャリストを委託。職員とともに学生に技術指導を行った。	 

	 	 密な手合わせ・打ち合わせを実施した。	 

	 ・ビューティビジネス科で新たにブライダルに特化した技術習得カリキュラムを導入しブライダルに関する	 

郊外講習・指導をした。	 

 
（基準２）総括	 31 年度より実施をされる職員の「働き方改革」により、現況の見直し、検討、改善に向けて	 

の取り組みが開始された。併せてそれによる学生指導についても検討が開始した。	 

・若手の人材育成に対応するため、３０年度美容科 1名採用。ビューティビジネス科教員１名、３１年度より	 

勤務するよう整えた。	 

・コンテスト指導においてはＯＪＴを行っている。今後、若手の人材育成のためにＯＪＴを取り入れ学生指導力	 

の向上へとつなげていく。新社員が入社したため、統一した指導が出来る様、準備を開始した。	 

・学生証のカード化、見やすく確認し易い学則等の学校便覧を作成し、学生に配布をした。	 

・学園と松本校との情報ネットワークを整備するため、インスタ等で学校の情報提供を開始した。	 

 
（基準３）総括	 職業実践専門課程を取得する取り組みとして、５課目の産学連携授業を開始し、内容の濃い指導 
	 	 	 	 	 	 	 	 を行っている。 
・平成 30 年度より美容科でのヘアカラリスト検定シングルスター授業を開始した。	 

・平成 30 年度からパーソナルカラー検定授業を導入した。	 



・平成 31 年度からの美容科 2年次選択授業計画の推進	 

・平成 31 年度からの NPO 法人日本福祉協会による福祉サービス授業計画の推進	 

・学生にとって、満足度の高いカリキュラムとなった。即戦力となる人材育成に力を入れていく。	 

・離職率が高いイメージがぬぐえない業界であるため、サロンとの連携による対策が必要である。サロン側の	 

ニーズをヒアリングし、学生指導に反映させていく。	 

	 

（基準４）総括	 教育環境向上のため、資格取得の向上・きめ細やかな学生指導・産学連携の強化を実施した。 
・平成 29 年度美容師国家試験９３．９％及び日本エステティック協会認定エステティシャン試験の合格率	 

１００％達成を果たしている。	 

・平成 30 年度美容科通信１５期生国家試験合格率８８．５％	 

・本年度からとなるパーソナルカラー検定の受験者３７名が合格した。	 

・美容科ヘアカラーシングルスター検定受験者７５名が合格した。	 

・今年度の休学は１年生５名、退学が 3名、２年生１名となった。３０年度２年次卒業見込み試験において、	 

１名が不認定となった。近年は精神不安定な理由・基礎学力を持たない学生・友人関係に悩む学生が増え、	 

指導が難しいケースが出てきている。それらの対策も検討する必要がある。	 

・在校生は、第 10 回理容美容甲子園石川大会にて美容科ワインディング１名・ネイル 2名・アップ１名	 	 

カット 1名、デッサン 1名が全国大会出場を果たしている。	 

・全国大会(岡山県)では美容科ワインディング部門銀賞を獲得した。	 

第２３回全国学生技術コンテスにおいてネイル 1名、ネイルアートミュージアム 4名、ワインディング２名	 

カット２名、アップ 2名が入賞した。	 

第１１回エステティックコンテストにおいて応用部門３名が入賞した。	 

	 ・卒業生の情報収集に力を入れ、オープンキャンパス・セミナー等を開催した。	 

・長野校、松本校の取り組みとして技術向上委員会を立ち上げ、産学連携によるコンテスト指導を行った。	 

・技術向上委員会により、現場としてモチベーション向上に繋がり、予算についても組織化し、明確になった。	 

	 来年度も継続していくか、今後検討していく。	 

 
（基準５）総括	 31年度より実施する働き方改革に向けての対策。 
・働き方改革に伴い、時間外手当・労働条件等の説明の出来る様、講習会に参加し、顧問労務士のアドバイスを	 

