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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 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 2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 2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、本校教育事業の本質を認めていただいたものであり、

今後の進展に必要な内容でした。その報告については、広く、公表周知していくとともに、

これから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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Ⅱ．長野美術専門学校自己点検・評価委員会規則 

平成 25年 10月 1日制定 

  

（目 的） 

第１条 この規則は、長野美術専門学校（以下本校という）における教育水準の向上を図

り、かつ本校学則第１条に規定する目的を達成するため、自己点検・評価委員会

（以下委員会という）を設置し、委員会に関する必要な事項を定めることを目

的とする。 

（役 割） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 自己点検・評価の基本方針及び自己点検・評価項目の策定に関する事項 

二 自己点検・評価の実施、組織及び体制に関する事項 

三 自己点検・評価結果の統括に関する事項 

四 自己点検・評価報告書の作成に関する事項 

五 自己点検・評価の公表に関する事項 

（構 成） 

第３条 委員会の委員は、学校長が指名した教職員で組織する。 

 ２ 委員会に委員長を置き、学校長がこれを務める。 

（運 営） 

第４条 委員会は、必要に応じて委員長が召集する。 

 ２ 委員会は、委員総数の過半数をもって成立する。 

 ３ 委員長は必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明または意見

を聴くことができる。 

（結果の報告） 

第５条 委員会は、自己点検・評価の結果を学校法人クリエイティブＡに報告するもの

とする。 

（結果の公開） 

第６条 自己点検・評価の結果を公開する。 

（事 務） 

第７条 学校評価に関する事務は、本校総務において行う。 

  

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。  
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Ⅲ．「自己点検・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「学生への最良の通過点の提供」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。 

 

 地球を覆う気候変動や新型コロナウイルス感染症など、昨今の世界的な閉塞感は、あ

らためて人間社会の創造性や将来への希望の重要性を顕在化した。そして、豊かな人間

社会を持続していくために、美術や音楽などの芸術やエンターテインメントの存在が

人間の営みにおいてなくてはならないものであることが再確認された。 

 学校の建学の精神である「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」という崇高な精神や「クリエイティブこそ社会形成の要」

の信条など、美術・デザインの専門学校にとって普遍的な社会的使命であることも、あ

らためて証明されたといえるであろう。 

 その上で学校におかれては、この建学の精神を起点として、理念・目的・育成人材像

はこれまで長きにわたり継承され、時代の変化に対応して「明示、堅持している」との

自己評価を了とし、高く評価されるべきものである。 

時代の先行きは今後とも不透明なものではあるが、長野県唯一の美術専門学校であ

るという社会的使命はさらに大きくなっていくものであり、引き続きその使命の実現

に邁進していただきたい。 
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1－2．特色ある職業教育を行っているか 

 

まず本校の教育は、芸術が本来の人間性を育てるとした建学の精神に則って、職業社

会においても、そもそも基盤となる人間力が育成されるべきとの本質を担っていること

を挙げておきたい。 

本校の職業教育の特色は、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、社会に活かされるクリエイティビ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。当年度においても、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「クリエイティブキャンパス構想」の目的は「キャンパス

アイデンティティの確立」にある。将来の構想はこのアイデンティティに照らし合わせ

て、適切な物で無くてはならないと心得ている。本校では、かねてから「入口」「中

身」「出口」として３つの場面に構想の焦点を当てていたが、当年、それらの場面での

 「職業教育においても、そもそも基盤となる人間力が育成されるべきとの本質を担

っている」との学校の認識は、学校が推進する「特色ある職業教育」の基本理念であ

り、大いに共感できるものである。 

その上で、「社会に活かされるクリエイティビティを育もう」との教育目的のもと

に行われた地域の連携先とのプロジェクトや、PBL やアクティブラーニングなどに

よる教育意義を実践的に活かせるように 7 月～10 月のゼミ期に集約した取り組みな

どは、本項の「特色ある職業教育」を実現している証左であり、その先進性や実践的

教育力を、高く評価する。 
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活動方針を「アドミッション」「カリキュラム」「ディプロマ」の３つのポリシーとし

て明文化した。このことを「新たな建学期」として本校のアイデンティティを確立して

いく上での重要な施策と自己評価する。 

 当年議論されてきた将来構想についての重点の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が、本校のサテライトキャンパスをその拠点と

し、社会とのつながりの開発や卒業生支援などにおいてこれまでにない活動を発展させ

た。具体例として、ギャラリーでの卒業生のクリエイティブ活動やベンチャー印刷会社

の展示企画、ラーニングスクエア（多用途スペース）のデザイン職能団体の展示イベン

トへの会場提供などがある。また、もう一つの新しい学習支援策については、その目的

にかなう別事業体の必要を検討している。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。 

学校の中長期構想である「クリエイティブキャンパス構想」、さらにその目的となる

「キャンパスアイデンティティの確立」などが、学校の将来構想を支える重要な方針と

して掲げられていることを、まずは評価する。 

その上で当年度においては、アイデンティティ確立のための具体的な施策として、「ア

ドミッション」（「入り口」）、「カリキュラム」（「中身」）、「ディプロマ」

（「出口」）を「３つのポリシー」として明文化したことは、学校の「適切な将来

構想」を具体的に進めるための確かな一歩であり、こちらも高く評価する。 

なお自己評価において、将来構想につながる議論として学校の広報活動を課題の

一つとしてあげているが、その解決のために昨年度開設されたサテライトキャンパ

スの有効活用を発展的に進めていることは、大いに是としたい。 

将来構想に関わる「もう一つの新しい学習支援策」にもふれているが、来年度の

進展に期待したい。 

なお当年度の学校評価委員会において、学校より以下の補足があった。 

―「「ディプロマ・ポリシー」とは、卒業時に修得していてほしい力を体系化した

もの。当年は、「創造性」「主体性」「展開力」の 3つ。「カリキュラム・ポリシ

ー」とは、学生を支援する授業内容の方向性や指針をまとめたもの。「アドミッシ

ョン・ポリシー」とは、入学選考において、どのような力や資質を備えているかの

確認事項となるものである」 
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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

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。 

平成 29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最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、クリエイティブプロジェクトや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、目標を具体的に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、アイデンティティの確立は、自己点検のための調査を見ても容易なこ

とでは無いことがわかる。特に理念の内外への周知浸透や、その教育課程への展開課題

については、その手法を開発し、一層の向上を図らなければならない。 

 

 

 本項の本質は、さまに学校のステークホルダーに向けた「キャンパスアイデンティ

ティ」形成に向けた周知活動そのものである。 

 平成 29 年度に竣工した新キャンパスは、本項が問う学校の理念や教育目的を発信す

るための「装置」であり、「キャンパスアイデンティティの確立」のための「最大の手

段」であるとの自己評価の認識は是とするが、それらを最大に活用した周知活動が総

体的に不十分とするならば、次年度に向けてあらたな手法の開発などによる具体的な

改善策に期待したい。 
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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。この「修学ライン」に平成 27年に設置した 3年制学

