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学校関係者評価報告書
実施日：令和 4 年 3 月 11 日(金曜日)

期間 令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日

学校法人 高山学園

高山美容専門学校

項目の自己評価及び取り組み状況
基準1

教育理念・教育目標
自己評価

学校関係者評価

見直し/取組/改善等

本校の教育理念である「人を磨き、人を育てる、 ①教育理念・教育目標ははわかり易く明確になっ 教育理念は、教職員一人ひとりが「人を磨き、人
誰からも好かれる人間になる」については具体的 ている。
に示しています。

を育てる、誰からも好かれる人間になる」を念頭

②美容は技術だけでなく人間性も重要というとこ に学生指導が行えるよう徹底していく。

また「笑顔装備のプロであれ」をモットーに人に ろがしっかり伝わっている。
好かれる育成教育を行っています。

業界の動向を掴むため外部との関わりを増やし最

③校訓校規等からも人格形成教育がうかがえる。 新の情報を取り入れるよう努めていく。

一に人格、二に技術～で始まる校訓校規を毎朝の
朝礼時に実施し人間力を磨き美容業界で活躍でき
る人材育成を目指しています。

教育理念・教育目標【評価】

とても良い5、良い4、普通3、やや悪い2、悪い1
評価項目

自己評価

学校関係者
評価

教育理念・教育目標は定められているか

4

4

特色のある教育活動を実施しているか

5

5

関連業界に副った教育活動がなされているか

4

5

今後の業界の動向・構想について考察しているか

4

4

基準2

学校運営
自己評価

学校関係者評価

見直し/取組/改善等

学校運営については学校長以下、各部署の責任者 ①学校運営に関し幹部会を定期的に行っていると クラウド管理システムの導入後の学校運営に関し
による幹部会議を定期的に実施し、教育取組及び ころは良いと思う。引き続き継続して頂きたい。 てさらなる向上を進めてい行く。
学校運営について意見交換を行い、課題に対し改 ②教職員の情報の共有や意思の疎通はしっかりで 作成したデータ等は可能な範囲内で管理、共有す
善や見直しについての情報を共有しています。ま きていると感じる。

ることを推進していく。その上でセキュリティ対

た、教職員の意思疎通、情報の共有を図るため毎 ③グラウド利用の業務は事務の合理化が進んでい 策を強化し情報漏洩を防ぐ。
朝会合を行い口頭による伝達を行っています。

ると判断します。

運営組織は明確になっており教職員から出た議案 ④社会労務士との連携は安心感がある。
を意思決定機関の幹部会で議論し、迅速に意思決
定していくのでスムーズな学校運営が確立されて
います。
業務効率化を推進するため教職員1人1台のパソコ
ンが配置され、管理されている諸々のデータなど
はクラウド管理システムを使用し業務効率化を進
めています。
人事や処遇に関しては明確な制度化までには至っ
ていないが社会労務士との連携により適切に対応
している。

学校運営【評価】

とても良い5、良い4、普通3、やや悪い2、悪い1
評価項目

自己評価

学校関係者
評価

学校運営に関する方針は定められているか

4

5

組織の運営や伝達・決定機能は適正になされているか

4

5

人事や処遇に関する制度は整っているか

3

4

情報システムの取り組みは行われているか

4

4

基準3

教育活動
自己評価

学校関係者評価

教育活動指導においては定期的に指導要領等に関 ①国家試験の合格率は高く評価に値する。

見直し/取組/改善等
外部講師や卒業生から意見を挙げてもらい授業の

する内容を打合せ、手合わせを行って。国家試験 ②卒業生や外部講師等によるセミナーなどの取り カリキュラムに組み入れていく。
課題の対応につきては、1年次2年次に模試や実際 組みは現場の生の声や業界の現状がわかるので学 教職員側も学生への指導前にキャリア教育の見直
の国家試験を見据えた実技試験を実施。

生の刺激になる。

しを実施します。

また、各個人の技術レベルを定期的にチェックを ③技術に合わせた教育環境は、退学等の防止にも
行いそれぞれの弱点を克服できる教育環境を作っ なるで継続していただきたい。
ています。

④教育指導の３つの力にさらなるレベルアップを

美容の現場のキャリア教育においては外部講師を 期待します。
招いての実践的な授業の導入、セミナー等を実

⑤高山美容さんの学生への面倒見の良さは伝わり

施。2年次の選択授業のカリキュラムについては

ます。

担当教員また提携する企業の担当者が連携し現状
の美容業界の特徴を踏まえ作成しています。
教育指導における３つの力「実践力」「コミュ
力」「適応力」をベースに美容業界で必要不可欠
な能力を身に付けられるよう各担当教員が授業に
取り組んでいます。また資格、検定試験の資格取
得のサポートとして試験対策講座をもうけて全員
合格を目指している。
教育活動【評価】

