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Ⅰ．「学校関係者評価報告」について	 

長野美術専門学校	 学校長	 小林	 勝彦	 

	 

長野美術専門学校においては、平成 25 年 3 月に発表された「専修学校における学校評価ガ

イドライン」にそって、「長野美術専門学校	 令和元年度自己点検・評価報告書」の結果を

基本として「学校関係者評価」を行いました。	 

	 その目的としては、	 

・	 自己点検・評価の結果が適切かどうか	 

・	 自己点検・評価の結果を踏まえた今後の改善方策が適切化どうか	 

・	 重点的に取り組むことが必要な目標や計画・評価項目等が適切かどうか	 

・	 学校運営の改善に向けた取り組みが適切かどうか	 等	 

であります。	 

	 「学校関係者評価」を行うにあたっては、別紙の「学校関係者評価委員会規則」に定める

学校関係者評価委員会を設置し、「学校と直接関係のある学校外の者を評価者」として選任

し、委員に対しては、「令和元年度自己点検・評価報告書」の説明、教育活動、学校運営等

にかかわる課題を共有させていただき、今後の方向性に対する改善方策等の意見、助言をい

ただきました。	 

	 それらの意見、助言等の詳細につきましては、学校関係者評価委員会によってまとめられ

た報告書により報告を受けましたが、今後は、その報告書の内容について、広く、公表周知

していくとともに、今後の学校運営のための重点目標等の設定に反映させ、具体的な取り組

みを図る所存でございます。	 

	 本報告書をご高覧いただき、ご意見、ご感想などをお寄せいただけますよう、また、学校

運営に対しましても、引き続きご支援をいただけますよう、お願い申し上げます。	 
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学校関係者評価委員会規則	 

平成２５年１０月１日制定	 

	 

	 （趣	 旨）	 

第１条	 長野美術専門学校委員会規程第１条の規定による学校関係者評価委員会（以下

委員会という）の運営に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。	 

	 

	 （目	 的）	 

第２条	 委員会は、学校長の諮問に応じ、長野美術専門学校（以下本校という）の自己

点検・評価の結果を踏まえ、本校と関係する外部の者と連携協力して、本校の

教育活動、学校運営に関する事項を検証し、学校運営の改善を図ること等を目

的とする。	 

	 

	 （委員の構成）	 

第３条	 委員会の委員は、人格識見が高く、かつ本校の振興発展に関心と理解のある者

で、次に掲げる委員で構成する。	 

一	 若年者の就職動向やキャリア教育に関する知識を有する業界団体、職能団体、

地方公共団体等の関係者	 

二	 地域産業における動向等の知識及び本校教育内容に関する知識、技術、技能に

ついて知見を有する専攻分野に関する企業、関係施設、関係団体等の関係者	 

三	 地域住民	 

四	 本校出身学生の保護者	 

五	 本校の卒業生	 

六	 その他学校長が必要と認めた者	 

	 ２	 委員長は、委員の互選により選出する。	 

	 ３	 委員長は、委員会の会務を総理する。	 

	 ４	 前項の一、二、三の内からは２名以上選任するものとする。	 

５	 委員の人数は原則として４名から１０名までとする。	 

	 

	 （委員の任期）	 

第４条	 委員の任期は１年とする。再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合

の後任者の任期は前任者の残任期間とする。	 

	 

	 （委員の委嘱）	 

第５条	 委員は本校学校長の選任により、学校法人クリエイティブＡが委嘱する。	 
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（委員会）	 

第６条	 委員会は、本校学校長が召集する。	 

２	 委員会は必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。	 

	 

（報	 告）	 

第７条	 委員会においての意見を基に、委員長が集約して報告書を作成し、学校法人ク

リエイティブＡに報告しなければならない。	 

	 

	 （委員の報償費）	 

第８条	 委員には、１回毎に報償費を支給するものとする。報償費については別に定め

る。	 

	 

	 （事	 務）	 

第９条	 委員会に関する事務は、本校総務において処理する。	 

	 

	 （委員会記録）	 

第１０条	 委員会の開催記録を作成しなければならない。	 

	 	 

附	 則（平成２５年１０月１日）	 

１	 この規則は、平成２５年１０月１日から施行する。	 	 

２	 この規則の施行後 初に選任される委員の任期は、第５条の規定にかかわらず、平

成２６年３月３１日までとする。	 

附	 則	 

１	 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。	 

附	 則	 

１	 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。	 
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Ⅲ．「自己点検・自己評価報告」に対する評価の詳細	 	 

	 

基準 1．教育理念・目的・育成人材像等	 	 

	 

1－1．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）	 

長野美術専門学校の歴史は、1946	 年前身の村田美術研究所の開設に始まる。1976 年の

専門学校設立にあたり、建学の精神に「人間に生きる歓喜(よろこび)と希望をもたせ続

けてきたのは音楽と美術の力である」を掲げ、美術による全人教育を行い、未来芸術家

の育成を目指した。この建学の精神は「クリエイティブこそ社会形成の要」との信条に

引き継がれ、「表現の歓びを社会活動に昇華できるクリエイターの育成」の人物育成像、

そして「学生への 良の通過点の提供」の使命とともに成る理念体系としてきたが、本

校学校評価に指摘された「新たな建学期」の今、改めて「創造性の育み」を教育目的と

して言明するに至った。この目的を理念体系に明示し、堅持していくことが、本校の教

育活動の進路を一層正しく指し示すものと評価する。	 

	 

	 

1－2．特色ある職業教育を行っているか	 

本校の教育の特色は、伝統的・学術的な美術・デザインの基礎と実社会と連携した実

践的な学びの両立により、より社会に活かされるクリエイティビティを育もうとすると

ころとし、教育に反映している。実践的な学びについては、平成 18（2006）年の私鉄（長

野電鉄）と、地域のデザイン会社との連携で行われた乗車マナーポスター「正しい電車

の乗り方」プロジェクトといった取り組みに代表される先進的な活動を出発点として、

現在では PBL（プロジェクト	 ベースト	 ラーニング＝課題達成型学習）やアクティブ	 ラ

	 「人間に生きる歓喜（喜び）と希望をもたせ続けてきたのは音楽と美術の力であ

る」と「建学の精神」も謳って誕生した学校は、以来 70 有余年の間、教育機関とし

てその建学の精神と使命を具体的に実践し、地域社会・産業界に多くの人材を送り

出した伝統と実績を有しており、本項の評価の高さは多言を要さない。	 

また、「建学の精神」が時代や産業社会の変遷に合わせて、「目的」「信条」「育成

人材像」などへと引き継ぎ定められてきており、教育機関としての「専門分野」の

明確化へとつながっていることも、高く評価したい。	 
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ーニングの持つ教育意義を成果に活かせるよう、本校の学修期であるゼミ期を中心とし

て行うなど、教育課程の体系内での確立を進めてきた。当年度においては、連携	 

先との交渉や、実践活動と学習目的とのマッチングなど、これまでの経験を踏まえ更

なる前進ができた。	 

	 

	 

1－3．適切な学校の将来構想を抱いているか	 

	 当年も含めた中長期に渡る構想の具体化の中で、2017 年の新キャンパスへの建て替え

は、そもそも「クリエイティブキャンパス構想」の一つとして実施したものだったが、

そのねらいの根本は「キャンパスアイデンティティの確立」にあった。その意味では新

キャンパスを得たことは、明瞭なベクトルをもつ「新たな建学期」の成果として評価し、

構想が適切であったと総括をしたい。	 

	 当年議論されてきた将来構想についての重点の一つは、本校卒業後の進学先や社会人

の学び直しとして設けている研究科の振興策で「教育の高度化」をねらう学科として課

程の充実を図っていくことだ。もう一つは、広報活動策で、それは高質化をたどってい

る本校教育活動の現況に比べ、その正しい周知、価値の認知において不十分である問題

の解決に向けた活動である。また、もう一つは、社会にいきるクリエイティブ人材育成

学校が長年の間、「伝統的・学術的な美術・デザインの基礎と実社会と連携した

実践的な学びの両立」を教育目的として希求していていることは、まさに「特色あ

る職業教育」を実践するための根本的な姿勢として、敬意を表したい。	 

その成果の一つとしてあげられている地域企業と連携した多様なプロジェクト

活動については、昨年度より本校の学修期である「ゼミ期」を中心に行われるなど

教育課程の効果的かつ柔軟な体系化が行われ、「特色ある職業教育」の一層の進展

を実現しており、高く評価できる。	 

なお、本年度開催された「学校関係者評価委員会」（以下委員会）において、委

員から以下の質問がでた。	 

・「『当年度においては、連携先との交渉や、実践活動と学習目的とのマッチン

グなど、これまでの経験を踏まえ更なる前進ができた』とあるが、その具体的な内

容は？」	 

それに対して、学校から「企業等とのプロジェクトに関わる量と質の増加や成果

の公開、さらに総括的支援のために講師増員により、いっそうの進展が確認できた」

との報告があり、多とする。	 
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目標へ向かう時に多様に発生する必要への対応策で、これは収益が伴うなどこれまで学

