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

基準６　教育環境

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
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組織体制はあるか
課外活動に対する支援体制は整備されているか
学生の生活環境への支援は行われているか

職員の能力開発のための研修等が行われているか

基準４　学修成果

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

就職率の向上が図られているか

保護者と適切に連携しているか
卒業生への支援体制はあるか
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
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
関連分野における業界との連携による卒後の再教育プログラム等を行っているか

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
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
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

基準５　学生支援

目　　次（評価項目一覧）

基準１　教育理念・目的・育成人材像等

目的等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
運営組織や意思決定機能は、規則等において明確化されているか、有効に機能してい
るか
人事、給与に関する規程等は整備されているか
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
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

理念・目的・育成人材像は定められているか
学校における職業教育の特色は何か
社会のニーズ等を踏まえた学校の将来構想を抱いているか
学校の理念・目的・育成人材像・特色・将来構想などが学生・関係業界・保護者等に
周知がなされているか
各学科の教育目標、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

基準２　学校運営

資格取得等の指導体制、カリキュラムの中での体系的な位置づけはあるか

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・兼務含め）を確保する
などマネジメントが行われているか
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

授業評価の実施・評価体制はあるか
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
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

教育活動等に関する情報公開が適切になされているか
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

基準３　教育活動
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
教育理念、育成人材像や業界のニーズを踏まえた学科として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
学科等のカリキュラムは体系的に編成されているか
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
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
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
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基準１０社会貢献・地域貢献
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
学生のボランティア活動を奨励、支援しているか
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

財務情報公開の体制整備はできているか

基準９　法令等の遵守
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
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
自己評価の実施と問題点の改善を行っているか
自己評価結果を公開しているか

基準８　財務
中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか
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正に行われているか

学内外の実習施設、インターンシップ、海外研修の場等について十分な教育体制を整
備しているか
防災に対する体制は整備されているか

基準７　学生の受入れ募集
高等学校等接続する機関に対する情報提供等の取組を行っているか
学生募集活動は、適正に行われているか
学生募集活動において、資格取得・就職状況等の情報は正確に伝えられているか
学生納付金は妥当なものとなっているか



1 - 1　理念・目的・育成人材像は定められているか
本校の学校理念である「進化し続ける、心を彩る。」を体現すべく「感動を生み
出す、個性と創造性を伸ばす。」を教育理念として示している。

1 - 2　学校における職業教育の特色は何か

1 - 3　社会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・関係業界・保護者
 等に周知がなされているか

1 - 5　各学科の教育目標、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

2 - 6　目的等に沿った運営方針が策定されているか

2 - 7　運営方針に沿った事業計画が策定されているか

学校理念、教育理念に基づき運営方針が策定されている。各学期末ごとに校長訓示等
により具体的に指針を示している。

理事会、評議委員会の意見を聴取し、運営方針に沿った年間の事業計画を策定してい
る。

2-12 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　３　２　１

2-13 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　３　２　１

2-10
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　３　２　１

2-11
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　③　２　１

2- 8
運営組織や意思決定機能は、規則等において明確化されている
か、有効に機能しているか

④　３　２　１

2- 9 人事、給与に関する規程等は整備されているか ④　３　２　１

評価項目 適切…４　ほぼ適切…３
やや不適切…２　不適切…１

2- 6 目的等に沿った運営方針が策定されているか ④　３　２　１

2- 7 運営方針に沿った事業計画が策定されているか ④　３　２　１

基準２　学校運営

1 - 1 理念・目的・育成人材像は定められているか ④　３　２　１

1 - 2 学校における職業教育の特色は何か ④　３　２　１

評価項目 適切…４　ほぼ適切…３
やや不適切…２　不適切…１

1 - 5
各学科の教育目標、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　３　２　１

1 - 3 社会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　３　２　１

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・
関係業界・保護者等に周知がなされているか

④　３　２　１

業界が求める価値ある人材を高めるために「徹底した基礎知識と基礎技術」及び「マ
ナー･コミュニケーション能力」の習得と「創造力や感性」を身につけることで業界
に受け入れられ活躍している。さらに、充実した施設設備による実習カリキュラムを
実施していることも優秀な人材育成につながっている。

社会のニーズが多様化していく中で業界、学生、保護者に高く評価して頂く将来構想
を模索し、それに合わせた教育内容、人材育成、学校運営を行っている。

本校の理念･目的･育成人材像等は、入学時に「学生便覧」を学生全員と保護者に配付
し、周知を図っている。さらに新入生のオリエンテーション時にも周知し、学校理解
を深めている。また学外への公表は、ホームページや学校案内等でも行っている。

