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1 理念・目的・育成人材像は定められているか（専門分野の特性が明確になっているか）・・・4 

 

「美を求め、美を創造し、豊かな心を持ち、礼節を重んじ、勤労を尊ぶ」と、教育理念、目標は校訓としても

はっきりと定められている。さらにこの教育理念、目標を具体的に実現できるように「全員卒業、全員国家試験

合格、全員就職」「笑顔と挨拶と清掃の徹底」という努力目標を定めている。 

 この「全員卒業、全員国家試験合格、全員就職」という努力目標を実現する具体的な方策として、本校では遅

刻・欠席の少ない学生の育成に勤めている。①本校の進級・卒業認定基準と②国家試験受験資格の要件の一つに、

出席時間数に関する厳格な基準があること、③就職に際して企業側が求める人材が、第一に出席率の良い学生、

ひいては欠勤のない社会人であることを踏まえた具体的取り組みである。該当年次、また 2 ヶ年の皆勤者、精勤

者を少しでも多く育てることを核として、日々教育活動に取り組んでいる 

 

 次に示したのは、昨年度及び過去 7 年間の本校生徒の卒業時点での皆勤者・精勤者数と、全体に占める割合

である。（次ページ資料参照）遅刻・欠席の少ない生徒の育成に取り組み始めた平成 25 年 3 月卒業の専門課程第

55 期生以降、卒業生の半数以上が皆勤者・精勤者である。本校が独自に行った電話での聞き込み調査によると、

関東近県（神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木）の美容専門学校 7 校の、平成 30 年 3 月卒業生に対する皆勤者・

精勤者の割合は 22.1％であるのに対し、本校の皆勤者・精勤者の割合は 67.1％にのぼる 

 

1 理念・目的・育成人材像は定められているか（専門分野の特性が明確になっているか） 4

2 学校における職業教育の特色は何か 4

3 社会経済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

4 理念・目的・育成人材像・特色・将来構想などが生徒・保護者等に周知されているか 4

5 各学科の教育目標、育成人材像は、業界のニーズに向けて方向づけられているか 4

評価項目

適切…４　ほぼ適切…３　やや不適切・・・2　　不適切・・・1

(1).教育理念・目標
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 出席管理・体調管理を習慣づけることが、時間管理、実技の練習計画、といった全ての自己管理につながっ

ていくことを、現場で日々職員は見ている。皆勤者・精勤者の多い学年は学業の面でも成果を上げており、集団

のまとまりもある。数字としての実績追及が第一目的ではない。卒業後も、自分自身をしっかり管理できる皆勤

者・精勤者を一人でも多く育てるためである。地味ではあるが、職業教育を行う専門学校として、本校の教育姿

勢が将来の立派な職業人を育成するものと期待する。 

 広義の職業訓練学校としての本校の努力は先にも述べたとおりであるが、本校の専門分野は「美容」である。

美を求め、美を創造する心を常に持ち、接客業を志す生徒に不可欠な、礼節を重んじる心を身に付けさせること

を教育理念としている。 

また、美容師法の目的として定められた「公衆衛生の向上に資する」姿勢を育むため、清掃を徹底することを

教育目標の一つとして掲げている。 

 

2. 学校における職業教育の特色は何か・・・4 

 

 本校は、従来の美容技術（パーマネントウェーブ、結髪、化粧等）と新しい時代の美容技術（ネイルアート、

まつげエクステンション等）を融合させ、新時代の美容師を養成する職業教育を実践する専門学校として特異な

存在である。本校はカリキュラムの一部に、全国的に見ても稀な選択授業制を導入している。このシステムは学

生自身に自分の個性と職業適性を見極めさせる機会を持たせていること、職業意識を育て、将来の可能性を拡げ

る点で大きく成果を上げている。 

 

 また、選択した科目においては、就職して即戦力となれるよう、80 時間を２ヶ年、合計 160 時間をこの実技

選択授業にあてている。 
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3.社会経済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 

 

上記 2 で挙げた新しい美容技術をいちはやく導入することに加えて、ますます高齢化が進むと思われる社会の

動向をふまえ、福祉美容の分野も見据えて将来を構想している。かれこれ 20 年近く、近隣、県内の介護福祉施

設への慰問（お年寄りへの美容技術サービス）を年間に数回行い、生徒の将来の選択肢、将来の可能性を拡げる

とともに、社会経済のニーズを反映した学習活動を行っている。 

 

27 年度に行われた教育課程編成委員会からのご意見を反映して、それまで選択制だった美容福祉ヘルパーと

カラーコーディネイターの選択制を外し、2 つの科目を全学生が受講することとなった。 

これによって、以前は福祉ヘルパー選択者のみが行っていた、福祉施設への美容技術による慰問を、全員が行

えることになった。次ページに現在 2 学年に在学中の専門課程第 62 期生の教育課程及び授業時間数（2 年間）

を掲載する。前述の教育課程編成委員会による変更点は赤字で表示してある） 
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また、平成 30 年 4 月より専門課程の授業時間数が大幅に変更された。現在 1 学年に在学している第 62 期生の

教育課程・授業時間数を下記に掲載する。まず、理容・美容の修得者課程の制度新設に伴い、教科名の名称変更

が行われた。理容科・美容科の専門課程履修後に、修得者課程に進んだ際、重複科目は履修する必要がないよう

に、教科名から「美容」「理容」という限定が除かれた。時間数も従来の「美容保健」120 時間が「保健」とい

う科目名に変更されて 90 時間へ削減、「美容の物理・化学」は「香粧品化学」として 90 時間から 60 時間に削減、

「美容文化論」の 90 時間が「文化論」として 60 時間に削減された。時間数が増えた科目もあり、「美容技術理

論」は 120 時間から 150 時間へ、美容実習は 810 時間から 900 時間へとそれぞれ増えている。必修科目の総時

間数は、1410 時間と従来通りであるが、学科授業を縮小して、専門課目である美容技術理論・実習にウェイト

をおいた教育課程の変更となっている。 

 

専門課程・美容科　通常コース　　教育課程及び授業時間数（２年間）

授業時間数

　関係法規・制度 ３０時間以上

　衛生管理 ９０時間以上

９０時間以上

　香粧品化学 ６０時間以上

　文化論 ６０時間以上

　美容技術理論 １５０時間以上

　運営管理 ３０時間以上

　美容実習 ９００時間以上

１４１０時間以上

１００時間以上

６０時間以上

８０時間以上

　　　　　１６０時間以上

　美容総合技術 ２００時間以上

６００時間以上

２０１０時間以上

　トータルビューティー

選
択
課
目

計

一
般
課
目

　ビジネスコミュニケーション

　色彩学・環境科学

　美容福祉ヘルパー

合　　　　　計

専
門
課
目

　　計

課　　　　　目

必

修

課

目

　保健
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4 理念・目的・育成人材像・特色・将来構想などが生徒・保護者等に周知されているか・・・4 

 

4 月初旬に入学式が行われ、新入生を迎え入れるが、毎年入学式終了直後に同じ会場で、入学式に列席したご

父兄を対象に PTA 総会を行っている。 

 毎年 1～2 名を除いて、ほとんどの父兄がこのＰＴＡ総会に出席するが、この総会において、本校の基本方針、

教育理念、努力目標、本校の教育の特色をご父兄にお知らせしている。また、この総会の席上で、例年 7 月上旬

に行われる授業参観と第 2 回目のＰＴＡ総会の日時を前もって知らせ、生徒の学習活動の成果、学習の経過を父

兄に知らせる機会があることを伝えている。 

また、各学期の中間と終わりに学校新聞を発刊し、学生の学習活動の経過と成果を、学期の成績表とともにご

父兄に郵送で通知している。この学校新聞の冒頭ページには、毎号、本校の教育理念、目標を必ず掲載している。 

なお、この PTA だよりは 27 年度まで年度において 3 回発行していたが、28 年度より 1 学期半ばと 2 学期半

ばにも刊行し、年度において 5 回発行している。 

   

5 各学科の教育目標、育成人材像は、業界のニーズに向けて方向づけられているか・・・4 

 

 本校は、山梨県美容業生活衛生同業組合加盟の美容所開設者が、将来の後継者を育成するために設立した美

容師養成施設である。そのため、美容所の開設者や現役美容所従業員と、さまざまな学校行事、組合行事等を通

じて生徒共々職員も交流することが多い。 

 現場の美容所開設者ならびに従業員が折に触れて職員に求めるのは、基本的な美容技術を習得した人材もさる

ことながら、挨拶、返事、清掃、準備・片付け、最低限の一般常識をしっかり身に付けた人材を育成してほしい

という点である。 

 次頁に掲載した資料は、就職説明会に来校したサロン 19 店舗のオーナーと、学校運営理事会席上において、

学校運営理事 21 名に対して行ったアンケート結果である。 
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※ 上記アンケートは、複数回答のため項目ごとに総数が異なる。 

 

上記資料が示す通り、地味でありながら、挨拶・返事・準備・片付け・マナー、といった社会人としての最低

ラインが、本校を取り巻く美容業界の第一のニーズである。本校ではその点を踏まえて、社会人としての礼儀や

一般常識を備えた美容師を養成するために、「マナー」「作法」の授業を行っている。また、毎朝、生徒職員と

もどもあいさつ運動を実施し、マナーや作法の授業が授業時間のみで終わることなく、日々の学校生活に反映さ

れるよう努めている。成果を目で確認できる美容技術と異なり、成果のほどを実感できない事柄だけに、努力を

継続することは難しいが、日々の積み上げは必ず形になるものと考えて、地道な活動を継続したい。 

 

①  課題 

前述したように「美を求め、美を創造し、豊かな心を持ち、礼節を重んじ勤労を尊ぶ、笑顔とあいさつと清

掃の徹底」という教育理念、「全員卒業、全員国家試験合格、全員就職」という努力目標を指針に、日々教

育活動を行っている。しかし、本校及び本校の卒業生を受け入れる社会や業界はめまぐるしく変化している。

その変化に対応していくには、本校の教育の内容を絶えず見直ししていく必要がある。 
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② 今後の改善策 

年２回開催する教育課程編成委員会と連携し、カリキュラムの確認と見直しを絶えず課題として掲げ、検

討していく。 

 

③ 特記事項 

カリキュラムの一部に導入している選択授業制については前述の通りだが、定期的に、また若者の世代的

特徴の変化や社会のニーズに応じて随時、選択科目の入れ替えを行うなどして、いっそう本校の特色とて発

展させていきたい。既に素地はできているので、職業実践専門課程の認定を受けたことを機に、さらに一層、

推し進めていきたいと考える。 

 

昨今通信制高校を卒業した学生の入学が非常に増えている。従来は、全日制高校をなんらかの理由で退学し

て、通信制高校に転入・編入した生徒が 100％であったが、最近は中学卒業後に全日制高校を経ないで、通信制

高校に直接入学・卒業する生徒が出てきている。また、29年度入学者からは、通信制高校を卒業することも困難

で、高校卒業認定資格（旧大学入学検定）をもって、本校に入学してくる学生も出てきた。 

この傾向も手伝ってか、学生の基本的能力の格差が以前にもまして拡がっている。挨拶・清掃といった社会人

としての基本姿勢ですら習得が難しい学生も少なくなく、なお一層の日々の努力が必要と考える。 

 

[外部委員の評価]  評価委員 山梨県歯科衛生専門学校 校長 七沢久子様からの御意見 

 

美容祭りという学校イベント参加者から募ったアンケートによると、アンケート対象者が美容学校生と 

なんらかのつながり（家族や友人）がない人が 8割を占めているにもかかわらず、学校の校訓や努力目標を 

何となく知っていた人が 6 割を占めている。学生の保護者からのアンケートによれば、校訓・努力目標を 

知っていた人が 87％であり、評価できる点だと思う。学校の新聞等に毎号刷りこんでいることも功を奏して 

いるかと思う。また、このように適時アンケートを行うことは意外な現実を知ることができて、効果的 

であると思う。 

 

 現在、校内で見かけたことはないが、学校内に校訓を大きく掲示するのも良いかと思う。また、努力目標 

が抽象的でなく、全員卒業、全員就職、全員国家試験合格、と学生にも父兄にも具体的でわかりやすいことが 

非常に良いと思う。 

 加えて、皆勤者・精勤者が卒業年度の学生の 67％に達することは評価に値する。近県の学校の皆勤者・ 

精勤者が平均的に 22％程度であることを鑑みるに、素晴らしい成果を上げていると思う。 

 

 また、実務実習は学生にとって目で見る現実として、非常に良い勉強となると思うし、授業時間数の 

入れ替えがなされて、実習授業の時間数が増えたことも、現代の若者の学習傾向に照らして、時流に乗ってい 

るかと思う。 

 

教育課程編成委員 山梨秀峰調理師専門学校 校長 古屋 貞良様からも文章で御意見を頂いたので原文の

まま記載します。 

 

 「美容師である前に人であれ」と、人としてやるべきことを大事にする人間教育を大切にすることや、 

人間社会で生きて行くには人とのコミュニケーションをとることが一番の基本です。サロン様からの御意見に

もあるように、技術よりは挨拶、清掃、マナーそして素直、誠実、謙虚であれと一般常識を教えることが大切で

す。 

 衛生分野である美容・理容と、調理師は読んで字のごとく衛生第一です。美容・理容は人々をきれいにする

ことによって喜ばれ、調理師は美味しい料理を提供することで人を笑顔にし、生きる元気を与え、幸せな気持ち

を呼び起こすことができると言われております。ただ、同じ衛生分野でありながら違うところは、美容師は、ピ

アス、ネックレス、指輪などで着飾ることができますが、調理師の場合は全く逆で、口に入るものを作る関係上、
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身に付ける飾り物などは一切だめです。ただし、若い子供たちはお洒落をしたいのは当たり前ですので、仕事以

外は自由です。 

 さて、近年少子化による生徒数減少のため、様々な学校で定員割れが相次いでおります。今後学生の確保は

一層困難になります。今から 5年後に高校卒業者は 1割減、10年後は 2割減と言われております。そんな中で生

き残るための今後の改善策ですが、職業実践専門課程を通して、各委員の皆様からの御意見を伺いながら、特色

ある学校つくりをしていくことが大切だと思います。また、年々減少する高校卒業生ばかりを頼るのではなく、

一般社会人、大学生にも目を向けて行くことが必要かと思います。（私どもの秀峰調理師専門学校では、30年度

入学生では社会人・大学卒業生が全体の 2割くらいありました。参考まで）その他外国人などの留学生を受け入

れることも、これからは必要になってくることが考えられます。 
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1 目的等に沿った運営方針が策定されているか・・・4 