科（ビジュアルデザイン科）には、「修学ライン」線上の上級年次としてキャリア形成

の目標が高次に結ばれることを期待しているが、本年度は在籍者が生じ次年度の入学応

募の手応えもある。このような長期修学制は職業社会への接続課題の方策の一つとして

いるが、就学動機と合致し始めたものと評価してよいのではないか。 

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方針を掲げている。この方針により本校はデッ

サンやレタリング、写真現像など実際に手で描き、つくるアカデミックな基礎学習と、

PBL、アクティブラーニングを志向する実践学習とを両立させ、職業観の涵養に取り組

  

 その上で従前からの各方面の社会連携活動や付帯事業の「ながのこども美術学校」、

さらには「美専展」や「未来こどもラボ」などの「クリエイティブプロジェクト」等々

は、学校のアイデンティティを具現化する優れた周知活動として、高く評価する。 

ホームページ、ＳＮＳ、印刷物などによる積極的なかつきめ細かな情報発信活動等と

の総体的な広報活動により、いっそうの成果を求めたい。 
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んできた。後者には、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」）

があり、従来から継続している。今後もこの教育法の経験とさらなる洗練をもって、入

学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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校の各学科における教育目標、育成人材像は、職業専門性の学習とキャリア形成

の学習を「縦横系列」に配置した独自の「美専修学ライン」により、職業ニーズに向

けて的確に方向づけられていると、まず高く評価しておきたい。 

その上で、「修学ライン」の上級年次としてキャリア形成の目標が高次に結ばれる

ことを目的として 3 年制学科を設置しているが、当年度は在籍者が生じており次年度

においても応募の手応えがあることは、職業社会への新しい接続策への果敢な挑戦の

成果であるといえるだろう。 

また、学校が従前から掲げる「一次的なものを主体的に学ぶ方針」に基づき、アカ

デミックな基礎学習と実践学習の両立により「入学当初の動機からの破綻のない成

長」を掲げてきたことは、本項の職業ニーズに向けて基盤となるものであり、大いに

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認識している。 

 

2－2．運営方針に沿った事業計画が策定されているか 

 

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 

 学校の運営方針は、将来構想や中長期的計画をもとに学校内外の状況の組織的な分析

をふまえ、校長が適切に策定にあたっていると認められる。 

 その策定状況の把握や意思決定は学校法人により行われており、単年度毎にまた中長

期的に刷新されており、了とする。 

 

 

 

 

 

 

 学校の事業計画の策定においては、運営方針にそって組織的に行われ、その進捗

状況の管理や細目の掘り下げなども適切に行われているものと認める。 

 コロナ禍などにより先行き不透明な今日的な状況ではあるが、迅速柔軟な検討、

掘り下げなども求めておきたい。 
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運営組織や意思決定機能は組織図に明示された各部署での会議や、全体での協議を基

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。 

 

 

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。 

 

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、それぞれ副校長（兼教務長）・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、副校長及び校長が決裁する

仕組みを組織図において規定し設けている。 

 

 運営組織や意思決定機能は、学校の組織体制や業務体制などにおける組織図、機

能図などで明確化されており、最終的には学校長により決定されることを了とす

る。 

各事項に応じては、組織構成部署の分担や協働により、有効に遂行されているも

のと認める。 

 

 教職員の人事は、適正に行われていると認める。また、就業や厚生、給与に関しては、

就業規則や賃金規定などの諸規定により定められ、運用されていると認める。 

 

 

 

 

 

 

 教務・総務担当部署による業務分担や方向づけ、さらに校長や副校長による決済シス

テムなど、業務体制や意思決定システムは、組織図に基づき的確に整備されているもの

と認める。 
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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 

 

昨年度は、危機管理委員会を設置し、リスク案件に特化した議論、方針決定を行うよ

うにした。また、顧問のリスクマネジメント会社や、弁護士等との相談により、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、広報の拠点として設けたサテ

ライトキャンパスもこの課題に対し策を講じていることをあげておきたい。また、在学

生や教職員を主体とした学校関係者へのレターメールによるインターナルな情報開示

は、実質的な情報公開の良心を実行しているものである。 

 

 

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 

 

サーバーコンピ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

 コンプライアンス体制は、危機管理委員会を設置するなど体制整備が行われてい

ることを多としたい。 

当年度の新型コロナウイルス感染拡大へのリスク対応なども、危機管理委員会を

中核にして、必要に応じて各専門家の指導を仰ぎ、適正に行われているものと評価す

る。※（「5－4」参照） 

 

 ホームページやレターメールなどの SNS を駆使した積極的な情報発信、また

印刷物の企画を通じて魅力的な広報ツールの制作・発行など、教育活動の情報公

開に対する積極的な姿勢を、高く評価したい。 

 昨年度開設した広報活動の拠点としてのサテライトキャンパスも、学校の情報

公開の強化として、評価する。 
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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。 

 新型コロナ感染拡大防止は、学務全体にわたり本年の大きな課題であったが、その方

策として従来備えていたものに加え、新しく開発した情報システムを最大限に活用した

と評価する。活躍した従来のリソースはいくつかあるが、中でも平成 29年度に断行し

た新キャンパス建設に伴って、授業形態の多様化を想定した施設内映像情報配信システ

ムは、この難局に効力を発揮した。改めて、本校の先進性の成果を評価するものであ

る。新しいシステム導入も、感染事態発生後いち早くオンライン授業の成立、オンデマ

ンド教材の造成、Google Classroomなどの webシステムの導入など、労を厭わず対処に

あたった知見と挑戦姿勢のクリエイティブなチームワークには、情報システムをはじめ

とした今後開発されるであろう本校の新しく有効な教育活動方策への希望を抱かざるを

得ない。 

 

 

情報システムの重要性を認識し、常に刷新されており高く評価する。 

 当年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、オンライン授業やオンデマン

ド教材の制作などが求められたが、平成 29 年度より着手してきた「施設内映像情報配信

システム」の構築により、コロナ禍の教育体制の充実に大いに有効であったことは、その

先進性が見事に成果をあげたものとして、高く評価できる。 

 また、学校の学生は、教材ツールとしてパソコンの「Mac」を全員駆使していることも、

学校の積極的な支援策とあいまって、オンライン授業やオンデマンド授業の浸透に効果を

あげたことも、是とする。 

 なお、11 月に行われた「学校関係者評価委員会」において本項に関連の質疑があった

ので紹介する。 

―質問「コロナの影響で遅れていたスケジュールは、8 月頃には例年並みとなったとある

が、通常授業が行われていた場合と、今回（リモート授業等）とで習得技術や能力に差が

出てしまったのかどうか、どうお考えか？」 
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―学校の回答①「配信授業や遠隔授業によって、授業「タイポグラフィ１」、「色彩」な