校法人単独では行なうことができなかった状況を解決する新しい学習支援策である。	 

	 

1－4．理念・目的・育成人材像・特色・将来構想などが教員・学生・保護者等に周知さ

れているか	 

本基準において、本校は専門分野の特性が明確であり、特色ある職業教育においても	 

適切な教育を提供していると評価できるが、理念体系の教員・学生・保護者及び企業等

への周知は継続的な課題である。「キャンパスアイデンティティの確立」活動はこの課

題に対する核となる活動であり、本校のキャンパスコンセプトを「創造性を育むキャン

パス」とした。本校の存在意義を象徴するこの概念の基に、理念がどんな人間を育てる

学校の将来構想として、平成 27 年度から着手され策定された中長期構想「クリエ

イティブキャンパス構想」がある。これは、70 有余年の歴史を持つ学校の「新たな

建学期」として位置づけられている。その構想の具体的な成果の一つとして、前年度

（平成 29 年度）における新キャンパスの完成へと「結実」したことは、「適切な将来

構想」として高い評価にふさわしい実績であり、敬意を表する。	 

	 なお、委員会において、「クリエイティブキャンパス構想」の「重点」としてあげ

られた項目に対して、その背景などへの質問があった。以下、学校の回答を付言して、

了としたい。	 

・研究科課程の充実について	 

「当学科の「学び直し」や「さらなる学び」は本校の特色だが、社会においては

リカレント学習の必要性が顕在化されているとはいえず、需要の掘り起こしには

長期的かつ多角的な方策が必要である」	 

※「リカレント学習」とは―「社会人の学び直しと在校生のさらなる学び」のこ

と。（学校の説明）	 

・広報活動における「高質化」について	 

「広報活動が不充分に陥る第一の原因は、本校の価値を自他共に理解する必要性

を教育内容の向上性と同等に学校全体で持ち得ていないことである。本来的な広

報、ＰＲの目的を旨とした部署組織やその拠点の検討を重ねている」	 

・クリエイティブ人材育成の多様化支援について	 

「クリエイティブ人材育成のための多様な対応や支援の成立には、様々な業務が

発生する。従来の業務との混交や煩雑化を避けるための新たな方策を検討してい

る」	 
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のか、学校自体がどんな将来に向かうのかを、継続的に内外に明らかにしていくもので

ある。	 

一昨年度竣工した新キャンパスは、理念、目的、育成人間像から導き出された教育装

置として意図されている。いわば新キャンパスの設置や活用そのものが、他と比べてど

うこうでは無いアイデンティティを自覚し、周知する 大の手段にすべく断行したこと

を、引き続き自己評価として強く表明しておきたい。そしてこのキャンパスが体現する

理念に支えられ、本科においてはもちろんのこと、社会との連携活動や附帯事業のこど

も美術、また、廃校舎の地域貢献活動「未来のこどもラボ」などのクリエイティブプロ

ジェクト、学生募集のみにとらわれないホームページなどにおいても、目標を実態化し

ていくことが本来的な周知課題への答であると認識している。	 

しかしながら、本自己点検の調査を見ても、本校に学習する者、それをサポートする

者の意識が十分ではないことも認められ、この課題にはその手法などを開発しつつ、継

続して取り組んでいかなければならない。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

学校の将来構想としての「クリエイティブキャンパス構想」の策定、その実現のた

めの「キャンパスアイデンティティの確立」、さらにその具体的活動としては、新キャ

ンパスを「 大の手段」として位置づけ、新キャンパスが体現している理念等を広く

地域社会へと発信している諸処の取り組みなどがあげられているが、その積極的な姿

勢や実績について、大いに評価する。 
一方、「自己点検・評価」では、今後の課題も認識されており、了としたい。 
なお、本年度の「委員会」において、以下の質疑がなされた。	 

・「新たに取り組んだ周知策は何か？」	 

以下、学校からの回答を了としたい。	 

・「ホームページの全面刷新、進学者を対象として特化した進学サイトの開設を行っ

た」	 

・「『美専クリエイティブプロジェクト』の試みとして『未来のこどもラボ』を 3 年

計画の初年度として取り組み、それが本校の理念や将来構想等の周知に貢献した」	 

その他保護者委員の意見。	 

・「わが子は、オープンキャンパスに参加して学校への入学を決めた。また入学し

てからは、オープンキャンパスの手伝いをすることで、(後輩となる)高校生を迎え入

れる喜びを感じることができている」	 

それを受けて学校から「オープンキャンパスの学生参加については、修学の意義を

人に伝える経験を通じて、自身の意識をさらに深めると言う目的がある」との補足説

明があり、保護者委員は了とした	 

理念等の教員・学生・保護者等への周知活動は一朝一夕では実現できないことは多

言を要さない。今後も引き続いて新キャンパスを核に、さらに学校関係者、地域社会

に広く周知されていくことを期待する。	 
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1－5．各学科の教育目標、育成人材像は、学科等に対応する職業のニーズに向けて方向

づけられているか	 

各学科の教育目標、育成人材像を、学科等に対応する職業のニーズに向けて方向づけ

た修学を「美専修学ライン」として科目配列の体系としている。この体系は職業専門性

の学習とキャリア形成の学習を縦横系列に配置して関連させた修学プロセスのマップと

して、まさに職業のニーズへの方向と学習の位置を確認できるものとして設けられてい

る。	 

職業上のニーズと学生の当初の動機にはギャップがあり、社会活動としてのクリエイ

ティブの学修動機への成熟をねらう教育施策が課題である。職業意識への引き上げには、

専門性の学習全般に渡ってその根底に有効なキャリア教育が必要だが、それは、職業専

門性の学習とキャリア形成の学習を関連させて構築した前述の「美専修学ライン」に沿

って、一つひとつの履修を充実させることであり、日々の授業の質を確保した積み重ね

にこそあると認識している。	 

また本校の専門性の学習においては、既にある二次的、三次的なものを与えられる学

習から、第一次的なものを主体的に学ぶ機会の創出、提供を重要視する方針を掲げてい

る。実社会と連携したクリエイティブ活動（以下「社学連携活動」）もそのための教育

施策として従来から実践してきたものであり、そこにこの課題に向けての有効性を認め

ている。また、本校は職業観の涵養に向けた取り組みとして、このような PBL、アクティ

ブラーニングを志向する実践学習とアカデミックな基礎学習と両立させてきた。今後も

この教育法の経験とさらなる洗練をもって、当初の動機からの破綻無い成長を支援する

ものである。	 

また「美専修学ライン」には、「クリエイティブワーク総論」や「キャリアデザイン」

などの授業が年間の修学期を縦断して設置され、専門性の学習とキャリア形成のバラン

スを取るために、その都度臨機の内容で行われ重要な役割を担っていると自己評価する。	 
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基準 2．学校運営	 

	 