 毎年 3 月に来年度の事業計画を発表し、校外講師を含む全教職員が会して学校運営、授業等の計画に関する会

議を行っている。この席上において「山梨県美容専門学校教育趣旨」と、「美容師養成施設教科課程の基準の運

用について」の確認を毎年必ず行っている。「教育趣旨」は①本校の教育原点 ②学校運営の基本 ③本校の校

訓 ④校長指針 ⑤学生募集 ⑥生徒の資質と状況 ⑦講師（教師）への要望 ⑧学校経営に関する事項 の 8

項目に分かれ、運営方針の徹底と、教職員が教育活動に対する自身の姿勢を再確認する良い機会となっている。 

 

2 事業計画に沿った運営方針が策定されているか・・・4 

 事業計画については、運営方針に基づき、毎年 3 月に行われる上述の会議において、校外講師を含む全教職員

に来年度の授業計画、学校行事等事業計画の全容が発表される。 

 

3 運営組織や意志決定機能は、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 

 日常の学習活動等について、重要性がさほど高くなく、かつ早急に決定すべき事項は、学級・学年の担当又

は管理職が決定している。全生徒に関わる活動については、学校長のもと、月一度の定例職員会議または臨時の

職員会議で決定している。学校運営全体にかかわる事柄については、職員会議を経て学校運営理事会にはかり、

承認を得ている。 

 

4 人事、給与に関する制度は整備されているか・・・4 

 本校は山梨県美容業生活衛生同業組合により設立され、教職員は美容組合の職員ということになる。人事考課、

給与規定等は、山梨県美容業生活衛生同業組合 職員就業規則に整備されている。なお、就業規則は平成 29 年

5 月 23 日の組合理事会で改訂された。 

 

5 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 

 教務担当、経理担当者を配置し、十分な協議のもと、意思決定を行っている。また、年度初めに際して、毎年

校務分掌表を作成し組織整備を徹底していることが、業務の効率化につながっている。 
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6 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・・・3 

 法令の遵守という狭義のコンプライアンスのみならず、社会規範・道徳等についても、教職員に徹底を図って

いると同時に、生徒にも同様の指導を行っている。 

 自家用車で通学する生徒が 3/4 を占める本校では、入学前の事前登校に際して、警察官 OB の交通指導員をお

招きして、道路交通法の遵守についての講習を行っている。また、講習の中で、初心運転者が起こしやすい交通

事故について、学校付近の交通事故多発地点についても説明を行っている。 

 

 また、本校生徒の大多数が入学時は未成年者であることから、学校建物、学校敷地内は成年を迎えた生徒も含

め全員が禁煙である。通学時においても、特に学校付近で歩きながら喫煙等行わないよう、朝の通学時間帯は職

員が学校付近で毎日見まわりを行っている。 

また、朝の登校時に、学校付近の通学路で尋常でない速度で走行して登校したり、信号のない交差点でも停止

せず危険な運転をする学生が時折出ることがあり、近所からの通報を受けることが年に数回ある。遅刻をしたく

ないためにスピードを出してしまうのであろう。度々警察にパトロールをお願いしていたが、30 年 4 月から、

電動自転車 2 台を購入して学校付近の見まわり範囲を拡大して、学校外にある 3 か所の駐車場の見まわりに加え

て通学路の見まわりも職員が行うこととした。 

 

放課後においても、学校外駐車場 3 か所において、夜間に本校の学生と思しき学生が数人で談笑して、近隣の

住民の安眠を妨げたような出来事が過去にあったため、学校外駐車場の放課後の使用時間を定めて、職員が指定

の時間に駐車場に施錠することとしている。 

 

本校は緑が丘北新自治区に属している。2 か月に 1 回程度、「学校コミュニケーション」と称して、全学生が

緑ヶ丘公園に集まって簡単な学生集会を行っている。30 年度も、5 月 12 日に、北新地区自治会長の佐野和郎氏

から学生に対して、地域と共存して広く学習を積むことの大切さについて、お話を頂いた。 

 

7 教育活動に関する情報公開が適切になされているか・・・4 

 本校は美容業生活衛生同業組合が将来の後継者育成のため設立した美容師養成施設であるが、設置者である組

合員（県内の美容組合加盟の美容所のｵｰﾅｰ）に対して、山美会報という月刊会報誌面上で、毎月学校の近況や学

校行事等をお知らせしている。また、昨年からは保護者あての学校新聞を年度において 5 回刊行している。広く

一般に対して、また本校入学希望者等に対しては、学校ホームページ上に学校の教育活動、学校行事、学校関係

者評価等を随時公表している。 

 

 また、30 年度 5 月から、ホームページ上で学生ブログのページを開設した。学生の目線で高校生を中心とし

た美容学校入学検討者に発信する学校紹介を目的としたブログである。更新頻度は目安として 1 か月に 2 回ほど

で、ブログ担当月をクラスごとに決めて、2～3 名のブログ委員が日々の授業の様子、イベントの紹介、告知、

感想などを綴っていく。担当職員が内容のチェックを行ってからアップロードに踏み切る。現役の学生が発信す

る生き生きした学校の情報が発信されることに期待している。 

 

 27 年度より年度末に、保護者と学校運営理事に対して「学校報告」として、国家試験合格率や、入学者・退

学者・退学率他の学修成果を報告することとした。 

 昨年度（29 年度）の学校報告に掲載した資料は、本報告書の随所に資料として添付してある。次ページに資

料の添付箇所を示す。 
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8 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 

システム開発により、生徒の出席管理、成績管理の実施並びに経費精算等の業務の効率化を図っている。 

 

①  課題 

学校運営の方針は明確に定められている。しかし、日々の学校運営の面からみると、絶えず社会の変化と動向

に即応した柔軟な体制であるかという点は、あえて課題として挙げることができる。 

 

「⑥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」の項目の評定が 3である。年度におい

て数回、地域住民から通学時の車の運転マナー（過度にスピードを出している等）や、駐車場での私語がうるさい、

公共施設の駐車場（近隣の緑が丘公園、緑が丘体育館）に本校生徒が車を停めている、生徒の歩きタバコを見た、

あまりにも車の運転が危険である、といった苦情の連絡がある。学校敷地内を離れた生徒の行動を監督するのは容

易なことではないが、公共のルールに則って地域と共存していくためには、地域社会へのコンプライアンスは必須事

項である。 

 

こういった苦情を受けて、朝の登校時と放課後、職員が交替で生徒駐車場及び学校付近の通学路の見周りに出

かけている。30 年度からは電動自転車 2 台を導入して、朝も放課後も 4 名の職員が 4 か所の見まわりをより広範囲

に行うよう方法を改善したが、依然として苦情はゼロにはならない。ゼロにはならないものの、見まわりを行っているか

ら現在の水準を維持しているのだと信じて、今後も地道に指導を続けたい。昨年から、あまりにも交通違反が目に余

る状態になった時には、警察に依頼してパトロールを行って頂くこととした。 

 

28 年 9 月より、学校外の 3 つの駐車場のうち、第一駐車場と第二駐車場に関しては、放課後 5 時 30 分に職員が

毎日施錠を行っている。深夜に駐車場で生徒が談笑して、駐車場付近の住民から苦情がきたためである。施錠を行

ってから今のところ、苦情は来ていない。学生に対してマイナスのコントロールばかり行うのは腹立たしい気持ちにも

なるが、やはり地域社会に対するコンプライアンスを優先して生徒指導を行っていかねばならない。 

 

大項目 小項目

関東近県7校の皆勤者数・精勤者数と割合 （1）教育理念・目標
①理念・目的・人
材像に関して

過去6年間の美容師国家試験合格率本校と全国の比較
（専門課程のみ）

（3）教育活動
⑩資格取得の指
導体制

過去6年間の就職状況 (4)学修成果
①就職率向上に
ついて

過去7年間の入学者数・退学者数・卒業生数、ならび
に全体に占める割合

(4)学修成果
③退学率低減に
ついて

第1回（2009）からの理美容甲子園出場者数ならびに
出場種目

（5）学生支援 ⑤課外活動

過去5年間における東京ﾋﾞｭｰﾃｨｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（旧称ライオ
ン国際大会）の入賞者数

（5）学生支援 ⑤課外活動

本評価報告書での添付箇所
記載資料

平成29年度　学校報告　記載事項
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② 今後の改善策 

理事長・校長と教職員管理者との意志疎通、および教職員管理者と一般の教員職員との意志の疎通は、本校

の教育理念と目標に沿って、絶えず組織的にチェックしていくことが大事と思われる。外部委員の意見をよく聞

くようにしたい。 

 

③ 特記事項 

地域に根差し、業界に直結した専門学校として、学校運営は合理的であり、マネジメントは優れている。優れ

ている半面、わが国の会社によく見られる特徴として、トップの判断、管理職の判断が優先するという風土に甘

えやすい。学校評価等の方法で、絶えず自己点検していく必要がある。 

 

[外部委員の評価]  

関係者評価委員 有限会社オールビューティーエーアンドエー 会長 雨宮 正次様からの御意見 

 

所要で来校する機会は多いが、最近男子学生の挨拶が良くなっているように感じる。挨拶のみならず、表情や

態度、物腰なども感じが良くなっている。もっと美容業界について、テレビ放送や、マスコミでの露出等がある

と、学生数の増加、美容業界全体の盛り上がりにつながっていくように思う。 

 

美容材料商として、サロン様との接点も非常に多いが、オーナー様からの御意見として、この学校の特色であ

る実務実習については、「実習生を迎えるのは正直面倒だ」との声もよく聞く。こちらの美容学校は、そもそも

サロンのオーナーが次世代の美容師を養成するために設立した美容組合立の美容学校である 

ことを、最近の若いオーナーが認識していないのか、または認識が薄いのか、その点にも問題は多々ある 

が、実習に行く学生の学ぶ姿勢に大きな問題があることが、オーナーたちから不満が上がる主たる理由であると

思われる。学校側はよりいっそう、実務実習前教育を学生に対してよく行うことが必要かと思う。 
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1 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 

 

本校は、校訓として「美を求め、美を創造し、豊かな心を持ち、礼節を重んじ、勤労を尊ぶ。 笑顔と挨拶と

清掃の徹底」を教育方針・校長指針に掲げ、「全員卒業、全員国家資格取得、全員就職」を努力目標としている。

本校は生徒が職業的自立に向けて必要な知識・技能・一般常識を育む教育により、学校から社会・職業へとスム

ーズに移行できる能力を身に付けることを目標として、教育課程を編成、実施している。専門的知識・技術と同

等またはそれ以上に、人間力の基本となるコミュニケーション能力、礼儀・マナー教育、接客業に不可欠である

的確な状況判断に基づいた問題解決能力を伸ばすことに重きを置いて、必修選択科目の中にビジネス・コミュニ

ケーションという科目項目を設定し、「マナー」「作法」等コミュニケーションと礼節を学ぶカリキュラム編成を

している。 

年間 5 回ほど行われる「コミュニケーション」授業では、全校生徒が一堂に会し、各クラス代表が学習活動の

近況を全生徒の前で発表したり、学校周辺の清掃を行って、清掃の大切さ、勤労の大切さを実感できるよう指導

している。また毎朝、職員と係りの生徒が笑顔で朝のあいさつ運動を行っている 
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2 教育理念、育成人材像や業界のニーズを踏まえた教育機関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・・・3 

  

業界のニーズを踏まえた人材を育成することをベースに、学習時間については、法令に従ったうえで規程

の就業年限において一定の教育レベルに達することを目標として、カリキュラムを作成している。 

修業年限における教育到達レベルについては、各科目において概略的に策定されているものの、明確に規

定されてはいない。 

 

3 学科等のカリキュラムは体系的に編成されているか・・・4 

 

本校の学科の授業科目は、全国的に統一された必修科目と本校が独自に策定し、本校生徒全員が受講する

必修選択科目がある。本校独自に策定し、その中から生徒が独自に選択する自由選択科目としては、1年次実

技選択科目は 6科目から 1科目を選択、2年次実技選択は 8科目のうちから 1科目選択）と、体系的に編成さ

れている。実技選択科目については自由選択科目であるから、年度の学生数等や学生の希望、時代の動向を

考慮に入れながら、随時科目数を増やしたり減らしたり、また科目変更を行ったりして常に見直しを行って

いる。 

因みに 29年度は学生数が若干減少したので、1学年の実技選択科目の「ネイル」を削除することとしたが、

学生数が今後増加したり、学生からの要望が高まれば再度実技選択科目として採用する可能性もある。常に

柔軟な視野で選択科目を決定していく姿勢である。 

 

4 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・開発が実施されてい

るか・・・4 

 

カリキュラムの一部に、選択授業制を導入していることは（1）教育理念・目標の項目で述べているが、こ

の選択授業制は、学生自身に自分の個性と職業適性を見極めさせる機会を持たせ、自己の進路について熟考

することによって職業意識を育て、将来の可能性を拡げる点で大きく効果を上げている。全国的に見ても稀

であり、本校独自の教育方法であるといえる。 

 

30 年度より、山梨県立就業支援センターが「急がば学べ」のフレーズを掲げて行う、ハロートレーニング

（離転職者訓練）・美容師養成コースが本校で開催される運びとなり、この 4月に 1名の入学をみた。一度

社会経験のある「学びなおしの入学者」の職業訓練を、本校の学生として行うシステムである。入学金・授

業料等は助成金を受けられ、テキスト代等は実費負担となる。社会人を一度経験してから入学してくる学生

は今までにも珍しくないが、年長者であること、社会経験を積んでいることから、学習に対する心構えには

めざましいものがあり、ほとんどの学生が年若い学生の模範となってくれてきた。本校の年度あたりの募集

定員は 3名であるが、大きな歓迎と共に学生に迎えたい。 

 

5 関連分野の企業・関連施設等、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 

 

27 年度の教育課程編成委員会において、県内の調理師専門学校校長より、カリキュラム刷新の提案があり、

それまで選択制が導入されていた学科選択授業（美容福祉ヘルパーとカラーコーディネイター）の選択制を

外し、時間数も変更して両科目とも全員が受講する形となった。今年度より、全学生が美容技術実習サービ

スという形で老人福祉施設への慰問を行うことができるようになった。福祉施設と企業連携して職業訓練の

一つを学ぶ良い機会となり、地域貢献に資することもできることは二重に喜ばしい。 
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6 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 

 

本校生徒は、1年次の春期休業、2年次の夏期休業中に、美容組合加盟の美容サロンで 5日間の実務を学ぶ

実務実習を行っている。この実務実習は授業時間に含めていないが、授業と同等の扱いとして、受け入れ側

の美容所には学生をよく指導してくださるようお願いしている。授業と同様 1日約 6時間、5日間に渡り合計

30 時間の実習を 2回、2年間で総計 60時間の実務経験となる 

 

 

7 授業評価の実施・評価体制はあるか・・・3 

 

昨年まで、毎年 7月に行われている山梨県美容技術選手権大会に集まった県内の美容所開設者、従業員等から、

本校に対するご意見をアンケートの形で頂いていた。 

また、同じく毎年 7 月に行われる 1学期のＰＴＡ総会と授業参観に来校頂いたご父兄からも美容業関係者とま

ったく同じ内容のアンケートを行っていた。 

 