受けながら、資料作成をはじめている。３１年度の就職ガイダンス時に支援サロンにも理解できる形式にして	 

いく。	 

	 ・働き方改革をふまえ、大会練習方法について、学生の資質を考慮しながら検討していく。	 

	 ・平成３０年度より技術向上委員会を立ち上げ、産学連携によるコンテスト指導を強化し、全国理美容甲子園全国

大会ワインディング部門において、銀賞を獲得。	 

	 ・就労条件向上のため、支援サロンに対し就職セミナーを定期的に開催できるよう、働き方改革に基づき、資料	 

	 	 準備を始めている。	 

 
（基準６）継続して、問題なく実施できている。緊急時の対応の強化として、両校連携体制を実施していく。 
	 	 

（基準７）総括：今後より一層、学生募集状況は厳しくなると考えている。本学園の魅力を正確に伝える事と、 
	 	 	 	 	 	 	 	 時代に合った広報活動を実施していく。 
	 ・学園ＨＰの充実の一環として、明確な学校の情報を配信するため、インスタグラムを実施している。	 

	 	 学園専用のｉｐａｄを購入。３１年度に向けて、高校生と直接情報を交換できるＬＩＮＥ＠を開始できるよう	 

	 	 準備を始めている。	 

・入試合格率は高く、ほぼ 100％である。また辞退率は 3.3％であり、経済的理由、学力不振、進路変更、素行不良

等退学理由は多岐にわたり、学生一人一人に対する基本的な生活指導の重要性が年々高まっている。	 

 
（基準８）継続して、問題なく実施できている。 



（基準９）３月３１日付け報告書を、５月理事会にて承認後、学園ＨＰにて公開していく。	 

	 

（基準１０）継続して、問題なく実施できている。 
	 ・課外活動においても、積極的に参加している。（ナガコレ・SBC こどもフェスタ等） 
 
２．  重点目標について（別紙１・２参照） 

〇３０年度実施報告 
①   教育活動	 ②学修成果	 ③学生募集と就職 
３月３１日時点で３０年度重点目標の実施状況の報告 
３１年度も引き続き、重点目標を中心に向上していく努力をしていく。 
 

	 	 〇３１年度目標課題 
①   教育活動	 ②学生支援	 ③学生募集 
・引き続き「整理・整頓・挨拶・礼儀」を身につけさせる。 
・教職員の統一指導と技術向上を目指す。姉妹学級の強化。 
・教職員の技術向上のため、資格取得を推進していく。 
・学生が学校生活を快適に送れる環境づくりを強化していく。（カウンセリング室の検討） 
・ボランティア活動・各種イベント・コンテスト出場等、学生の自発的活動を支援。 
・在校生の満足度を向上させるために、対策をとっていく。 

 
３．  学校関係者委員会の報告（資料２） 

・職員が同じ方向を向いているのか。チームワークの大切さを再確認し、美しい人間関係を構築して 
	 ほしい。 
・中退学者を失くすために、学校生活の魅力向上・夢への持って行き方。学生たちの存在価値を見出さ 
	 せてほしい。学校として、学校支援サロンの協力のもと、即戦力に繋がるカリキュラムを導入し、 
	 学生達の満足度は向上してきている。学生の想いを把握するため、姉妹学級の実施。カウンセリングの 
	 強化をしていきたい。 
・ボランティア活動について、社会福祉授業で実施していることは、とても素晴らしい。継続していって 
	 ほしい。校外イベントについても、積極的に参加することが出来ている。（SBCこどもフェスタ・ナガコレ 
	 長野放送イベント等） 
・就職セミナーはとても有意義であるため、毎年開催してほしい。 
以上が、学校関係者評価員会にて検討した事項の報告 
 

４．  職上実践専門課程認定の流れ報告（別紙３） 
松本校においての、職業実践専門課程	 推薦認定までの流れを説明。 
引き続き、３月末の認定校決定に向けて、真摯に対応していく。 