2－1．目的等に沿った運営方針が策定されているか	 

学校全体の運営方針は、単年度毎にも中長期的にも、前年以前や現在の状況、また予

想されるこれからの外的内的状況を踏まえ、組織的に行った分析検討をもとに学校長が

策定し、設置者の学校法人により決定されている。運営方針の策定にあたっては、単年

度毎の運営方針と共に、学校の将来構想や中長期的計画に基づいて検討、刷新している。

策定された運営方針については、教員など学校内関係者への周知や共有を高める努力を

恒常的に行なっていくものとしている。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

2－2．運営方針に沿った事業計画が策定されているか	 

	 学校の教育目標等においては、「職業専門性の学習」と「キャリア形成の学習」

を縦横系列に配置関連付けて体系化されている「美専修学ライン」によって、企業

等が求める職業ニーズと学習の達成度がわかりやすく方向づけられていることは、

高く評価できる。 
	 「自己点検・評価」の課題として示される「職業上のニーズと学生の当初の動機

のギャップ」については、入学後の「学習動機の成熟」へのきめ細かなサポートや、

個人差にも配慮した「キャリア教育」などによりギャップの解消を図る教育施策が

適切に行われており、多としたい。 
	 さらに具体的な施策として、主体的に学ぶ姿勢をもとに実社会との連携を重視し

たクリエイティブ活動やＰＢＬやアクティブラーニングなどの実践学習とアカデ

ミックな基礎学習の両立は、大いにその意義を認めるものである。 
今後とも職業ニーズの進展や変化の方向性を的確に定め、学生の「破たんのない

成長」を担保し、全学をあげ間断のない支援、きめ細かなサポートを期待するとこ

ろである。 
 

	 学校の運営方針については、「自己点検・評価」を了とする。 
今後とも学校長のリーダーシップのもと適切な運営方針の策定、その検討、周知

等に恒常的に努力をしていただきたい。 
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事業計画は年度開始に向けてその方針と共に策定されている。またその計画時期には、

予めその方針の確認を組織的に行い、また実施細目ごとに必要な方針と計画を掘り下げ

て検討を行うようにして、大方針の確実化や徹底のための改善を図っている。また、新

たに改善を要する点は常時発生するので、適宜会議招集など組織的な掘り下げを行って

いる。	 

	 

	 

	 

	 

	 

2－3．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たか、有効に機能し

ているか	 

運営組織や意思決定機能は会議図等で明示された会議機構での協議を基に学校長によ

り決定される。組織図や機能図等に業務体系がまとめられ、各事項に応じて組織構成部

署への分担または協働により業務の遂行に機能している。それぞれの役割分担や校務分

掌、決定権限の範囲などさらに具体的かつ明確化をしていくため、「組織運営規定」の

整備を進めている。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

2－4．人事、給与に関する制度は整備されているか	 

教職員の配備人事は経営上と学務上の均衡に適正を図っている。また、就業及び厚生

に関しては、就業規則や賃金規定をはじめとした各種規定により具体的に定められ、遵

守している。	 

	 

	 

	 

	 

	 学校の事業計画は、運営方針に沿って毎年策定されており、さらにその進捗状況の

確認、課題の掘り下げ、大方針の確実化、徹底など進捗管理においても、適切に行わ

れていると評価する。 
 

	 平成 28年度より「新たな建学期」と位置付けられて以降、組織運営や意思決定機
能においても、適宜見直しや改善を行い、必要に応じて規則等にも反映されている

ことが認められる。 
今後とも学校組織運営に携わる関係者の役割分担やそれに伴う校務分掌などを具

体的に明確にしていくために、「組織運営規定」のいっそうの整備をお願いしたい 
 

	 教職員の人事管理の運用、また給与制度、就業規則等は、適正に定められ遵守

されていると認められる。 
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2－5．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	 

教務・財務担当として教務・総務担当部署をおき、それぞれ教務長・総務長が業務を調

整、集約、検討し決定に向けて方向を定め、学校長が決裁する仕組みを組織図において

規定し設けている。	 

整備された組織機能を明確にするための「組織運営規定」を定めている。	 

	 

	 

	 

	 

	 

2－6．業界や地域社会に対するコンプライアンス体制が整備されているか	 

本校の信用やブランドイメージを守るための対策としては、特化した体制や条文とし

て設置されてはいないが、イメージを損なうような案件発生時には、リスクマネジメン

ト会社や、弁護士等への指示を仰ぎ、事案の速やかな収束または、未然に防ぐための対

策としている。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

2－7．教育活動に関する情報公開が適切になされているか	 

本校の教育活動に関する情報公開は学園理念の遂行からも重要視している。ホームペ

ージにおいては、頻繁に更新し公開、印刷物などの各種案内においても、積極的な予算

付けのもと間断無く作成・配布に取り組んでいる。また、当年度においてホームページ

のフルリニューアルが完了し、よりわかりやすく本校の教育活動を公開する場を整えた。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 教務・財務担当部署による業務分担やその管理運営は適切になされ、さらに学校長

による 終決済の意思決定システムも整備されていると認められる。 
 

	 学校運営において、リスクマネジメントはまことに重大な課題であることは多言を

要さない。トラブルの未然防止はもちろん、トラブル発生などに際しては、専門家な

どとのネットワークを活用し、万全の体制で対処していただきたい。 

	 学校の情報公開への取り組みは、大いに評価できる。とくに今年度は、ホームペ

ージのフルリニューアルが完了したことは、多としたい。 
なお本項の取り組みについては、「基準 1.－4」における学校の理念等の周知活

動などとも関連することであり、相乗効果を求めたい。 
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2－8．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	 

サーバーコンピュータ運用を始めとした校内	 LANの活用や、WEBシステムの活用により

行なっている。情報技術は常に刷新されている事から、業務の効率化への反映の検討が

恒常的に必要であると認識しクラウドによる情報共有や新しい端末種の採用など積極的

に進めている。	 

	 各部署の活動の全体把握に課題があり、セキュリティシステム強化も含め、更なるシ

ステムの充実が急務である。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

基準 3．教育活動	 

	 

3－1．教育理念に沿った教育課程の編成・実施方針が策定されているか	 

教育課程は三種五学科構成により編成し、それぞれの学科方針を策定、本校の理念体

系を具現化している。また、専門性学習とキャリア形成を織り込む形で体系づけ視覚化

した「美専修学ライン」を、各科における課程編成とその実施の方針として示している。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

3－2．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	 

各科目及び課程の修了に必要な学習時間と到達度は、単位制により本校の育成人材像

や業界のニーズをふまえながら学習時数を定め、シラバスやカリキュラム表、成績票等

に明示している。本校では単位制移行前段の学年制での単位制の運用は相当年の実績が

	 学校運営や学習機能、職業教育などにおいて、今や「情報システム」の機能充実は、

非常に重要な課題であり、積極的な取り組みを了としたい。 
なお「自己点検・評価」で認識されている課題については、引き続き対応をお願い

したい。 
 

	 学校の理念体系により、「三種五学科」の教育課程が適切に編成されている。 
さらに各学科の課程編成と実施方針については、学校独自の「美専修学ライン」

において視覚的に示されていることを、高く評価する。 
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あり、その上に立って移行された現単位制は高く評価できるものであるが、単位制のさ

らなる活用により、学生の主体的な学びが促進されるよう努めている。	 

課程編成において本委員会の指摘にあるパソコンなどの道具・装置・機械の操作力は、

将来の就業に向けて重要なスキルであり学習教材として位置づけ、DTP スキル等を習う授

業では、複数教員にさらに助手職員を複数名付けるなど一人ひとりの学生の習熟度を上

げる配慮をしている。	 

「真の仕事力」を身につけるためには、あくまでも教育理念に導かれた「創造性の育

み」の目的を軸にバランスのとれた課程編成、またその実施を目指すべきと考える。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

3－3．学科等のカリキュラムは体系的に編成されているか	 

カリキュラムは専門的な職業能力の学習とキャリア形成の課程を縦横系列に配置して

関連させた「美専修学ライン」体系により編成している。この体系は修学のマップとし

て、各学科を包括した学習プロセスの位置を確認できるものとして設けられている。ま

た平成27年度より運用している教務方針書はキャリア教育と職業教育「美専修学ライン」

体系の実施方策であり、指導側が共有するべき指標として、また次回に活かせる記録と

しても効力を発揮している。	 

	 

	 

	 学校の「伝統的・学術的な美術・デザインの基礎と実社会と連携した実践的な学

びの両立」という目的に基づき、従来から実績ある単位制の運用により「教育到達

レベル」や「学習時間の確保」が明確にされていることは、高く評価する。	 

	 学習教材として重要なツールとなるパソコンなどの操作スキルについては、昨年

度の本委員会においても習熟度の個人差に対するきめ細かなサポートの必要性が

指摘されていたが、対象年度はその認識に基づき、該当授業の教員や助手職員の増

員などにより修業年限に対応するための学生支援を図っていることは、高く評価す

る。	 

	 「自己点検・評価」にある「真の仕事力」とは、主体的な職業観の育成、それを

担保する「クリエイティブの力」の涵養、さらにその「クリエイティブの力」を縦

横に発揮できるパソコンなどのハイレベルな操作スキルがバランスよく習得され

ていかなければならない。それが学校の志高い目的である「創造性の学び」に直結

していくものでもあることを、本項の結びとしてあらためて強調しておきたい。	 
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3－4．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・

