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二葉ファッションアカデミー 学校関係者評価報告書について 

 

 学校法人古屋学園二葉ファッションアカデミーは、平成 20年に、学校自己評価制度導入

を図るために自己点検部会を設立し、組織的な体制を築きました。その後、自己点検項目

による改善活動に努めて参りました。また、平成 22年に策定された「学校法人古屋学園学

校品質向上計画」にもとづき、学校運営計画を立案し、自己点検項目を、より体系的・機

能的に活用する体制を整えて学校自己評価制度を継続してまいりました。 

そして、これまでの継続活動をより充実したものにすべく、現在では、本校に関係の深

い方々のご意見を広く深く頂戴し、教育・学校運営に反映すべく、学校関係者評価を実施

いたしました。多くの貴重なご意見を真摯に受け止め、教育・学校運営に反映させており

ます。 

ここに、学校関係者評価を公表することにより、その評価を問い、社会的責任を果たして

まいる所存でございます。今後ともより一層の質の高い教育を目指し教職員一丸となって

努力してまいります。引き続き、ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。 
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平成 2８年 第 1回学校関係者評価委員会 

７月 2０日（水） 

二葉ファッションアカデミー ６階 6Ｗ 

18時００分～１９時３0分 

 

次回 平成 2９年１月１８日（水）予定 

 

基準 1 教育理念・目的・育成人材像 

基準 2 学校運営 

基準 3 教育活動 

基準 4 教育成果 

基準 5 学生支援 

基準 6 教育環境 

基準 7 学生の募集と受け入れ 

基準 8 財務 

基準 9 法令等の遵守 

基準 10 社会貢献 
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基準毎の評価 

基準 １ 教育理念・目的・育成人材像等 

 

本校の教育理念・目的・育成人材像は明確且つ具体的に示されており、学生や教職員等

学校関係者だけではなく学外にも公表されている。 

平成２４年度より、経済社会のグローバル化や、知識・技術の高度化、雇用の流動化に

対応した人材を育成する為、従来の専門課程昼間部学科を統合し「ファッション総合学科」

を新設。時代のニーズに合わせた学科構成とすると共に、専攻分野における実務に関する

知識、技術及び技能について組織的な教育を行う「職業実践専門課程」として申請、平成 26 

年 3 月 31 日付をもって文部科学大臣より認定を受けた。これにより、企業等と連携し

た実習及び組織的な教員研修を強化することで、教育の質向上を図っている。 

又、2010年より実施した第一期５カ年計画を終え、本年度より「新世二葉」中期３カ

年計画（①建学の理念である「涵養の精神と職業人としての自立」の具現化、②技術と知

のバランスの取れた質の向上及び質の保証、③職業実践専門課程への意向に伴う現行制度

の見直し、④自力（地力、胆力）と就職力の醸成及び特色のある教育の両立、⑤学園内外

コラボレーションの強化、⑥学生募集における 2018年問題の見直し、⑦創立 80周年記

念事業の企画、⑧「呼称」の統一、⑨就職支援室の 3 校 1 本化の実現、⑩第 2 次財務健

全化計画）に則り学校運営を展開した。 

さらに、文部科学省委託事業「ファッション分野における職業実践専門課程の質保証の

評価を推進する事業」に参画、試行事業として第三者評価を受審、適切な学校運営が行わ

れていると認定された。 

以上の報告より学校運営における品質改善の各計画は順調であり「教育理念・目的・育

成人材像」については概ね明確に定められているといえるが、教育の質向上の一方でそれ

についてゆけない生徒のフォローアップを懸念する声もある。 

 

基準 ２ 学校運営 

本校（学園）の建学の精神「涵養の精神と職業人としての自立」及び学則目的を具体的

に学事に示し、教職員学生・生徒に徹底させている。教育指導面においては、運営体制案

に示した「目指す学校及び中期目標と方策」の内容に則って指導を行っている。 

学校運営については、上記の建学の精神及び学則に則し、理事会、評議員会、校長会、 

教職員会、各種委員会に諮り執行されている。 

又、平成 26 年 3 月にファッション総合学科が「職業実践専門課程」として認定され

たことに伴い、卒業生・業界関係者等外部委員で構成される「学校関係者評価委員会」を
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開催し、学校運営への適切なアドバイスを頂くと共に、教育カリキュラムについては、業

界団体・有識者からなる「教育課程編成委員会」を開催、その意見を基に実践的且つ専門

的な職業教育を実施した。 

卒業生の情報交換や学び直しの場として、同窓会組織を２０１６年度の１１月１２、１

３日の二葉祭の日に発足する予定となっている。 

また、学校運営に関する賃金制度は十分に考えられており、「学校運営」は適切であると

判断されるが、同時に自己点検の項目自体を見直す時期ではないかと判断し、「学校運営」

はさらなる改善を目指している。 

 