教育目標や育成人材像等については、業界団体、関連業界が求める人材の把握に努
め、対応しながら学校としての方向づけを行っている。

基準１　教育理念・目的・育成人材像等



2 - 8　運営組織や意思決定機能は、規則等において明確化されているか、有効に機能
 しているか

2 - 9　人事、給与に関する規程等は整備されているか

2 - 10 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 - 11 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 - 12 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 - 13 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

 

3 - 14 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

理事会、評議委員会の意見を聴取し、運営方針に沿った年間の事業計画を策定してい
る。

運営組織や意思決定等については、寄附行為や学則、及び本校組織図等に示され、円
滑に運営されている。

人事や給与については、本校就業規則および給与規程に基づいて明確に定められてい
る。教職員にも周知され適切に運用されている。

教務･財務等の組織整備などについて、重要事項は理事会･評議委員会にて意思決定、
報告を実施している。また定期的に管理者会議、教職員会議を開催することにより組
織としての意思決定･周知徹底を図っている。

理容師・美容師の地位向上と信頼向上とともに、関係法規を徹底遵守している。　創
立71年の伝統校として、地域に根差した学校づくりを続け、地域社会と連携し環境の
向上に寄与している。

本校の教育活動に関する情報公開は、ホームページ、SNS、学校案内等により実施し
ている。

「カリキュラム管理」と「学籍･成績管理」システムの2系統で構成され、学校運営の
効率化を図っている。

本校における教育理念、及びその目的･目標を明確にし、その実現に向けて実施方針を
策定している。

基準３　教育活動

3-27 職員の能力開発のための研修等が行われているか ④　３　２　１

3-25
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・
兼務含め）を確保するなどマネジメントが行われているか

④　３　２　１

3-26
関連分野における先端的な知識・技能等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

④　３　２　１

3-23
資格取得等の指導体制、カリキュラムの中での体系的な位置づ
けはあるか

④　３　２　１

3-24
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　３　２　１

3-21 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 ④　３　２　１

3-22
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　３　２　１

3-19
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　３　２　１

3-20 授業評価の実施・評価体制はあるか ④　３　２　１

3-17
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　③　２　１

3-18
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　３　２　１

3-15
教育理念、育成人材像や業界のニーズを踏まえた学科としての
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　３　２　１

3-16 学科等のカリキュラムは体系的に編成されているか ④　３　２　１

評価項目 適切…４　ほぼ適切…３
やや不適切…２　不適切…１

3-14
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　③　２　１



3 - 15 教育理念、育成人材像や業界のニーズを踏まえた学科としての修業年限に対応した

3 - 16 学科等のカリキュラムは体系的に編成されているか

3 - 17 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 - 18 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・

3 - 19 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、

3 - 20 授業評価の実施・評価体制はあるか

3 - 21 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 - 22 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 - 23 資格取得等の指導体制、カリキュラムの中での体系的な位置づけはあるか

3 - 24 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

3 - 25 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・兼務含め）を確保する

3 - 26 関連分野における先端的な知識・技能等を習得するための研修や教員の指導力育成

3 - 27 職員の能力開発のための研修等が行われているか

基準４　学修成果

評価項目 適切…４　ほぼ適切…３
やや不適切…２　不適切…１

 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

見直し等が行われているか

年間カリキュラムの編成と、それに従ったシラバスの作成により明確にしている。

各学科とも目標に到達できるよう時間数を定め、各学科でその特色が出る体系的なカリ
キュラム編成になっている。

本校は、教職員のキャリア、役職別等により受講研修体制が構築されている。また教職
員の能力開発等のための講習や研修等の受講を奨励している。

 など資質向上のための取り組みが行われているか

業界のニーズや学生本人の希望を考慮し、より実践的な職業教育に努めている。また以
前から企業や業界団体に所属する講師が授業を実施している。就職後の人材ニーズとし
ては、特に接客に係る部分が重要な要素であるため、「マナー･コミュニケーション能
力」の習得に力を注いでいる。

