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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 

 

本学は１９３７年（昭和１２年）の創立以来、ファッションデザイナーの森英恵先生を

はじめとする多くの卒業生をファッション業界へ輩出してまいりました。 

 常に時代の変化を見据え教育内容の改善に取り組んできた中、より一層の教育の質向上

を目的に、平成２３年４月に自己点検及び評価委員会を規定し組織的な体制を構築。平成

２５年１１月には学校関係者評価委員会を設立、以降毎年学校関係者評価を実施しており

ます。 

委員の皆様からの貴重なご意見を、教育及び学校運営に反映させることで改善活動に努め

ております。 

 また平成２７年には、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、試行事業としてアパレル企業、業界団体、大

学教授等の有識者で構成された第三者評価を受審、適切な学校運営がなされていると認定

されました。 

 ここに２０１７年（平成２９年）度の、学校運営に対する学校関係者評価を公表し、そ

の評価を問うことで、より質の高い教育の実践に繋げてまいります。 

 

 

 

 

 

 

２０１８年１０月３０日 

学校法人 古屋学園 

二葉ファッションアカデミー 

校長 吉野たけし 
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学校関係者評価委員 

 委員長 

【専修学校団体】 

 （公社）東京都専修学校各種学校協会 副会長 

多摩地区専修学校協議会 代表幹事 

東京ＹＭＣＡ医療福祉専門学校 学校長 

八尾 勝 

 委員 

【関係業界】 

八王子ファッション協議会 前会長 

ヤマタカ捺染工場 代表 

山口 智己 

 

【卒業生・関係業界】 

水野商店 営業部長 

水野 好彦 

 

 オブザーバー 

【学校側参加者】 

  二葉ファッションアカデミー 校長 

吉野 たけし 

 

  二葉ファッションアカデミー 教務主任 

粕谷 徳之 

 

学校法人古屋学園 学園本部事務局長 

寺島 秀親 

 

  学校法人古屋学園 学園本部事務局部長 

  大長 修 

 

平成 30年 第 1回学校関係者評価委員会 

9月 19日（水） 

二葉ファッションアカデミー 6階 6E教室 

18時００分～20時 00分 

 

次回委員会開催月日  平成 31年 1月 16日（水）18時からを予定 
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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 (2012)年度には、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し、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。専門課程における職業教育の

水準の維持向上を図ることを目的に、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、教育の質向上を継続的に行っている。 

  

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」及び学則に教育目的を

具体的に示し、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」の内容に則した指導を行うことで、ぶれな

い教育を目指すと共に、学生・生徒のレベルアップが課題となっている。 

学校運営については、上記の建学の精神及び学則に則り理事会、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。具体的には 2015年度から取り組んでいる「新

世 二葉」中期３ヵ年計画に基づき運営している。 

また、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」を設置し、

学校運営への適切なアドバイスを受けている。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」を設置し、その意見を基に実践的且つ専門的な職

業教育を実施している。 

学校運営及び教育活動を検証する為、平成 27(2015)年に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した。 

平成 28(2016)年には、校長が評価委員として岡山県のファッション専門学校の第三者

評価に参画した。 

学園内においては、法人併設校である二葉栄養専門学校・専門学校二葉製菓学校と連携

することで、各校の資源を相互に有効活用している。 

平成２９（２０１７）年度は「新世二葉３カ年計画」の仕上げの年として校務運営を行

った。平成３０（２０１８）年度からは、「新世二葉セカンドステージ」として３カ年計画

が明示されており、これに則った運営を行っている。 
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基準３ 教育活動 

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図っている。実践的な職業教育の一環として

展開している学生・生徒作品販売の場「二葉ファッションマルシェ」と並行して、オリジ

ナルブランド「ハハ」を展開。平成 30(2018)年３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 5度目の参加をして、ha-ha2018-19A/Wコレクションを発表し

た。 

高等課程においては、一般高校との一層の差別化を視野に入れ、専門課程と連動したフ

ァッションに特化した教育を実施した。その中で企業等との連携実習を取り入れることで、

生徒の職業理解に繋げることができた。 

教員の質保証を目的として、全教員が学校の夏休み期間中に学外研修に参加した。専門

性向上のために専門分野における企業での実地研修に取り組み、学生指導能力アップのた

めに外部団体の研修に複数日出席した。また教員各自が研究テーマを設定して取り組み、

教員研究発表会を開き情報共有を行っている。 

上記内容より、「教育活動」に関して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） 

２．各種検定試験合格率 

３．中途退学率 

４．外部コンテスト等受賞実績 

 