 
５．  嶋村副理事長挨拶 

職業実践専門課程認可に向けて、HPの情報をきちんと確認していってほしい。 
オープンキャンパス・募集要項を含め、学生募集の品格向上していく部分で、HP・インスタ・LINE＠ 
が重要である。問題点・情報提供を全職員で協力し合い、実施してほしい。情報の共有が必要である。 
自己評価については、評価４になっている事は大変素晴らしい。今後、評価の内容をより濃くし、グレード 
アップしていく必要がある。そのための、具体的方策を考えていってほしい。 



 
６．  次回自己評価委員会	  

日	 程：平成３１年７月９日（火）	 １０時３０分より 
場	 所：松本理容美容専門学校	 校長室 
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第２回学校関係者評価委員会	 報告書 

 
日	 時：平成３１年３月	 ８日（金）１０：３０～１３：００ 
場	 所：長野理容美容専門学校	 校長室 
出席者：（有）アルファ代表取締役	 杉山	 一真先生 
	 	 	 	 （有）早川美容商事サロン企画マネージャー	 早川	 芳弘先生 

松林校長・吉川事務局長・柏原教務主任・桐山広報企画部長 
 

〇松林校長より 
	 先生方のお陰で、職業実践専門課程の認可を、3月 5日付けで頂く事が出来ました。 
	 ここからが、学校としてスタートであるので、認定校としての責任を持って学生達に今まで以上 
	 に満足してもらえる学校にしていきたい。今後も引き続き、忌憚ないご意見宜しくお願い致します。 
 
【議題】 
１.平成３０年度第１回自己評価委員会報告 
	 	 平成３０年度自己評価・自己点検中間報告について（資料１） 

３０年度報告として、７月自己評価委員会において中間報告した項目に加え、３から４に評価改善 
された項目と、全項目の周知すべき点の報告を行った。 
 

（基準１）総括	 美容科が職業実践専門課程認定校として申請している。	 

	 

・全国理容美容学生技術競技大会・全国大会出場結果の報告	 

	 ・エステティックコンテスト	 応用部門出場結果の報告	 

	 ・自己評価委員会・学校関係者委員会・教育課程編成委員会を各 2回開催した。	 

	 ・美容科授業に連携企業の現役美容師や各種スペシャリストを委託。職員とともに学生に技術指導を行った。	 

	 	 密な手合わせ・打ち合わせを実施した。	 

	 ・ビューティビジネス科で新たにブライダルに特化した技術習得カリキュラムを導入しブライダルに関する	 

郊外講習・指導をした。	 

	 

学校関係者評価委員コメント	 杉山委員より	 

・学校の特色として、両校の差があるように感じるが、各校の良い部分を、コミュニケーションを 
	 良く取り合い、意見交換をすることで、各校の特色を強めていけばよいのでは。 
	 マニュアル化ではなく、より学生の沿った特色作りをしていってほしい。 
・学校の特色・教育理念について、本軸は一緒でも良いが、両校の特色を活かしていった方策をとるべきでは。 
	 

今後の改善方策	 

・両校の特色を活かしていける様、両校交流会・教務主任の意見交換を今まで以上に、密に行っていく。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



（基準２）総括	 ３１年度より実施をされる職員の「働き方改革」により、現況の見直し、検討、改善に向けて	 

の取り組みが開始された。併せてそれによる学生指導についても検討が開始した。	 

	 

・若手の人材育成に対応するため、３０年度美容科 1名採用。ビューティビジネス科教員１名、３１年度より	 

勤務するよう整えた。	 

・コンテスト指導においてはＯＪＴを行っている。今後、若手の人材育成のためにＯＪＴを取り入れ学生指導力	 

の向上へとつなげていく。新社員が入社したため、統一した指導が出来る様、準備を開始した。	 

・学生証のカード化、見やすく確認し易い学則等の学校便覧を作成し、学生に配布をした。	 

・学園と松本校との情報ネットワークを整備するため、インスタ等で学校の情報提供を開始した。	 

	 

学校関係者評価委員コメント	 杉山委員より	 

・教育理念について、現場の先生方の苦労は理解している。目的意識の差もあり、大変だと思うが 
	 比較するのではなく、個性を活かす教育をしていってほしい。自主性を伸ばす教育理念であるべきでは。 
 
