
項目別の学校評価：学校関係者評価結果公開資料 

平成 26 年 12 月 5 日公開日 
 

１．学校の教育目標 
 
	 	 	 本学校法人 山陰理容美容学園は、教育基本法および学校教育法に従い、学校教育を行い、理容 

師・美容師の優秀な人材を育成することを目的とする（寄附行為第３条）。 
	 	 	 また本校 松江理容美容専門学校は、学校教育法、理容師法および美容師法に基づき、将来理容師・

美容師になろうとするものに必要な知識・技術を授け、併せて徳性を涵養することを目的とす 
る（学則第１条）。 

	 	 	 さらに学校訓として１）国家・社会に寄与する２）能力と知性を養う３）強い意志を育てる４）

創造力・個性を伸す５）良き社会人となる、ことをあげている。 
	 	 	 本校の教育目標は、上記の三つの柱を中心に、『知識』と『技術』の双方が『相互に触発または 

融合』し合って、理容技術・美容技術を通して地域社会に還元できるように教育でおこなっている。 
換言すれば、教育理念・目標とは「教養」と「専門」の両者を涵養することにより『知識』と『技

術』をバランスよく『融合』した社会人の養成、すなわち『知識と技術の融合』となる。 
 
 
 
 
２．本年度に定めた重点的に取り組むことが必要な目標や計画 
	  

平成２６年度の 
長期目標     ①『知識』と『技術』の『融合』 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ②学校教育法第１条校化 
	 	  

中期目標     ①学校教育法第１条校化の準備 
	 	 	 	 	 	       ②自己評価→学校関係者評価→第三者評価	 	 	 	 	 	  
	 	  

短期目標     ①職業実践専門課程のスタート 
	 	 	 	 	 	 	 ②第三者評価受審申請（専門職高等教育質保証機構） 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ③各学科のコース（第２期） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ④学生募集の強化 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ⑤国家試験（実技試験・学科試験）合格率アップ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ⑥オープンキャンパスの重点化（資料請求者数からのオープンキャンパス体験率、

特に出願者率、入学者率）の向上・改善対策 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ⑦退学・休学対策（保護者の離職による生活困窮対応） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ⑧リスクマネジメント（事故・事件への対応：特に担任） 
 



３．評価項目の達成及び取組状況 
（１）．教育理念・目標 

	 	  ※５：充分に達成	 	 ４：概ね達成	 	 ３：普	 	 通	 	 ２：まだ不充分	 	 １：ほとんど進んでいない	 	 N.A.：当てはまらない 
	 	 	       （１００％） 	 	   （８０％）    	 （６０％）	      （４０％）	 	   	 	 	 （２０％）	 	 	 	 	 	  

	 ① 課題  
	     教育理念・目標について本校学生は周知しているが、保護者に対しても積極的に周知をすすめる。 

 
	 ② 今後の改善方策 
      将来構想は学校関係者に明確となっているが、社会変化に対応すべく、常に最新の情報収集・分析を望

む。 
	 ③ 特記事項 

 
 
（２）．学校運営 

	 	  ※５：充分に達成	 	 ４：概ね達成	 	 ３：普	 	 通	 	 ２：まだ不充分	 	 １：ほとんど進んでいない	 	 N.A.：当てはまらない 
	 	 	       （１００％） 	 	   （８０％）    	 （６０％）	      （４０％）	 	   	 	 	 （２０％）	 	 	 	 	 	  

	 ① 課題 
      自己評価および学校関係者評価を実施しているが、加速度的に第三者評価の受審をすすめ、情報公開を

さらに強化していく。 
	 ② 今後の改善方策 
      学校関係者評価委員会が充分に機能するように、その評価結果を重んじ、専門学校の学生が質の高い実

践的な職業教育を享受できるよう組織的・継続的な学校運営の改善と充実を目指していくよう希望する。 
	 ③ 特記事項 
	 	 	 サーバー（情報システム）上に教職員間の情報の共有化を図っている。 

評価項目 評価達成結果※ 

・学校の理念・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） 

⑤	 ４	 ３	 ２	 １	 N.A.	 

・学校における職業教育の特色は何か ⑤	 ４	 ３	 ２	 １	 N.A.	 