職業実践専門課程の申請に伴って行ってきたこのアンケートも 3年を数え、美容業関係者とご父兄のアンケー

ト結果に弱冠の違いこそあれ、毎年手厳しい評価が付く項目は、授業等の教育活動に対してではなく、挨拶、返

事、日々の清掃等、生徒の基本的生活習慣に対する項目であった。 

 

アンケートを行ってきた 3年間を通じて結果に大きな変わりが見られなかったのは、もちろん学生の質や学校

の活動に変わりがないことに大きな原因があることは確かだが、組合の技術大会の運営に携わった美容業界関係

者がほぼ毎年顔ぶれが同じであることにも一部起因するかもしれないと考え、今年度からは 10月の美容祭りに

参観された一般のお客様からアンケートを徴収した。予想外のことであったが、アンケートにご回答頂けた総数

が 50のところ、本校、または在学生、卒業生との接点がない回答者が 41名と、全体の 82％を占めた。 

 

保護者に対するアンケートに関して、今年度は、7月の授業参観や技術大会、9月の美創祭等学校イベントを

見て頂いた後、9月末の研修旅行説明会時に行った。アンケート結果を次に掲載しておく。 
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8 職業に関する外部関係者からの評価を取り入れているか・・・4 

 

昨年まで、毎年 7月に行われている山梨県美容技術選手権大会に集まった県内の美容所開設者、従業員等から、

本校に対するご意見をアンケートの形で頂いていた。 

また、同じく毎年 7 月に行われる 1学期のＰＴＡ総会と授業参観に来校頂いたご父兄からも美容業関係者とま

ったく同じ内容のアンケートを行っていた。 

 

職業実践専門課程の申請に伴って行ってきたこのアンケートも 3年を数え、美容業関係者とご父兄のアンケー

ト結果に弱冠の違いこそあれ、毎年手厳しい評価が付く項目は、授業等の教育活動に対してではなく、挨拶、返

事、日々の清掃等、生徒の基本的生活習慣に対する項目であった。 

 

アンケートを行ってきた 3年間を通じて結果に大きな変わりが見られなかったのは、もちろん学生の質や学校

の活動に変わりがないことに大きな原因があることは確かだが、組合の技術大会の運営に携わった美容業界関係

者がほぼ毎年顔ぶれが同じであることにも一部起因するかもしれないと考え、今年度からは 10月の美容祭りに

参観された一般のお客様からアンケートを徴収した。予想外のことであったが、アンケートにご回答頂けた総数

が 50のところ、本校、または在学生、卒業生との接点がない回答者が 41名と、全体の 82％を占めた。 

 

保護者に対するアンケートに関して、今年度は、7月の授業参観や技術大会、9月の美創祭等学校イベントを見

て頂いた後、9月末の研修旅行説明会時に行った。アンケート結果を次に掲載しておく。 
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9 成績評価・単位認定の基準は明確になっているか・・・4 

本校の成績評価は学則及び成績査定内規に規程するとおりである。要約すると、出欠席については、学科授業

は総授業時間数の 2/3 以上の出席があること、実習を伴う科目については総授業時間数の 4/5 以上の出席がある

ことが進級・卒業の基準である。 

成績に関しては、学科・実技とも各授業科目において行われる試験において 60 点を合格点とし、合格点に満

たない場合は再試験を行う。再試験を経ても合格点に満たない場合は、再々試験又は補習等をもって合格認定を

行うこととなっている。試験は筆記・実技・口頭試験によるが、科目の担当が授業の進度や科目の特性を鑑みて

決定している。 

 

10 資格取得の指導体制、カリキュラムの中での体系的な位置づけはあるか・・・4 

厚生労働省が半期ごとに発表している「美容師国家試験養成施設別合格率一覧」（下記資料参照）によると、

本校専門課程の合格率は、直近 6 年間は常に 90％以上である。一方、全国の直近 5 年間においては、最も合格

率が高いのは平成 28 年春期の 89.2％である。本校の教育方針のひとつである「全員国家試験合格」こそ達成さ

れていないものの、まずまず順当に教育成果をあげていることがわかる。 

 

本校では、平成 25 年度よりカリキュラムを修正して、実技選択授業のコースの一つに国家試験科目に特化し

たコースを追加した。これは、実技科目を苦手とする少数の学生が、年間を通じて国家試験課題に集中して取り

組むコースであるが、25 年春期より常に 90%以上の合格率を記録していることを考えると、この集中コースが

地道な成果を上げていると考えられる。この集中コースが導入される一年前の平成 24 年春期の合格率が 87.7％ 

であったことを省みると、大きな効果を上げているのかもしれない。 

  

また、筆記試験直前の 2 月には、総合技術の科目を国家試験筆記対策授業としてカリキュラムに組み入れ、実

技試験よりも合格率が低い筆記試験の対策を行っている。 

さらに、実技試験対策においても、筆記試験対策においても、生徒を習熟度別に区分してクラス単位よりさらに

少人数の指導体制を敷いている。 

以下に過去 6 年間の本校の国家試験合格率と、全国の国家試験合格室の比較を掲載する。 
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11 人材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育を確保しているか・・・4 

本校では、美容師養成施設として主軸となる頭部技術実習を中心として、まつげエクステンション等新しい時

代の美容技術と、着付け等伝統的な美容技術を融合して、生徒の職業選択の幅が拡がるような授業を行っている。

また、介護美容・福祉美容といった将来の新しい美容分野も視野に入れての人材育成を目標としている。地域、

ひいては時代との共生も視野に入れてエコロジーライフを実践できる人材を育成するために、環境の科学といっ

た授業科目も導入している。 

 

昨年までは、急速な国際化に伴い、簡単な美容の英会話を学ぶ「英語」の授業を行っていた。学生とほぼ同年

代の帰国子女の講師を招いて、時には英語のネイティブスピーカーである外国人 2～3 名が授業に訪れ、学生た

ちも楽しんで授業を受けていたようだが、講師の都合で昨年度で授業を打ち切らねばならない流れとなってしま

った。 

期せずして終了となってしまった英語の授業に代わって、この 4 月からは一般社団法人 ISD 個性心理学協

会から講師をお招きして、「コミュニケーション」という授業を導入した。人間性来の気質に着目して、立体的

に様々な角度から分類・分析して人間の本質を見極めるための実学だそうである。昨今、他人との距離感に悩む

若者が増えていて、美容師を志望しながらも、技術より接客に苦痛を感じる学生が年々増えている。コミュニケ

ーション授業を通じて、接客業に必要な、「自分を知り、他人を知る」ことを学び、従業員同士のコミュニケー

ションや、お客様とのコミュニケーションにおいて、少しでも学校で学んだことを役立ててくれたら、幸いと考

えている。 

 

12 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・業務含め）の提供先を確保するマネジメント

が行われているか・・・4 

 

本校は山梨県美容業生活衛生同業組合が設立した美容師養成施設である。美容組合の行う事業はさまざまある

が、その一つに「組合員の技能の改善向上」があり、美容組合加盟の美容所店主、従業員には全日本美容講師会

所属の美容師も多い。本校で行われている実技選択授業では、過去においても現在も、着付け、ヘアデザイン、

アップヘア、ブライダル、ネイル等の選択授業科目で、全日本美容講師会所属の美容師を講師として招聘してい

る。彼らは、日々美容界の最前線で活躍する現場の美容師でもある。 

 

平成 30年 7月 17日には昨年（平成 29年）の全国理美容甲子園全国大会のワインディング競技の上位入賞者

を招いて、7月 20日に行われた全国理美容甲子園関東地区大会において、ワインディング競技に出場する 5名の

学生に対しての技術指導を行ってもらった。彼女は、大阪府のグラムール美容専門学校の卒業生で、平成 30年 7

月現在本社を神奈川県におき、全国に 100店舗以上を展開するケンジグループの 30年度新入社員である。年齢

もほとんど変わらない、しかも大会を去年経験したばかりの講師から技術や経験談を分け与えてもらえたことは 

若い学生にとって本当に貴重な体験だったようで、今年度のワインディング競技の結果は優秀賞（全国大会出

場）1名、敢闘賞が 2名と、大会が開催されて以来最高の成績となった。 

 

13 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

取り組みが行われているか・・・4 

 

本校では、「まつげエクステンション」が世間的に注目されはじめた 6年前から、他の専門学校に先駆けて 3

名の職員をまつげエクステンションの講習に出向かせ、資格を取得させた。翌年よりすみやかに授業に組み込ん

で、学生に技術を習得させるようカリキュラムを変更した。今後においても、次々生み出される美容の新しい技

術をいち早く職員が学び、学生に還元できるよう努めていきたい。 
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14 職員の能力開発のための研修等が行われているか・・・4 

本校は 関東地区理容師美容師養成施設研修協議会の加盟校である。本協議会は年に数回、加盟校の教職員に

対する美容専門学校の職員向けの研修を行っている。5 月の総会時に行われる研修、秋期に行われる宿泊研修、

2 月に行われる研修が主たるものである。 

 

研修内容は主として、教職員の美容技術向上を目指した専攻分野における実務に関する研修と、学級経営の方

法や、集団心理、学生心理を学び、総合的な指導力を修得・向上を目指すための研修に大きく分かれている。そ

の他にも、例年 8 月には公益社団法人 日本理容美容教育センターが主催する全国研修があり、関東地区同様、

技術向上のための研修と総合的な指導力向上の研修が行われ、職員はその都度参加し自己研鑽に努めている。 

 

 また、本校は美容技能学校協議会の加盟校でもある。本協議会は、美容業の後継者育成のために設立された関

東地区の組合立の美容専門学校 4 校（千葉美容専門学校・栃木県美容専門学校・国際総合ビューティーカレッジ・

本校）の教職員が、学生に対して美容師として必要な知識、技能、マナー教育を中心とした専門教育を通じて、

美容師養成に全力を注ぐことを目的とする。 

 

本協議会の事業の一つとして、生徒及び教職員のための研修会、講習会を開催する事業があるが、毎年ではな

いものの、定期的に研修が行われている。直近では、平成 30 年 3 月 29 日、㈱国際パフォーマンス学研究所の佐

藤綾子先生に夜「信頼される教師のパフォーマンス学」と題した講習と、ISD 個性心理学協会のマスターインス

トラクター岩間律子先生による「自分を知って個性の活用術のアップ」という講習が行われた。 

 

① 課題  

 本校は非常に明確な教育理念と目標に沿って教育活動を行っているが、理念と目標が明確であるがゆえに「き

のうまでこれでよいのだから、あすもこれでよい」という安易なマンネリズムに陥りやすい。 

特に、まつげエクステンション、ヘッドスパといった新時代の美容技術における職業教育では、首都圏や都市

部の専門学校に立ち遅れないよう、めまぐるしく変化する社会状況や顧客のニーズを見逃がさないよう、謙虚な

姿勢を保ち続けることを今後の課題としたい 

 

② 今後の改善方策  

「教育活動」の１４項目の評価からも見えてくるように、「3」の評価がついた項目を見直すことが優先事項であ

る。短期計画に組み入れる事ができるものと、中期計画で取組むものと両方ある。 

 

（1）国家試験科目に関しては、当然ながら卒業時国家試験合格ということが、専門課程 2 年間の修業年限に応

じた本校の最終的な教育到達レベルであり、非常に明確である。しかしながら本校は国家試験科目でない科目も

半分を占めている。 

国家試験科目でない学科科目に関しては、学期ごとの期末試験等の数字が生徒の到達レベルの指標となるが、

実技選択授業等、点数での評点をつけていない科目（数字による評点で実技試験を実施している科目もある）に

関しては、到達レベルが曖昧になりやすい。界で、自校の現状分析と改革案を自主的に考えるグループワーク等

の講習が行われた。 

 

昨年から、年度開始時に、科目の中でのカリキュラムの見直しと到達目標の再設定をしなおして各担当講師か

ら報告書を提出して頂いている。また、授業終了時にはどのような形式であっても、見極め試験を行い、学校に

報告を義務付けることとした。 

 

（2）学生のキャリア形成の意欲を在学中に持たせることと、生涯にわたるキャリア形成の仕組みを学内に構築

し、卒業後も一対一の関係を維持していくこと。生徒に、生涯有効なジョブカードを作成させる取り組みを視野

に入れている。ジョブカードに関しては、着手してしまえば短期的な取り組みである。 
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（3）授業評価のシステムを学校の体制として築き、これをステークホルダーに向け本校の特色として打ち出す

こと 

 

③ 特記事項     

「今後の改善方策」の（3）は目標設定であり、具体的な改善方法ではない。まずは具体策を決定し、具体策に

基づいて着実に実行することが、職業実践専門課程の内容を今後さらに充実させることにつながると思われる。 

 

[外部委員の評価]  ｵｰﾙﾋﾞｭｰﾃｨｰｴｱﾝﾄﾞｴｰ 雨宮会長からの御意見 

材料商として美容所をまわると、実務実習に関して、受け入れ側のサロンのオーナーは、学生に対して「でき

る」に何らかの付加価値がつかなかないと評価できない、と考えているらしい。美容師になるために勉強してい

る学生、というよりは、あたかも美容師免許を取得して入店してきた新入社員に対する時とほとんど変わらない

気持ちで、学生を扱ってしまっているのだと思う。 

新入社員であったとしても、「できればよい」「こなせればそれでよい」というレベレベルでは、オーナーが

臨むサロンの水準には達しないのであろうが、学生にそこまで期待してしまうのは、期待する方が間違っている

と思う。その辺りは、オーナーの考え方にもよると思うが、オーナー側から言わせれば、学生を学ばせるのは営

業の範囲外であることだし、実務実習に来た生徒を育てよう、と真剣に考えているオーナーは少ないと思う。 

 

 

教育課程編成委員 手塚 勉委員  荻野 直樹委員からもご意見を頂いたので記載します 

 

 現在美容学校で教えていることもあって、生徒を日常的に見て接している【手塚委員】ので、学生がいきなり

サロンワークに入っても何もできないことはよくわかる。技術面で何もできないのはもとより、挨拶、一般的な 

接客、電話に応答（応対ではなく）すらできるわけがないと思う。 

  

なので、彼らにとっては「見ているのが勉強」だと思う。これは、その昔の職人の世界の「見て覚えろ」 

という高度な話とは次元が違う話である。学生はキラキラした夢を持って現場に赴くかもしれないが、現実実に

は白髪染めや年配のお客様がどの美容室も多い。人口比率からいってもそれが自然な現実であり、その点を 

身を持って、自分の目で現実を認識することこそ勉強であると思う。そのワンクッションすらなかったら、 

いざ就職した時の夢と現実の落差に今以上に耐えられないだろうと思う。実務実習の目的と意味合いはいろ 

いろあると思う。 
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1 就職率の向上が図られているか・・・4  