 実技・実習等）が体系的に位置づけられているか

 いるか

 などマネジメントが行われているか

教育課程編成委員会の意見や、現場の率直な要望に対して、カリキュラムや教育内容に
反映するような体制を実施している。

関連分野における実践的な職業教育の主なものは、通常授業での実習と合わせ、2年次
には実務実習として実際に理容所･美容所で実習を行っている。

学期末に学生アンケートを行い、授業に対する評価を行っている。またその評価結果か
ら改善につなげるための施策も行っている。

職業教育に対する外部関係者からの評価は、実践的に行っている授業の成果を発表する
様々なコンテストなどで頂く評価と同様と認識している。校内コンテストでも業界関係
者を審査員として招き審査をして頂いている。本学の取り組みについて貴重な意見を頂
戴している。

成績評価は、適切な方法で行われ、学生にとってわかりやすく公平であり、学生便覧に
も明記してある。また教育目標への到達度を学生個人ごとに評価をしている。

理容師･美容師国家試験における資格取得に関しては、「国家試験対策」という授業を
設けている。その他にもメイク、ネイル、着付け、まつ毛エクステンション、色彩検定
等の習得にも組織的に対策を立てて、サポート体制を構築している。

各学科とも厚生労働大臣指定の理容師美容師養成施設として、要件を備えた教員が義務
付けられており、それぞれに該当する教員を確保している。

教員については、一定水準の人材を確保しており、外部の研修・講習等への参加を奨励
している。全体的なレベル向上のために更なる取組みを行う必要がある。

教員の資質向上のため、業界における先端的な知識や技能等の習得、指導力の育成等の
研修に積極的に参加できる体制を構築している。



4 - 28 就職率の向上が図られているか

4 - 29 資格取得率の向上が図られているか

4 - 30 退学率の低減が図られているか

4 - 31 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

4 - 32 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

5 - 33 進路・就職に関する支援体制は整備されているか

5 - 34 学生相談に関する体制は整備されているか

進路担当職員の下、進路指導室を開設しクラス担任が学生個々の就職希望に沿った指
導を行い、適切な時期と状況に応じて説明会、個別相談等を実施している。また履歴
書作成指導や模擬面接、就職試験の対策をグループまたは個別対応で行い、一人一人
に合わせた就職指導を心掛けている。

クラス担任が、学生に対して適切な対応を行っている。特に学生相談室の開設はない
が、担任レベルでの指導を実施している。専任カウンセラーは特に設置していない
が、カウンセリング研修を受講した教職員が担任等にアドバイスを行っている。

4-28

4-29 資格取得率の向上が図られているか ④　３　２　１

4-30

就職率の向上が図られているか

5-42
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
の取り組みが行われているか

④　３　２　１

5-43
関連分野における業界との連携による卒後の再教育プログラム
等を行っているか

４　３　②　１

5-40 卒業生への支援体制はあるか ４　③　２　１

5-41 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　３　２　１

5-38 学生の生活環境への支援は行われているか ④　３　２　１

5-39 保護者と適切に連携しているか ④　３　２　１

5-36 学生の健康管理を担う組織体制はあるか ④　３　２　１

5-37 課外活動に対する支援体制は整備されているか ④　３　２　１

5-34 学生相談に関する体制は整備されているか ④　３　２　１

5-35 学生に対する経済的な支援体制は整備されているか ④　３　２　１

評価項目 適切…４　ほぼ適切…３
やや不適切…２　不適切…１

5-33 進路・就職に関する支援体制は整備されているか ④　３　２　１

基準５　学生支援

退学率の低減が図られているか ④　３　２　１

4-31 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 ④　３　２　１

4-32
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　③　２　１

個別指導、進路指導室の活用、企業による説明会等により就職指導を徹底し、支援を行
うことにより就職率の向上を図っている。

　理容師･美容師国家試験については、仕事に就くために必要な資格であり、その他
の関連資格は、教養を身に付けたり就職活動を有利に進めることに有効な資格となっ
ている。その意味において、受験者全員が合格できるように徹底した受験指導を実施
している。

退学率の低減のために、担任が常に学生の状態をしっかりと把握し、保護者との連絡
を密に取り対処している。専門学校全体の退学率の水準より、本校の退学率はより低
いレベルにあると思われる。

担任とのつながり、業界紙、SNS等で活躍及び評価を把握している。

卒業後のキャリア形成については、活用するに十分なデータが手元に無いのが現状で
ある。連携企業での卒業生の活躍は把握しやすいが、その他の卒業生の情報収集につ
いてはより一層の把握が求められる。

④　３　２　１



5 - 35 学生に対する経済的な支援体制は整備されているか

5 - 36 学生の健康管理を担う組織体制はあるか

5 - 37 課外活動に対する支援体制は整備されているか

5 - 38 学生の生活環境への支援は行われているか

5 - 39 保護者と適切に連携しているか

5 - 40 卒業生への支援体制はあるか

5 - 41 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
社会人の受け入れ態勢、再教育の対応はしていない。