どは、学習成果として検定（レタリング技能検定、および色彩士検定）の合格率が上が

った。これは、オンライン教材の導入により、自宅においても予習・復習がしっかりで

きる環境になったためだと思われる。 

また、実際の授業では質問、発言ができない学生もチャットなどで気軽に質問ができ

たり、出席に関しても、なかなか登校につながらず、出席が叶わなかった学生に対して

も自宅での学習環境を提供できるようになり、学習意欲向上につながった様子もみられ

た。この他、課題の提出率も向上した。 

ただし他方で、先の「タイポグラフィ１」や「描写－デッサン」などの授業における

実技面では、画面上では細部が確認できないこともあり、制作の精度に対する学生の理

解と、その必要を補填するため、通常時以上の時間数をかけ、対面授業を別途実施した

状況もあった。 

さらに専門的技能検定の合格率は上昇傾向にあったが、「日本語検定」および「ビジネ

ス能力検定ジョブパス」の合格率は下がったという事実もあり、基礎的学習においては、

対面授業によってこそ、よりリアルに学生の中で意義や、動機が生まれ、育まれるもの

だったと想像できる。今後こうした社会人としての基礎力につながる部分も強化してい

きたい。 

―学校の回答②「学校の学生は、教材ツールとしてパソコンの「Mac」を全員駆使して

おり、それがオンライン授業やオンデマンド授業のスムーズな導入に幸いしたと思われ

る」 
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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 

 

 当年は昨年に引き続き、これまで三種五学科構成であった本校の教育課程の見直しを

進めた。 

 教育理念に立ち返り、昨年度、刷新された「プロジェクトデザイン工科」を、より柔

軟な学びを提供できる学科として「com.デザイン総合学科」と、名称を改めた。 

 「com」という「ともに」や「複雑性」を意味する接頭語からはじまる名称は、多様

なデザインの学びが展開される本学科を象徴するものであり、また入学資格の拡幅に伴

い、多様な学び手を受け入れる方針から命名したものである。 

 さらに、本学科と、ビジュアルデザイン科３年制学科、およびビジュアルデザイン科

２年制学科には、新しい修学ラインとして「W E Bメディアライン」が設置され、「W E 

B表現」「W E Bメディアラインゼミ」等の授業科目が配され、より多様な学びを支援

する体制を整えた。 

 加えて、ビジュアルアート科 2年制に注力するためビジュアルアート科１年制学科を

廃止し、これにより三種四学科の構成とした。 

 当年度より掲げた「各学科における卒業認定・専門士授与に関する方針」（各学科の

ディプロマ・ポリシー）に基づき、教員の成績評価について、フォーマットを整理し、

より体系的な成績管理を行えるように対応した。こうした成績評価方法は、シラバスを

はじめ、オリエンテーションにおいて学生にも明示され、主体的に学ぶ姿勢づくりに活

かされている。 

 さらに加えて、社会的な必要性も叫ばれている社会人の学び直しを行う「リカレント

教育」について、本校においても取り組むべく協議され、次年度以降「履修証明プログ

ラム」を設置することとした。 

 

学校では、令和元年度に引き続き教育課程の見直しを積極的に進めており、教育ニー

ズや教育レベルの高次化に向ける積極的な姿勢は高く評価できる。 

 当年度においては、先に刷新された「プロジェクトデザイン工科」を「com．デザイ

ン総合学科」に名称変更しているが、その意図が「多様なクリエイティブを学べる象徴」

であるとしたことを了とする。 
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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、個別に明示していたが、あらためてこれらを体系化した教育ポリシー（3つのポリ

シー）を当年度より掲げ、本校での学びによって学生自身が、いかなる能力を養うのか

を明示することとし、現単位制とともに、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。 

 さらに当年度においては、昨年度から変更を準備してきた学科構成として、「本学科

と、ビジュアルデザイン科３年制学科、およびビジュアルデザイン科２年制学科に

は、新しい修学ラインとして「W E Bメディアライン」が設置され、「W E B表現」

「W E Bメディアラインゼミ」等の授業科目が配され、より多様な学びを支援する

体制を整えた。加えてビジュアルアート科 2 年制に注力するためビジュアルアート

科１年制学科を廃止し、これにより三種四学科の構成とした」と抜本的な改革、体

系化に取り組んできたことも高く評価する。 

また昨年度作成されたディプロマ・ポリシーに基づき、教員による成績評価の方法を

整理し、シラバス等で学生に明示されたことも了とする。 

 いわゆるリカレント教育については、次年度以降「履修証明プログラム」の設置準備

を行っていることは、学校の教育理念に沿った教育課程のさらなる充実を目ざすものと

して、その成果に期待する。 

なお当年度の学校関係者評価委員会において、学校より以下の補足があった。 

「令和 2 年度の新設科目は「ブランドマネージメント」で、長野市内の企業との連携授

業となる」 
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「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過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。 

 

 

 

 

 

 本項の「修業年限に対応した教育到達レベルや学習時間の確保」については、当年

度より「アドミッション」、「カリキュラム」、「ディプロマ」の 3 つのポリシーを体系

的に明示して、学生の主体的な学びをいっそう促進するための体制を整えたことを高

く評価する。 

 自己評価にあるパソコンなどの操作力についての支援は、従前から複数教員や助手

教員も複数配置するなどその充実を図っており多とするが、今後とも、一人ひとりの

学生に寄り添う丁寧な支援を継続していただきたい。 

学校の学科等のカリキュラムは、「美専修学ライン」により、「テクニカルライン」

「キャリアステージ」に 2 つの軸による「修学マップ」として体系的に効果的に編成

されており、学校独自のカリキュラム体系としても、高く評価する。 

「美専修学ライン」の実施においては、教員の指標となる「教務方針書」によって 

具体的方策を示しており、その実効性を担保しているものと、高く評価する。 
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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、改善を図っている。 

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。 

 

 

本項の「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」に

ついては、地域社会との連携を重視して夏期授業期間を含む 7 月～10 月のゼミ期に、実

践的な学びを集約して行えるようにカリキュラムの編成していることを、まずは評価す

る。 

 地域社会や企業との具体的な連携においては、「地域クリエイティブ実践研究室」が学

生と企業との無理ないマッチングや調整機能を果たしていると認められ、学生にとって

も安心して臨める機能として、その労を多としたい。 

なお当年度の学校関係者評価委員会において、次のような提案が、企業関係者の委員

よりなされたこと紹介する。 

―提案「「『学生が企業を知る』とともに、『企業が美専・学生を知る』機会があっても良

いと思っております。コロナ禍という激動の時代において、これまでのやり方・考え方

が通用しなくなりました。そこで私は以下のようなマッチングを考えております。我が

社がお客様（企業）に対し、お客様の企業成長には『デザインやクリエイティブにおけ

るスキル・考え方、それによる企業課題の解決が今後ますます必要である』ことをご提

案。このことに合意をいただけたお客様と美専様をマッチングさせていただきます。美

専様においては『美専様での学びの周知とともに、デザインやクリエイティブがどのよ

うに企業課題を克服し、成長に導くことができるのか？』を知っていただく場をご提供 
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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。 