開発等が実施されているか	 

地域社会からの要望に応える取り組みを、キャリア教育・実践的な職業教育の授業と

してカリキュラムに組み込んでいる。	 

平成27年度より実社会と連携した、実践的なプロジェクト遂行型の学習は夏期授業期

間を含む 7～10 月のゼミ期に集約して取り組み、年間の流れの中で実践的学習が有効な

位置付けとなるようカリキュラムを改編（1－2 項参照）した。また、企業等実社会の要

望に応える取り組みにおいて、「地域クリエイティブ実践研究室」を開設し教育目標と

のマッチングや連携の適正化、改善を図ることとした。	 

本校の各学科を包括する形で、課程編成のグランドデザインとなっている「美専修学

ライン」はもともと、前の項で報告しているようにキャリア形成、職業教育を縦横断す

るユニークかつ社会情勢や、学生の実態に適合した合理的な工夫・開発であることも、

この項の問いに対する重要な回答であると報告しておきたい。	 

	 

	 

	 

	 

	 学校のカリキュラムは、「専門的な職業能力の学習」と「キャリア形成の課程」を

縦横に配置し関連させた「美専修学ライン」により、体系的に編成されている。 
	 「美専修学ライン」は、学校が絶えざる問題意識で取り組んできたカリキュラム

編成における集大成として、本項においてあらためて評価したい。 
	 また「教務方針書」に基づき、現状をチェックし将来への課題意識を持ち続けて

いることにも、敬意を表す。 
	 なお本年度の委員会で、学校より以下の補足説明があった。 
「本校では、科目をベーシック・パーソナル・プロフェッショナルの 3 つのステー
ジに分けて配置している。この各ステージは学習な内容を表しているが、段階的に

学ぶだけでなく、3つのステージを行き来することが大事だと考えている」 
また「ビジュアルデザイン科」（2年制）の科目として昨年度まで 2年次での履修で
あった「映像理論Ａ」「撮影技術入門」が、あらたに 1年次の履修に変更。さらに同
様に「アニメ動画表現」が「ムービーメイキング」に名称を変更した。 
これらの変更なども、学校のカリキュラム体系への積極的対応の証として、評価

できる。 
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3－5．関連分野の企業・関係施設、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	 

カリキュラムの編成にあたって、地域の関連分野の企業・関係施設等業界団体等から

も委員を迎え「教育課程編成委員会」を編成し、次年度のカリキュラム作成の見直し等

を行っている。又、卒業生の就職先や、兼務講師の業種関連に積極的に働きかけ、連携

をはかることを努めて、カリキュラムの作成見直しの参考にしている。今後も、組織的

な連携及び、継続的な連携を図っていくものとする。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

3－6．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	 

	 学校のカリキュラム体系に基づき年間を通じて行われる学習は、「基礎履修期」「ゼ

ミ期」「総合制作期」と 3 つに分けられている。その上で自己評価にあるように地域
社会・産業界との連携による実践的なプロジェクトの遂行は、このなかで「ゼミ期」

(7 月～10 月)に集中的に行うなど、「キャリア教育・実践的な職業教育」の機会をよ
り効果的に行うための教育方法や工夫を実施しており、大いに評価したい。 
また企業等との連携においては、学校の教育目標とのマッチングや学生の立場にた

った実践を支援する目的で設置された「地域クリエイティブ実践研究室」の機能も、

時機を得た試みであり、高く評価する。 
	 自己評価にある「美専修学ライン」成果についても、是としたい。 
なお学校から、これまで「キャリア講座」の名称で行われていたキャリア教育を「キ

ャリアデザイン」と「発展的」に科目改称がなされたとの報告があった。これなども

本項における積極的な取り組みの事例として評価したい。 
 

	 「カリキュラムの作成・見直し」については、企業や業界団体等からも委員を迎

えた「教育課程編成委員会」によって、適宜次年度に向けて行われている。 
	 卒業生の就職先や関連機関等からの意見集約についても、組織的継続的に行って

いく主旨を了とする。 
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本校での専門的な職能学習は、講義・演習系と実技系の授業方法に大別され、科目区

分は美専修学ラインをベースにした科目区分と、年間の学習時期によって体系づけられ

ている。	 

本校を特徴づける学習として、実技系の授業においては、アプリケーションの操作の

みならず、レタリングやデッサンなど一次的で基礎的な技術の修得を行う。これは、コ

ンピューターによるデザインワークが中心になり、たとえその性能が向上していなかっ

たとしても、それらを使いこなし、良し悪しを判断するのは人であることには変わりは

ないからである。日々技術革新が起こる現在であっても一次的な経験や体験があり、視

野が広く柔軟性のある人材が、社会に求められていると考えるからである。また、年間

の学習計画を立てる上では、その体系の中に企業等実社会との連携による学習をその種

類により、有効に組み込むようにしている。企業等実社会との連携による学習の種類は、

独占資格取得型の比較的単純な学習とは違い、クリエイティブワークが求められる業種

は多岐にわたるところから、実践的な課題に取り組む学習（PBL）を通じて、様々な業種

でのクリエイティブワークに必要な共通普遍の能力を身に付けることを主な方法として

いる。その他には技術上や職業上の基礎的な知識、あるいは職業の社会的役割について

の講義や、インターンシップなどにおいての連携学習を産業界や行政等の企業・機関か

ら得ている。特にインターンシップに関しては、課内、課外の両面において、受け入れ

先企業の紹介や企業リサーチを学生が行う時間を設け、さらにインターンシップ終了後

は、企業ごとに分かれその目的を再確認するとともに、それぞれがインターンシップで

得た経験を発表し合い、職業意識の醸成と学校での学びの動機をあらためて考える時間

としている。	 
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3－7．授業評価の実施・評価体制はあるか	 

個別の授業の評価の前に、各教科の学習を包括的に「キャリア学習」の面からとらえ

て、その実績や現状について、学生や卒業生また教職員へのアンケート調査によりアセ

スメントを行い、その後適切な個別の授業評価に対応する方法の検討を行ない、その分

析をクリエイティブキャンパス構想に活かすべく検討している。	 

この取り組みについては、現状では難しさを持っている。授業評価は、評価者が持ち

合わせの考えで単に授業を裁くようなものではなく、あくまでも学生に対しては正しく

修学目的、達成目標を考えさせる機会として設けられること、また学校においては望ま

しい学習を正しく導き出すことのために行うという強い目的意識が備わっていなければ

危険を招きかねないと認識している。このため当年も、授業担当講師との「教科面談」

などを通し、授業内容の精査を行い、必要に応じ次年度への改善に取り組んでいる。	 

	 学校の専門的な学びにおいて、とくに実技系の授業の特徴として「レタリングやデ

ッサンなどの一次的で基礎的技術の修得」をあげているが、まさに学校の特徴を表す 
重要な教育的視点であり大いに評価したい。 
	 地域企業・団体等との実践的な連携学習においては、具体的な課題解決を目指す

「PBL（project-based learnig）」学習を重視しており、これも了としたい。 
	 本年度の委員会において、保護者委員から、以下の意見・質問があった。 
・「実社会との連携により授業やインターンシップ体験などを通じて、わが子の成

長を強く感じた。たいへんよい取り組みだと思う」。 
・「インターンシップの新たな実績はどうか」の質問に対しては、学校の回答は以

下の通り。その「労」を多としたい。 
・「受け入れ企業は、前年度よりも 8 社増やすことができ、体験する職種の幅も広

がった」。 
	 なお委員会ではインターンシップに係る教科方針について学校から「インターンシ

ップ関係の授業については、これまでの『キャリア講座』から独立させて、より主体

的な職業教育の場として機能させて行きたい」との補足があった。これも、インター

ンシップの重要性を鑑みた判断であるとして、評価したい。 
一方近年インターンシップが一部企業においては、採用活動の短絡的なプロセスに

組み込まれる傾向が指摘されている。学校におかれては、在学中の社会体験・職業体

験の貴重な機会として学生の主体的な活動により多くの学びができるように、受け入

れ先企業との意思疎通にもご配慮をお願いしたい。 
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現場は、今はいたずらに実施を急ぐのではなく、CI（キャンパスアイデンティティ）

の確立状況、教育機関としての成熟度を鑑みて、前述の位置づけに沿った取り扱い、結

果の活用に向け、次年度以降、実施できるよう検討していく。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