・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 ５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A.	 

・学校の理念・目的・育成人材像・特色・将来構想などが学生・保護者等に周
知されているか 

５	 ４	 ③	 ２	 １	 N.A.	 

・各学科の教育目標、育成人材像は、学科等に対応する業界のニーズに向けて
方向づけられているか 

５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A.	 

評価項目 評価達成結果※ 

・目的等に沿った運営方針が策定されているか 
５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A.	 

・運営方針に沿った事業計画が策定されているか ５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A.	 

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

５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A.	 

・人事、給与に関する規則等は整備されているか ５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A.	 

・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 ５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A.	 

・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 ５	 ４	 ③	 ２	 １	 N.A. 

・教育活動等に関する情報公開が適切になされているか ５	 ４	 ③	 ２	 １	 N.A. 

・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 ５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 



（３）．教育活動  

※５：充分に達成	 	 ４：概ね達成	 	 ３：普	 	 通	 	 ２：まだ不充分	 	 １：ほとんど進んでいない	 	 N.A.：当てはまらない 
	 	 	      （１００％） 	 	   （８０％）    	 （６０％）	      （４０％）	 	   	 	 	 （２０％）	 	 	 	 	 	  
 

① 課題 
      教育の目標達成度等の評価に学生評価アンケートや外部アンケートの実施やその結果を積極的に活用 
      していくことが求められる。 
	 ② 今後の改善方策 

教育課程編成委員会の設置により、職業教育に対する外部関係者からの授業評価が実施されているので、

さらなる充実を望む。 
	 ③ 特記事項 

職業実践専門課程の認定校により、これまで以上に教職員の知識・技術習得のための研修受講が実施 
されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価項目 評価達成結果※ 

・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 
５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 

・教育理念、育成人材像や業界のニーズを踏まえた学科の修業年限に対応した
教育達成レベルや学習時間の確保は明確にされているか 

５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 

・学科等のカリキュラムは体系的に編成されているか ５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 
・キャリア教育・実践的な職業教育の視点に立ったカリキュラムや教育方法の
工夫・開発などが実施されているか 

５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 
・関連分野の企業・関係施設等や業界団体等との連携により、カリキュラムの
作成・見直し等が行われているか 

５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 
・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 

⑤	 ４	 ３	 ２	 １	 N.A. 

・授業評価の実施・評価体制はあるか ５	 ４	 ③	 ２	 １	 N.A. 

・職業教育に対する外部関係者からの評価を取り入れているか ５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 

・成績評価・単位認定、進級・卒業判定の基準は明確になっているか ⑤	 ４	 ３	 ２	 １	 N.A. 
・資格取得等に関する指導体制、カリキュラムの中での体系的な位置づけはあ
るか 

⑤	 ４	 ３	 ２	 １	 N.A. 
・人材育成目標の達成に向け授業を行うことができる要件を備えた教員を確保
しているか 

５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 
・関連分野における業界等との連携において優れた教員（本務・兼務含む）を
確保するなどマネジメントが行われているか 

５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 
・関連分野における先端的な知識・技能等を修得するための研修や教員の指導
力育成など資質向上のための取組が行われているか 

５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 

・職員の能力開発のための研修等が行われているか ５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 



（４）．学修成果  

※５：充分に達成	 	 ４：概ね達成	 	 ３：普	 	 通	 	 ２：まだ不充分	 	 １：ほとんど進んでいない	 	 N.A.：当てはまらない 
	 	 	       （１００％） 	 	  （８０％）    	 （６０％）	      （４０％）	 	   	 	 	 （２０％）	 	 	 	 	 	  

① 課題 
      保護者からの経済的支援が断たれるケースが多く、奨学金制度を活用してバックアップ体制を整えて 
      はいるが完全でなく、授業料の納付が遅延し、その後に退学するケースが多くみられる。 
	 ② 今後の改善方策 
      理容師・美容師の国家試験の合格率については、理容学科が５年連続して１００％を達成できている。 
      美容学科でも合格率向上・改善対策により、２年連続して９０．３％、９０．６％であった。 
	 ③ 特記事項 
	 	 	 現在、卒業生動態（１年後、３年後、５年後）把握調査・準備およびシステム化を構築中。 
 