学校関係者評価委員コメント	 早川委員より 

・教育理念を学生たちに理解させる上で、何のためにやるのか。意味合いをきちんと理解させることが 
	 大切なのでは。目標達成するための方法を、全員が一貫していなくてはいけない。最終目的として、 
	 学生を幸福にすることだと思うので、軸はぶらないようにした方が良い。 
 
今後の改善方策 

・重点目標を職員全員が理解し、連携した指導が出来ているので、今後も引き続き実施していき、 
	 本校としての特色である社会人として、当たり前のことが当たり前に出来る人材育成に力を入れていく。 
礼儀・作法・挨拶・整理整頓など。 

	 

（基準３）総括	 職業実践専門課程を取得する取り組みとして、５科目の産学連携授業を開始し、内容の濃い指導 
	 	 	 	 	 	 	 	 を行っている。 
 
・学生にとって、満足度の高いカリキュラムとなった。即戦力となる人材育成に力を入れていく。	 

・離職率が高いイメージがぬぐえない業界であるため、サロンとの連携による対策が必要である。サロン側の	 

ニーズをヒアリングし、学生指導に反映させていく。	 

	 

学校関係者評価委員コメント	 早川委員より	 

	 ・サロンの先生方から、自己肯定の低い学生が多いと相談されることが増えてきた。サロン入社後も、 
	 	 自分に自信を持てない様子である。学校において、自己ＰＲ力や、プレゼン力を高める教育をもっと 
	 	 増やして頂き、自信を持たせてほしい。 
	 離職率低下につながっていくのでは。	 

	 

今後の改善方策	 

	 ・今年度開催した接客セミナー（高野先生）はとても内容の濃いセミナーだったため、３１年度も引き続き 
人間力を高められるようなセミナーが開催していきたい。 

	 

	 

	 



（基準４）総括	 教育環境向上のため、資格取得の向上・きめ細やかな学生指導・産学連携の強化を実施した。 
 
・今年度の休学は１年生５名、退学が３名、２年生１名となった。３０年度２年次卒業見込み試験において、	 

１名が不認定となった。近年は精神不安定な理由・基礎学力を持たない学生・友人関係に悩む学生が増え、	 

指導が難しいケースが出てきている。それらの対策も検討する必要がある。	 

	 ・卒業生の情報収集に力を入れ、オープンキャンパス・セミナー等を開催した。	 

・長野校、松本校の取り組みとして技術向上委員会を立ち上げ、産学連携によるコンテスト指導を行った。	 

・技術向上委員会により、現場としてモチベーション向上に繋がり、予算についても組織化し、明確になった。	 

	 来年度も継続していくか、今後検討していく。	 

	 

学校関係者評価委員コメント	 杉山委員より	 

・先生方のお話しを聞き、教育の難しさを感じた。学生たちの家庭環境・関わってきた人との関係性 
	 	 によっても変わってくる。何を基準に教育していくべきか。頑張らせることは難しいと思うが、 
	 	 社会人として人に恵まれる事が、１番大切なので、コミュニケーション力向上に力を入れていって 
	 	 ほしい。 
 
	 今後の改善方策 
	 ・姉妹学級の機会を今年度より増やし、学年・クラスの枠を超えて学校全体で学生をフォローできる 
	 	 教育環境づくりに力を入れていく。 
 
（基準５）総括	 ３１年度より実施する働き方改革に向けての対策。 
 
・働き方改革に伴い、時間外手当・労働条件等の説明の出来る様、講習会に参加し、顧問労務士のアドバイスを	 

受けながら、資料作成をはじめている。３１年度の就職ガイダンス時に支援サロンにも理解できる形式にして	 

いく。	 

	 ・働き方改革をふまえ、大会練習方法について、学生の資質を考慮しながら検討していく。	 

	 ・平成３０年度より技術向上委員会を立ち上げ、産学連携によるコンテスト指導を強化し、全国理美容甲子園全国

大会ワインディング部門において、銀賞を獲得。	 

・就労条件向上のため、支援サロンに対し就職セミナーを定期的に開催できるよう、働き方改革に基づき、資料	 

	 	 準備を始めている。	 

	 