3－8．職業教育に関する外部関係者からの評価を取り入れているか	 

平成 25 年度より、地域の関連分野の企業・関係施設等業界団体等又、卒業生及び学生

保護者等で「学校関係者評価委員会」を設け外部関係者評価を行っている。又、授業協力

企業や卒業生就職先などの企業訪問を高い頻度で行い、評価を取り入れている。その内

容は報告書にまとめ、意見の収集、分析、活用を図っている。加えて、求人企業に対し

ても個別訪問を行い、求人内容についてのヒアリングなどを通し、業界の動向を探り、

教務内で共有している。また、公開イベントや同窓会との連携活動などの機会には、ア

ンケートや意見交換などで評価を取り入れている。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

3－9．成績評価・単位認定の基準は明確になっているか	 

成績評価に関しては、各科目において、実技科目については、課題による制作物、又講

義・演習課目については、試験やレポート及び出席状況を含む授業の取り組みを総合し

て、優・良・可・不可の 4段階で評価する。単位認定については、可以上の成績をもっ

て認定とする。	 

	 授業評価に対する学校の危機感は、了としたい。 
	 授業を包括的に「キャリア学習」と位置付けて学生、卒業生、教職員へのアンケ

ート調査を実施して、現状の課題等抽出していこうとする方針も支持したい。 
	 授業評価という形式的な所与による分析・検討を急ぐのではなく、「学校の「CI」 
の確立状況、教育機関としての成熟度などを鑑みて」、総合的に判断し取り組んで

いきたいという学校の方針も了とする。 

	 学校外部からの意見、評価などをとりいれて、今後の学校運営に役立てていくこ

とは、大いに重要である。 
	 学校においては、毎年行われる「学校関係者評価委員会」の議論を職業教育のあ

りかたや評価として取り入れている他、学生の就職先や連携授業などでの関係企

業・団体などからの意見・評価も積極的に収集・分析するなどの姿勢も、大いに評

価できる。 
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今後も基準を反映した計画的科目運営をしていくものとする。又シラバスの閲覧促進

については「履修状況自己点検ワーク」や個人面談において確認機会をつくっている。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

3－10．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付けはあるか	 

資格取得指導は、各科目の学習目標のひとつとしてあらかじめカリキュラム体系に組

み込んでいる。本校の扱う職種の独占資格ではないので、資格試験合格を各科目の単位

取得の必須要件とはしないことを方針とし、将来就く職務に必要な能力の習得に有効な

資格を先取し、課程に積極的に組み込んでいくものとする。	 

	 クリエイターに必要なコンピュータスキルは、リテラシーの一つとして教育に有効な

取得目標資格を定めカリキュラムに組み込むと同時に、アカデミックな色彩や造形スキ

ルも普遍のリテラシーとしてとらえて、両者の検定システムを有効に学修課程に組み込

み、合格率や受験率の向上を評価していくものとしている。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 成績評価・単位認定の基準は、定められた方法によって明確になされていると評価

する。 
その上で、成績評価や単位認定の基準の明確化は、自己評価にもあるように「基準

を反映した計画的科目運営」や「シラバス作成・閲覧」などと一体的に推進されてい

くべきものであり、学生の主体的な学びを実現していくためにもまことに重要である

ので、引き続き適切な検証・検討を行っていただきたい。 
	  

	 学校の「資格試験合格を単位取得の必要条件とはしない」方針については、了と

する。 
	 「独占資格」ではなくとも、資格取得のプロセスは、「学びの達成感」や「自己肯

定感」を育む良い機会となることは多言を要すまい。アカデミックかつ普遍的な領

域の資格も、将来にわたる職能専門性の基盤をつくる重要な学びの機会となること

も付言したい。 
コンピュータスキルの向上につながる資格取得においては、クリエイターとして

の専門スキル育成に直結するものであり、学修課程への組み込みなど大いに推進し

ていただきたい。 
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3－11．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員（本務・兼務を含

め）を確保し、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

指導力育成等、資質向上のための取り組みや研修が行われているか	 

本校教員には、特に兼務においては幅広い職業からの現役経験者を配置し、育成人材	 

像に沿った地域の職業人ニーズへの高い整合を実現している。また、校内研修や職場研

修を行ない、教員の専門教育力・総合的な教育力の育成、確保を図っている。本年度も

企業等と連携し、「指導力向上」「技術力向上」を目的とした研修をそれぞれ設定し、

学生への教育力を向上させている。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

3－12．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・兼務を含め）の

提供先を確保するなどマネジメントが行われているか	 

連携による人材育成の重要性について、関連分野における企業等との相互理解を促進

するために連絡や訪問を密にするなど、現存連携先との関係強化、新規開拓を図ってい

る。教育課程の運営管理との整合については事前の計画が重要であるところから、教務

のマネジメントに校長、総務長が強く注視、関与し強化を図っている。また、連携協定

の締結などによる、協力関係の明確化も連携先企業等の理解を促進しながら推し進めて

いる。関連分野における業界団体には積極的に加盟し、活動することで職業教育に関し

ての連携意識を深め、協力提供を得ることに努めている。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 教員は、とくに経験豊かな「現役経験者」を重視して確保していることは、「職

業能力育成」を目的とする学校においては、まことに機能的・効果的なことであり、

大いに評価したい。その上で教員の専門知識・技能等のさらなる修得、また学生指

導力に繋がる教員資質の向上などの研修への取り組みなども、多とする。 
今後とも優秀な教員の確保・育成に尽力願いたい。 

 

	 現存連携先との関係強化や新規開拓の取り組みなどは、多としたい。また教育

課程の運営管理の整合性について、校長・総務長の役割や関与の仕方においても、

了としたい。 
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基準 4．教育成果	 

	 

4－1．就職率の向上が図られているか	 

本校は、職業能力を学ぶための専門学校であり、学生の就職率は本校の存在意義を問

われる 重要の指標の一つといえる。本校では、教務にキャリア指導主事を置き、自身

も「キャリアデザイン」授業を学科を超えて通年受け持ち、学生個々の進路志望の把握、

その実現のための方策などに取り組んでいる。キャリア指導主事は、単に企業等への就

職支援にとどまらず、特にアート系職業への進路については多岐に渡る支援を行ってい

る。また、美術・デザイン系大学への 3 年次編入等の進学への支援も行い、成果をあげ

ている。地域の求人開拓、インターンシップ先等の開拓活動にあたっては、一般教員も

積極的に取り組み、協力連携を獲得し就職へつなげている。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

4－2．資格取得率の向上が図られているか	 

本校の取り扱う専門性においての資格取得意義の理解を中心とした、動機づけを強化

する重点方針により、資格取得率の向上を図った。その結果、受験率、合格率共に向上

が見られた。今後もこの取り組みを一層強化していくものとする。	 

ただし、本校で扱う資格は業務独占資格ではないので、あくまでも教育目的に照らし

合わせ有利な取り組みとしての資格取得のための学習活動であることは論を待つところ

ではない。	 

	 

	 

	 

	 

	 学生の就職率は、「自己点検・評価」にもある通り、学校の存在意義を左右する

までに重要指標であることは論をまたない。 
	 対象年度の就職率は、91,2％（就職希望者のみ）との報告があったが、	 前年度
よりも若干低下していることを指摘せざる得ない。 
	 就職率向上のための中核的存在として「キャリア指導主事」の存在があり、その

使命を担って活躍していることは、評価したい。その上で、来年度に向けて、「キ

ャリア指導主事」と一般教職員との連携を強化するなど学校をあげての積極的な支

援により、就職率向上を目指していただきたい。 
 



23 
 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

4－3．退学率の低減が図られているか	 

学生個々の問題を拾いあげ解決をサポートし、教員間の共有やその管理における中心

的役割を担う修学コーディネーターを当年度から設けた。この修学コーディネーターを

中心とし、家庭との連絡を適宜行い、連携をとるよう努め、他の職員や授業担当講師と

共に組織的な方策を図っている。加えて、入学者選考との関係の精査もこの問題の重要

な点であり、その方針・方策の検討を行っており、次年度においては選考方法の改定も

検討されている。また、設置学科間の転編入制度もこのための重要な対策として機能し

ている。そして、退学扱いとはなるが、平成 27 年度より「別科」を設置、正規の修学に

はならずとも履修を認定する制度を設けるなど、学生の修学に対し広く支援を行なって

いる。こうした努力の継続により、当年度の退学者は 5 名にとどまった。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 「3－10.」においても触れられているが、学校には「独占資格」の指定がないこ
ともあり、いわゆる資格取得に対する学生の興味関心や意欲が、ややもすると薄く