 
（５）．学生支援  

	 	  ※５：充分に達成	 	 ４：概ね達成	 	 ３：普	 	 通	 	 ２：まだ不充分	 	 １：ほとんど進んでいない	 	 N.A.：当てはまらない 
（１００％） 	 	  （８０％）    	 （６０％）	      （４０％）	 	   	 	 	 （２０％）	 	 	 	 	 	  

① 課題 
       
       
	 ② 今後の改善方策 
      離職等による保護者の生活困窮対応として、奨学金制度を最大限に活用して、学生の学費捻出に取組ん 
      でいるが、完全ではない現状である。 
	 ③ 特記事項 
     高等高校の『総合学習』の一貫で、毎年高校から本校専門学校への専門教育・職業教育の体験や視察の

申し込みがある。 
 

評価項目 評価達成結果※ 

・就職率の向上が図られているか ⑤	 ４	 ３	 ２	 １	 N.A. 
・資格取得率の向上が図られているか ５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 
・退学率の低減が図られているか ５	 ４	 ③	 ２	 １	 N.A. 
・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 ５	 ４	 ③	 ２	 １	 N.A. 
・卒業後のキャリア形成への効果を把握し学校の教育活動の改善に活用されて
いるか ５	 ４	 ③	 ２	 １	 N.A. 

評価項目 評価達成結果※ 

・進路・就職に関する支援体制は整備されているか ⑤	 ４	 ３	 ２	 １	 N.A. 
・学生相談に関する体制は整備されているか ５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 
・学生に対する経済的な支援体制は整備されているか ５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 

・学生の健康管理を担う組織体制はあるか ５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 
・課外活動に対する支援体制は整備されているか ５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 
・学生の生活環境への支援は行われているか ５	 ４	 ③	 ２	 １	 N.A. 
・保護者と適切に連携しているか ５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 
・卒業生への支援体制はあるか ５	 ４	 ③	 ２	 １	 N.A. 
・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 ５	 ４	 ③	 ２	 １	 N.A. 
・高校・高等専修学校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 ５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 



（６）．教育環境  

	 	  ※５：充分に達成	 	 ４：概ね達成	 	 ３：普	 	 通	 	 ２：まだ不充分	 	 １：ほとんど進んでいない	 	 N.A.：当てはまらない 
（１００％） 	 	  （８０％）    	 （６０％）	      （４０％）	 	   	 	 	 （２０％）	 	 	 	 	 	  

①  課題 
	 	 	 施設・設備の経年変化対策。 

	 	 	  
	 ② 今後の改善方策 
	 	 	 教育課程編成委員会および学校関係者評価委員会からの意見を受け、平成２７年度中に施設・設備の 

大規模改修工事の実施が決定した。 
	 ③ 特記事項 

防火防災訓練を年２回、地区広域行政消防本部、警備会社、電気保安協会、電力会社、ガス会社と合同

で本校で実施している。海外研修により、これまで韓国ソウルホソ専門学校生との交流・研修を実施 
	 	 	 している。 

 
（７）．学生募集  

	 	  ※５：充分に達成	 	 ４：概ね達成	 	 ３：普	 	 通	 	 ２：まだ不充分	 	 １：ほとんど進んでいない	 	 N.A.：当てはまらない 
          	  （１００％） 	 	  （８０％）    	 （６０％）	      （４０％）	 	   	 	 	 （２０％）	 	 	 	 	 	  

①  課題 
	 	 	 本校の短期目標に記載（学生募集の強化、オープンキャンパスの重要化）。 

	 	 	  
	 ② 今後の改善方策 
	 	 	 社会の返遷と共に、学生募集における理容学科・美容学科の人気の変動が見うけられる中、カリキュラ 
	 	 	 ムの充実と教職員のスキルアップおよび他校との差別化をはかって、学生募集に教職員一丸となって対 
	 	 	 応している。 
	 ③ 特記事項 

 
	 	 	  

 
 
 
 
 

評価項目 評価達成結果※ 

・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 
５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 

・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
を整備しているか 

５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 

・防災に対する体制は整備されているか ⑤	 ４	 ３	 ２	 １	 N.A. 