学校関係者評価委員コメント	 早川委員より	 

・働き方改革に伴う諸問題についても、大変だと思うが場にあった方策にしていかなくてはいけないのでは。 
 
学校関係者評価委員コメント	 杉山委員より 

・学校支援サロン懇談会を、今後も開催してほしい。 
 
今後の改善方策 
・学校支援サロンの在り方の難しさを感じている。求人に繋げて考えてしまうサロンもあり、支援サロン 
	 の意味合いとして、学校としては、美容業界向上。美容師として即戦力となる学生育成。美容師を目指す 
高校生を増やしたいという考えのもと、学校支援サロンを立ち上げたので、選択授業の協力・ナガコレ参加。 
・就職ガイダンス時の労働条件についての説明等、本来の支援サロンの目的を理解してほしい。 
	 ３１年度は、働き方改革との兼ね合いもあるので、学校支援サロン懇談会または、就職セミナーを開催する 
予定である。 



 
（基準６）継続して、問題なく実施できている。緊急時の対応の強化として、両校連携体制を実施していく。 
学校関係者評価委員コメント 適切に行われている。 
	 

（基準７）総括：今後より一層、学生募集状況は厳しくなると考えている。本学園の魅力を正確に伝える事と、 
	 	 	 	 	 	 	 	 時代に合った広報活動を実施していく。 
 
	 ・学園ＨＰの充実の一環として、明確な学校の情報を配信するため、インスタグラムを実施している。	 

	 	 学園専用のｉｐａｄを購入。３１年度に向けて、高校生と直接情報を交換できるＬＩＮＥ＠を開始できるよう	 

	 	 準備を始めている。	 

・入試合格率は高く、ほぼ１００％である。また辞退率は３．３％であり、経済的理由、学力不振、進路変更、	 

素行不良等退学理由は多岐にわたり、学生一人一人に対する基本的な生活指導の重要性が年々高まっている。	 

	 

学校関係者評価委員コメント 	 適切に行われている。 
 
（基準８）継続して、問題なく実施できている。 
学校関係者評価委員コメント	 適切に行われている。 
 
（基準９）３月３１日付け報告書を、３月理事会にて承認後、学園ＨＰにて公開していく。	 

学校関係者評価委員コメント	 適切に行われている。 
	 

（基準１０）継続して、問題なく実施できている。 
	 ・課外活動においても、積極的に参加している。（ナガコレ・SBC こどもフェスタ等）	 

学校関係者評価委員コメント	 適切に行われている。 
 
２．重点目標について（別紙１・２参照） 
（１）３０年度重点目標実施報告 
①   教育活動	 ②学修成果	 ③学生募集と就職 
３月３１日時点で３０年度重点目標の実施状況の報告 
３１年度も引き続き、重点目標を中心に向上していく努力をしていく。 
 

学校関係者評価委員コメント	 適切に行われている。３１年度も引き続き教育内容を向上していってほしい 
 
（２）３１年度重点目標 
②   教育活動	 ②学生支援	 ③学生募集 
・引き続き「整理・整頓・挨拶・礼儀」を身につけさせる。 
・教職員の統一指導と技術向上を目指す。姉妹学級の強化。 
・教職員の技術向上のため、資格取得を推進していく。 
・学生が学校生活を快適に送れる環境づくりを強化していく。（カウンセリング室の検討） 
・ボランティア活動・各種イベント・コンテスト出場等、学生の自発的活動を支援。 
・在校生の満足度を向上させるために、対策をとっていく。 
 
 
 
 



 
 学校関係者評価委員コメント	 早川委員より 
	 	 ・重点目標を軸として、学生たちが幸せに満足度の高い学校生活になるよう、ぶれないよう内容の 
	 	 	 濃いものにしていってほしい。 
 
	 今後の改善方策 
	 	 ・３０年度より質の高い学校となるよう、全職員が共通意識のもと、１つ１つを大切に考え、具体的 
	 	 	 方策を協議しながらすすめていく。 
 
３．次回予定 

３１年度第１回学校関係者評価委員会	 平成３１年８月	 ７日（水）	 １０：３０～ 
 
 