なってしまいがちではないかと推察する。しかし社会人、職業人としての基礎能力

として、例えば「日本語検定」や「ビジネス能力検定」などの資格取得の学びから

得られるものは、まことに重要である。学生個々の課題目標を設定し、その達成の

ために学習意欲を高めるなどの支援を願いたい。 
なお、対象年度の資格取得率については、以下 2試験の結果報告があった。 

「Illustrator クリエイター能力認定試験」の合格者は 25 名、合格率は 62.5％。
「Photoshopクリエイター能力検定試験」の合格者は 14名、合格率は 35％。 
いずれも前年度よりも低下している。この 2種類の「能力認定（検定）試験」は、

クリエイティブ・デザインワークをする上で不可欠なスキルであることは多言を要

さない。次年度においては対象年度を上回る「成績」を期待したい。 
 

対象年度より「修学コーディネーター」や「修学支援専任職員」などを配置し、

入学後の学生の学習意欲などへのきめ細かな支援を行っていることは、高く評価す

る。またそれらの役割を担うために、家庭や他の教職員、授業担当講師等との組織

的な連携協力を行っていることも了とする。 
	 なお対象年度の退学者は 5名となっている。前年度も同数の 5名であったが、在
籍者(母数)が前年度よりも増えているため、退学率が前年度の 6％から 5.5％に減少
していることを確認した。 
	 引き続き退学者、退学率のいっそうの低減を目指していただきたい。 
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4－4．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	 

	 卒業生の活躍は、本校の教育成果の周知のためにも、情報収集、把握に積極策が必要

と認識し、企業訪問時、同窓会活動において把握に努めているところではあるが本校は

小規模の学校のためか、この情報については比較的よく入ってくる状況である。在校生

についても目が届き良く把握出来ている。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

4－5．卒業後のキャリア形成への効果を把握し学校の教育改善に活用されているか	 

本校での学びのキャリア形成への効果は、卒業生の進路状況を調べ、活用している。	 

卒業者情報はアンケート調査などにより収集、教育策の改善の参考等として運用してい

る。卒業生の卒業後の追跡については、卒業生の同窓会組織の会報発行も一役買っている

が、会の規模の拡大を望みたい。企業等への訪問などの接触の機会に卒業後のキャリア

形成の進捗状況を確認し、改善策を検討している。	 

教務に配置したキャリア指導主事の担当授業「キャリアデザイン」において、卒業生

を招いたり、その職場に出向き職業現場の経験を学ぶ機会をつくっている。また当該教

員の企画で SNS を用いた、「卒業生コミュニティ」が設置され、当年度においては卒業

生の展覧会の告知などに用いられ、卒業生間におけるコミュニケーションツールとして

も運用され始めている。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 卒業生や在学生が地域社会において活躍しその評価が高くなることは、教育機関

として大いに誇るところである。そのためにも、現状を正確に把握することは不可

欠である。 
	 学校としてその認識を深めて、積極的に行っていることは、学校が発信する各種

広報ツールなどからも理解できるところであり、その「労」を多としたい。 
	 引き続き地域社会に対する広報活動の一貫に組み込み、卒業生・在校生の社会的

活動の情報把握に努め、卒業生・在校生の誇りとなるように学校の社会的・教育的

存在意義を、大いにアピールしていただきたい。 
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基準 5．学生支援	 	 

	 

5－1．進路・就職に関する支援体制は整備されているか	 

企業等との関係を密とするキャリア指導主事が、キャリア教育系の授業も受け持ち、

学習意欲の向上や、グループワークの強化、卒業後の就業意欲などの動機付けから、企業

等の進路先と学生とのマッチング等就職活動にワンストップの支援を行ない、その指導

法、教育力を高めてきた。また、課内のみならず、年 4、5 回「美専進路説明会」を開催

し、企業等の採用担当者や新卒応援ハローワークからジョブサポーターを招聘。特定企

業のみならず、業界全般における職種の傾向や県内における求人傾向なども学生に対し

て情報を提供している。加えて、春期・夏期の年 2 回、全学生に対しキャリア面談を行

い、この他にも、希望学生には個別面談を設けている。求人などの進路に関する情報は

頻繁に更新し鮮度を保っているが、求人数の増加もあり、求人に特化された掲示板を自

ら調べる姿勢の向上がみられる。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 前項の「4－4.」は卒業生の教育効果の成功例を把握することであるが、続く本項は
成功例に限らず全般的な効果測定を行うことの必要性を問われている。とりわけその

効果を客観的に判断し、学校の教育改善にも役立てていくという「教育サイクル」は

不可欠な取り組みであり、注視したい。	  
	 学校の取り組みとしては卒業者へのアンケート調査、同窓会の会報誌発行における

編集取材活動時の活用、就職先への訪問活動などをあげており、いずれもその「労」

を多としたい。そこで集約されたさまざまな意見、情報を積極的に学修プログラム等

に役立てていくことを期待したい。 
	 本年度の委員会において、卒業生委員から、「卒業生コミュニティ」の周知状況等の

質問があった。学校から、卒業生に向けて発信しているツールとして、「『同窓会会報』

やＳＮＳによる『卒業生コミュニティ』などがある。『メディア・ツール』としては一

応整備されつつあるが、残念ながら十分に活動している状況には至っていない」とい

う回答があった。 
	 「4－4」「4－5」の現状の課題の再確認と、来期に向けての課題改善も期待したい。 
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5－2．学生相談に関する体制は整備されているか	 

修学コーディネーターを中心として組織的な対処に発展できるよう取り組みを図って

いる。特に学生情報の収集や分析、組織的職務体系的な体制の構築を進めている。特に

当年度からは、学生の修学や生活、環境などに渡る様々な状況把握を修学コーディネー

ターが行い、この元、特に個別の授業や課題の遅れが見られる学生に対しては教科主事

が、他の職員や授業担当講師と相談し、課外の学習援助や補講の設定などを行なってい

る。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

5－3．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	 

日本学生支援機構の奨学金に対する支援、教育ローン、成績を重んじた本校独自の

「クリエイティブ A 奨学特待制度」を設けている。また今年度も国の「専門学校生への

効果的な経済的支援の在り方に関する実証研究事業」を受けて県が当年度より始めた「私

立専門学校生に対する経済的支援事業」に協力校として、支援策には極めて積極的であ

る。また、授業料などの延納要望には内容を精査しながら柔軟に応じている。平成 31 年

度において計画されている、政府の新修学支援制度へも申請をしていく予定である。	 

	 先ずは主担当の「キャリア指導主事」を先頭にし、学校をあげて学生支援に取り

組んでいる現状は、多としたい。 
	 「自己点検・評価」には、「美専進路説明会」を年間通じて開催し、求人企業やハ

ローワークなどとの連携強化を図るとともに、全学生対象の「キャリア面談」など

「マンツーマン」の支援を実施しており、それも了としたい。 
その上で、「4－1.」にある通り、本年度の就職率が昨年度を若干下回ってしまって

いる。もちろん、就職率はさまざまな要因の結果ともいえ、単に支援体制だけの問

題に帰結するわけではないが、成果指標としても目標設定の一つとして今後とも重

視していただきたい。 

	 前年度の「学校関係者評価報告書」で学生相談機能の一層の充実を求めた。対象

年度においては、「修学コーディネーター」を配し学生個々の状況把握や支援など

組織的体制構築を行っていることを評価したい。 
さらに必要に応じて、教職員間で連携する体制整備を進めていることも多とした

い。 
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5－4．学生の健康管理を担う組織体制はあるか	 

健康相談も含めた日常的な相談機能として、修学コーディネーターを中心に教務が担

当し行っている。また、校医による定期的な健康診断を行なっている。設備としては休

憩室を兼ねた保健室を設置。心の健康に関しては、必要に応じて外部の臨床心理士によ

るカウンセリングを行なっている。	 

また、本校を構成する学生層の傾向を正しく把握する必要を認めている。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