評価項目 評価達成結果※ 

・学生募集活動は、適正に行われているか 
５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 

・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 ５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 

・学納金は妥当なものとなっているか ５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 



（８）．財務状況 

	 	  ※５：充分に達成	 	 ４：概ね達成	 	 ３：普	 	 通	 	 ２：まだ不充分	 	 １：ほとんど進んでいない	 	 N.A.：当てはまらない 
（１００％） 	 	  （８０％）    	 （６０％）	      （４０％）	 	   	 	 	 （２０％）	 	 	 	 	 	  

① 課題 

	 	 	  
	 	 	  
	 ② 今後の改善方策 

	 	 	  
	 	 	  
③ 特記事項 
	 	 外部会計士による財務についての指導を受けている。 

	 	  

 
（９）．法令遵守  

	 	  ※５：充分に達成	 	 ４：概ね達成	 	 ３：普	 	 通	 	 ２：まだ不充分	 	 １：ほとんど進んでいない	 	 N.A.：当てはまらない 
         	   （１００％） 	 	  （８０％）    	 （６０％）	      （４０％）	 	   	 	 	 （２０％）	 	 	 	 	 	  

① 課題 

	 	 	  
	 	 	  
	 ② 今後の改善方策 
	 	 	 現在は、企業・卒業生・保護者・地域住民等に対し、刊行物により情報が提供される方法で公表し、 
	 	 	 さらに学校のホームページ（http://www.ribi.ac.jp）においても情報公開を実施しており、開かれた教

育機関の充実を進めている。 
	 ③ 特記事項 

	 	 	  
	 	 	  

 
 
 

評価項目 評価達成結果※ 

・中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか 
５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 

・予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか ５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 

・財務について会計監査が適正に行われているか ⑤	 ４	 ３	 ２	 １	 N.A. 

・財務情報公開の体制整備はできているか ５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 

評価項目 評価達成結果※ 

・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 
５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 

・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 ５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 

・自己評価の実施と問題点の改善を行っているか ５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 

・自己評価結果を公開しているか ５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 



（１０）．社会貢献・地域貢献  

	 	  ※５：充分に達成	 	 ４：概ね達成	 	 ３：普	 	 通	 	 ２：まだ不充分	 	 １：ほとんど進んでいない	 	 N.A.：当てはまらない 
（１００％） 	 	  （８０％）    	 （６０％）	      （４０％）	 	   	 	 	 （２０％）	 	 	 	 	 	  

①  課題 
一年間の内、「どのような時期に」「どのような方法で」等々、年度「カリキュラム」の制約を考慮しな

がら、社会貢献・地域貢献をいかに成し遂げるか。 
	 ② 今後の改善方策 
	 	 	 すでに決定しているカリキュラムではあるが、その中で可能な限りの社会貢献・地域貢献を望む。 

	 	 	  
	 ③ 特記事項 

・身だしなみ講座（島根県立松江ろう学校）	 	 理容・美容技術指導 
・みだしなみ講習会（島根県立松江養護学校）	 	 整髪・洗顔・化粧指導 
・理容・美容奉仕活動（救護施設泉の園）	 	 理容・美容技術奉仕 
・文化祭ボランティア活動（島根県社会福祉事業団厚生センター）	 	 ネイル技術体験 
・文化祭ボランティア活動（八雲病院精神認知症科）	 	 地域活性化協力 
・山陰ヘルス＆ビューティーフェスタ（松江くにびきメッセ）	 	 理容・美容技術体験 
・ファッションショー技術協力（軽費老人ホームサンフラワー苑）	 	 メイク・着付け協力 
・米子コレクション技術協力（米子コンベンションセンター）	 	 ヘア・メイク協力 
・ダンスコレクション（鹿島文化ホール）	 	 ヘアメイク技術協力 
・Izumo	 Myth	 Collection 技術協力（松江くにびきメッセ）	 	 美容技術協力	 

・松江テルサクリスマスイベント（松江勤労者総合福祉センター）	 	 イベント美容技術支援	 

・地域活性化事業（松江市精神障害者地域生活支援センター）	 	 理容・美容体験 
	 	 	  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

評価項目 評価達成結果※ 

・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 
５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 

・学生のボランティア活動を奨励、支援しているか ⑤	 ４	 ３	 ２	 １	 N.A. 
・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 

５	 ④	 ３	 ２	 １	 N.A. 