5 - 42 高校・高等専修学校等との連携によるキャリア教育・職業教育の取り組みが行わ
 れているか

5 - 43 関連分野における業界との連携による卒後の再教育プログラム等を行っているか

6 - 44 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

6 - 45 学内外の実習施設、インターンシップ、海外研修の場等について十分な教育
 体制を整備しているか

本校の教育環境は、教育目的を効果的に達成できるように整えられており、教育上必
要な施設･設備が基準に従って整備され、 それぞれの授業に対応できる実習室等が
揃っている。また、教室や実習室の他に多目的教室などの教育施設を備える複合施設
である。衛生分野としての清潔感は、在校生の校内清掃からも保たれていると考えて
いる。

　本格的なサロンスペース、最新鋭のシャンプ－設備、あらゆる講習やステージ等に
対応できるセミナーホールを完備しており、より高い水準で学べる施設が整ってい
る。学外実習は、2年次に理容所･美容所において60時間の実務実習が必修となってい
る。海外研修に関しては、希望者のみの参加で、日本では体験できないファッショ
ン・モードに触れる機会ととらえ年一回実施している

クラス担任が、学生に対して適切な対応を行っている。特に学生相談室の開設はない
が、担任レベルでの指導を実施している。専任カウンセラーは特に設置していない
が、カウンセリング研修を受講した教職員が担任等にアドバイスを行っている。

日本学生支援機構奨学金制度（高等教育の修学支援新制度）等の公的制度、民間の制
度を利用する支援がある。本校独自の制度としては、AO入試入学検定料全額免除、ま
た特待生及びスカラシップ制度による学費の一部を減額する制度がある。

学校保健安全法に基づく健康診断を毎年4月に実施し、再検査や精密検査の結果も学
校に報告して貰い、在学中の健康管理を実施している。

遠足、修学研修旅行、体育祭などの学校行事や、新入生オリエンテーション、諸団体
主催のコンテストに全学年参加することも課外活動として位置付けられている。

学生寮等の環境整備はしていないが、アパート等を紹介する体制を整えている。ま
た、遠隔地出身者のためのアパート家賃半額補助制度も実施している。自動車通学希
望者全員には本校駐車場を無料で提供している。

入学時に「学生便覧」を保護者に配付し、周知を図っている。必要に応じて連絡や面
談を行い、保護者とは可能な限り連携を密にとっている。

県内の高校を中心に、説明会や模擬授業等を行う他、学校施設の見学等も受け入れて
いる。また、高校からは、卒業生講話、就職講演、面接指導等の依頼もあり、相互に
職業実践的な取り組みを行っている。

卒業生がいつでも気軽に来校できる環境を整えている。就業･再就職などの相談に応
じている。本校は、同窓会組織が存在するため、業界での様々な情報交換の場として
活用している。

　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　３　２　１

基準６　教育環境

関連業界との連携によって卒後の再教育をするためのプログラム等の定義が整ってお
らず模索中である。

6-45
　学内外の実習施設、インターンシップ、海外研修の場等につ
いて十分な教育体制を整備しているか

④　３　２　１

6-46 　防災に対する体制は整備されているか ④　３　２　１

評価項目 適切…４　ほぼ適切…３
やや不適切…２　不適切…１

6-44



6 - 46 防災に対する体制は整備されているか

7 - 47 高等学校等接続する機関に対する情報提供等の取り組みを行っているか

7 - 48 学生募集活動は、適正に行われているか

7 - 49 学生募集活動において、資格取得・就職状況等の情報は正確に伝えられているか

7 - 50 学生納付金は妥当なものとなっているか

8 - 51 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 - 52 予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか

8 - 53 財務について会計監査が適正に行われているか

8 - 54 財務情報公開の体制整備はできているか

　本格的なサロンスペース、最新鋭のシャンプ－設備、あらゆる講習やステージ等に
対応できるセミナーホールを完備しており、より高い水準で学べる施設が整ってい
る。学外実習は、2年次に理容所･美容所において60時間の実務実習が必修となってい
る。海外研修に関しては、希望者のみの参加で、日本では体験できないファッショ
ン・モードに触れる機会ととらえ年一回実施している

全体的に整備されている。東日本大震災の教訓も踏まえ、消防計画の見直しを行っ
た。また教職員は、自衛消防講習会を積極的に受講し、災害等に備えて防災訓練を定
期的に実施している。