5－5．課外活動に対する支援体制は整備されているか	 

課外に学生自治の「美専学生会」、またその執行部を設け、主体的な活動を奨励支援

している。当年度は特に執行部室を設け活用させている。また地域社会等からの学生活

動要請については「地域クリエイティブ実践研究室（3－4 項参照）」を設け、そのマッチ

ングを行なっている。課外活動は	 奨励支援の方針としているが、学生への負荷が過多に

ならぬようマネジメントしている。	 

夢、志を育てる目的の「美専人づくり委員会」を設置し、その試行策としての課外活

動である「校内留学クラブ」は、参加者が増え、“何かやりたい”気持ちが“志を持つ

こと”につながっていくよう支援を続けている。	 

	 

	 

	 

	 学校内外の支援制度の導入、また国・県事業の協力校としての取り組みなど、支援

体制は整備されていると認められる。 
	 その上で、支援においては学生のみならず保護者と情報共有などを行うことも重要

であることを付言しておきたい。 
 

	 対象年度より「修学コーディネーター」が健康管理を担っており、その新たな体

制整備を多としたい。 
	 その上で、近年は「心の健康」も重要な健康管理の要因であり、精神的な悩みに

ついても、学生が気軽に相談できる環境づくりを求めたい。 
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5－6．学生の生活環境への支援は行われているか	 

本校の学生には通学可能な家庭からの通学生が多いが、遠方出身者も毎年少数名存在

するため、アパートなどの賃貸物件を業者との連携で紹介している。生活相談も含めた

日常的な相談機能として、修学支援コーディネーターを中心に教務が担当している。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

5－7．保護者と適切に連携しているか	 

日常的な対応として、修学状況等において必要がある場合に電話または文書で連絡を

取り、必要により面談を行って連携している。保護者会や保護者向けの定期的、恒常的

な情報発信などの必要を認めている。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 学生が課外学習の環境整備に主体的に取り組むことは、学習意欲を高めると共に

多様な社会経験にもつながる重要な要因である。その中心的組織として「美専学生

会」「校内留学クラブ」を設け支援しているが、対象年度はあらたに教職員の中か

ら「顧問」を任命するなど、学生の立場を尊重しながら、よりきめ細かな支援をお

こなってきたことは評価する。 
	 地域社会との連携を学生重視の視点で管理運営していくために設置されている

「地域クリエイティブ実践研究室」は、対象年度においても、充分にその機能を果

たしていると認められる。 
	 長期的な視野で学生の人間的成長を支援するために活動している「美専人づくり

委員会」「校内留学クラブ」なども、学校の長期的な視点による学生重視の姿勢で

あり、多としたい。 

	 学生の生活環境の支援は、学習環境の整備につながるにまことに重要なことであ

り、引き続き積極的な対応をお願いしたい。 
 

	 保護者との円滑なコミュニケーションは、学校運営においてまことに重要であ

る。 
「自己点検・評価」にあるように、保護者会の活性化や保護者向けの広報活動、

学校運営の方針や現状等の情報発信など、継続的計画的な取り組みを願いたい。 
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5－8．卒業生への支援体制はあるか	 	 

同窓会の定例役員会の開催、毎年の会報発行、同窓会主催の事業活動などの運営に対

し情報提供や連携活動等により支援している。卒業とともに会員となるしくみだが、実

際に活動する会員は役員を中心とした少数であり、充実を希望する立場で支援を続ける。

卒業後、就職後の相談、就転職の相談、情報提供などの支援もしている。また SNS を用

いた「卒業生コミュニティ」を設置し、活用している。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

5－9．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	 

生涯教育の趣旨により行政からの支援を受けている事業に参加、不定期で講座を開設

している。	 

また、本校の教育リソースを活用した社会人の学習ニーズへの新しい対応策を検討し

ている。	 

	 

	 	 

	 

	 

	 

	 

5－10．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	 

	 高校のみならず小学校からのキャリア教育の提供事業に参加し、出前授業や職場見学

の提供を行なっている。特に、小中学校の要請には、他の専門学校の中でも抜きん出て

積極的であることは既に明らかなものである。	 

	 

	 卒業生への支援の中心的役割として、「同窓会」の存在をどう活用していくかが問

われる。 
	 「4－4.」「4－5.」とも係るが、卒業生との緊密なコミュニケーションや適切な支
援などは、地域社会との連携や学校の教育課程の改善にも役立つものであることも

多言を要さない。 
	 学校運営の基盤整備の基本方針の一つとして、卒業生支援を位置付けていただく

ことを望みたい。 
 

	 生涯教育、「学びなおし」などの社会的なニーズは今後広がっていくものと思われ

る。 
学校の貴重な教育コンテンツを複層的に活用していくためにも、社会人の学習ニ

ーズの検討は、了とする。 
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基準 6．教育環境	 	 

	 

6－1．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	 

本校の校舎は「創造性の育み」という本校の教育目的のためのコンセプトキャンパス

であり、目的により使い方を変えていける環境が整っている。又、社会に開き学習機会

を運び込むクリエイティブを発信する場としての機能を持たせている。概ね、課程充実

に十分対応するよう整備されている。	 

	 

	 

	 

	 

	 

6－2．学内外の実習施設、インターンシップ、校外研修等について十分な教育体制を整

備しているか	 

農家、映画館、お土産雑貨商品開発会社、デパート催事現場、撮影スタジオ、印刷会

社、広告企画会社などの多様な校外職業現場において本校で扱う専門職能学習について

の実習、研修、インターンができるよう、企業等との連携体制を整備拡大しており、地

域性を活かしての学内と学外を繋げた実践的な学びを実施している。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 本年度の委員会において、小中学校や高校との連携によるキャリア教育の取り組み

について、学校から詳細に説明を受けた。 
とくに「ながのこども美術学校」や「キッズ造形フェスタ」の運営など、学校なら

ではの特筆できるプロジェクトであり、高く評価したい。 
	 また、長野県、長野市単位で構成されている専修学校各種学校との連携によるキャ

リア教育・職業教育にも、継続して積極的に取り組まれていることも、多としたい。 
 

	 新キャンパス完成から 2年目となるが、「学校の教育上の必要性に十分対応できる」
ものであることは多言を要さず、高く評価する。 
 

	 平成 29年度に完成した新キャンパス内の教育体制の充実度については、多言を要さ
ない。 
	 学校外、地域社会における教育体制、学習施設等の整備についても、長年の連携の

実績を活かした整備が堅実に進展していると認められ、高く評価できる。 
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6－3．防災に対する体制は整備されているか	 

整備された消防計画により火災訓練を行なっている。また整備された避難具の使用や

避難経路の確認などの災害避難指導を行なっている。消防計画にあたって、防火管理の	 

必要な資格を取得した教員が担当している。	 

本年度において「危機管理マニュアル」が完成、整備された。今後は緊急時にスムー

ズな活用ができるようシュミレーションを重ねる必要がある。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

基準 7．学生の受け入れ募集	 	 

	 

7－1．学生募集活動は、適正に行われているか	 

学生募集時の本校紹介にあたっては、真実性、明瞭性、公平性、法令遵守について

「広報ポリシー」を定め、会議等で共有の確認を行い、適正化を図っている。オープンキ

ャンパスや体験授業を行い、学校施設設備を公開し、入学前学習体験などにより、本校

へ	 の進学へのミスマッチを防ぎ適性化を図っている。また、入学者選考にあたっては学

生の修学状況と照らし合わせながらその方法を常に注視していく。また、ミスマッチが

起こる可能性は、高等教育全般への進学者、ひいては本校への進学者の多様化が進んで

	 本年 10 月、地元長野市において甚大な台風災害が発生し、日頃の防災対策の重
要性を例年にまして痛感する。 
	 新キャンパスに即応する災害対策、訓練等は滞りなく実施されていることを了と

したい。 
	 さらに、対象年度「危機管理マニュアル」が整備されたことも、その「労」を大

いに多としたい。 
	 なお本年度の委員会において、以下の質問があり、学校の回答を記しておく。 
・「先の台風災害を受け訓練等の実施がなされたか？」 
学校からは、「避難訓練は毎年実施しているが、本年の災害の経験を踏まえ、さ

らなる安否確認の方法整備や募金活動など被害状況に応じた経済的支援方策の

検討が必要である」との見解が示された。 
・「近年の災害多発の状況の中『事業継続計画（BCP）』という概念の導入・整備す
る動きが顕在化している。私の勤務先でも『事業継続計画』について情報提供を