とても良い5、良い4、普通3、やや悪い2、悪い1
評価項目

自己評価

学校関係者
評価

学科の教育目標、人材の育成等は業界のニーズに適合しているか

4

5

学科の教育目標は明確にされているか

4

4

教育目標に応じたカリキュラム編成がされているか

4

5

教育課程は、キャリア教育にそって実施されているか

4

5

教育評価・単位認定などは適正になされているか

5

5

教員の資質向上のための取り組みはなされているか

4

4

資格取得のための支援体制はあるか

5

5

基準4

学習成果
自己評価

学校関係者評価

見直し/取組/改善等

進路変更等を除く就職希望者に対しての就職決定 ①就職支援において学生一人ひとり対応されてい 卒業生の活動把握については管理システムを導入
理は毎年ほぼ100％。活動状況は進路担当、クラ

る。

し、卒業生からの情報などを逐一を更新してい

ス担任で詳細を把握している。活動開始時より内 ②求人票の管理、閲覧等で今後改善が必要と話し く。
定に至るまで丁寧にサポートしている。

を聞いている。

求人票の管理及び閲覧については求人管理システ

キャリア教育として、業界関係者、業界で活躍す ③コロナ渦もあり、企業と交流等が減ってしまっ ムを導入する予定です。
る卒業生等による講演を定期的に開催していま

たケースも多いので今後はさらに交流を深めてほ

す。

しい。

求人先の美容企業サロン始め美容企業との協調関 ④卒業生とのつながりも大事にしている学校であ
係の一層の緊密化を図り、個々希望通りの就職先 る。更なる交流等も期待したい
に進めるよう綿密なバックアップを継続していま
す。
美容国家試験の合格率は毎年高い合格実績を挙げ
ており、今後も継続できるよう指導を実施してい
ます。
卒業生については同窓会の組織と連携により卒業
生の動向の把握に努めています。

学習成果【評価】

とても良い5、良い4、普通3、やや悪い2、悪い1
評価項目

自己評価

学校関係者
評価

就職率向上のための支援体制は整ているか

4

5

資格取得のための指導は適正に行われているか

5

5

退学防止のための対策は行われているか

4

4

卒業生の活動を把握しているか

3

4

基準5

学生支援
自己評価

学校関係者評価

見直し/取組/改善等

就職支援に関する体制は進路指導担当者、担任等 ①就職支援において企業側として協力できるとこ 学生の就職においてのカウンセリングについて専
で個別にカウンセリングを実施。SNSを利用し最 ろは協力を惜しまない。

用の場所がないため今後は専用スペースを確保で

新の求人情報を学生に伝達、また企業説明会や面 ②可能な範囲で利用してもらいたい。

きるよう準備をしています。

接の申込等の企業担当者への連絡もスムーズに行 ③経済的な問題で入学を諦めてしまうことのない 学生本人が居住する市町村での奨学金等の情報を
われている。

ようサポートしていただきたい。

提供できるよう準備していく。

外部講師を招いての就職セミナー、校内企業ガイ ④コロナ渦で厳しい状態ではあるが工夫をして学 コロナ感染者が減少してきている状況ですが、感
ダンス、履歴書作成、個別相談など就職支援活動 校イベントを企画し実施の検討をお願いしたい。 染防止対策は現状変わらず進めていきます。
を行い就職率向上、離職率減少に努めいていま

学生への健康管理や感染対策はしっかり行われて

す。

いると思う。
⑤保護者との連携は問題なくとれていると思う。

経済的な問題を抱える学生に対しましては事務局
学費担当者が学生支援機構の奨学金や学費サポー
トプラン等の紹介など個別に対応。状況に応じて
学費の納入について分納や延納の対応をしていま
す。
新型コロナウィルス対策として登校時に人認証が
可能な検温機器を使用、手指消毒、マウスシール
ド、フェイスシールドなどの着用等を含め感染対
策をするとともに学生の健康管理をチェックして
います。
課外活動など学校イベントは例年、積極的に実施
していたがここ数年はコロナ渦の為限られた開催
に留まっている。
学生の健康管理は学校として年1回の健康診断を
行っている。
学生の健康上の理由、精神的な理由による欠席