また当年度は、コロナ禍の影響により通常の学務運営が困難を極めた。これに対応す

べく、授業形態・方法を見直し配信授業や対面における分散授業など、個々の授業の性

質に応じた柔軟な方策を講じた。具体的には、遠隔授業をおこなうため、zoomをはじめ

とした WEB通信サービス活用や教材の学生宅への送付、複数の教室を通信で結び同一の

授業を分散して行う施設内配信授業、コロナ禍により企業連携ができなくなってしまっ

た授業においては代替企業を探し、代替プロジェクトを考案する等、またインターンシ

ップ等の演習においては少人数で行うなどである。これらの方策により、当初遅れてい

た授業スケジュールは、8月頃には例年並みに行うことができた。 

 修学ラインおいて、PBL の更なる拡大（デザイン・クリエイティブ＋ミクロ〜マク

ロ社会経済視点）や、企業へのデザイン・クリエイティブ発想の醸成（経営層・役員

が学べる場）を期待しております。 

いただきます。このような機会により、多種多様な企業に美専様を認知いただきつつ、デ

ザインやクリエイティブを社内に取り入れることによる効果効用（企業成長）を体感いた

だく。加えて、これまで以上に様々な企業からの求人（＝欲しい人材の明確化）が見込め、

また学生も『どの企業に就職しても、活躍の場がある。そして美専で学んだ自らのスキル

を生かすことが企業成長の一助となる』ことを実感することができ、結果として積極的な

学び・積極的な就職活動に導くと考えております。 

 修学ラインおいて、PBL の更なる拡大（デザイン・クリエイティブ＋ミクロ〜マクロ

社会経済視点）や、企業へのデザイン・クリエイティブ発想の醸成（経営層・役員が学べ

る場）を期待しております。 

 



20 

 

 

 

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 

 

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

ンピ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

 企業や業界団体、さらには卒業生の就職先等との連携などにより、カリキュラムは適切

に作成・見直しがなされているものと評価する。 

 その上で当年度においては、コロナ禍下での対応となり、学務運営に大変な困難を生じ

させてきたと推察されるが、リモートによる配信授業やオンデマンド授業、さらには対面

での分散授業など、柔軟かつ適切な対応がなされたものとして、高く評価する。 

 また、企業連携による授業においては、「代替企業や代替プロジェクト」などの考案、

インターンシップの実施においては参加人数を絞り込んでの実施など、コロナ禍下での感

染防止対策を第一義にした柔軟かつ適切な対応が、学習スケジュールにおいて、8 月まで

に例年並みに行うことを実現できたこととして、その多大な労に感謝したい。 

※（「2－8」参照） 
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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。 

 

 

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。学生による授業評価は、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。 

また、当年度より掲げた 3つのポリシーには、学生が掴み取るべき能力が明示されて

いる。これらと授業内容や授業方法との結びつき、また学生自身による評価などによ

り、客観的で総合的な適性評価が得られるアンケート方法を模索している。 

 学校を特徴づける実践的な職業教育として、講義・演習系と実技系に大別し、特に実

技系においては、一次的、基礎的な技術の修得にも重点をおくという基本方針は、自己

評価の認識通り、大いに賛同できるものである。 

 また、年間の学習計画等においては、地域や企業等の実社会との連携などを組み込ん

でおり、その労も多とする。 

さらにインターンシップにおいては、事前に連携先とのきめ細かな体制づくりを行

い、事前・事後の企業研究や体験学習の振り返りなど、その成果を内省的に掘り下げ、

就職活動の動機づけやスキルアップの機会として機能させていることは、高く評価す

る。 
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学生による授業評価の現状は、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、実施できるよう検討している。 

 

 

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。 

 学校の授業評価に対する認識は基本的に是とするが、教員と学生との信頼関係や、教

員において授業内容の継続的な改善意識を持ち続けるといった環境の醸成は、積極的に

進めていただきたい。 

また直接的な授業評価に代わるものとして、学生、卒業生、教職員へのアンケート調

査や担当講師との「教科面談」などの実施は、大いに意義があるものとして、多とした

い。 

 当年度より掲げた 3 つのポリシーに対する学生、教員の認識や実際の授業内容、方法

などに対する「総合的な適性評価」の把握も非常に重要であり、アンケート方法などを

模索しているとのことであり、是としたい。 

 いずれにしても、学生の学習意欲の底上げや学生一人ひとりの学習成果の把握、また

教職員の資質向上、ひいては学校の「アイデンティティの確立」に向けて、学生の視点

での授業の現状把握は重要な取り組みであることを付言したい。 
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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。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３つのポリシーに基づき、各授業における成績評価の観点やその配分を整理し、シ

ラバスにて明示。こうした取り組みによって、学生のより主体的な学びが促進されるこ

とを期待している。なお、シラバスの閲覧促進については、4月はじめに開催される

「履修オリエンテーション」、各修学期前に行われる「修学期オリエンテーション」、

「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設けている。加えて、成績

管理方法もこれに準じ整理した。 

 

 学校においては、平成 25 年度より関連する業界・企業・団体、さらに卒業生や学生

保護者などによる「学校関係者評価委員会」を設け、外部の視点による学校評価を定

例化して行っていることを、多とする。 

 さらに授業協力企業や卒業生の就職先などを頻度高く訪問し、学校への評価などを

把握してきたことは、その労を是としたい。 

 なお、当年度の学校関係者評価委員会においては、企業等の関係委員より職業教育

に関わる具体的な提案がなされ、学校側からも深い感謝を示された。まさしく外部関

係者からの評価をとりいれるために設置された「学校関係者評価委員会」が、評価の

域を超えてより建設的な外部からの声を収集することができおり、委員会の大きな成

果ではないかと思われる。 

※（「3－4 参照」） 
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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。しかし、本校においては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している。 

 クリエイターに必要なコンピュータスキルは、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。 

 

 

 

 

 

 

 資格取得における指導体制やカリキュラムの体系的位置づけについては、学校の基本

方針や指導方針を、了とする。 

 クリエイターのコンピュータスキルに関わる資格は、自己評価にあるように普遍的リ

テラシーであり、アカデミックな資格ともども日々の学修課程に根を下ろした方策によ

って習得への意欲を醸成し、受験率や合格率の向上を図っていただきたい。 

 成績評価・単位認定においては、それらの基準は明確にされているものであり、是とす

る。 

さらに、当年度より導入されている「アドミッション」「カリキュラム」「ディプロマ」

の「3 つのポリシー」に基づき、「各授業における成績評価の観点やその配分を整理し、シ

ラバスに明示」したことは、学生の主体的な学びをいっそう促進する上で効果的なもので

あり、評価する。 
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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。しかし、何よりも本校教員の若年者の育成に対する

動機には高いものがあり、そのことが本校の貴重な資産であることを報告しておきた

い。 

 

 

 

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。 

 

 

 

 本基準に示されている資質を備えた教員の確保がまことに重要であることは、多言を

要さない。学校においては、その重要性を十分に認識して諸々取り組まれているものと

是とするが、さらなる成果を期待したい。 

 また当年度においても、地元企業より講師を招聘し、教員の総体的な指導力向上のた

めの研修会を実施しており、多とする。 
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 現存連携先との関係強化はもちろん、新たに教員確保のための提携先の拡大をはじ

め、教育課程との整合性などについても、校長、総務長の強いマネジメントが発揮され、

積極的な取り組みが認められる。 
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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