 平成 25 年度より、2 学年進級時の 4 月に行われる美容業界就職フェアに希望者を参加させている。首都圏を

中心とした美容サロンの合同就職説明会であるが、30 年度においても、東京渋谷のベルサール渋谷に 200 店舗

を超える美容サロンが集結し、本校からも 42 名の 2 学年生徒が参加した。生徒の就職に対する意欲を高める良

い機会となると同時に、学生にとっては他の美容専門学校生徒とコミュニケーションできる貴重な機会であるよ

うで、さまざまな面で生徒の良い刺激になっている。 

 

 また、30 年度は 6 月 5 日に、県内の大手美容サロン 5 社、県外の美容サロン 20 社、合計 25 社を招いて、2

学年生徒を対象とした就職説明会を行った。さらに夏休み明けの 9 月上旬には、県内の個人経営の美容サロンを

中心とした就職説明会を予定している。 

 さらに、ここ数年は晩秋になっても就職が決まらない生徒に対しては、放課後の時間を利用して、県内の美容

組合加入の美容サロンを 1 日につき 1 社ずつ学校に招いて、希望者を集めて少人数の会社説明会を行った。 

 上述した少人数の会社説明会と並行して、卒業間際まで就職先を決めない生徒に対しては、美容師国家試験の

実技試験が終了した卒業直前の 2 月に、各クラスの担任が就職に絞った個人面談を行っている。 

 

 昨年からの新しい試みとして、県内の大手美容サロンをバスで周遊見学してまわる「バスツアー」を行ってい

る。サロン様側からの要望で始めた試みであるが、学生の希望者を募り、一日のうちに 4～5 社のサロンを見学

してまわる。昨今の若者は就職活動を手を変え品を変え指南しても、最初の一歩を躊躇する者が多い。このバス

ツアーは、友人とグループで参加できることもあって、何事に寄らず 1 人では行動できない消極的な現代の若者

にとっては、非常に有効な形の就職への足掛かりであったと思う。 

 

近年夏休み明けに取り組んでいる試みとして、東京リーガルマインド甲府支社様にお越し頂いて、2 年生を対

象とした就職試験のための面接セミナーがある。5 名程度を 1 グループとした集団面接形式で、20 分間実際の就

職試験と同様の面接を行い、続いて 10 分間一人一人に対するフィードバックを行う。具体的なアドバイスや有

益な情報提供がその都度なされ、短所を聞かれたときの答え方、短所として答えない方がよいこと、短所があた

かも長所に聞こえるような話の仕方などのアドバイスが与えられる。 

うつや神経症等で調子を崩す若者が多いことから、企業側は自分で自分を癒すことができる人材を欲しがって

いること、「ストレスのたまった時の気分転換の方法」を面接の質問事項に入れてくる企業が増えているので、

自分なりのストレス解消法を答えとして準備して面接に臨むと良いこと、など面接現場をよく知るプロのアドバ

イスが聞けて、非常に実践的なセミナーである。 

学生に対するフィードバックにおいては、１人あたりほんの数分の面接にも拘わらず、おおよその人格を把握

してしまう面接官の力量に毎年生徒たちが驚いている。保護者でも学校職員でもない、第 3 者から人格を見抜か

れるのは、若い学生にとっては初めての経験であった可能性もあり、短時間ながら中身の濃い研修である。 
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 過去 6 年間の就職率（下記参照）をみると、平成 25 年 3 月以降は、最低でも 93.3％の生徒が卒業時に就職を

決めている。クラス担任が、卒業前の 1 か月に就職に焦点を当てた個人面談を行うようになってからの数字であ

ることを考えると、やはり、本校の持ち味である少人数制できめ細かい指導を行うことが、職業意識が希薄で自

己の確立が甘い現代の若者にとって非常に有効であることがわかる。 

今後においては、就職に特化した個人面談をもっと早い時期から定期的に行っていくのも「全員就職」という

努力目標を達成する手立ての一つと考える。 

 

 

2 資格取得率の向上が図られているか・・・4 

  

 美容師国家資格の取得率向上に対する取り組みは、3.教育活動の項目で述べた。その他の資格取得への取り組

みとしては、選択授業科目メイクアップにおいて、メイクアップディレクター2 級、3 級、選択授業ネイルにお

いて、ネイリスト検定 2 級、3 級取得への取り組みが行われている。選択授業 まつげエクステンションにおい

ては、日本まつげエクステンション協会 ジュニア・アイデザイナーの資格取得に取り組んでいる。また、救急

救命法基礎講習を 1 年時に全員が受けている。 

 

3 退学率の低減が図られているか・・・3  

 中途退学を防止するために、主として学級担任が非常にまめな生徒指導を行っている。小さな遅刻、欠席を見

逃さず、無連絡の遅刻・欠席があった場合は、すみやかに本人と父兄に連絡をとっている。また、遅刻・欠席の

多い生徒との個別面談もまめに行っている。 

 

文部科学省の平成 29 年度学校基本調査によると、平成 27 年 4 月の全国専修学校 専門課程入学者は 268,604

人、平成 29 年 3 月卒業者は 233,193 人である。この数字から算出すると、平成 29 年 3 月における全国の専修

学校専門課程の退学率は 13.18％ととなる。因みに 28 年 4 月入学、30 年 3 月卒業の本校専門課程第 60 期生の

退学率は 5.41％であった。 

 

直近 7 年間の本校の退学率は、多い年でも 12.5％（平成 27 年 3 月卒業 第 57 期生 次頁資料参照）で、全

国的に見れば低い方であるが、入学者全員を退学させることなく卒業させるという目標は未だ達成されたことは

ない。退学率を低減させるためには、入学試験を実施して合格者を決定する段階から、合格者一人一人にカウン

セリングを行っていくような地道な取り組みも必要かと思われる。 
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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・・・2  

 

 在校生の社会的活躍・評価については、組合行事協力、組合加盟サロンへの協力、美容技術大会出場等で把握

できていると思うが、卒業生の社会的活躍・評価については、人伝えで情報を得ることはあっても、学校側が自

発的に情報を収集しようと活動したことはない。今後、生徒が就職した美容サロンに対して、勤務状況など追跡

調査を行うことも必要かと考える。 

 

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・・・4 

 

 生涯を通じたキャリア・プランニングや職業能力証明に活用できるツールとして、学生自身にジョブ・カード

を作成させることを考えている。専門学校生の中でも、本校生徒はジョブカードに蓄積できる情報が多いかと思

う。 

2 年間で合計 60 時間行う実務実習や、美容技術サービスによる福祉施設への慰問、個人差はあるものの、美

容師国家資格以外に取得する認定資格も多い。生徒にとっては、これまで取得した資格や学習経験を文書にまと

めることによって、就職活動の際のアピールポイントが整理され、職業能力を視覚化することで将来のキャリ

ア・プランに役立てることができる。 

また、前述の実技選択授業や、マナーや作法の授業、国際化社会に向けた美容の英会話の授業、介護美容を視

野に入れた美容福祉ヘルパーの授業他、卒業後により多くの選択肢を持ってキャリア形成プランを練られるよう

なカリキュラムを常に見直しながら、今日に至っている。 

 

①   課題  

特に「卒業生」の社会的な活躍の評価を把握しているか、の項目の評価は 2 である。卒業した学生がどのよう

に活動の場を広げ、社会に貢献しているか把握することは、在校生の就職率の向上、離職率の低減に関して非常

に有効である。この評価項目を 2 から 4 にすることは大きな課題である 

 

②  今後の改善方策  

・資格取得率の向上････クラス担任の卒業支援、就職支援の体制において、数値管理を取入れることを検討する。 

・退学率の低減････クラス担任だけのテーマでなく、学校挙げてのテーマとし、数値管理できるように工夫する。 

 

②  特記事項  

 就職率の向上とともに、離職率の低減も課題である。現代の若者の特徴として、ひとたび職を離れてしまうと

次になかなか仕事につかず、ニート化ひきこもり化する傾向があり、大きな社会問題である。また、アスペルガ

ー障害に代表されるような心に障害を抱える若者も増えてきており、このような若者が職業人として社会生活を

普通におくっていくことは言うまでもなく容易なことではない。 

このことから、在学中にしっかりした職業意識を身に付けさせることや、就職してから社会人としての自分との
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向き合い方、気分的に調子を崩した時の対処方法をしっかり在学中に教えておく必要がある。 

 

 本校は関東地区理容師美容師養成施設教職員研修協議会の加盟校であるが、定期的に学校職員の研修の場が開

かれることは前述のとおりである。この関東地区の協議会でも、心に障害を抱えた学生に対する接し方、指導の

仕方は一大テーマとしており、年に一度はカウンセリングに関する研修が開かれる。本校ではその都度研修に学

校職員を参加させ、微力ではあっても心を病んだ生徒の将来が少しでも明るく、楽な道になるための指導ができ

るよう心がけている 

 

[外部委員の評価]  関係者評価委員 山梨県美容専門学校 PTA会長 小俣正貴様からの御意見 

（文章で頂きましたので、原文のまま掲載させて頂きます） 

 

1） 就職率の向上が図られているか について 

 

28 年度末から 2年連続して就職率が下落しているが、総じて良好な就職率を保っていることを鑑みるに、先生

方の熱心な取り組みのおかげと感謝している。 

ただ、就職しなかった学生については、それが自分の意志なのか、就職できなかったのかを保護者としては知

りたいところである。今後も生徒も含めて「全員就職」の共通認識を持ち続けてほしい 

 

2） 資格取得率の向上が図られているか について 

美容師国家資格のみならず、多くの資格取得に取り組んでいただいている。理美容業界の多様化に対応した、

素晴らしい取り組みだと思う。 

 

3） 退学率の低減が図られているか について 

 

先生方が生徒に寄り添って話を聞いてくれていることが、全国平均より低い退学率につながっていることと思

うが、生徒数が少ない学校のメリットであると思う。 

入学試験の面接時に、職業に対する思いと覚悟を聞くことで、退学率の低減、就職率の向上、離職率の向上に

つながるのではないか 

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 について 

 

卒業生が就職したサロンのオーナーにアンケートを取り、直接意見を聞いてみるという方法もあるとは思う

が、先生や職員の方も忙しいので、卒業後まで把握する必要があるのかよくわからない。就職した以上は、サロ

ンのオーナー等にお任せすればよいのではないか。 

 

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 について 

 

就職後の実情をデータ化し、在校生に伝えることで現実とのギャップを減らし、心の準備と覚悟を持たせると

良いと思う。就職率の向上につながるかはわからないが、離職率の低減には効果が期待できるかと思う 
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1 進路・就職に関する支援体制は整備されているか・・・4  

 

第 4 項の「学修成果」で述べたように、毎年 6 月上旬に、県内の大手美容サロン、県外の美容サロンを招い

て、2 学年生徒対象の就職説明会を行っている。夏休み明けの 9 月上旬には、県内の個人経営の美容サロンを

中心とした就職説明会を行っている。さらに 11 月後半には、就職未決定者に対して、美容組合加入の美容所が

1 店舗ずつ放課後来校し、少人数対象の会社説明会を行っている。28 年度においては、12 月から 1 月にかけて

県内の大手美容チェーンが合計 5 社来校した。また、卒業間際になって就職先が決まらない生徒に対しては、

各クラスの担任が就職に絞った個人面談を行っている。 

 

2 学生相談に関する体制は整備されているか・・・3  

 入学から 1か月が過ぎ、新入生の学校生活が軌道に乗り始めた 5月、毎年学級担任との二者面談を行っている。

生徒に対しての質問事項は学年で統一し、クラス委員の選出等もこの面談での回答を基に、学級担任が選任を行

っている。以降、二者面談は 1 学年生徒の学校生活が中だるみを迎える 10 月の終わり、就職活動に際して 2 学

年の 4 月、卒業直前に就職の決まっていない生徒に対して行われる。その他、適宜面談が必要な生徒には、学級

担任が放課後、昼休み等の時間を利用して随時面談を行っている。 

 

3 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  

 一昨年の学校関係者評価委員会席上で提案があった意見を基に、平成 28 年度より、学校より遠方に現住所が

ある生徒が一人暮らしをして通学する際、光熱費を年間 10 万円程度、2 ヶ年合計で 20 万円程度支援する制度を

スタートさせた。現在、2 名の学生がこの制度を利用している。学校が指定した地域に現住所があることが条件

であり、現住所の住民票と、アパート等の賃貸契約書の写しの提出があった生徒に光熱費を一部助成する制度で

ある。少しでも学生の経済的負担を軽減できていると思うと喜ばしい。 

 

また、本校では、学生本人向けの経済支援として、日本奨学金支援機構による奨学金制度を導入している。保

護者に対する支援としては、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」オリコの「学費サポートプラン」を導入し

ている。オリコの学費サポートプランは、学納金をオリコが立て替えて直接学校に振り込むシステムとなってい

て、保護者に手間を取らせず、安全な運用が保障されるため、保護者からご好評を頂いている。 
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 また、来年度の理容科の新設に先立って、日本学生支援機構の奨学金貸与対象学科として本校理容科の申請を

行い、29 年 6 月に貸与対象学科として認定された。このことにより、来年度の理容科入学生も学生支援機構の

奨学金を受けることができるようになった。 

 

4 学生の健康管理を担う組織体制はあるか・・・4  

 本校では、入学に際して受験者に医師の健康診断書を提出させている。入学後には 4 月末に、山梨県健康管理

事業団による健康診断をおこなっている。胸部レントゲン、血液検査、尿検査、身体計測、視力・聴力等の検査

であり、検査結果に問題があった学生には、再検査等を受けさせている。 

 

5 課外活動に対する支援体制は整備されているか・・・3  

  

平成 27 年度までは毎年 6 月上旬に、習得した美容技術の成果を発表する「制作発表会」を行っていた。2 年生

が美容技術と作品制作担当、1 年生はモデルや照明、大道具等の裏方にまわり、衣装や音楽、照明から演出まで

含めた総合的なヘアショーのステージであった。 

 

28 年度からは、新校舎を地域社会にお披露目する目的も兼ねて、学校新校舎において「美創祭」と題した学

園祭を行っている。ヘアショーの他、コンクール競技の披露、着付け、ネイル、まつげエクステンション、マッ

サージ、ブライダル技術他、美容学校ならではの授業内容を外部に対して紹介する。学園祭準備は授業時間を使

わず、2 年生が実行委員となり、生徒自ら運営する課外活動である。生徒の自主性に任せた課外活動であるが、

学校としては経費の面、放課後、休日における学校施設の解放等、できる限りの支援を行っている。 

 

 このような学園祭準備や技術大会出場への練習に加えて、春季・夏期休業中に学生が県内の美容サロンで実務

を学ぶ実務実習合計 60 時間を、本校では授業時間数に含めていない。であるから、このインターンシップも課

外活動であるといえる。実務実習については、6.教育環境の項目の（2）で詳述する。 

 