います。
課外活動など学校イベントは例年、積極的に実施
していたがここ数年はコロナ渦の為限られた開催
に留まっている。
学生の健康管理は学校として年1回の健康診断を
行っている。
学生の健康上の理由、精神的な理由による欠席
等、学生の状況については毎朝の朝礼等でクラス
担任により逐一報告がなされ教職員に共有されて
います。また、保護者との連携強化を密にし学生
本人の生活上の諸問題等についてもご家庭と共有
する事で就学継続等の支援を行う。
学生支援【評価】

とても良い5、良い4、普通3、やや悪い2、悪い1
評価項目

自己評価

学校関係者
評価

就職相談等に関する体制は整ているか

4

5

経済的支援への体制は整備されているか

4

5

健康管理への取り組みは行われているか

4

4

課外活動を行う上での体制は整ているか

3

3

入寮生ほか、学生生活の健康管理は行われているか

4

4

保護者との連携は適正に行われているか

4

4

基準6

教育環境
自己評価

学校関係者評価

施設・設備においては授業カリキュラムの内容に ①良い環境の中で授業が実施されていると感じ

見直し/取組/改善等
ﾘﾓｰﾄ授業の際Wi-Fi等の通信環境の不具合等が発

対応すべく実習室、一般教室を最大限に生かす工 る。リモート授業等も含め引き続きの工夫を期待 生しておりので今後は不具合が発生しない環境づ
夫を行っていて教育内容もワンランクアップする したい。
ことが出来ました。

くりを整備していく。

②海外研修旅行を楽しみにしていた学生もいたと 設備等に不具合が発生した場合、迅速に修繕し授

コロナ対応の授業においては学生一人ひとりに配 思うので残念である。

業に支障がないよう対応する。

布してあるipadを活用しリモート授業、提出物に ③今年度以降の開催を期待したい。

研修旅行に関しては、状況を的確に判断しつつ実

関しましてもクラウドにての提出、採点等をおこ ④防災対策用品が1人１セット用意されているこ

施に向け可能な範囲内で企画立案し実施してい

ない円滑な授業を進めることが出来ています。

く。

とが確認できた。

また一部の家庭学習に関してはオンデマンド等、

防災対策は非常時に避難経路、避難場所の周知徹

事前に作成した授業動画を配信を行い合理的かつ

底をしていく。

効率の良い授業を行いました。
研修プログラムにおいては希望者対象の海外研修
旅行や実務研修のサロン実習を実施しています。
ここ2年間はコロナ感染症の影響で中止となって
います。
防災対策として、定期的に教職員、学生を対象と
た避難訓練を実施しており、不測の事態に備え防
災対策用品セットを1人１セット準備をしていま
す。

教育環境【評価】

とても良い5、良い4、普通3、やや悪い2、悪い1
評価項目

学校関係者

自己評価

評価

教育に対応できるよう、施設や設備等は整備しているか

4

4

学外の実習、海外研修等についての教育は整っているか

3

3

災害時に備えた安全配備はなされているか

4

4

基準7

学生募集の受け入れ
自己評価

学校関係者評価

見直し/取組/改善等

募集活動においては全専各連・東専各の規定に沿 ①規定に沿って適正な学生募集活動を引き続き

ホームページは常に最新の情報が伝えられるよう

い実施しています。

に更新をしていきます。

行って下さい。

学校案内や募集要項、ホームページ等には特色や ②ホームページやSNSなど学校情報がしっかりと TwitterやInstagramは学生の生の声が反映できる
流れをわかり易く掲載している。

掲載、また情報が発信されている。

よう動画や画像など学生と共有をし更新してい

体験入学や入学説明会などは募集時期に月３回以 ③コロナ渦でもあり、リモートの面接の実施は受 く。
上開催しています。

験生にとってはありがたい対応だと思う。

今回の給付型奨学金の申請により就学困難家庭へ

入学選考は書類審査、面接選考で統一された面接 ④学費減免の制度は入学希望者の保護者の立場で の修学支援を行っていく。
フォーマット利用し志望動機、目標、人物などの は大変ありがたい。引き続き継続を希望したい。 オープンキャンパス（体験型、説明型）の開催に
観点から評価し、合否判定を適切に行っていま