４．評価項目の達成及び取組状況 
学校関係者評価委員会名簿 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成 26年 12月 5日現在	 

学校関係者評価委員会規程	 	   氏名	 	 	   年齢	  性別	 	              所属 
第５条第１項第１号	 	 	 長廻	 秀雄	 	 	 ７１	 	 男	 	 	 鳥取県理容生活衛生同業組合理事長 
第５条第１項第１号	 	 	 岩上	 	 清	 	 	 ６８	 	 男	 	 	 鳥取県理容生活衛生同業組合米子副支部長 
第５条第１項第１号	 	 	 佐藤	 初美	 	 	 ７３	 	 女	 	 	 島根県美容業生活衛生同業組合理事長 
第５条第１項第１号	 	 	 山本	 常夫	 	 	 ５２	 	 男	 	   島根県美容業生活衛生同業組合松江支部長 
第５条第１項第２号	 	 	 伊藤	 敏夫	 	 	 ６５	 	 男	 	 	 島根県専修学校保護者連合会会長 
第５条第１項	 	 	 	 	 	 池淵	 	 淳	 	 	 ５８	 	 男	 	 	 松江理容美容専門学校校長 

	    
学校関係者評価委員会委員からの各評価項目（１）～（１０）についての意見は、以下の通りであった。 

 
（１）教育理念・目標	 	 	 	 	 保護者への教育理念等の周知が必要と考える。当該年度の学校が行った自己

評価の結果およびそれを踏えた改善方策が概ね適切に達成されており、自己

評価の評価項目も適切である。 
（２）学校運営	 	 	 	 	 	 	 	 各評価項目についてほぼ概ね適切に達成されている。教育課程編成委員会や

学校関係者評価委員会が設立されたことにより、質の髙い実践的な職業教育

がこれまで以上に組織的・継続的に運営できている。 
（３）教育活動	 	 	 	 	 	 	 	 評価項目の内、『授業評価の実施・評価体制』は達成及び取組状況において

あまり進んでいない。学生アンケートや外部アンケート等の早急な実施を推

奨する。その他の各項目は適切に達成されている。 
（４）学修成果	 	 	 	 	 	 	 	 美容学科の国家試験の合格率の改善がとてもよくみられた。学生の退学理由

について原因を調べてみると、保護者からの経済的支援という大きな問題点

であることが理解できた。難題であるが、入学者全員がどうにか中途退学な

く卒業できることを望む。 
（５）学生支援	 	 	 	 	 	 	 	 離職による保護者の生活困窮に対して、奨学金制度を最大限に活用して学生

支援にあたってほしい。 
（６）教育環境	 	 	 	 	 	 	 	 すべての項目について達成されており、高く評価できる。施設・設備の老朽

化対策は計画的に対応していきましょう。 
（７）学生募集	 	 	 	 	 	 	 	 学生募集についても充分に達成できている。 
（８） 財務状況	 	 	 	 	 	 	 	 財務については充分に達成できており、引続きこの達成度の継続を求める。 
（９）法令遵守	 	 	 	 	 	 	 	 ホームページの活用を充実させることにより完璧となる。 
（10）社会貢献・地域貢献	 	   社会貢献については、地域と密着して活動していることが良く理解でき、 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 今後益々の発展・貢献を期待する。 
 
 
	 上記の学校関係者評価委員会からの評価結果ならびに今後の改善方策等についての意見を、学校法人山陰理

容美容学園松江理容美容専門学校は、自己評価の方策の検討に積極的に活用し、次年度の重点目標の設定や具

体的取組の改善に図ることとした。最後に、現在の学校関係者評価委員会委員の任期が平成２７年３月３１日

で満了することが報告され、全員が再任された。 
（改訂版公表：平成 26 年 12 月 5 日） 