課外活動にもさまざまな形があるが、平成 30 年 5 月 12 日には、水泳マスターズ日本記録保持者の藤巻智様に

ご来校頂き、自分自身を弛まず鍛錬することの意義についてお話を頂いた。同じ練習方法に陥っていてはいけな

い、自分の弱点をしっかり認識し、発想を転換して練習方法の刷新を常に考えていかないと向上が遅れる、と具

体例も交えての講話に、生徒は興味深く耳を傾けていた。多くの技術大会を目指す本校の生徒にとって、大いに

参考となったと思う。 

 

また、6 月 15 日には、山梨県選挙管理委員会様より、選挙権を持つことの意義、国政に参加する意味合い等

を「主権者教育」と題して生徒に説明して頂いた。投票率の低さが叫ばれて久しいが、選挙は民主主義の基礎で

あり、投票率が上がることは民主主義の価値と意義を高める。選挙という国民の権利と義務を立派に果たすこと

は、職業人である以上に日本国民として果たすべき勤めであり、本校が生徒にしっかり学ばせるべき社会規範で

あると考えての課外活動である。 

 

 加えて、30 年 9 月 24 日には、理美容・エステサロンの経営者が組織する団体、SPC グローバルが開催するス

タイリング・コレクション 2018 中部大会に学生が初出場する。長野・岐阜・山梨の美容師、及び美容学生がア

イメッセ甲府に集い、技術を競い合うコンクールである。本校の学生は、学生ワインディング、学生カット、着

付競技に有志が出場する。理美容業界最大級のボランタリー・チェーンである SPC グループは、1966 年の設立

当初より、業界発展のための活動のみならず、社会貢献、地球環境保全についての取り組みなども行っている。

オリジナルブランドやオリジナル商品の開発、各種セミナーの開催、技術研鑽のための勉強会、技術大会の開催

など、一社では決してできない活動を組織だって行っている団体であり、学生が美容現場のプロと交流するのは、

課外活動として非常に有益なことと思う。 

 次頁には、ここ数年課外活動として出場している全国理美容甲子園、東京ビューティーフェスティバル（旧称

ライオン国際大会）と今年度初出場のｽﾀｲﾘﾝｸﾞｺﾚｸｼｮﾝ 2018 の大会結果を掲載しておく。 
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2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

平成30年 平成29年 平成28年 平成27年 平成26年 平成25年 平成24年 平成23年 平成22年 平成21年

開催地 第10回　神奈川県 第9回　神奈川県 第8回　神奈川県 第7回　茨城県 第6回　群馬県 第5回　神奈川県 第4回　山梨県 第3回　千葉県 第2回　栃木県 第1回　埼玉県

ワインディング 3 1 1

カット 1 2 3 2 1 2 1

ネイルアート 1 2 3 1 1

アップスタイル 1 1 1 1 2 2 2 2

合計 5 1 5 3 4 5 4 4 4 2

第1回開催からの全国理美容甲子園全国大会出場者（関東大会入賞者）数

年度

1名
1名
1名
1名
1名

留袖着付部門　優勝
留袖着付部門　準優勝

ｽﾀｲﾘﾝｸﾞｺﾚｸｼｮﾝ　2018　中部大会　入賞者

平成30年　9月24日　アイメッセ甲府

ワインディング部門　優勝
ワインディング部門　準優勝

ワインディング部門　3位

1名
1名
1名
1名ネイル作品応募部門　2位

東京ﾋﾞｭｰﾃｨｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（旧ﾗｲｵﾝ国際大会）入賞者

平成30年　11月19日　東京ビッグサイト

ワインディング部門　国際大賞
ワインディング部門　優勝
ワインディング部門　3位

1名

1名

1名

1名

1名

1名

1名

平成29年度　　計7名

レイヤーカット部門　優勝

レイヤーカット部門　2位

ワインディング部門　国際大賞

ワインディング部門　優勝

ワインディング部門　3位

ワインディング部門　優秀賞

ネイル作品応募部門　優勝
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2位 2名

3位 1名

3位 1名

優勝 1名

優勝 1名

国際大賞 1名

ワインディング部門

ワインディング部門　

フリースタイル部門

ネイル作品応募部門

カット部門

カット部門

平成28年度　計8名

2位 1名
国際大賞 1名

2位 1名

優秀賞 1名
国際大賞 1名

優秀賞 1名
優秀賞 1名ﾚｲﾔｰｶｯﾄﾌﾘｰ（スチューデント）部門

平成27年度　計3名

平成26年度　計4名

ワインディング（スチューデント）部門　

フリースタイル（スチューデント）部門

フリースタイル（スチューデント）部門

フリースタイル（スチューデント）部門

アップスタイル（スチューデント）部門　

ワインディング（スチューデント）部門

国際大賞 1名
優秀賞 3名

3位 1名

優秀賞 2名
2位 1名

3位 1名

平成25年度　計9名

ワインディング（スチューデント）部門

カット（スチューデント）部門

アップスタイル（スチューデント）部門　
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6 学生の生活環境への支援は行われているか・・・3 

  

 平成 27年 3月末まで、学校敷地より 200メートルほどのところに、学校が保証人となって本校生徒用の下宿

先を確保していたが、道路拡張工事に伴って建物の取り壊しが決まり、施設はやむなく廃止となった。現在にお

いては、入学試験時に県内の不動産業者が来校して、受験者の本校入学を想定して、本校至近の下宿を紹介し、

生徒の生活環境について便宜を図っている。学校見学会や体験入学の折りにも、入学希望者に向けて家電製品一

式全てを備えた下宿のあっせんと説明会を行っている。 

 上述した、学校が保証人となる形の本校生徒用の下宿先については、学生支援として学生にとっての利点も多

いが、問題点も少なくなく、当面見通しは立てていない。 

 

 平成 30年 3月末を持って、数年にわたって学校に簡単な軽食を売りに来てくれていた業者が、従業員の高齢

化を理由に撤退してしまった。偶然にも同じ時期に、不定期に学校に出入りして、軽食を売ってくれていた製パ

ン業者も出入りをやめてしまった。このことにより、昼食を出入りの業者に頼っていた学生たちが不便を訴えた

ため、職員も多方面で弁当業者、軽食の宅配業者等をあたってみたが、条件に合う業者が見つからなかった。現

在は、苦肉の策であるが、職員がカップラーメン等の軽食を小口で仕入れて昼食時にコーナーを設けて学生に売

って、現状をしのいでいる。校内にカップラーメンの自動販売機程度はあるが、とても若い学生の空腹を満たせ

るものではないからである。この件に関しては、条件に合う業者を見つけるか、何か問題を改善する方法が見つ

かると良いと思う。 

 

7 保護者と適切に連携しているか・・・4  

 

 1.理念目標の項で述べたように、毎年、入学式後の PTA総会で本校の教育方針、理念・目標、前年度の学修成

果をお知らせし、7月上旬には授業参観と第 2回目のＰＴＡ総会を行っている。また、各学期ごとに、学生の学

習活動と出欠席の状況を記載した成績表とともに、学校新聞をご父兄に郵送で通知している。この学校新聞は 28

年度より、1学期の半ばと 2学期半ばにも刊行し、年間計 5回発刊している。 また、入学時に、ご父兄の了承

を得て、昼間の連絡先をお知らせいただき、遅刻・欠席が目立ってきた生徒には、学級担任が即時に連絡してい

る。 

 

30 年度からの新しい試みとして、今年度入学生（62 期生）生からは、事前登校に入学生本人だけでなく、ご

父兄をお呼びして学校説明を行った。従来、入学式後の第一回 PTA 総会で学校の教育理念・教育方針・学校の

規則等を父兄に対して説明していたが、時間的制約もあり、ひととおりの説明はできていたとはいえ、充分であ

ったかどうかは疑問であった。 

30 年 3 月 31 日、学生の会場と父兄の会場を分割して、初めての入学前説明会を行ったが、事前に申し送って

おくべき事項も見つかったり、来年度につながる細かな課題が見つかったことも有益であった。来年度はいっそ

う、適切な説明を過不足なく行えると良いと思う。 

 

8 卒業生への支援体制はあるか・・・3  

 本校は、県内の美容所のオーナーが結成した美容組合によって、美容業の後継者を育成するために設立された

養成施設である。生徒の卒業後の支援は、主として美容組合が行っている。美容組合には、中途退社に伴って次

の就職先を探す卒業生のための求人票が常に用意され、必要があれば就職相談・電話相談も行っている。また、

美容師免許を取得してから 3年間の実務経験を経た、管理美容師資格取得希望の卒業生に対して、管理美容師講

習を呼び掛けている。なお、この講習は理容師美容師試験研修センターが、本校施設を使用して行っている。ま

た、年間を通じて常時行われている美容組合主催の美容技能の講習会等を通じて、卒業生に対して十分な支援を

行っている。 
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9 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  

 

 ここ数年、一度は社会経験のある 20～30代の若者の中で、エステティック技術、ネイルアート、まつげエク

ステンション、といった頭部の美容技術以外の業態のサロンに就職したいという要望が高まっている。いわゆる

「学びなおしの入学応募者」ということになるが、本校では本人の要望も加味して併設の通信課程に入学するこ

とを勧めている。 

 

本校の通信課程は、平成 26年 4 月よりカリキュラムを一新し、春と夏の集中スクーリング制を廃止して、毎

週月曜日と火曜日に登校というシステムに切り替えた。また、それまで秋入学生の 315時間（美容所に常勤しな

がら通信課程に通学する）のみ募集していたが、春入学生の募集と 630時間制（美容所に勤務せず通信課程を受

講する）の募集も開始した。 

 

これにより、春入学の 315時間制と 630時間制、秋入学の 315時間制と 630時間制、と受験者側からは 4種類

の選択が可能となった。学びの意欲は 18歳高校卒業者より数倍あっても、時間的猶予がない「学びなおしの入

学者」のニーズに応えられるようになったと思う。 

加えて、30年度より理容科を新設する。都心部では、男性美容師を中心に、美容師免許取得後数年ののち、さら

に理容師免許の取得を希望する美容師が増えていると聞く。もちろん理容科併設の目的は、県内に理容師養成施

設を開校することであり、理容師希望の若者のニーズに応える事であるが、このことによって、「学びなおしの

入学者」のニーズにも対応できることとなる。 

   

 

加えて、30年度からは美容科を卒業して美容師免許を取得した者が改めて理容師免許を受ける場合には、理容

科で 1年学べば理容師国家試験を受験することができる修得者課程が新設された。逆も然りで、理容師免許をす

でに取得しているものが美容師免許を取る場合には、美容科で 1年学べば美容師国家試験を受験することができ

る。前述した「学びなおしの入学者」にとってもまたとない朗報であり、この期に理容科を新設したことは時代

のニーズにぴったり合致した 

 

さらに、30年度より、山梨県立就業支援センターが「急がば学べ」のフレーズを掲げて行う、ハロートレーニ

ング（離転職者訓練）・美容師養成コースが本校で開催される運びとなり、この 4月に 1名の入学をみた。（3）

教育活動の項目 4で詳述したが、一度社会経験のある「学びなおしの入学者」の職業訓練を、本校の学生として

行うシステムである。テキスト代等は実費負担となるが、入学金・授業料等は助成金を受けられる。 

 

項目 9の冒頭で述べたように、頭部以外の美容技術（エステティック技術、ネイルアート、まつげエクステン

ション等）は在学生にも近年人気があり、美容所ではなくブライダルサロンに勤めたい、という若者も増えてい

る。本校は頭部技術を主とした美容師養成施設であるから、上述の美容技術を主軸とした授業を行うことは当然

できないが、非常に早い段階（平成 25年度）からまつげエクステンション技術を選択授業に導入したり、社会

の流れに沿って、26年度よりブライダル技術を選択科目に導入した。 

 

10 高校・高等専門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・・・2 

 

平成 30 年 2 月 15 日、星槎国際高校生徒 2 年生 25 名と引率教師が本校を訪れ、授業見学とワインディング実

習体験を行った。30 年 5 月 23 日にも、星槎国際高校生徒 1 年生 14 名と引率教師 2 名が本校を訪れ、実習授業

見学とワインディング体験を行った。 

30 年 6 月 6 日には、韮崎工業高校生徒 1 年生 34 名と引率教師 3 名が訪れ、校長より本校の説明を受け、授業

見学、ワインディング実習体験を行っているほか、これまでにも、さまざまな地域の中学校、小学校から社会科

見学として生徒が本校を訪れている。 
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27年度までは、1年次の夏期休業中に、塩山の産業技術短期大学校のパソコン訓練室をお借りして、簡単なパ

ソコン訓練の実習を行っていた。現在美容サロンでの顧客管理等は全てパソコンで行われていることを考えると、

美容分野の科目ではないが職業教育の一環であった。28年度からのカリキュラム改変に伴って現在は打ち切られ

ているが、高等専門学校等との連携の面からも将来的に再考していかねばならない部分である 

   

① 課題  

 いま現に本校で学ぶ学生に対する支援については、適切に行われている。視点を広げ、学生の生活環境への支

援、卒業後の学生への支援という面まで見ると、課題が見えてくる。 

 

② 今後の改善方策  

前述したように、生徒の美容技術大会参加の際の放課後の教科外練習に対し、施設の整備、用具の供給という

支援に加え、時には優秀な指導者を招聘し、職員を将来の指導者に育成することを、今後の改善方策としていき

たい。 

専門の指導者による職員の研修こそ行っていないが、29年 6 月 15日に神奈川県の 10校の美容学校の理美容甲

子園に向けての合同練習会に、本校の生徒及び指導職員が一緒に参加して練習した。生徒たちは普段の練習と違

った顔ぶれの中で本番さながらの刺激を受けて、非常に勉強になったようだ。 

また、29年 7月 13日には関東地区の 4校の美容学校からなる美容技能学校協議会の大会向け練習会に、ワイン

ディング出場選手及び指導担当者が参加する。今後ともこのような練習会があったら、情報交換の場としても、

また生徒に大会経験を積ませるためんにも積極的に参加していきたい。 

 

③  特記事項  

 1年次の春期休業、2年次の夏期休業中に、学生が現場の美容サロンで実務を学ぶ実務実習が、学生の就職に

つながる例が少なくない。本校は山梨県美容業生活衛生同業組合が設立した学校であるから、業界とのつながり

は常に保たれているが、現場の美容サロンとさらにつながりが深まるような学生支援のあり方、学習活動の在り

方を研究し実行することが、今後の本校には求められるものと思われる。 

 教育課程編成委員会の席上でよく出る意見として、生徒の実務実習に対して、受け入れ側の美容所のオーナー

が、学校側の意図（見学研修などではなく、あくまでも実習授業と同等の扱いであり、美容の下仕事を学ばせて

いただく）を正確にくみ取っていないのではないか、というものがある。面倒であっても、実務実習担当者が美

容所のオーナー一人一人に実習の意図をよく説明する（書面でお知らせするのではなく）ことも必要である。  

 