⑤学納金に関しては他校を比較しても問題なしで さらなる工夫をこらし新しいスタイルを模索して

す。状況に応じリモートの面接にも対応していま す。

いく。

す。
入学希望者に対し特待生支援制度を設け学費負担
の減免を行っている。
高等学校への情報交換等は、進路相談会への参
加、高校への個別訪問を積極的に行い卒業生の動
向や美容業界の状況などを報告を行い、当校の教
育活動の理解を得ている。
入学から卒業までの学納金は学生募集要項に記載
してある金額で堅実に対応。不明瞭な点は一切あ
りません。
学生募集の受け入れ【評価】

とても良い5、良い4、普通3、やや悪い2、悪い1
評価項目

自己評価

学校関係者
評価

学生募集活動は、適正におこなわれているか

5

5

広告・入学案内書などによる募集活動は正しく行わてれいるか

5

5

入学選考は、公平な方法で行われているか

5

5

学納金の算定は適正なものになっているか

4

5

基準8

財務
自己評価

学校関係者評価

見直し/取組/改善等

財務に関しましては、入学者数の人数をしっかり ①１８歳人口の減少等の影響で入学希望者数で左 財務については学校会計システムを利用し、今後
算定し予算の管理や資金に関する立案を行ってい 右されてしまうが、現状を見る限り経営状況は安 も引き続き適正かつ迅速に業務を行います。
ます。

定していると判断できる。

ここ数年定員の充足率が低い状況、コロナ対応に ②会計監査は行政の下、適正に行われているので
よる設備投資などもありマイナス計上でありまし 問題はないと思う。
たが入学生の増加により収支のバランスは回復、
安定してきています。
今後は入学者数の増減などで変動があるため、校
舎や施設設備の新規投資や補修、修繕等に関して
検討が必要となります。
税理士の監査を仰ぎ適正に決算業務が行われてい
ます。また財務などに関しても的確なアドバイス
を受け財務状態について改善、修正を行ってい
る。

財務【評価】

とても良い5、良い4、普通3、やや悪い2、悪い1
評価項目

自己評価

学校関係者
評価

学校の財務基盤は、中長期的に安定しているか

4

5

予算・収支等は適正に管理されているか

5

5

財務について会計監査が適正に行われているか

5

5

基準9

法令の基準
自己評価

学校関係者評価

見直し/取組/改善等

関係法令および学校設置基準を遵守し、適切な学 ①法令や設置基準に沿い運営は適正だと判断でき 学園内における管理体制の整備や規定の作成等、
校運営を行っている。

る。

またセキュリティーの強化を進めていく。

個人情報の取り扱いに関する基準に沿って個人情 ②今後も適切にやっていただきたい。

自己点検・自己評価については毎年、問題点の見

報取り扱いに関する事項を明記し、個人情報を取 ③個人情報管理のセキュリティー強化を望む。

直し・改善に努めていきます。

り扱っており、目的以外の用途での使用は行てい ④自己評価が公表されて、学園の詳細など違った
ない。

角度から見ることが出来きました。
⑤委員会として良い方向に進むように協力させて

自己点検・自己評価については継続的に問題点の 頂きたい。
見直しや改善に努める必要性があります。学校自
己評価につきましては学校関係者評価委員会を行
い、その結果を学校ホームページに公表する予定
です。
法令の基準【評価】

とても良い5、良い4、普通3、やや悪い2、悪い1
評価項目

自己評価

学校関係者
評価

法令、設置基準などが遵守され、運営は適正に行われているか

5

5

個人情報保護の対策は整っているか

4

4

自己評価の実施に努めているか

4

5

自己評価の結果を公開しているか

5

5

基準10

社会貢献、その他
自己評価

学校関係者評価

見直し/取組/改善等

美容業界団体や企業などが主催する講習会や勉強 ①企業と学校のタイアップは良いことだと思う。 美容関連以外の自治体主催のボランティア活動に
会などに教室などの会場の提供を行っています。 引き続き継続をお願いしたい。

も参加出来るように努めていく。

ボランティア活動につきまして、毎年、街の発展 ②ボランティア活動の参加は評価できます。

児童や生徒などの職場体験なども積極的に受け、

のために行われるイベントの中での美容ブース内 ③今後は美容関係以外のボランティア活動の参加 美容の楽しさを伝えて行きたい。
でボランティアとして参加し近隣住民を交流をし を期待したい。
ています。
また、老人ホーム等の訪問美容のお手伝いを行い
心のケアも含めてよい評判を耳しています。

社会貢献、その他【評価】

とても良い5、良い4、普通3、やや悪い2、悪い1
評価項目

自己評価

学校関係者
評価

学校の施設などを提供して社会貢献を行ているか

4

5

学生のボランティア活動について支援を行っているか

3

4