8-54 　財務情報公開の体制整備はできているか ④　３　２　１

学校運営の財務基盤においては、安定性を最優先に考え、中長期的な運営基盤の構築
に努めている。

学校としての運営方針を基に予算･収支計画を策定し、必要に応じて補正予算も組んで
いるが、いずれも評議員会･理事会の承認を得た上で執行している。

財務における会計監査については私立学校法に基づき、本学の外部監事2名により会計
監査が適正に実施されている。

基準８　財務

7-50 学生納付金は妥当なものとなっているか ④　３　２　１

8-52 　予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか ④　３　２　１

8-53 　財務について会計監査が適正に行われているか ④　３　２　１

評価項目 適切…４　ほぼ適切…３
やや不適切…２　不適切…１

8-51 　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　③　２　１

定期的に高等学校進路指導部に出向き、理美容業界の現状と今後に関しての説明及
び、本校の概要や特徴をご理解頂く活動を行っている。また、中学生上級学校訪問な
ども積極的に受入れ、早い段階での職業理解を促し募集に繋げている。

年間28回のオープンキャンパスを実施し、教育方針や授業内容、授業見学・施設見
学、実習体験など志願者が必要とする情報を詳細に伝えている。また、学校パンフ
レット、募集要項、学校ホームページ等において、資格取得状況・就職状況、学生納
付金について情報提供を行っている。

情報を発信していく上で、ＳＮＳでの情報配信は必要不可欠なツールであるが、ＳＮ
Ｓの種類によって配信頻度や情報内容など異なるが、より効果的な情報発信を継続的
に行っていかなければならない。

募集要項に分かりやすく明示してあり、更にオープンキャンパス時においても高校生
に対して周知している。学生納付金の水準は、県内の競合校と比べ妥当なものとなっ
ている。

7-48 学生募集活動は、適正に行われているか ④　３　２　１

7-49
学生募集活動において、資格取得・就職状況等の情報は正確に
伝えられているか

④　３　２　１

基準７　学生の受入れ募集

評価項目 適切…４　ほぼ適切…３
やや不適切…２　不適切…１

7-47
高等学校等接続する機関に対する情報提供等の取り組みを行っ
ているか

④　３　２　１



9 - 55 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 - 56 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

9 - 57 自己評価の実施と問題点の改善を行っているか

9 - 58 自己評価結果を公開しているか

10 - 59 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

10 - 60 学生のボランティア活動を奨励、支援しているか

10 - 61 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

評価項目 適切…４　ほぼ適切…３
やや不適切…２　不適切…１

9-55
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　３　２　１

学校ホームページ上で公開している。

基準９　法令等の遵守

基準１０社会貢献・地域貢献

9-58 自己評価結果を公開しているか ④　３　２　１

9-56 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　３　２　１

9-57 自己評価の実施と問題点の改善を行っているか ４　③　２　１

本校は、学校教育法、専修学校設置基準等の関連法令に基づき、学校法人化され、理
容師･美容師養成施設指定規則等の関係法令も遵守されている。

教職員間で注意喚起して個人情報の管理を行い、情報の漏えい防止に努めている。

自己評価により明確となった改善すべき事案については、実現可能な事項から順次、改
善すべく教職員が一丸となって取り組んでいる。

学校ホームページ上で公開している。

10-61
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　３　２　１

評価項目 適切…４　ほぼ適切…３
やや不適切…２　不適切…１

10-59
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　３　２　１

10-60 学生のボランティア活動を奨励、支援しているか ４　③　２　１

実施しているか

本校の教育資源や施設を活用した社会貢献に関しては、他分野校への教職員の派遣、
昼間生以外の理容師･美容師国家試験受験者指導の受け入れ、高校生対象の体験講
座、中学生を対象に職業体験の受け入れなどを行っている。さらに地域社会に根差し
た学校づくりを目的にハンドマッサージ、フェイスペイント等のデモブースを出店し
積極的に学生が貢献できる活動に参加している。また本校の施設において、教室や
ホールなどは試験会場や諸団体の研修などの目的で貸し出している。附帯教育事業と
して、通信課程を設置し、特に働きながら国家試験受験資格取得を目指す者を支援し
ている。

学生のボランティア活動については、今後は学校全体で取り組むように努め、地域社
会に貢献できるよう積極的に参加していき、学校理念に基づく人材を育成していく方
針である。

中学校を中心として職業講話や技術に対する体験講座などを積極的に受け入れ、また
は実際に出向き実施している。