 また、上述の教育課程編成委員の意見を受けて、28年春期の実務実習より、実習終了後に生徒本人にアンケー

トを記入させることにした。実習の具体的内容や、実習への満足度等を感想を含めて記入させることによって、

受け入れ側の美容サロンの認識や対応がおおよそ把握できるようになった。必要ならば、特定の美容サロンに対

して、実習に対する学校側の意図を個別に説明することも今後は可能である。 

 

 また、29年度よりサロン様側の学生に対する評価（実務実習評価表）の評価項目を具体的な項目に変更し、評

点も 6段階にする予定である。実務実習と実務実習アンケートについては、6.教育環境の項目の（2）で再度詳

述する。 

 

[外部委員の評価] 関係者評価委員 中島 孝雄様 

（文章でお書き頂きましたので、原文のまま掲載させて頂きます） 

 

1～10まで項目について支援は十分にされていると思います。時代の流れ、ニーズに合わせて整備されていく

といいと思います。 
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1 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 

 

 現在本校は敷地内に 3棟の校舎を擁している。学校職員が常駐する 1号館、現在主として通信課程授業が行わ

れている 2号館、そして専門課程生徒が学んでいる 3号館である。1号館 2階には、間仕切りで大きさを変える

ことができる大教室があり、始業式・終業式等学校全体が集まる時など、多目的スペースとして使われている。

一昨年までは、弱冠手狭な環境であったが、新校舎が落成してからは、学生数の定員から考えても十分な広さと

設備を備えることができた。 

 

2 学内外の実習施設、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・・4 

 

 インターンシップについては、前述のとおり、春季・夏期休業中に学生が県内の美容サロンで実務を学ぶ実務

実習の機会を、2年間の学校生活で 2回行っている。1日 6時間、1回の実習で 5日間実習を行うので、2年間で

は 10日間、60時間の実習となる。実際の美容現場を体験することは学生にとって生きた経験となり、実習先の

サロンにそのまま就職を決める学生も少なからずある。この実務実習は専門課程第 50期生の 1年次、10年前か

ら毎年 2回必ず行っているが、企業との連携の意味においても今後も続けていきたい。内容、期間、実施時期に

ついては、検討の余地があるかもしれない。 

 また、実習終了後は美容サロンのオーナー等指導者から、学生の実習中の勤務状況や今後に向けてのアドバイ

スを実務実習評価表という形でフィードバックして頂いている。この評価表は、2年次の 4～5月及び夏休み明け

に、学級担任による個人面接等において生徒本人に参照させている。生徒にとって、自分の仕事ぶりに対する他

者からの客観的評価を確認することは、職業に対する認識を深める手立てとなっている。 

 

 28年第 2回の教育課程編成委員会の席上で、実務実習評価表の評価項目をもっと詳細な書式にあらためるのも

一考であるとのご意見が出たため、新しい書式の案（次頁参照）を作成し、29年度の教育課程編成委員会の席上

で承認を頂いた。平成 30年春期（3 月末）の 61期生 1年次の実務実習より新たな実務実習評価表に切り替えた。 

変更点としては、行動評価の項目を、挨拶・返事・掃除・準備等 10項目に細分化し、それぞれ「よくできて

いた」から「全くできていなかった」までの 6段階でサロン担当者に評価して頂いたが、学生へのフィードバッ

クもより具体的なものとなったし、この程度の評価であれば、サロン担当者にさほどの負担にもならないであろ

う。 

海外研修については、10年来ハワイで 4泊 6日の研修を行っている。現地の美容家を招き、毎年違ったテーマ

で生徒たちが作品を作り上げている。また、簡単な美容の英会話教室も行っている。 

学生からも毎年好評を得てきた海外研修であるが、早いもので 10 年を数えた。この 10 年を一区切りとして、

来年から研修地の変更と、希望者のみの参加の方向に踏み切る予定である。一人親世帯のますますの増加に伴っ

ての、家庭の経済状況の悪化、また、数年前と比べて、変化を極端に嫌う学生が増えてきていることなど、学生

の質の変化を勘案しての変更案である。 
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3 防災に対する体制は整備されているか・・・4  

 

 昨年度の新校舎落成にあたり、平成 27 年 3 月 23 日に改訂版・山梨県美容業生活衛生同業組合及び山梨県美容

専門学校の消防計画が策定された。この消防計画において、消防訓練実施要領、自衛消防組織編成表などが規定

されている。教職員の人員配置変更等に伴い、ほぼ毎年組織編成等改訂改善されており、防災に対する体制は整

備されているといってよい。 

 

 この消防計画に基づいて、毎年 2 学期の始業式終了後、防災訓練が実施されている。緑ヶ丘公園船出広場を避

難所として、全校生徒が想定された避難経路を通って仮の避難を行う。人員確認し、所要時間の計測を行った後、

消火器の使い方を実習する。昨年度は、新校舎落成に伴って避難経路が変更された。新校舎外壁に非常階段が設

置されたため、より安全でスムーズな避難が可能になった。また、28 年度からは消火器の使い方の実習に加え

て、避難梯子の使用方法の実習も行っている。 

 

 平成 25 年より本校も AED を設置した。今年度も夏期休暇中の学科選択課外授業において、1 学年全員が救急

救命法の基礎講習を受け、AED の使用方法を学んだ。28 年度に AED 機器の使用期限満了にともなう AED 機器

の入れ替えに際し、株式会社 レンティック中部 山梨営業所による AED 使用方法の講習が行われた。教職員、

組合職員は全員講習を受け、災害に備える意識を高めることができた。 

 また、生徒の通学中の防災に関しては、大雨・大雪・台風等天災に見舞われた場合の「緊急時の帰宅方法」を

入学時にご家族で決めて頂き、「個人指導カード」という生徒ごとの個票に記入の上、学校へ提出して頂いてい

る 

 

 30 年 7 月からは、試験的に本校のラインが開設された。従来は大雪・台風等、急な気象状況の変化等で授業

が変更されたり、学校が休校になる場などは、各クラスの連絡網を使って予定変更の連絡を行っていた。この方

法だと、担任から情報が発信されてから、最後の学生に連絡が行きわたるまでかなりのタイムラグが生じていた。

遠方に住んでいる学生などは、連絡が来る前に家を出なければならず、時には危険も伴っていた可能性がある。 

ラインによる連絡だと、全学生に瞬時に情報が行きわたることとなり、前述の危険は回避できることとなる。

まだ試験段階での導入であるが、順調に導入されることを期待している。 

 

①  課題  

 本校は、JR 中央本線甲府駅からバス 10 分、徒歩 8 分。隣接には緑ヶ丘体育館、スポーツ公園を擁し、緑深い

住宅街の中に位置している。校舎を含む本校の施設は、地域住民の生活と融合して存在しなければならないし、

本校の学生と教職員は、地域の人たちとの共生を念頭におかなければならない。今後の課題はここから見えてこ

よう。 

   

②  今後の改善方策 

  

 本校は甲府市北新地区に区分される。この甲府市北新地区は学校施設が多く、災害発生時に避難所と指定され

ている施設が 6 ヶ所ある。学校敷地の隣接には、緑が丘スポーツ公園、体育館があり、徒歩 3 分の場所には甲府

北中学校もある。このように、近隣地域に災害時の避難所はたくさんあるが、万が一の場合には生徒や地域住民

に本校を避難所として開放することを前提に、災害時の備蓄（毛布、救急用医薬品、災害時用食料等）を確保し

ておくことは、地域貢献の意味合いも含めて有意義である。今後の検討課題としていきたい。また、学生教職員

からなる、災害発生に備えた人的サービス体制を、地域の協議会で話し合うのも一考である。 

  

 前述のとおり、30 年度も 7 月末に福祉ヘルパー課外授業で 1 学年生徒全員が AED の使用方法を学び、全校生

徒が AED を使用可能な状態になった。一昨年の AED 機器の入れ替えに付随して教職員全員も講習を受けたが、

数年に一度は講習を受けなおして、不測の事態に備えていくべきである。生徒の救急救命法の授業に数名の職員

なら参加可能ということなので、年に一度数名ずつ職員が講習に参加するようにしていきたい。 
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③   特記事項   

 東日本大震災や熊本地震、30 年夏の西日本豪雨の教訓に学び、地域と一体となった防災、安心安全の生活に

向けて取組んでいきたい。新校舎が落成し、以前の手狭な学習環境から解放され、学校施設もスペースに若干の

余裕が出た。このスペースは今年度、理容科の教室として一室が使用されたが、他のスペースが遊休施設となっ

てしまわないよう、有効な用途を考えていきたい。 

 

[外部委員の評価] 関係者評価委員 中島 孝雄様 

（文章でお書き頂きましたので、原文のまま掲載させて頂きます） 

 

1）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 について 

目的に応じて 3棟の校舎をうまく整備して使い分けていると思います。 

 

2）学内外の実習施設、インターンシップ、海外研修等について、十分な教育体制が整備されているか 

 サロン様から頂く実習評価表の評価項目を、生徒自身も自己評価して、サロンと自己評価の利害を見るのもい

いと思います。 

 

3）防災に対する体制は整備されているか について 

安心・安全の整備がされていると思いますが、想定外のことも考えておく必要があると思います。 
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1 学生募集活動は、適正に行われているか・・・4 

 

 本校の主たる学生募集活動は、さんぽう、ツートップといった学校と学生との仲介業者が主催する進路説明会

や、高等学校が独自で行う進路説明会などへの出席であり、渉外担当職員を中心に、年間でおよそ 80～90 回ほ

ど参加している。学校案内、募集要項に基づいて、説明を希望する学生に対して決められた時間の中で学校説明

を行うものである。 

その他の募集活動としては、渉外担当職員が高等学校の進路指導室を訪ねて学校説明と募集を行うこと、おお

よそ毎月 1 回本校施設で行われる学校見学会、7 月に毎年行うオープンキャンパスなどである。 

少子化に伴う学生数の若干の減少に伴って、時流に合わせて昨年より、学校見学会の回数を増やすこととし

た。28 年度までは年 4 回の見学会とオープンキャンパスを行ってきたが、29 年度からは 5 月と 1 月、2 月にも

見学会を行い、1 月・2 月の見学会はその年の高校 2 年生、1 年生（つまり翌年度の 3 年生、2 年生）を対象とし

た見学会を開催した。30 年度はさらに 4 月にも学校見学会を行ってみたが、ゴールデンウイーク前だったこと

もあってか、参加者は思ったより増えなかった。 

 

学校関係者評価委員会席上で、見学会等参加者の交通費まで負担したり、学校の教育内容とまったく関係のな

い芸能人をゲストとして招いているようなオープンキャンパスには、非常に違和感を感じるという声がよくあが

る。本校の体験入学や、学校見学会は、通常授業の見学に加えて、技術大会出場者が代表して実際の競技大会に

即した技術を披露したり、本校独自の選択授業風景を見学させたりといった内容であり、本校の教育内容から乖

離したものではない。 

30 年度の 8 月の見学会はブライダルファッションショーであるが、これもブライダル科目選択の学生が主と

なってヘア・メイク全てを行うもので、つまり授業の延長である。 

見学会参加者へのサービスとして、ヘア・メイク等の技術を学生が参加者に施す体験も取り入れているが、学

校職員や業界のプロが行うわけではなく、あくまでも学生が学校で学んだ授業の範囲で参加者のヘアをセッティ

ングしたりメイクを行ったりしている。 

参加者に対する記念品も、安価な美容小物であり、十分に常識の範囲内である。7 月の体験入学の日は、あま

りの酷暑に見舞われたため、かき氷を作って参加者に配ったが、いずれにしても状況に合わせた常識あるサービ

スの範囲であり、あくまでも参加者の利便を第一に考え、適正に行われている。 

 

2 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・・・3 

 上述のオープンキャンパスや学校見学会等では、本校生徒が参加者（主として高校生）に対して、簡単な美容

技術を紹介して体験実習を行わせている。教職員がおこなうのではなく、本校生徒が本校に入学してから身に付

けた美容の基礎技能を参加者に紹介することで、本校の教育成果は参加者に充分伝わっているものと思う。 

また、昨年の学生募集活動から、2.学校運営の項目の（7）で添付した「学校報告」という資料を、入学希望

者に配布することとした。前述したとおり、この報告は、本校の学修成果を、入退学者数、国家試験合格率、就

職決定者数他、様々な角度から数字で公平かつ客観的に示したものである。本校の教育活動は、過不足なく正確

に伝えられているものと思われる。 
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3 学納金は妥当なものとなっているか・・・4 

 

 学校案内、募集要項等に学納金の記載をしてあるが、本校は教材費をも含めた学納金を明確に記載している。

多くの美容師養成施設では教材費を含まない学納金を提示しているが、本校では教材費、国内・海外研修旅行費

用も含めた学納金を掲載しており、入学希望者にとってわかりやすいものとなっている。また、学納金総額も他

の養成施設と比較して極めて安価とはいえないまでも、平均的金額よりはじゅうぶん良心的である。 

 

①  課題 

 学生募集活動は、単なる定員確保のための活動にとどまらず、新入学生のための入学前学習のシステムを構築

する上で大きな意味をもっている。本校では、学校運営の課題として視野に入れたい。 

  

②  今後の改善方策 

 上記の課題を着実に企画し実行すること、これが何より大事であり、今後の改善策である。また、今後入学前

学習を行うか、あるいはどのように行うか、卒業後教育を行うか、またどのように実行するか、外部委員の意見

を参考にしながら、本校独自の生涯学習システムにできるとよいと考える。 

 

④   特記事項 

 

昨今専門学校と高校生等入学希望者の間をつなぐＳＮＳに取り組んでいる学校が多い。本校は学校ホームペー

ジを通じて、広く一般に学校情報を公開してきたが、30 年 5 月から学校ホームページに学生ブログを開設した。

（②学校運営の項目 7 で詳述済み）また、30 年 7 月からは山梨県美容専門学校公式ラインを開設した。情報の

流れは一方向であるものの、情報の流れはホームページより早く、取り組みとしては画期的であるといえる。 

 

 27 年度入学生より、入学式前に入学生の事前登校 2 日間を行っている。入学直後の学生の精神的負担を低減

し、円滑な学習活動、人間関係づくりに集中できる体制をつくることを目的に行われた学生サービスの一環であ

る。30 年度新入生からは、事前登校に入学生本人だけでなく、ご父兄もお呼びして学校説明を行った。（5）学

生支援の項目 7 で詳述済みである。 

 

 
[外部委員の評価] 学校関係者評価委員 ｵｰﾙﾋﾞｭｰﾃｨ ｴｰｱﾝﾄﾞｴｰ 会長 雨宮正次様  

 美容業は素晴らしいと世の中に知って頂くことが学生募集には一番有効であると思う。著名人を講師に 

呼んでマスコミに呼び掛けて若者にアピールしていくのも時には必要かと思う。社会情勢に照らしてみても 

一生食べていける技術職は時勢に合うかもしれない。 
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1 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 