行っているので、提供させていただきたい」との意見・申し出があった。 
学校からは、「『事業継続計画』は多角的に考えなければならない。前例があれば、

今後教えていただきたい」との回答があった。 
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いることから充分起こりうるので、その後の対策についての必要性も認識し、検討して

いる。	 

AO 入試においては、アドミッションポリシーを定め独自の AO学習プログラムを段階的

に配置し、授業参加などの事前学習も行い、学修動機の強化、フラックシップ的な存在

の学生受け入れを図っている。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

7－2．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	 

ホームページ・印刷物などにより情報を頻繁に刷新し発信している。特に、教育内容

を伝える目的の学校案内パンフレットにおいては、大幅にページ数を増やし、課程内容・

就職支援・学生活動など、掲載情報を充実させた。	 

美術系学校についての理解が偏っている風潮が根強くあり、ひいては本校教育理念の

社会的意義理解が正しく行き渡ってはいないと認識しているので、今後も粘り強い広報

活動を行うと共に、新しい方策にも取り組み、理解の輪を広げていかなければならない。	 

	 

	 

	 

	 

	 

7－3．学納金は妥当なものとなっているか	 

学納金は、学校の健全運営のための負担と、就学負担を一般性、また地域性において

照らし合わせ、毎年検討し決定している。しかしながら、学校運営のための負担は大き

く、就学負担も限界の状況を認めている。妥当性は現況に求めざるを得ないものとして

いる。	 

	 

	 

	 定められた「広報ポリシー」を遵守しながら、適正な募集活動を行っていると評価

する。 
	 進学のミスマッチについては、オープンキャンパスや入学前学習体験などによりミ

スマッチ防止に注力していることも評価する。 
	 また AO入試の入学者にたいしては、「AO学習プログラム」を準備して対処してい
ることも、多としたい。 
 

	 ホームページや印刷物での情報発信は、質・量ともに、高く評価する。 
	 「自己点検・評価」にある「美術系学校についての理解が偏っている」との危機感

に基づいて、今後とも戦略的・高品質な募集活動に期待したい。 
 

	 学納金の妥当性についての「自己点検・評価」を、了とする。 
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基準 8．財務	 

	 

8－1．中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか	 

収支計画と実績の関係は概ね順調である。新キャンパス建設による施設整備を行った

ため、借入金の額が大きいが、会計士との現実的な返済計画により、着実に返済できて

いくものとする。	 

	 

	 

	 

	 

8－2．予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか	 

支出の有効性については、教育活動上、必要な額の確保に努めることを基本に、経常	 経

費、中長期的予想を照らし合わせ図るが、法人役員会、監査などの客観性を踏まえ妥当

なものと評価している。	 

	 

	 

	 

	 

8－3．財務について会計監査が適正に行われているか	 

法人クリエイティブ A の役員監事により監査を受けている。また行政の法人調査実績

からもその適正は証明されている。	 

	 

	 

	 

	 

8－4．財務情報公開の体制整備はできているか	 

規定に従って、理事会の議決を経た財務諸表を事業報告書、事業計画等と共に期日ま

でに常備し、ホームページで公開している。また関係者からの閲覧請求があった場合

は、平常業務日においては即座に公開できる体制準備をしている。	 

	 

	 

	 

	 財務基盤や返済計画についての「自己点検・評価」を、了とする。 
 

	 予算・収支計画などについての「自己点検・評価」を、了とする。 
 

会計監査についての「自己点検・評価」を、了とする。 
 

財務情報公開の体制整備についての「自己点検・評価」を、了とする。 
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基準 9．法令の遵守	 	 

	 

9－1．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	 

検査部署として総務長を置き、設置基準にかなう運営を適正に行なっている。研修等

による遵守事項の確認を繰り返す必要もある。	 

	 

	 

	 

	 

9－2．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	 

	 個人情報に関しては、その管理・取得・利用について、「プライバシーポリシー」と

し、ホームページ上に公開している。	 

	 

	 

	 

	 

9－3．自己評価の実施と問題点の改善につとめているか	 

自己点検・評価は例年実施している。評価法については当初より教職員に調査への回

答を求め、点検評価点の集約、分析へのプロセスをたどっているが、その項目だてや、

集約方法などを精 査しながら機能・精度を高めている。評価により明確となった改善す

べき事案については、実現可能なものから順次、改善に取り組んでいる。	 

	 

	 

	 

	 

	 

9－4．自己点検・評価を公開しているか	 

書類を常備し閲覧希望に対応する体制設置、及びホームページに掲載しての公開を行

なっている。	 

	 

	 

	 

	 法令遵守等と適正な運営についての「自己点検・評価」を、了とする。 
 

	 個人情報やその保護対策についての「自己点検・評価」を、了とする。 
 

	 自己評価の実施や改善についての「自己点検・評価」を、了とする。 
	 自己点検・評価の方法や課題の分析、その解決方法など、学校運営の源になる

重要な取り組みであり、引き続き適切に実施されることを付言したい。 
 

	 自己点検・評価の公開について「自己点検・評価」を、了とする。 
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基準 10．社会貢献・地域貢献	 	 

	 

10－1．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	 

校内に小学生向けの講座「こども美術」を付帯的に定期開講、長野市を中心とした小

中学校との連携での美術教育普及イベント「キッズ造形フェスタ」への例年参加、キャ

リア教育・職業教育のための出張講座の提供、また長野市への生涯学習の提供、小学生

から一般までを対象としたイラストコンテストなどその他を含め、幼児から大人まで幅

広く本校の美術・デザイン教育資源による教育活動を地域社会に提供している。	 

本校所在地の中御所区への専門性を活かした貢献、長野赤十字病院からの題材を受け

ての制作なども授業単体で積極的に行なっている。社会からの美術・デザインの専門性

に関係した要望に対し学習活動を以って取り組む本校独自の「社学連携活動」をカリキ

ュラムの内に位置づけ、地域の生活、産業に応えてきた実績はその成果を高く評価され

ている。	 

地域におけるコンペ等の審査員としての講師派遣や、小学校統合に関わるツールの補

作、廃校を利用し、他の地域企業や地元住民と連携した「未来のこどもラボ」の開催な

ど、授業内における取り組みや、学生の自主的参加の呼びかけのみならず、講師や職員

も、その技能を活かした社会貢献・地域貢献を行なっている。	 

教育資源による社会貢献・地域貢献は、本校の教育理念にあるクリエイティビティに

よる健全な社会形成の必要を浸透するためにも、今後も研鑚を重ね、取り組みをすすめ

ていきたい。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

10－2．学生のボランティア活動を奨励、支援しているか	 

	 本項の評価については、学校の取り組みは実に多彩であり、的確な企画運営であ

ることを、先ずは高く評価したい。 
	 昨年度完成した新キャンパスを 大限に活用することにとどまらず、地域社会を

フィールドにして展開されている多様な活動についても、いくつも注目すべきもの

があり、いずれもが学校ならではの社会貢献、地域貢献の「志」の形であることに

も、敬意を表したい。 
	 本年度の委員会においても、出席者の委員から高く評価する意見がでたことを、

付言しておきたい。 
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地元の要請するボランティア活動については在学生より有志を募ることとしている。	 

渉外担当や活動支援担当を置き、奨励、支援を行っている。	 

	 

	 

	 

	 

10－3．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

実施しているか	 

生涯教育の趣旨により行政からの支援を受けている事業に参加、地域に向け講座を開

設している(5－9 項参照)。また、専門教育団体の事業に参加し、キャリア教育・職業教

育の講座を要望に応じ開講している(5－10 項参照)。公共職業訓練等の実績はなく、社会

的責務や本校の教育資源、また教員の資質、費用収支等と照らし合わせての検討を要す

る。	 

	 

	 

	 

	 

Ⅲ評価の根拠資料	 	 

令和元年度自己点検・評価調査集約表	 

＜他の根拠資料＞	 	 

寄附行為	 

学則	 

各規定	 

就業規則	 

組織図・機能図平成 30 年度事業報告書	 

平成 30 年度決算書	 

学生便覧	 	 

教職員手引	 

平成 30 年度シラバス	 	 

企業等との協定書	 

検定種と授業科目との対応表	 	 

学校案内パンフレット	 

	 学生のボランティア活動は、地域社会との交わりを通じての「経験学習」として、

大いに役立つものである。担当の教職員の積極的な支援をお願いしたい。 
 

	 「自己点検・評価」にある通り、積極的に実施していると評価する。 
	 公共職業訓練については、実績がないことも了とする。 
 