われる最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。 

また、4月以降も就職決定に至らなかった学生に対しては、電話やメール等で、キャ

リア指導主事から個別に連絡をしているものの、その後に連絡が途絶えてしまうなど、

学校全体での課題として今後も取り組んでいきたい。 

加えて、昨年に引き続きコロナ禍ゆえに、リモートやオンラインツールを使う説明会

や面接等において別途指導を行い、オンライン選考では、校内に面接会場を設けるなど

の個別の対応を行っている。しかしながら、求人状況や、それにも増して学生および家

庭における就職に対する意欲の弱まり（いわゆる「諦めモード」）から、昨年に引き続

き就職率の低下につながっている。 
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 学校における就職活動の支援、就職率の向上への取り組みは、キャリア指導主事や一

般教員との連携などにより学生に寄り添った支援を進めて成果をあげていると認められ、

是としたい。 

 しかしながら、当年度はコロナ禍が災いして学生の就職活動に逆風となってしまってい

るが、学生個々の進捗状況などを把握し別途指導を行うなど、その影響を最小限にとどめ

るために学校をあげて注力したことは、その労を多としたい。 

 一方コロナ禍における企業等の採用数や採用意欲の減少などは、次年度も継続されるも

のと思われるので、新たな求人企業の開拓やオンライン採用等などにも対応できる学生の

就職活動スキルの向上やモチベーションの維持にも指導力を発揮していただきたい。 

 なお 11 月に行われた「学校関係者評価委員会」において本項に関連の質疑があったの

で付言しておいきたい。 

―質問①「「貴校に求人してきた企業のうち、オンライン選考の割合はどれぐらいか」 

―学校側の回答①「オンライン選考の段階やまた春夏季、秋冬季では異なるので、一概に

言うことはできないが、おおよそ次の通りである。 

会社説明会：ほとんどの企業がオンラインと対面と併用している 

適性検査：ほぼ全てがオンライン試験（自宅） 

SPI や筆記試験、作文など：9 割が対面での実施 

面接：ほとんどの企業が対面での実施 

※ただし、一部一次選考のみオンラインで実施する企業がある（全体の 2 割程度）。 

現状、オンラインのみで選考を完結する企業はない。 

なお当年度、本校の試験にてオンライン面接（一次選考）を実施した例は、2 例であり

各選考を受けた学生の 1 割に満たない。 

ただし、以前までのオンライン試験は、一部企業において「エントリー」や「適性検査」

に限られていたが、「会社説明会」からはじまる採用スキームの多様な段階で増加傾向に

ある。この傾向は今後も続くと考えている。 

―質問②「「地域の求人開拓とは、県内はどこまで出来ているか。県外企業からも求人は

来ているのか？」 

―学校側の回答②「地域の求人開拓については、毎年県内企業を中心に学校案内および求

人のお願いを送付しており、学校へ直接求人をいただいた企業へは、キャリア指導主事が

必ず訪問している。 

また、連携活動の際の求人依頼や、経営者やリクルート担当者を実務家講師として招き、

実際に学生の前でお話しいただき、本校の求人開拓につなげる試みも行っている。 
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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。 

 

 

クリエイティブ系企業は、長野市を中心とした北信（デザイン・広告代理店・出版・

印刷・映像系）が多く、ついで松本市を中心とした中信（デザイン・出版・映像系・大

手支店系）で、その次に南信（デザイン・広告代理店・印刷）といったように、数や業

種に偏りがあるのも確かであるが、一般職も含めると、県内の広域から求人はある（具

体的には、長野市、松本市、上田市、小諸市、安曇野市、佐久市、千曲市、小諸市、須

坂市、中野市、岡谷市、茅野市、塩尻市、伊那市、飯田市、高森町、辰野町、等々）。 

また近年では、職種もデザイン制作のような専門職に限らず、本来大卒に限られていた

ディレクター職（クリエイティブ系総合職）や、広告代理店のクリエイティブ系営業職

などの求人の広がりも見せている。 

加えて、小売業（アパレルや雑貨販売、スーパー等）における店舗スタッフとして、

店内レイアウトや商品ディスプレイ、ポップデザインなど、あるいはサービス業等の企

画広報部門において技能を活かすなど、専門企業以外の就職間口は広がっている。特に

当年度は、建設会社の web 企画・管理担当として一般企業への就職事例もあった。 

県外からの求人に関しても傾向としては増加にあり、例年、東京を中心に就職実績があ

ったが、当年度の県外への就職実績は 2 件（京都・埼玉）であった。 
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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対応を前年度より継続し実施して

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、当年度は、コロナ禍にあっても前年度よりも 3名減少し 2名の退学にとどま

っているが、今後もさらなる減少を目指して努めていきたい。 

 

 職業能力において様々な資格取得は、そのリテラシーを確保しさらに就職活動への

前向きな取り組みや働く意欲を向上させていくために、まことに重要な要因となる。 

 通常の授業カリキュラムの中に効果的に組み入れるなど当年度においては、受験率、

合格率共に向上したことは、評価する。 

引き続き学生の資格取得への動機づけや合格のための意欲向上を、しっかりと図っ

ていただきたい。 

※（「3－10」参照） 

 なお、11 月に行われた「学校関係者評価委員会」において、学校側より本項に関連

の報告があったので記す。 

―「リモート授業の成果として、チャット機能を使って学生からの意見、質問などが

増えた。また、結果として資格取得や検定などの合格率が高まったことは、うれしい

成果となった」 

修学コーディネーターを中心として、学校をあげての退学率低減のための組織的な

学生支援については、その労を多としたい。 

 退学者が生まれてしまう要因としては、入学者選考の方法などとの関係があるとの

学校の認識、さらにはそのための選考方法などの改定などの取り組みも基本的な退学

防止策のために大事な視点であることを是とする。 

当年度においてはその他の施策等の成果もあり、前年度より退学者が 3 名減少したこ

とは大いに評価するが、次年度以降も引き続き精力的な対応を要請したい。 
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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。また、本自己点検のた