基準３ 教育活動 

少子化及び厳しい経済環境の中、専修学校が生き残っていく為には学校の根底に即戦力

となる高度な職業実践的教育の提供が必要である。特に専門課程においては、職業に必要

な実践的かつ専門的な能力を育成することを目的としてファッション分野における実務に

関する知識、技術及び技能について組織的な教育を行う必要がある。これらを構築するべ

く、専門課程ファッション総合学科について文部科学省に申請、平成 26 年 3 月 31 日

付をもって「職業実践専門課程」として認定された。このことを踏まえ平成 27 年度につ

いては、服飾造形を中心に授業内容のレベルアップを図った。３年目を迎える平成 2８ 年

度は、授業内容をより精査し、実践的な教育活動を発展させてゆくこととなる。 

業界・団体と連携した教育課程の編成及び授業の実践、教員のスキルアップを目的とし

た研修を通し、職業教育の水準の維持向上を引き続き行ってゆく。 

又、実践的な職業教育の一環として展開している生徒作品販売の場「二葉ファッション

マルシェ」の次のステップとして、オリジナルブランド「ハハ」を展開。平成 27年 10 月

に渋谷ヒカリエホールにて開催された東京コレクションに  ３度目の参加をして 

2016A/W コレクションを発表した。 

服飾の技術系の職種が少なくなり、専門学校への進学者数も厳しくなるなかで時代に合

った肉付けをする必要があると考え、28 年度新入生から「ブライダルコース」の開設を

検討している。 

また、単位制への変換、および単位互換制度の必要性に対してはもう少し経過をみて判

断をする。「教育活動」に関し上記内容より適切であると判断される。 

 

基準４ 教育成果 

本校についての教育成果の指標は次の 4 点であると考える。 

１．進路決定率（高等課程）及び就職率（専門課程・一般課程） 

2015 年度年度高等課程の進路決定率は 100％、専門課程の就職率は 73.3％と

なった。専門課程の就職率が１割ほど落ちているので、生徒には就職するということ

の意味からきちんと理解をさせる必要がある。 
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２．各種検定試験合格率 

  各種検定試験合格率は、高等課程では３種・専門課程でも３種の検定試験で 100%

の合格率であった。また、高等課程 3年生でパターンメーキング検定 3級に合格した

生徒がおり、高校生では東日本初の合格者となった。 

３．中途退学率 

2015 年度の専門課程の中途退学率は 13.6%、高等課程では 5%となり、特に専

門課程が増加した結果となった。退学率は５％以内を目指すところであるので、学校

満足度アンケートを精査しその原因を明確にする必要がある。本年度の専門課程新入

生については心の弱い学生が顕著に見られ、対人関係等から退学率の増加に繋がって

しまった。又、授業内容のレベルアップが一因になっていることも否めない。至急フ

ォローアップ体制を築く必要がある。高等課程では 1名が進級保留となり退学となっ

た。今後も精神的に弱い学生が増えることは明白であり、次年度これらに対する具体

的対応を至急検討する必要がある。 

４．外部コンテスト等受賞実績 

  外部コンテスト等についてはそれなりに入選をしているが、より上のレベルを目指

す必要がある 

こうした報告を踏まえ「教育成果」に関しては一層の努力が求められると判断される。

特に中退をしてしまう学生に対してどのような対処ができるかということには、より一

層の取り組みが求められる。 

 

基準５ 学生支援 

就職を中心とした進路支援では、入学時から指導準備を始め毎月 1 回実施する就職ガ

イダンスの中で、学生の適性を見極め個別の進路支援を行っている。 

学習支援においては、通常授業の補講はもちろんのこと、各種検定試験対策補講、又学

生の自主研究課題に対するアドバイス等も土曜日を利用し行っている。 

生活・健康・経済面での支援では、日常の悩み相談から学費納入に関する相談まで、個

別に積極的対応を行っている。 

卒業生に対しては転職相談や仕事における技術的相談等門戸を開いて対応している。

卒業生への情報交換や学び直しの場として、同窓会組織を２０１６年度に発足する予定

となっている。 

こうした報告を踏まえ、「学生支援」に対しての学校運営は適切であると判断される。 

 

基準６ 教育環境 

2005 年（平成 17 年）に竣工した地上 10 階建の校舎は、バリアフリー対応、4 階

に学生駐輪場を設置、吉祥寺駅公園口駅前という立地と共に好環境を提供している。2014 

年 3 月には、１階エントランスホールを改装。正面玄関自動ドアを改修すると共に、従
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来より暗いと指摘があった照明設備を増設、学生作品展示スペースとして有効に活用する