 直近 6 年間の本校の入学者数（下記資料参照）は、平成 24 年入学の第 56 期生の入学者数 70 名を除くと、続

く 5 年間は常に 70 名以上の応募があり、平成 23 年度入学の第 55 期生から、昨年度入学生の 59 期生までは、

定員の 80 名を充足した。28 年度入学生の 60 期生は 74 名、29 年度入学生は 63 名と若干減少したが、30 年度

の入学生は 72 名と増加に転じ、少子化が叫ばれる昨今においてはまずまずの水準である。このことが安定した

財務状況につながっていると思う。 

 また、理容科の新設、理容科・美容科の修得者課程（それぞれ通信課程も含む）の新設等で、従来の 2 課程か

ら 8 課程へと課程が増設(上記資料参照)されたことと、通信課程美容科への入学者が増加していることもあって、

学校の財務基盤はまずまずではないかと思われる。 

 

しかし、30 年度の学校見学会参加者や高校で行われる進路ガイダンスや公共施設を使用してのガイダンス参

加者の数からみるに、来年度以降においては、今年度の水準で入学者を確保できるかは厳しい状況である。渉外

担当者が出かける学校説明会や高等学校進路指導室担当者の話によると、景気動向に改善があるため、進学希望

の生徒たちは専修学校より大学・短大への進学を希望する生徒が増えてきているそうである。加えて、専修学校

希望生徒も、都市部の専修学校を選択する若者がにわかに増えてきているという話である。 

平成30年　4月12日現在

修業年限
30年度

入学生数 備考

美容科 既設 2 70 62期生

理容科 新設 2 2 1期生

美容科 新設 1 0 1期生

理容科 新設 1 1 1期生

修業年限
30年度

入学生数 備考

美容科 既設 3 20 18期春

理容科 新設 3 0 1期生

美容科 新設 1.5 3 1期生

理容科 新設 1.5 6 1期生

通信課程

修得者課程

山梨県美容専門学校　　平成30年度　入学者数

専門課程

修得者課程
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2 予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか・・・4 

  

 学校の収支決算に関しては、毎年収支決算報告書（41 ページ参照）を組合通常総代会に、3 年に一度は総会総

代会席上で発表している。通常総代会は毎年 80 名程度の美容所の開設者が出席し、総会総代会には組合理事、

役員も含めて 200 名程度が出席するが、過去において学校の収支決算について異論が出たことはない。多くの人

の目を通しても、予算及び収支計画は有効かつ妥当なものと思われる。 

3 財務について会計監査が適正に行われているか・・・4  

 本校の財務については、美容組合の会計監査員が監査を行い、美容組合の通常総代会出席者、3 年に一度は総

会総代会の出席者に承認を頂いている。このことからも、常に毎年適正な監査が行われていると考える。 

 

4 財務情報公開の体制整備はできているか・・・4  

 前述のとおり、学校の収支決算に関しては、毎年収支決算報告書（次ページ資料参照）を組合通常総代会に、

3 年に一度は総会総代会席上で既に情報を公開している。 

①   課題  

 過去３年の収支決算報告書（次ページ資料参照）を見て、中長期的に将来を予測すれば、本校の財務基盤は安

定していると見ることができる。もちろんそのためには、学生の確保と学生を送りだす業界の良好な評価があっ

てのことであるが、いま言えることは、計画した学生募集等を着実に実行するということである。 

 

② 今後の改善方策  

 平成 30 年 5 月 28 日に行われた美容組合の通常総代会資料の収支決算報告書（次ページ資料参照）によると、

本校はまずまず優良な財務状況にある。今後も、組合総代会資料などを通じて情報を公開して、ステークホルダ

ーから広く支持を得るよう努力していく。 

 

現在、収支決算報告書の学校ホームページ上の公開は行っていないが、社会情勢を鑑み今後検討していきたい。

美容組合関係者だけでなく、広く一般の方々にも目を通して頂き、さらに有用な予算計画や、収支決算を行える

と良いと考える。 

 

⑤  特記事項  

新校舎が落成して以来、単純に物理的に敷地面積が増えたことも大きな原因だが、特に夏期の電力の使い過ぎ

がしばしば問題にされている。30 年度は異様と思える暑さに見舞われた夏であったが、このままで行くと来年

から電力供給量を上げねばならないという話も出ている。28 年度には、「冷暖房・空調システムに関する規定」

を作成し、各教室と校舎内の随所に掲示しており、学校職員も春から秋にかけては、始業前には職員室の照明を

落としている。教員職員の背を見て育つ学生に、コスト意識を育てるためである。この姿勢を今後も維持してい

きたい。 



45 

 

また、この使い捨ての時代において、未来の社会を担う若者たちが、生活の無駄を省き循環型社会を作り出す

ための意識を日々育めるように、「アメニティ・サイエンス」（環境の科学）という授業科目を導入している。 

 

[外部委員の評価]  関係者評価委員 住友生命保険相互会社 望月 明美 様 

 

 収支報告を見る限り、組合費収入よりも生徒数確保が設立団体の美容組合としての大きな事業収入につ 

ながることは明らかなので、いかにたくさんの生徒を集めるかが、より良好な財務状況をもたらすものと 

思う。 

  収入と同時に無駄な経費の削減も、良好な財務状況のためには大いに考えていかねばならないが、何年も 

の懸案事項として、やはり冷暖房の問題がある。照明については新校舎は人感センサーが働くのでずいぶん 

改善されているものの、各教室の手動式照明についてはもう少し、無駄を省くよう徹底すべきである。 
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第2号議案 平成29年度　収支決算報告書
山梨県美容専門学校

収入額 137,511,169
支出額 153,246,360

差引残高 △ 15,735,191
収入の部 （単位/円）

予算額 決算額 増減（△） 摘要
事業収入 小  計 133,325,000 134,200,900 875,900

試験料 1,275,000 1,725,000 450,000 昼間70名　　通信15名　
入学金 8,200,000 7,650,000 △ 550,000 昼間74名　　通信15名　
授業料 55,000,000 55,684,900 684,900 昼間150名　　通信67名　
実習費 27,220,000 27,478,000 258,000 昼間150名　　通信67名　
施設費 17,350,000 17,363,000 3,000 昼間150名　　通信67名　
教育充実費 24,280,000 24,300,000 20,000 昼間150名　　通信67名　

事業外収入 小計 2,850,000 3,310,269 460,269
駐車場管理料 2,700,000 3,092,000 392,000 生徒他
学校雑収入 150,000 218,269 68,269 願書、証明書、利息等

136,175,000 137,511,169 1,336,169
支出の部

予算額 決算額 増減（△） 摘要
事業支出 小  計 21,705,000 22,125,386 420,386

募集費 3,150,000 3,259,128 109,128 体験入学、ポスター、ホームページ等

教育振興費 300,000 489,160 189,160
行事費 1,350,000 1,422,528 72,528 コンクール、発表会、学園祭、入学卒業式他

研修費 800,000 716,523 △ 83,477 認定研修学習会等

図書費 25,000 23,423 △ 1,577
教材、教具費 200,000 121,551 △ 78,449 共通教材

通信費 400,000 482,722 82,722 電話、切手　他

印刷費 100,000 115,800 15,800 願書、募集要項、募集パンフレット　他

備品費 80,000 96,395 16,395 教育用具等

消耗品費 1,000,000 973,123 △ 26,877 コピーカウント、トナー　他

実習教材費 300,000 128,654 △ 171,346 支給消耗品　他

通信教育費 3,000,000 2,954,206 △ 45,794 教育センター

嘱託費 11,000,000 11,342,173 342,173 校外講師、校内講師等

一般管理費 小  計 89,230,000 88,657,094 △ 572,906
人件費 60,000,000 56,001,258 △ 3,998,742
福利厚生費 12,000,000 13,391,804 1,391,804 交通費、社会保険、保険等

運営費 400,000 412,000 12,000
旅費 1,800,000 2,314,108 514,108 学校訪問、研修旅費　他

諸会議費 700,000 700,488 488
施設管理費 0 0 0 組合へ

学校渉外費 500,000 621,417 121,417
顧問料 700,000 610,200 △ 89,800 会計事務所、司法書士　他

賃借料 5,500,000 6,139,336 639,336 借地代、車、ＦＡＸ、コピー、印刷機　他

修繕費 500,000 614,000 114,000 トイレ、教室、クロス補修等

維持費 2,000,000 2,611,432 611,432 排水、ワックス、空調清掃等

水道光熱費 4,000,000 3,991,583 △ 8,417
保険料 500,000 600,280 100,280 建物火災等

食糧費 130,000 133,201 3,201 来賓食事、お茶

学校雑費 500,000 515,987 15,987 振込料等

事業外支出 小  計 25,240,000 42,463,880 1,157,693
学校負担金 300,000 380,800 80,800 教育センター

退職金積立 2,500,000 2,496,000 △ 4,000 中退金、退職積立金等

公租公課 4,500,000 5,667,141 1,167,141 法人税、固定資産税、消費税　他

借入引当金 15,000,000 15,000,000 0
支払利息 2,900,000 2,853,752 △ 46,248 借入金利息

減価償却費 0 16,066,187
設備拡充費 0 0 0
予備費 40,000 0 △ 40,000

136,175,000 153,246,360 17,071,360

項目

学校収入合計

項目

学校支出合計
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1 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 

 本校は専修学校設置基準に則って、適正な学校運営を行っている。 

 

2 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・・・3 

   

現段階においては従来通り、学級担任が学級の連絡網を作成し、学級の生徒全員がお互いの連絡先を知り得る

状態になっている。関東地区のある美容師養成施設では、生徒の間から自分の連絡先を他の生徒に教えてほしく

ない、という要望があり、担任と生徒の 1：1 の関係の間のみで連絡先をわかるようにしたという。 

本校においては、生徒から上述のような要望があがったことは一度もなく、この件に端を発した問題も起きたこ

とはない。しかしながら、本校においても、将来的には個人情報の問題を鑑みて、上述の学校のようなシステム

に変更することが望ましいと思う。 

 

 30 年度に関しては、5 月から生徒主導で学校ホームページ上で、学生ブログのページを開設することとなった。

この件に際し、個人情報の取り扱いについて、学生一人一人から個人情報の掲載を制限する希望があれば、項目

を申請させた。個人情報が公開されるおそれのある学校発信の媒体としては、学生連絡網、学校ホームページ、

学生ブログ、学生募集チラシ、学生募集 WEB 媒体、学校イベント（学園祭、学生大会、見学会）のチラシ、ポ

スター他があり、それぞれ氏名、顔写真、写真、動画等の掲載の可能性がある。理容科を含めて 131 名の専門課

程の学生中 2 名ほどの学生から、個人情報の掲載の制限の希望があった。ほとんどの学生が個人情報の掲載を意

に介していない結果となったが、念のため 6 月に個人情報の掲載に関する保護者の同意書を徴収した。 

 

 また、30 年 5 月 25 日、関東地区理容師美容師教職員研修協議会第 1 回学習会が代々木の理容師美容師試験研

修センターにて行われ、基調講演として、NTT サイバーセキュリティ―による「SNS の光と影」という講義が

行われ、学校職員 3 名が参加し、SNS の一瞬で情報が拡散する利便性と恐ろしさについて学習した。 

   

前述の問題とは別に、数年来学校関係者評価委員会席上で、生徒の個人情報流出防止に対する取り組みをして

はどうか、という意見があがっている。この意見を受けて、生徒の個人情報収集の目的、情報の用途、情報の管

理方法等を規定した、「個人情報保護規定」の素案は作成できている。実際の運用に関しては、学校運営理事会

による規程の承認を待たねばならない。 

 

3 自己評価の実施と問題点の改善に努めているか・・・4 

 

 平成 27 年度から 29 年度までの 3 年間は、6 月に学校評価学校委員会を実施し、7 月から 8 月にかけて２回の

学校関係者評価委員会を実施した。同様に 2 回行われた教育課程編成委員会で上がった意見と合わせて、これま

で問題点の改善に努めてきた。3 年間上述のように行ってきたが、会議の時期が少々早いように思えて、30 年度

からは学校評価学校委員会を 7 月末に行い、8 月上旬に学校委員会で上がった自己評価を学校関係者評価委員に

提示し、12 月中旬に第 2 回目の学校評価委員会を開催する予定とした。8 月上旬の第 1 回会議から、12 月中旬
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の第 2 回会議までの期間には、組合員や外部団体と関わるたくさんの学校行事もあり、評価委員も学校に対して

着目する機会も多く、改善点も多く見出だされるのではないかと考えた結果の選択である。今後も、自己評価方

法は時々見直しながらさまざまな活動について、問題点の改善に努めていきたい。 

 

4 自己評価結果を公開しているか・・・3 

 27 年度より学校評価学校委員会の実施結果と、学校関係者評価委員会の会議結果をホームページ上に公開し

ている。このことによって、広く一般の方の公平で客観的なご意見を賜れることを願っている。 

 

①  課題 

 専門学校運営のための法令は適切に遵守されている。毎年の学校基本調査やその他の調査報告など、行政への

届は忠実に実行している。教職員は、さらに法令遵守の意識を高めたい。 

 

②   今後の改善方策 

 昨年の学校関係者評価委員会席上で、女子生徒が多い本校の特徴を踏まえたうえで、セクシャル・ハラスメン

ト防止に対する取り組みを考えてはどうかと提案があった。「個人情報保護規定」と同様に、「ハラスメント防止

規定」の素案はできているが、やはり規定の承認と運用については学校運営理事会の決議を待たねばならない。 

 

 平成 29 年 5 月に、本校設置者である山梨県美容業生活衛生同業組合の就業規則が変更された。5 月 29 日開催

の理事会に於いて現行の就業規則が破棄され、新しい就業規則が施行されたわけだが、62 条に「ハラスメント

の禁止」という条項が新設された。これは、美容組合職員・美容学校職員に対する禁止条項が列記された項目で

あるが、これは当然学校職員としてわきまえねばならない条項であるから、この条項を適宜学生にもならって適

用することが一時的な対策かと思われる。 

 

③  特記事項 

 今、大学等の高等教育機関では、セクシャルハラスメントはもとより、アカデミックハラスメント、パワーハ

ラスメント等への対応が講じられている。将来的には、本校においても、これらのハラスメントを防ぐための方

策を考えるべきかもしれない。 

 

 
[外部委員の評価] （全委員様からの御意見 ） 

 
 

 最近では、入学試験での面接においても、受験者本人以外の情報（特に家族情報など）を一切試問しない、

というのが時流に即するのだという。本人以外の情報が試験の合否を左右してはならない、という意味合い

なのだろうか。入学後に、教育活動上必要な家族情報を収集するのは良いが、入学試験の時点では、純粋に

本人だけを評価すべきであり、家族情報を聞き出すのは禁忌となるという。 

 学校側としてはこれまで、家族情報や本人の持病、既往歴などは、特に学生に対するケアの面で必要であ

り、入学前の面接で「聞くべきこと」と考えていた。しかし、時代の個人偏重主義及び個人情報偏重主義傾

向に即せば、入学後の学生生活を思いやって学校が行っている行動が思わぬハラスメント、タブーとなるよ

うである。 

 