めの卒業生アンケートの方法を充実に向け改善した。 

 なお 11 月に行われた「学校関係者評価委員会」において本項に関連の質疑があっ

たので紹介する。 

―質問①「昨年度の自己点検評価にもあったが、入学者選考において、『選考方法の

改定も検討されている』とありますが、退学率を低減するための方策として、どうい

う方向が考えられるか？」 

―学校の回答①「特に高校からの入学に関しては、年齢相応の「入学動機の不明瞭さ」

があると考えている。具体的に言えば、「専門性への理解や、自己理解の不十分さ」

ゆえの学科選択におけるミスマッチである。 

本校では 6 つの専門性をラインとし、これらをデザイン系統（応用美術）学科と、

アート系統（基礎的美術）学科に、それぞれ配し学習提供しているが、そもそもこれ

ら専門性の理解やひいては職業理解、あるいは自身の興味・関心、特性や資質などと

いった自己理解も含め、出願前に充全でない場合も見受けられる。こうしたことから、

別途、相談や面談、指導を行っている入学者が一定数存在している。 

すでに本校では「転学科」といった進路選択に柔軟な方策も取っているが、学生自ら

が自身のために、より最適な進路選択ができるための力を養う、総合的で基層的な学

び（ファウンデーション）の必要性を感じる。 

ゆえに入学者選考の方策のひとつとして、出願前（あるいは入学後など）に基層的

な学びを経て、あらためて学科選択や専門性が選択できる柔軟さ、つまり主体的な選

択ができる余地を持たせられないか、と考えている」 

さらに、同委員会において委員（保護者）より、以下の意見があったので記す。 

―「高校生の頃には、将来何になりたいかは、あまり具体的に持っていないことも多

い。たとえば入学時に卒業後につくことが、できる職業モデルを学生にわかりやすく

伝えて欲しい。その上でもし目標が変わってしまっても、この学校に入ってよかった、

それはそれで楽しく学べた、こういうこともできるようになったと前向きに思えるよ

うな学校であってほしい」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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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、会の充実を望みたい。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」を設置し、卒業生間におけるコミュニケ

ーションツールとしても活用が期待されたが難航している。卒業生とのつながりが学校

改善に結びつくことを職員が意識し、学校課題としたい。 

また、昨年開設したサテライトキャンパス併設のギャラリーでは卒業生支援として卒業

生による活動展を行い、同窓生や在校生などが集まる機会の創出を企っている。このこ

とは教育改善に必ずやフィードバックされるものと心得ている。 

 

 

 卒業生の動向については、就職先の企業訪問や同窓会への支援活動などの際に把

握につとめていること、さらに卒業生に向けたアンケート方法などの改善にも努め

ていることは、その労を多としたい。 

卒業生が実社会でどのようにキャリア形成を行うかは、学校の教育改善を図る上で、 

重要な視座となることは、多言を要さない。学校の自己評価において述べられている認識

については、大いに是としたい。 

 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、卒業生を招き在校生

に発表する機会を設けていることは、卒業生自らのキャリアを振り返る上で貴重な機

会であり、これも評価する。 

 また、昨年度開設され当年度より具体的に動き始めたサテライトキャンパスの活用にお

いては、卒業生の企画展などが行われており、これも卒業生のキャリア形成の把握には非

常に有効であり、今後とも更なる展開に期待したい。 

 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお 11 月に行われた「学校関係者評価委員会」において、出席した卒業生委員より

本項に関連の質疑があったので紹介する。 

―意見①「昨年、サテライトキャンパスのギャラリーにて企画展をとり行わせて頂いた

経験から、学校との関わりを再び持てましたことに感謝しています。 

それは学生達をはじめ、教職員の方々や同窓の方々と関わりを持てましたことに大き

な喜びを感じています。 

今後も多くのデザイナーやクリエイターとの関わりがはじまる『場』として成り立っ

ていって欲しいと熱望をしています。 

また、今以上に興味をお持ちいただいた方々にご覧いただける機会として、休前日な

どのギャラリーの開催が大切かと思う次第です」 

―学校の回答①「本校卒業後の教育成果を把握することは最も重要な課題の一つです。

サテライトキャンパスのギャラリーの卒業生企画展はそういった課題に対しての一つ

の試みです。また、同窓会の振興が本校の教育活動にフィードバックする効果は計り知

れないものがあると理解しています。しかしながら、同窓会が自立的に進展し、学校と

の関係を深めることが切実に求められていますが、まずは同窓会をバックアップする学

校体制を整え始めることが現状の目標と考えています」 

サテライトキャンパスのギャラリーの休前日開催については、その必要性を感じてい

ます。今後、労務との兼ね合いを含め検討をしていきたいと思います」 
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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。コロナ禍においてもこのような支援体制は変わらず、必要によ

り zoom等を用いた遠隔による開催や個別指導を行っている。 

 

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。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

 キャリア指導主事を中心とした支援体制により、多様な学生のニーズに適切に対応

していると評価する。 

「美専進路説明会」の開催、幅広い求人情報の提供も、多とする。 

 年 2 回実施している全学生を対象とした「キャリア面談」、さらに希望学生に対す

る個別面談体制などは、学生一人ひとりに寄り添う就職活動支援の基本的な対応であ

り、今後もきめ細かな支援を求めたい。 

 コロナ禍において支援体制は何かと困難であることが予想されるが、Zoom 等によ

る学生にとって利用しやすい相談機能の提供、求人先のさらなる開拓、オンライン選

考等に対応するスキルアップなど、学生の「就職活動力」のいっそうの向上を要請し

たい。 
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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うよう業務

分署を明確にした。 

 

 

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取得のための手続き等支援、国の教育ローンの案内、又、

授業料等減免については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、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。令和２年度

よりスタートした、政府の「高等教育の修学支援新制度」においては支援対象校として

要件を引き続き満たしており、支援対象となる学生への経済的支援がより充実したもの

となっている。 

 

 

 

5－4．学生の健康管理を担う組織体制はあるか 

 

心身の健康相談を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。特に修学コーディネーターによる学習面だけにとどまらない学

生サポートによって、退学者の減少や休学者の復学など、大きな成果を挙げている。 

 修学コーディネーターを中心とした組織的な学生相談体制の整備が進んでいること

は、多とする。 

 その上で、学生の修学環境などは修学コーディネーター、個別授業における個々の

学生の課題等は教科主事において支援をするという役割分担の明確化とその複層的な

体制整備も、適切であると評価する。 

 従来の公的奨学金支援制度や学校独自の特待制度などにより、積極的な経済支援

を行っていると認められ、多とする。 

 また、当年度よりスタートしている政府の「高等教育の修学支援新制度」の支援対

象校として要件を満たしているなど、学生が利用しやすい制度の整備をいっそう求

めたい。 
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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

健室を設置している。さらに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受けられるよう体制を整えている。 

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。 

 なお、コロナ感染症対策として、危機管理員会を中枢とした検討により「新型コロナウ

イルス感染症対策に基づく出席停止（公欠）措置」を 4 月に策定し、感染あるいは濃厚

接触者等に該当した場合は、公欠措置を講ずることを学生および家庭に通知した。同時

に県外移動に関してもガイドラインを策定し、感染拡大地域へ移動した者には、一定期

間公欠措置を講じた。この県外移動における申告やその後の体調報告は、簡便に連絡が

行えるよう WEBシステムを活用した。 

 さらに公欠中は、授業を可能な限り W E B配信で受けられるよう柔軟に対応している。 

 加えて、日頃の体調管理と登校前の検温を指導し、学校入り口には、非接触型検温スタ

ンドと手指消毒液の設置。また、本校では常に換気システムが作動しているが、一定期間

毎に教室の換気を行い、学生が下校後には職員が施設内の消毒を行うなど衛生活動を徹

底した。 

 また、学生も自ら衛生活動できるように消毒用ペーパータオルを教室ごと設置するな

ど、衛生活動に対する学生への啓発に努めている。 

 

 