ことにより、より魅力的なエントランスとなり学校認知度を高めた。 

又、企業・団体等とのコラボレーションを積極的に実施するとともに、学内オリジナル

ブランド「ハハ」を立ち上げ商標を登録、Mercedes-Benz Fashion Week TOKYO（東

京コレクション）に専門学校として初の参加であった 2014－15A/W コレクションに

引き続き 3度目となる 2016A/W コレクションを発表し好評を得た。 

防災については年２回の防災設備点検、年 3 回の防災訓練を行うことにより、安心・

安全な教育環境の提供に努めている。厚生労働省が発表している AED の適正配置に関す

るガイドラインに則り、本校１階に AED を設置して学生及び地域住民への不測の事態に

も備えている。特に AED に関した項目は社会的に重要な情報であり、自己点検小項目に

加えた。以上のことより「教育環境」は適切であると判断される。 

 

基準７ 学生の募集と受け入れ 

学生募集は年次計画に基づき実施している。 

学校訪問については中学校・高校共に過去実績等から精査し、学校を絞り込むことにより

効率化を図っている。各種広報媒体についても従来からのものに固執することなく、効率

化を図った。紙媒体の入学案内書については、常に新しい情報を表記し入学希望対象者が

学科内要及び教育内容について理解しやすいような文章表現で表記した。 

広報担当者についても適切な人材を配置、よりパーソナルな対応をすることを心掛けた

が、マンパワー不足が現れた年でもあった。その結果、出願対象となる体験入学参加者の

出願率は４６%となり、専門課程及び一般課程については、昨年対比を若干下回った。 

高等課程についても出願対象となる体験入学参加者の出願率は３０%となり昨年対比を

下回った。次年度に向け全体の募集計画を見直すとともに、高等課程からの学内進学者に

ついても重要課題として認識、高等課程から専門課程へのスムーズな進学促進の為の指導

を強化する必要がある。 

専門課程・一般課程入学者増の要因を分析し次年度に繋げると共に、ツイッター、ブロ

グ等 SNS の有効活用を検討する必要がある。 

また、募集学生の定員と総在籍数との開きをどのようにするかということに関しては今

後も考えていく必要がある。上記内容より「学生の募集と受け入れ」に関しては、さらな

る努力が必要とされる。 

 

基準８ 財務 

少子化の中、中長期的にみて学生数の確保が難しくなることが予想され、 安定した財務

を図っていくことが肝要である。支出に関しては中期計画に則して順調に進捗している。 

収入に関しては、学生募集状況により大きく左右されるため、高位安定させるには、各

校・広報室・事務局全教職員が協働することが必須だと考えている。 
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資産運用に関しては、資産運用管理規程に則して適切に運用されている。出ずるを制す

ことは計画的に進んでいることから、入りを量り実行・実践あるのみと考えている。 

会計監査に関しては十分に行われており、財務内容も順調であるとの意見を頂いた。以

上のことより「財務」の運営状況は適切であると判断される。 

 

 

基準９ 法令等の順守 

組織に於いて法務に関する事項、行政指導、所轄庁からの通知等の明示管理及び専修学

校設置基準を遵守している。 

又、学校教育の基本となる、教育基本法・学校教育法について把握をするとともに、学

校保健法や消防法等についても改定毎に迅速な対応を心掛けている。 

2015年は、文部科学省委託事業である「ファッション分野における職業実践専門課程

の質保障の評価を推進する事業」に参画、試行事業として第三者評価を受信した。委員で

あるアパレル企業、アパレル関連団体、大学教授等有識者により適切な学校運営がされて

いると認定された。 

以上のことから、「法令等の順守」に関しては適切であると判断される。 

 

基準１０ 社会貢献 

八王子ファッション協議会との協同を中心に地域との連携を図った。特に八王子におい

ては、Ｔシャツデザイン画 100 選をはじめ、定例会への教員及び学生を派遣した。 ３ 月

には専門学校としては３度目となる「Mercedes-Benz FashionWeek TOKYO」に参加、

産地と連携して作品作りを行い、201６A/W「ハハ」コレクションを発表した。 

武蔵野市では、学生オリジナルショップ「マルシェ」の売上金の寄付、地元ヘアーサロ

ンのイベント「エリアウェスト」、井の頭 100 祭や武蔵野ブランドおみやげ創出委員会

へ参加、又、京王電鉄の駅ビル「キラリナ」では学生が製作したウェディングドレスを展

示する等、地域との関係構築に努めた。 

一方で服飾分野の学生は課題が多くボランティア等の課外活動に参加することが難しく、

「社会貢献」においては改善の余地があると判断される。 

 

以 上  
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評価委員から拝聴した主な質疑応答 

 