1. 平成 29年度の高等課程の進路決定率は 100％、専門課程の就職率は期末で 91％(最

終 100％)となった。 

2. 各種検定試験合格率は、高等課程・専門課程共に、洋裁技術認定・パターンメーキング

技術検定 2級・パターンメーキング技術検定 3級・日本メイクアップ検定・ファッショ

ンビジネス能力検定 3 級で 100％。全検定試験の平均合格率は 81.8%と昨年に比較し

向上した。 

3. 中途退学率については専門課程、高等課程ともに数値が低くなった。引き続き学校満足

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。アンケートを基に教員間で話

し合いを行い、徐々に改善されその結果が表れてきている。 

4. 外部コンテスト等については複数の入選をしているが、より上のレベルを目指さなけれ

ばならない。 

※各検定試験結果については、平成 29（2017）年度実績 
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基準５ 学生支援 

進路支援として、就職を中心とした専門課程において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。

高等課程における進路支援は、３年間を通じて段階的なシステム構築を急ぐ必要があると

判断して、一年次より継続的にキャリア教育を実施することとした。 

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や学

生・生徒の自主研究課題に対するアドバイス等も、土曜日及び放課後を利用し行ってい

る。 

生活・健康・経済面における支援は、日常の悩み相談から学費納入に関する相談まで、

個別に積極的な対応を行っている。 

卒業生に対しても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するととも

に、無料スキルアップセミナーを初めて実施、参加者は少なかったが好評を得た。 

よって「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 

UVプリンター・レーザー加工機導入における教育的効果 

UVプリンター・レーザー加工機を導入し、課題製作・販売商品製作に活用している。レ

ーザー加工機は、皮革を使用したコンテスト作品での彫刻や、ハハコレクションでの DM

製作・小物製作で使用した。また、販売商品としてもアクリルアクセサリーの制作など、

物作りの幅が広がっている。UVプリンターは立体物への印刷が可能な為、スマホケースや

小物などの商品製作に活用している。両機種とも、グラフィックデザイン・パッケージデ

ザインをなどの知識を元に実際の物作りにつながる為表現の幅も広がり、学生もファショ

ン分野でのデジタル教育の学習意図を理解しやすくなった。 

企業等との連携した授業については、昨年度に続いて高等課程で取り入れた。ヤマタカ

捺染工場でプリントＴシャツを製作、販売までを経験することで生徒の業界理解に繋がっ

た。専門課程・一般課程では八王子ファッション協議会と連携し、イトーヨーカドー八王

子店にてファッションショーを開催。他に、㈱オンワード樫山との連携により、吉祥寺の

店舗「オンワード・リユースパーク」にてリメイク製品の企画・製造・販売までを手掛け、

全商品を完売することが出来た。企業との連携実習についても確実にレベルアップをした 1

年となった。 

防災については、校長が防火管理者となり、学校の安全管理に努めている。日頃の啓蒙

活動と併せ、年 3回の訓練を行うことにより安心・安全な教育環境を実現している。 

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 
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学生募集は年次計画に基づき実施している。 

広報担当者については適切な人材を配置している。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で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、常に新しい情報を取り込み、入学希望対象者が学科内容及び教育内容について理解

しやすいような文章表現にしている。 

学内進学者についても重要課題として認識し、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。 

実施した学内アンケート結果をいち早く教育活動に反映できるように、次年度よりアン

ケートは毎月実施し、すぐに対策を考え実行し、さらなる努力をしていくことが必要とさ

れている。 

 

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、財務体質の強

化が必須と考えている。 

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と考えている。 

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。 

上記の内容を踏まえた上で、年度の財務繰越しができている状況であるため、財務状況

は健全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。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。 

マイナンバーに関しては、マイナンバー制度に沿った特定個人情報・雇用管理情報管理

規程を学園で作成し、教職員にマイナンバー制度を周知するための講習会を学内で開催し

た。その上で教職員と取引先から番号を取得。学園の個人情報保護規程に則りマイナンバ

ーの適切な保管を行い運用している。 

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 

社会貢献については学校全体で取り組むべき問題として、地域の各団体等と連携を図る

中で行っている。 
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 武蔵野市においては地域団体への教室の提供、学生オリジナルショップ「二葉ファッシ