学生の健康管理については、修学コーディネーターを中心として教務部門が担当し、

特に修学コーディネーターの総合的なサポートにより、退学者の減少や休学者の復学な

どに成果を上げていることは、高く評価する。 

校医の定期的な健康診断、臨床心理士によるメンタルヘルス相談機能など是とする。 

 また当年度におけるコロナ感染症対策として、危機管理委員会を中枢としてガイドラ

イン作成を行い、それに基づき万全を期して実施していることは、高く評価する。 

なお 11 月に行われた「学校関係者評価委員会」において本項に関連の質疑があった

ので紹介する。 

―質問①「「コロナ禍における学校独自のガイドラインはあるのか。第 6 波、7 波の想定

はどこまで出来ているのか？」 

―学校の回答①「危機管理員会を前年度に引き続き適宜招集し、感染症対策についての

検証、対策や学事計画を検討した。検討結果は学事計画等の文書や学生・家庭への通知

を発出し共有した。 

 総合制作の制作物を中心とした学びの成果を公開するクリエイティブプロジェク

ト「美専展」においては、特にガイドライン文書を作成し対策を強化した」 
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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。主体的な活動との位置付けではあるが、前述の修学コーディネーターを顧問

に配し、様々なサポートを心がけている。こうした支援により学生のより自発的な活動

が見られるようになった。また、執行部室を設け活用させている。 

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。 

また、学生の課外活動クラブ活動である「美術研究部」に対し、顧問講師を配するな

ど校内外での積極的な活動を支援している。 

夢、志を育てる目的で設置した「美専人づくり委員会」の試行策としての課外活動で

ある「美術研究部」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。 

 

「当年度の入学式、卒業式などにおいても、ガイドラインを遵守して行った。第 6 波、

7 波については、新規感染者数の基準を設定して登校停止措置などの厳しい対処を考え

ている」 

―質問②「学生の心のケアはとても大切。コロナ禍でストレスもたまっていると思われ

るが、学校側のケアはどうでしたか？」 

―学校の回答②「学生によって困難さに違いがあるが、修学コーディネーターが寄り添 

う姿勢を重視して対応してきた」 

 学生自治の「美専学生会」、課外クラブ活動「美術研究部」、将来の夢などを育てる

目的で設置された「美専人づくり委員会」や「校内留学クラブ」など、学生による主

体的な活動を重視した支援を行っていることは、高く評価する。 

地域から寄せられる学生との連携は「地域クリエイティブ実践研究室」により、学

生の負担が過多にならないように調整していることも、多とする。 
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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、近年、遠方出身者も増加傾向

にあるため、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。こうした単身生

活をおくる学生が抱える生活相談などを含め、全ての学生の日常的な相談機能として、 

修学コーディネーターが中心的に担当している。学生生活全般における問題解決にあ

たり、場合によっては学生訪問も含めた積極的な支援を行っている。 

 

 

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、必要により修学コーディネーターが中心となり面談を行って連携している。また

修学コーディネーターの判断により、保護者と教科担当や授業担当講師を交えた面談も

行っている。なお、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。 

 

 

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

 学生の生活環境への支援、とくに日常的なきめ細かな支援について、修学コーデ

ィネーターが中心的に担っていることは適切な対応であり是としたい。 

 当年度はコロナ禍のなかで、学生の生活環境も大きく制約されており、多様な問

題を抱えた学生の存在を想定して、引き続き学生一人ひとりの生活環境の把握とそ

の適切な支援を要請する。 

 前項「学生の生活環境への支援」においては、保護者との適切な情報共有を行うことが

非常に重要である。その点からも、保護者との間断ない情報発信、情報収集などが求めら

れる。 

 当年度の連携は適切に行われているものと認められるが、さらなる進展を求めたい。 
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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、サ

テライトキャンパスに設けたギャラリーでは、卒業生企画展を開催し、活動を支援して

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。 

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対応として、昨年に引き続

き、立科町からの依頼により「立科町住民ワーカー研修」の講座監修、および講師派遣

を行うなど、地方公共団体からのニーズにも応え対応している。 

また、リカレント教育の必要性の高まりを受け、設置基準に則った特別の課程の開設

の検討を始め、前述（3－1）にもある通り、次年度以降、社会人のリカレント教育とい

うニーズに応えた「履修証明プログラム」を設置することとした。 

 

 同窓会を中心に、卒業生への支援を行っていることは是とするが、自己評価にあるよ

うに同窓会に参加する卒業生は少数にとどまっており、同総会の質量ともに充実を図

るように、来年度の課題として指摘しておきたい。 

 またコロナ禍において、卒業生が直面するさまざまな困難な状況が予測されるので、

卒業後も気軽に相談に来校できるようなオープンな体制づくりも検討願いたい。 

昨年度設置されたサテライトキャンパスについては、卒業生への周知を積極的に行

い、卒業生が有効活用できるように要請したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 社会人のニーズを踏まえた教育環境の整備については、平成 29 年度竣工した新キャ

ンパス、令和 2 年度開設したサテライトキャンパスなど、学校はこれまでも教育環境の

整備については積極的な取り組みをしており、当年度継続している講師派遣、講座監修

などを含めて、その活動を高く評価する。 

 さらに当年度において、リカレント教育への対応、次年度の設置の準備を始めており、

その取り組みに期待するとともに、高く評価する。 
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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

積極的に行なってきたが、当年度は、コロナ禍の影響で社会科見学等の実施を見送った

高・中学校からの要請により、例年より多くの派遣授業に対応してきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高校等と連携したキャリア教育・職業教育の取り組みは、学校の広報活動の場として、

また社会貢献活動などとしても非常に重要なものであり、学校においてもその認識のも

とこれまでも積極的に行ってきたことは、高く評価する。 

 当年度はさらにコロナ禍の事情などにより、例年より多くの派遣授業の要請を受け、

それにしっかりと対応してきたことは、学校の本項への特別のこだわりとして、特にそ

の労を評価する。 
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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。特に、社会との

新しい接点として昨年開設したサテライトキャンパスは、社学連携活動成果物の常設展

示や、併設ギャラリーでの企画展示など、また授業においては、授業における連携先企

業等との打ち合わせ場所になっている。 

メインとサテライトの 2つのキャンパスの活用から、本校理念の体現に努めている。 

 

 

 

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。 

 

 学校の施設・設備は、教育目的として「創造性の育み」を実現するための整備が

整えられており、高く評価できる。 

 とくに、自己評価にもあるサテライトキャンパスの存在は、学校らしい独自のコ

ンセプトを掲げた教育施設として、学生はもちろん卒業生や地域社会からのニーズ

にも十分に対応できるものと認められるので、その期待にしっかりと応えていただ

きたい。 

 学校内外の実習施設、インターンシップ、校外研修等などの教育体制については、こ

れまでもさまざまな連携先との間でその体制整備を行って来ており、当年度においても

その取り組みは多とする。 
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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。 

「危機管理マニュアル」が整備されているが、今後は緊急時にスムーズな活用ができ

るようシミュレーションを重ねる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 既定の「消防計画」による火災訓練の実施や災害訓練指導などを行っていること、