（質疑） 

・目指す学校像を「何でもやらせてくれる学校」から「厳しいけれどあたたかい学校」へ

と変更するにあたり、厳しさはどこで確認するのか〈基準１〉 （※表現変更の可能性有） 

（応答） 

・具体的には就職率や目標とする各種試験の合格率。自分が希望する職種のために何をす

べきか、自己実現のための取り組みを厳しくするというイメージである。そこに到達する

ためにどのような方法を取るべきかということに関しては教務課でもしっかりと取り組ん

でいる。 

大事なことは、３つのコースそれぞれに目標とする職業があり、それらを目指すための

到達目標や、学生自身の現在のレベルを明確にすることである。 

 

（質疑） 

・昨年度の教育活動の内容をどのように評価しているか？〈基準３〉 

（応答） 

・八王子ファッション協議会を中心とした各方面からの協力を頂き、いろんな方面におい

て特色のある教育が出来、それにまつわるイベントも参加した。ただし昨年度まではそう

した研修が突発的に行われることもあり、月ごとに授業の目標を設定していたので各授業

のコマごとのシラバスが出来てはいなかった。本年度からは学生の到達目標としての内容

をコマごとに設定し、年間スケジュールをきちんと設定した。 

 

（質疑） 

・各教員の専門性や教授力の把握や評価ということに関して、校長と各教員とが１対１で

つながっている組織であり、学科長やコース長等、他の長とはつながっていないように平

成２７年度の自己点検・自己評価報告書の上では見えているが、この状況はどうなのか。 

（応答） 

・２０年勤続の教員が二人退職し、さらに教員が一新しているため、今現在は校長が対応

している。いずれは教務に関しては教務内で教務主任を中心に問題解決を図っていくよう

にと考えている。これについては今後校長以外でも対応 

する組織としたいが、今はマンパワーが不足している境目であるので、あと２～３年は頑

張らないといけない。 

 

（質疑） 

・他の高等教育機関との間の単位互換に関して、本校におけるその必要性とはなにか。〈基

準３〉 
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（応答） 

・高等課程に関しては、一条校に所属する望星高校との連携があるので単位互換の仕組み

がきっちりと出来ている。ただし専門課程に関しては単位でなく、年間の総日数と全体の

評定で計算しているため一つの教科でも落としたら進級、卒業は出来なくなる。そうした

時に、他の学校から編入する際に、何をもってうちの教科と単位互換をするのか、日数と

単位数なのでそれが合わず、同じ単位で合わせていかないと整合性が取れない。 

 また一方で、いろいろと学びの機会を作ってゆくということのなかで、半年や３か月の

プログラムを積み重ねるという動きも出てきている。そうなってくると時間ではなく単位

というものが必要になってくるのではと思っている。また、単位制のほうが成績計算や転

編入は楽にはなる。そうした一方で実習が多いものに関しては、作業の期間と単位の区切

りが難しいところがある。 

 服飾系の学校の授業の場合、単位が半年や一年にならず、横広がりの単位になりやすく、

運営の際の難しさがあるが、一方で三か月とか半年とかの単位にした場合には授業が組み

やすくなるというメリットもある。 

 

（質疑） 

・学校の教員に関して、教員免許は必要ないのか。〈基準９〉 

（応答） 

・厳正に言えば、専修学校に関しては必要ない。高等課程に関して、「一般教科」に関して

は、望星高校から先生方が来ており、望星高校の側にも担任はいる。それらの教員は総て

教員免許を持っている。また、本校の教員が担当している「専門科目」に関しては免許の

必要はない。専修学校では独自の教員免許というものがあり、その取得を推奨している。

本校に関しては四名その免許を持っている。職業実践専門課程の今後を見据えると、本校

教員には二年目に教員免許取得の研修に参加させている。 

 

（質疑） 

・本校を卒業すると、一般的な四年制大学を受ける資格が得られるのか？〈基準９〉 

（応答） 

・「高等課程」を卒業すると大学の入学資格、「専門課程」を卒業すると大学への編入資格

を得られる。 

よく間違えられることとして、「高等学校卒業の資格」、「高等学校卒業と同等の資格」

というものがあり、二葉ファッションアカデミーという専修学校高等課程だけなら

ば「高等学校卒業と同等の資格」となるが、本校では望星高校と技能連携をしてい

るので「高等学校卒業の資格」となる。もし望星高校と連携をしていないのであれ

ば、専修学校専門課程や大学を受ける「権利」はもらえるのだが、厳密に言うと高

等学校卒業の資格ではない。 
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学校法人古屋学園 

二葉ファッションアカデミー 
〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町 1-3-2 

 

学校関係者評価報告書についてのお問い合わせ先 

学校関係者評価委員会 TEL 0422-44-3161 

 

 

 