個人情報の取り扱いの問題とハラスメントに関する問題は、許容のボーダーラインが各人によって大きく

異なり、同じ事柄でも状況によってボーダーラインが広がったり狭められたり、非常に判断が難しい。 

美容学校に於いても、時流と世論を踏まえて、学生の入学後の学校生活のみならず、入学試験や入学前ガイ

ダンス等においてさえ、良かれと思った質問が思わぬハラスメントとして波紋を呼ばぬよう、留意すべき時

代かもしれない。 
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1 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 

 

 26 年度と 27 年度は新校舎建設のため、本校施設を活用して 25 年来行ってきた「美容まつり」を行うことが

できなかったが、28 年度からは新校舎を使って「美容まつり」を行っている。毎年、地域住民の方々に非常に

喜んでいただけて、日頃の謝恩の気持ちを十分お返しできているように思う。シャンプー、ブロー、ハンドと肩

のマッサージ、学生の美容ボランティアはお客様から意外なほど高評価を頂いている。また、モデルとして組合

加盟店の美容師が行うヘアショーに参加する学生も毎年数名おり、社会人と働く感覚を経験させて頂けることも、

貴重な学習の機会となっている。 

 

また、28 年度から、それまで外部施設を借りて行っていた学生主体のヘアショーである「制作発表会」を、

学園祭という形に変えて本校 3 号館（新校舎）を使って行っている。地域社会への施設開放という意味あいも兼

ねての学校行事である。30 年度の学園祭では、シャンプー、ブロー、ネイル、マッサージといった従来行って

いた美容技術サービスに加えて、理容科新設記念に、刈り上げコーナーを新規に出店する。近隣住民の方への日

頃の感謝の気持ちを込めて、美容技術サービスという形で少しでも社会貢献できているものと思う。 

 

 その他、年間に 2 回ほど学校休日に、クリーニング業生活衛生同業組合が開催するクリーニング師の試験講習

のために学校施設を貸し出している。その他には、隣接する緑が丘体育館において、山梨県体育協会が主催する

スポーツ競技大会が行われる際や、やはり隣接する緑が丘スポーツ公園において甲府市緑化まつり等が行われる

際、依頼があれば学校駐車場の貸し出し等を行っている。 

 

2 生徒のボランティア活動を奨励、支援しているか・・・3 

 

 例年 11 月に小瀬スポーツ公園で行われる生活衛生同業者組合まつりにおいて、美容学生がネイルアート等の

美容ボランティアを行っている。 

 

 また、学校より徒歩 15 分ほどのところに、特別介護老人ホーム尚古園という介護施設があり、年に数回、生

徒がお年寄りに美容技術を行うために慰問に出かけている。授業の一環として、かれこれ 20 年近く行っている

慰問であるが、学生にとっては実際のお客様を想定した生きた勉強となり、地域へのよきボランティア活動とも

なっている。また、企業との連携という観点から見ても意義深い。2 年前からは、在宅介護やさしい手という介

護施設からも慰問の依頼があり、年に数回ずつ学生が勉強を兼ねて慰問に訪れている。また、山梨県福祉プラザ

を訪れて、訪問美容、介護美容の講習を受けるなど、これからの高齢化社会に向けた新しい美容技術の形と、社

会貢献の方法を勉強する機会としている。 
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平成 27 年度まで約 10 年間、5 月末に赤十字血液センターのバスに来校して頂いて、生徒の中から希望者を募

り、献血を行っていた。例年およそ 35 名程度の希望者があったが、女子生徒の多い本校においては 200ml 献血

の希望者が 20 名近くを占めていた。血液センターの話によると、200ｍl 献血は使い道がないので今年度より廃

止されたこと、加えて 400ｍｌ献血者が 40 名程度集まらない限り、経費の都合上献血バスを出せなくなったと

のことで、今年度は献血の見通しが立っていない。学校外で自主的に献血に出向くよう生徒に呼び掛けて行くが、

学校組織として献血に貢献できないことは残念である。 

   

3 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・・3 

 

 平成 30 年 2 月 15 日、星槎国際高校生徒 2 年生 25 名と引率教師が本校を訪れ、授業見学とワインディング

実習体験を行った。30 年 5 月 23 日にも、星槎国際高校生徒 1 年生 14 名と引率教師 2 名が本校を訪れ、実習授

業見学とワインディング体験を行った。 

30 年 6 月 6 日には、韮崎工業高校生徒 1 年生 34 名と引率教師 3 名が訪れ、校長より本校の説明を受け、授業

見学、ワインディング実習体験を行っている。 

これまでにも、さまざまな地域の中学校、小学校から社会科見学として生徒が本校を訪れている。珍しいとこ

ろでは、地域の小さな子供を持つ母親が結成した「いちご学級」というコミュニティから、見学を依頼されて迎

えたこともある。地域から依頼があれば、見学・公開講座を受け入れているが、自主的に実施しているとは言え

ない。 

 

①   課題  

 近年の傾向として都市部に就職を希望せず、地元で就職し、地域社会に貢献していきたいと考える学生が増加

している。地域との連携を一層推進するために、地域との協働にますます力を注ぎたい。卒業生がつぎつぎと社

会に出て業界に就業していくので、この好循環を更に拡大したい。 

 

②   今後の改善方策  

 学生だけのボランティア活動の組織化を支援するとか、学生が卒業後を視野に入れたＮＰＯ法人を立ち上げる

といった社会に向けた学生の活動を、本校の学生サービスの一環として取り入れていきたい。 

 

③  特記事項  

 地域住民に対する公開講座や教育訓練の委託などを、学校運営の中で採算が合うように実行する方策を今後模

索していきたい。 

 

[外部委員の評価]  教育課程編成委員  荻野 直樹様  手塚 勉 様からの御意見 

 

美容組合の行事に、学生がいつも協力してくれて感謝している。組合行事と思うとバイアスがかかってしまう

が、それも立派な地域貢献である。組合役員も年々高齢化している上に女性が多いので、イベントの運営は年々

困難になっている。 

特に今年度の技術大会などは、会場設営などの力仕事であっても女子が男子並みに頑張ってくれたし、指示も出

しやすかった。地域貢献とか社会貢献というと、なにかボランティア活動的なイメージが付きまとうが、今や組

合行事に学生は不可欠であり、それも立派な社会貢献・地域貢献に他ならない。 
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1 留学生の受入れ・派遣について戦略を持って国際交流を行っているか・・・3 

 平成 23 年初頭、笛吹市にある富士言語文化学園から中国の美容学校生徒が本校において、1 週間ほど学科・

実習などを学びたいと申し入れがあり、本校も受け入れるべくカリキュラムを変更したり、準備を進めていた。

おりしも東日本大震災に見舞われ、計画は頓挫した。 

 

翌年、台湾・中国の美容学校の教員たちが本校の授業と学校運営の見学に訪れ、相互の国の学生の現状と学校

運営の在り方について交流を深め、双方で留学生を受け入れる話もあったが、日中の国交が不安定となり、やは

り計画は実現しなかった。今後においては、本校の側から国際交流においても先駆的な活動をしていくのが、大

きな課題である。 

 

2 受入れ・派遣、在席管理等において適切な手続き等がとられているか・・・3 

 現段階では、実際に留学生を受け入れる話がないので、手続等についても特にシステムは整備されていない。 

 

4 学修成果が国内外で評価される取組を行っているか・・・4 

 

 言語を伴わない美容技術は、万国共通の言葉であるといえる。10 年来、ハワイ・オアフ島に 4 泊 6 日の研修

旅行に 2 学年生徒全員が参加している。現地の美容家による、世界に通用する美容技術の講習を受けたり、現地

において美容技術を駆使して作品を作ったりといった国際交流を通じて、世界基準の美容師の育成を目指してい

る。毎年、学生の研修の模様はハワイ唯一の邦字新聞である「ハワイ報知」誌に４段組以上で掲載され、本校の

学習成果が国外でも評価される取り組みとなっている。 

 

 学生からも毎年好評を得てきた海外研修であるが、早いもので 10 年を数えた。この 10 年を一区切りとして、

来年から研修地の変更と、希望者のみの参加の方向に踏み切る予定である。一人親世帯のますますの増加に伴っ

ての、家庭の経済状況の悪化、また、数年前と比べて、変化を極端に嫌う学生が増えてきていることなど、学生

の質の変化を勘案しての変更案である 

 

 26 年度より、甲府市国際交流センター主催の「国際交流フェア」において、学生がネイルアートのコーナー

に参加して、さまざまな国と地域の若者と交流している。ネイルアート技術は各国の若者に、非常に好評だった

ようであり、今後もこう言った機会には積極的に参加していきたい。 

 また、平成 24 年度より、東京国際ビューティーフェスティバルという美容技術大会に、生徒が出場している。

平成 27 年に大会名称が変更されたが、旧称は「ライオン国際大会」であり、アジア（主として韓国・台湾）か

らも選手が毎年出場している。小規模校ながら、本校は件の大会で優秀な成績を残している。（次ページ資料と

項目 5 学生支援のページ参照）生徒により多くの研鑽を積ませるための大会出場であるが、結果的に国外にお

いて本校の学修成果が評価される取り組みとなっている 
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4 学内で適切な体制が整備されているか・・・2 

 

 留学生、外国籍の入学希望者から学校への問い合わせはたびたびあるが、実際に入学の段階までこぎつけてこ

ない。美容技術は言語を伴わなくてもある程度習得可能であるから、日常会話程度の日本語能力がある場合は、

留学生の受け入れ自体は可能ではある。しかしながら、日常会話レベルの日本語で美容師国家試験に合格できる

かどうかは甚だ疑問である。筆記試験となると、日常会話レベルで合格できるとは到底思えない。その点の受け

入れ態勢については整備されていないといえる。 

 

①   課題 

 教職員が留学生の受け入れや国際交流、国際貢献に対してやぶさかでないにしても、少人数の留学生を受け入

れたことによって生じる学習指導体制の見直しは、得られる成果に対して時間と労力がかかりすぎることが予測

に難くない。授業進度が大幅に遅れることを余儀なくされるなど、一般の学生に対する負担も想像以上に大きく

なる。この点は大きな課題である。 

 

②  今後の改善方策 

 項目 1 で前述した平成 23 年初頭の富士言語文化学園からの留学の申し入れは、1 週間程度の短期留学であり、

実質的には見学研修といった意味合いのものであった。実現しなかったものの、そういった見学研修に近い留学

ならば、時期によっては受け入れることも可能である。本校の側で受け入れ可能の情報を提示する場所があれば、

今後情報を発信していくことも考えるべきである。 

 受入側ではなく発信者側の見地で考えると、美容技術の国際大会において、手先の器用な日本人は非常に優秀

である。今後、卒業生から世界チャンピオンが出るような専門的な教育をしていくことも視野に入れて、学校運

営・カリキュラム編成を考えていきたいと考える。 

 

②  特記事項 

 海外研修旅行、世界基準の美容家を招聘するといった授業は、コストの面で大きな問題がある。29 年度はハ

ワイのケンセイ・タケダ氏、26 年度は著名なハリウッドのヘア・メイクアーティストである徳永優子氏を招聘

したが、学生は非常に満足していたようである。コスト面の問題と、学生の満足度とのつりあいをコスト・パフ

ォーマンス的によく勘案して、必要とあれば、学生のためにこのような機会をたびたび持ちたいと考える 

 

（この項目は、付加項目であり、必要なければ学校評価を行わなくても良い項目となっています） 

 

学校評価の具体的な目標や計画の総合的な評価結果 

  

 

 一昨年は本校独自の学科選択授業を見直して改変に踏み切ったが、今年度（30 年度）からは全国的に学科授

業の時間数が削減され、実習の時間数が増えることとなった。今年度からは専門課程と通信課程の理容科が新設

され、入学者 2 名を迎えて理容科が開校された。また、今年度入学生からは国家試験の筆記試験科目が 2 科目（必

修科目の運営管理と美容文化論）が追加される。 

1名
1名
1名
1名ネイル作品応募部門　2位

東京ﾋﾞｭｰﾃｨｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（旧ﾗｲｵﾝ国際大会）入賞者

平成30年　11月19日　東京ビッグサイト

ワインディング部門　国際大賞
ワインディング部門　優勝
ワインディング部門　3位
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 加えて、今年度より美容科、理容科ともに修得者課程の新設もなされた。美容師免許の取得者は、養成施設に

1 年通うことで理容師免許受験資格を得ることができる。同様に、理容師免許の取得者は養成施設に 1 年通うこ

とで美容師免許受験資格を得ることができる課程である。専門課程だけでなく通信課程も新設され、美容理容と

も、通信課程の修得者課程は養成施設に於いて 1 年半の履修で、国家試験の受験資格を得ることができる。 

 

30 年度 4 月の入学者は、美容修得者課程通信科 3 名、修得者課程理容科 1 名、修得者課程理容通信科 5 名を

迎えた。昨年まで専門課程と通信課程の 2課程だけであった本校は、この 4月より 8課程を包含することとなり、

いよいよ過渡期を迎え、日々試行錯誤の連続である。 

 

このようにめまぐるしく変遷する教育活動の渦中において、職業実践専門課程認定を機に、学内で毎年自己点

検・自己評価を行うようにし、教育活動を定期的に俯瞰から冷静に眺める機会を得ていることは、非常に喜ばし

い。また、過渡期の只中にいて、見失いがちな視点やおざなりにしている問題点を、外部の評価者を迎えて学校

を評価して頂くことにより、本校の優れた面、また改善すべき課題を、教職員が原点に立ち返り、再確認するこ

とになると思う。 

 

 さらに、ホームページ、ブログ、ライン等 SNS の活用を深めたことも、学校の教育成果をさらに広く一般に

公開でき、入学希望者やご父兄、美容業界に携わる多くの人々もまた、以前よりさらに本校の実情を適正に把握

できるようになったと思う。風評や口コミといった情報も時に有効であるが、教育成果を数字で示した資料は公

平かつ客観的な本校の指標であり、閲覧者にとってわかりやすく、正確な情報であるし、学校行事の画像や動画、

学生本人たちが書いた文章等は、生き生きと体感を伴って本校の教育活動を閲覧者に伝えることができる。本校

独自の「ロイヤリティ」を作り出すにも、さらに伸ばすにも、改善すべき課題に取組むにも、まず根底に本校の

現状に関する内部者の正確な把握と、外部に対する等身大の情報公開がなければならない。 

 

 理容科の新設、修得者課程の新設に伴い、過渡期の状態がこれから数年続くと思われる。新しいカリキュラム

と新しい国家試験の体制にも、学生共々慣れて行かねばならない。変遷の渦の中にいて見過ごしがちな問題を、

外部の学校評価委員、教育課程編成委員の方に冷静にご指摘いただきながら、日々新しい、時代に合わせた学校

づくりを進めて行きたいと考える。 

 

 

 

 

 

 