さらにそれらの管理においては、防火管理の所定の資格を取得している教員があた

っていることなど、是としたい。 

 当年度に見舞われたコロナ禍は、自然災害同等の防災体制の重要性を浮き彫りに

したが、学校では規定の「危機管理マニュアル」のスムーズな運用、実施などを行

い、その防災の目的を確実に果たしてきたを、本項においてもあらためて、高く評

価する。 

 ※「5－4」参照 
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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

校への進学のミスマッチを防ぎ適性化を図っている。 

 入学者選考に関しては、当年から、本校の「ディプロマ・ポリシー」と「カリキュラ

ム・ポリシー」から導き出された「アドミッション・ポリシー」を掲げ公開している。 

 AO、自己推薦、一般という三つの選考種ごとに、この「アドミッション・ポリシー」

は設けられ、それぞれの選考種において、どのような資質を重点的にはかっていくか明

示し、入学者の適性化はもちろん、入学前から入学志願者自身が、本校で学ぶ意義づけ

ができるようにしている。 

 特に AO入試においては、早期における独自の 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。 

 

 

 

 

 

 

  学校の学生募集においては、「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、さらにオープンキャンパスや体験授業、入学前学習体験などを

行い、「進学のミスマッチ」を防ぐなど適正化に努めていることは、これを高く評価

する。  

 また、当年度より「ディプロマ・ポリシー」と「カリキュラム・ポリシー」から導

かれる「アドミッション・ポリシー」を公開して、高校生等への募集活動において周

知を行っていることも、本項の適正に向けた活動としてあらためて、高く評価する。 

 さらに AO入試における「戦略的」な取り組みを、評価する。 
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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 

 

本校の教育活動意義を正しく伝えるための新しい方策として、社会との新しい接点で 

あるサテライトキャンパスを設け、今までにない広報活動の可能性を探っている。こう

した広報活動は、周囲の視点からのアイデンティティを確立でき、高等教育機関として

の学校ブランドを高めることができる。このことが引いては学生募集活動に大きく影響

するものと考えている。 

また、ホームページ・印刷物などにより情報発信を継続している。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、昨年に引き続きページ数を増やし、課

程内容・就職支援・学生活動など、掲載情報を充実させた。 

 

 

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。国の修学支援新制度の機関認定を受け、経済的に困難な学生を支援することを可

能にしていることも、この自己点検項目に関係が深いので報告する。 

 

 

 

 学生募集において、昨年度開設したサテライトキャンパスを拠点としたさまざまな取

り組みは、学校の教育成果を発信する説得力のある広報活動の方策として、高く評価す

る。 

 ホームページや印刷物などの情報発信においても、毎年充実した活動をしており、そ

の労を多としたい。 

 学納金の妥当性について、自己評価を是とする。 

 その上で、コロナ禍での経済的圧迫をうけるリスクのある学生の存在を想定した対応

などの検討を継続していただきたい。 
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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

いる。但し、当年度においては収入の減少と、コロナ感染症対策のための遠隔授業機材

や消毒関係費用をはじめとした教育研究費の膨らみにより、経常収支差額が大幅なマイ

ナスになったことは、次年度への大きな課題とする。予算計画を確実に実行すること

と、サテライトキャンパスを使っての広報活動を進めることで学生数の獲得につなが

り、回復の見通しとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 当年度においては、収入の減少とコロナ感染症対策のために実施したリモート授

業用の遠隔授業器材や、さらに消毒関係費用などの教育研究費の増加によって、経

常収支差額が大幅なマイナスとなっていることは、「財務基盤の安定性」に関わる重

要な改善項目であり、次年度の回復を期待する。 

 昨年開設されたサテライトキャンパスの開設は、学生募集や地域社会貢献のため

の先行投資として是とする。 

 当年度において、「経常収支差額が大幅なマイナス」となったことを踏まえて、次年

度の予算・収支計画においては、その綿密な検討、法人役員会、監査などによる客観性、

妥当性の確保を求めたい。 
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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及び事業報告書等を期日までに常備し、

ホームページで公開している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 法人クリエイティブ A の役員監事により監査結果、行政の法人調査実績での適

正の評価を、了とする、 

 

 

 

 

 

 既定に従って財務情報の公開が行われているとの自己評価を、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。 

 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との自己評価を、

了とする。 

遵守事項の確認について、適宜研修の実施を求めたい。 

 

 

 個人情報の保護のための対策は、学校の「プライバシーポリシー」を遵守している

と認めるが、引き続き確実な取り組みを求めたい。 

 

 

 自己点検・評価は毎年確実に行われ、その改善点についての分析も精度を高めてい

るとの自己評価を、多としたい。 

 その上で改善策の実行においては、実現可能なものから取り組んでいることも了

とする。 
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自己点検・評価の公開については、書類の閲覧可能な体制の設置や学校のホーム

ページ上での公開など、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、キャリア教育・職業教

育のための出張講座や長野市への生涯学習の提供など、児童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、長野市の企画や山形村、信濃町を

はじめとした自治体や地域社会からの美術・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、景観検討委員としての参加など

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。 

本校のサテライトキャンパスを、職能団体や事業所の企画展示の会場として開放する

など施設の特性を“街とつながる美専”として、積極的な試みも行なった。 

こうした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

ング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。 

 

 

 

 

 小学生向け「ながのこども美術」などをはじめ、学校の教育資源等を活用した社会貢献・

地域貢献については、これまでも幅広い対象や多様な機会を通じて積極的に取り組まれて

きたことは、高く評価する。 

 当年度においては、長野県専修学校各種学校連合会や長野市専修学校各種学校協会との

連携により、小中高生を対象にした出張講座や、一般社会人を対象にした「いきいき生涯

学習」の講座の開講など、昨年度から開設されたサテライトキャンパスの活用も進み、「街

とつながる美専」という秀逸なコンセプトと共に、その積極的な実践は特筆して評価した

い。 
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10－2．学生のボランティア活動を奨励、支援しているか 

 

 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。 

当年度は美術研究部や有志の学生により、「ながの協働ねっと」を通じてのボランテ

ィア活動を行なった。またこのようなボランティア活動を授業設計に組み込めないか、

検討を進めている。 

 

 

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、収支等と照らし合わせての検討を要す

る。地方自治体の移住促進施作の一環としてのワーカー研修のデザイン講座を造成し、

前年から引き続き行っている。 

 地域に対する公開講座については、長野県専修学校各種学校連合会や長野市専修学校各

種学校協会が主催する講座などと連携して、積極的に対応していることを、高く評価す

る。 

 公共職業訓練等の検討については、了とする。 

※「5－9」、「5－10」、「10－1」参照 

 学生のボランティア活動の支援等については、渉外担当や活動支援担当を置き支援し

ていることを、多とする。 

 当年度においては、県内の NPO が設立した「ながの協働ねっと」とのあらたな連携

によるボランティア活動が加わり、さらに学校として授業設計にボランティア活動を組

み込む検討が始まったことは、評価する。 
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Ⅳ．評価の根拠資料  

 

令和 3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・事業報告書・決算書・学生便覧・教職員手引・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 