ョンマルシェ」の売上金の一部を武蔵野市民社会福祉協議会へ寄付を行った。地域商店街

主催の吉祥寺駅南口駅前ボランティアの清掃活動に教職員が参加。武蔵野商工会議所主催

事業にも積極的に関わることで地域貢献を果たしている。高等課程では、教員とともに生

徒が街頭に立ち赤い羽根募金運動に参画。社会福祉法人施設でのバザーに積極的に協力す

ることで、地域コミュニティーの理解にも繋がった。 

業界団体とは、八王子ファッション協議会との協働を中心に地域との連携を図った。 

学生のボランティア活動は、学校の課題製作に追われてできていないのが現状であり、

「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  

 

 

評価委員から拝聴した主な質疑応答 

 

（質疑） 

・学園内の人事制度の膠着化はさけなければならないが、どのような方針でおこなっ 

ているのか。  

（応答） 

・学園として教職員が安心して働ける環境づくりが必要と考えている。そのためには、 

経営が安定することも大切である。法人としての経営の安定と個人としての収入は相 

反する面があると思われるが、そのバランスをとることが難しいことも事実である。 

 

（質疑） 

・学園の教職員表彰制度での該当者はどのくらいなのか。各学校から等しく選ばれてい 

たのか。 

（応答） 

・各学校より表彰対象者がいました。表彰制度は、ランク分けを行うことで、対象 

範囲を広げることができています。 

 

（質疑） 

・ハハブランドを通販する取り組みは、しないのか。 

（応答） 

・学生による授業内でのブランド品の継続的生産が難しい現状では、通販に必要な数 

量生産には取り組めない状況であるが、前向きに取り組んでいきたい。 

 

（質疑） 

・ファッションの製品を通販で販売するためには、ファッションの専門知識が必要と 
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されているのか。 

（応答）  

・一概に必要ではない現状がある。メーカーである必要がなく、販売だけを捉えれば物 

流の知識とシステムが優先されている。 

学校においては、そのことを踏まえて授業内容の変更も考えている。 

 

（質疑） 

・シラバス内容の充実が必要ではないのか。成績評価方法や講義・実習の区別などの記 

載が必要と思う。また、授業の到達目標を明確にすることが大事だと思うので変更を考 

えて欲しい。 

（応答）  

・シラバスのフォーム変更を行っていきます。 

 

（質疑） 

・資格取得において、就職を考えると英語検定に取り組むことを検討しないのか。 

（応答） 

・現在は、高等課程では授業内で漢字検定試験に取り組んでいるが、今後は英語につ 

いても検討します。 

・専門課程では、ネイティブ講師が会話授業を行い、また教職員に対しては、就業時 

 間外で英会話教室を開催しています。 

 

（質疑） 

・卒業生の活躍状況を把握しているのか。 

（応答） 

・現在は正確にできていないので、より同窓会活動を活性化して情報収集をおこなって 

いきます。 

 

（質疑） 

・学校評価アンケートは、無記名ですか。 

（応答） 

・無記名にしています。また、学生が無記名でコメントを記入できる欄をもうけていま

す。 

 

（質疑） 

・企業連携などの学外実習において、学生と大人や会社との軋轢はありますか。 

（応答） 

・現状では、ありません。企業にも迷惑かけることなく、実習を実施できています。 



 

FUTABA 

 

（質疑） 

・東京にファッション系の大学が新設されるということが、本校の募集に影響がない 

のか。 

（応答） 

・モード学園(専門学校)は、専門職大学として申請している。当校も、専門職大学につ 

いては、検討の余地があると考えている。 

 

（質疑） 

・農業実習は、面白い取り組みだと思う。どのような具体的な取り組みをしていくのか。 

（応答） 

・実習先の三鷹ファームでの農業実習に学生が直接係わるのか、染色などのファッショ 

ン系としての提案と実習ができるのかを検討しているところである。学生にとっては、 

いろいろな感性を刺激できる場・時間になるのではないのかと思っている。 

 

 

評価委員からの意見と提言 

 

 八尾委員長 

・募集活動の一環としては、吉祥寺の街で学生がハツラツと生活をしている動画など 

をHPに掲載して、学生募集に活かしてみるのはどうだろうか。 

東京 YMCA医療福祉専門学校では、短いシーンでの動画撮影をして HP掲載する 

予定で進めている。 

・学生の自由な発想を大切にする学校運営を続けていくことを期待しています。 

 

 

 

 

以上  



 

FUTABA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 


