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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 



 

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、２０１１（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。２０１３（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２０１５（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。 

 しかしながら専修学校を取り巻く環境は依然として厳しく、少子化及び大学進学者数の

増大、服飾分野の人気低迷等のなか、常に学校経営について危機感を抱いていることも事

実であります。 

 ここに２０１８年（平成３０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るとともに、学園 100周年に向け

て社会が希求する職業人の養成に努めて参ります。 
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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。 

本校（学園）の建学の精神は「涵養の精神と職業人としての自立」であり、これに基づき

教育を実践している。 

 2012(平成 24)年度に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、「職業実践専門課程」として 2014（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、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。 

 2018（平成 30）年 4月に「新世 二葉セカンドステージ」学園３ヵ年計画を策定。 

１． 古屋学園３校を一元化。理事、評議員を含めた実行委員会の設立。 

２． 法人名の変更。 

３． 古屋の名称については創業者基金等にて残してゆく。 

４． 学園建物の呼称統一。 

を定めた。 

 2018（平成 30）年の学園全体テーマは「原点回帰」。キラリと光る「授業」、「作品」、

「商品」。学生・生徒から選ばれる学校を目指した。 

 以上、教育理念・目的・育成人材像は明確に明示されている。 

  

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。 

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。 

学校運営の妥当性を検証する為、2015(平成 27)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、適正な運営が認められた。また、2016(平成 28)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。 

2018（平成 30）年度からは「新世 二葉セカンドステージ」中期３ヵ年計画に基づき運

営している。長期的には学園 100周年を目指す中で、3校一元化を決定。学生・生徒から

選ばれる学校作りを目指しているが、教職員が十分に理解しているとは言い難い。より一層

の理念の共有が必要である。 

学校運営の適正化を図る為、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が十分とはいえない。3 校一元化を見据

え、分野の垣根を乗り越えたより一層の提案、提言が必要である。 

 教職員の理念の共有や3校一元化に向けての課題はあるが、各会議体が整備されており、

建学の精神のもと中長期計画に沿って適切に運営されている。 

 

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。2018(平成 30)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６度目の参加をして、ha-ha2019-20A/Wコレクションを発表した。ア

パレルブランドに勝るとも劣らないコレクションとなったが、学生募集という観点からす

ると、はたしてこれが今の学生・生徒が希求しているものなのかどうか疑問も残った。マル

シェの商品と同様、社会ニーズを見極める必要がある。 

シラバスについては前回の委員からの指摘に沿い、評価方法や授業の到達目標を記載し

たものを作成、各教科の学習目的が理解しやすいものとした。 

同じく前回委員より指摘のあったハハブランドの商品化については、その生産体制の準

備不足から実現が出来なかった。2019（令和１）年より少量であるが商品化をしている。 

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。しかし分野に特化することが生徒募集を困難にして

いる面もあることから、他分野の実習も充実させ総合的な職業教育を実践する必要がある。 

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。 

人事考課制度は常に見直しを行っている。前回の委員会で指摘のあった人事制度の膠着

化を避けるべく 2018（平成 30）年 4 月に職種・職階の整理を行い考課シートを改定、

運用を開始した。又、目標設定・評価者研修を実施した。人事考課シートの浸透による、公

正性・納得性の担保および内発的動機付けを行っている。学園として教職員が安心して働け

る環境作りが必要と考えている。 

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。 

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. 2018（平成 30）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 87％となった。 

2. 各種検定試験合格率は、高等課程では、6種の検定試験中 5種で 100％の合格率であ

った。専門課程では、7種の検定試験中 100%の合格率は 2種のみ、残り 5種の合格率

も低迷した結果となった。受験をする過程において得られる知識や技術、社会に出てから

の資格の重要性を、教員が学生・生徒に説くことで合格率の改善につながると思われる。 

3. 中途退学率について、高等課程は退学者ゼロであったが、専門課程（9.6%）に課題を

残した。学校満足度アンケートの数値を鵜呑みにせず、その中に潜む学生・生徒の声を読

み取り対応する必要がある。 

4. 外部コンテスト等については昨年以上の入選を果たした。引き続きより上のレヴェル

を目指す必要があるが、学生・生徒のコンテスト離れが気になるところである。代替案を

含めその原因を探る必要がある。 

各検定試験合格率  2018（平成 30）年度実績 ※空欄は受験者なし 

 ・ファッション販売能力検定 3級     高等課程 100%  専門課程 66.6% 

 ・ファッションビジネス能力検定 3級   高等課程      専門課程 50.0% 

 ・ファッション色彩能力検定 3級     高等課程 75.0%  専門課程 53.8% 

 ・パターンメーキング技術検定 2級    高等課程      専門課程 60.0% 

 ・パターンメーキング技術検定 3級    高等課程 100%  専門課程 50.0% 

 ・洋裁技術認定初級            高等課程 100%  専門課程 100% 

 ・日本メイクアップ技術検定 2級     高等課程 100％  専門課程 100% 

 ・日本メイクアップ技術検定 3級     高等課程 100%  専門課程 

 

基準５ 学生支援 

進路支援として、専門課程では 1年次の 6月より毎月 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、生徒

により進路に対する意識の差がある為、担任を中心とした個別指導を重視して行った。 

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。年間を通じたより効率的な支援スケジュールを構築する必要がある。 



 

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が、特に専門課程についてはその退学率からみると有効に機

能していない。学生に対するアプローチ方法を再考しなければならない。 

本校は他校に比較し卒業生の来校が多いことが特色である。その都度転職相談や仕事

における技術的相談等門戸を開いて対応しているが、同窓会組織が有効に機能していな

い面があり課題となっている。 

少人数制の特色である個別指導を強化することで、学生・生徒の満足度向上に繋げた

い。 

 

基準６ 教育環境 

導入した各種デジタル機器を通じて教育を展開。特にグラフィックソフトにおけるオペ

レーションは、学生・生徒共に高いレヴェルで習得をした。UVプリンター、レーザー加工

機については、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、販売商品としてアクリルアクセサリーなども製作しているが、製作物の視点を既存のフ

ァッション小物に囚われず、幅広い視点で教員がそのヒントを与えることも必要。特に 3

校一元化を目指す中で、栄養校・製菓校にも繋がる製作物を考案することで、より学習の幅

が広がると思われる。 

企業等との連携した授業については、高等課程で農業法人㈱三鷹ファームと廃棄野菜を

使った製品染めの製作・販売を行った。専門課程では、ミッドウェスト TOKYOと連携し、

山田裕二氏監修によるリメイク製品の企画・製造・販売。他に、㈱アダストリアとの連携に

より「BAYFLOW」にてVMD（ビジュアルマーチャンダイジング）研修を行った。 

いずれも新規連携を実践することで、業界の現状を把握すると共に学生・生徒の職業理解

に繋げた。 

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が、校

舎建設より 13 年が経過し、今後各種設備機器の補修・修理にかかる費用を見込まなけれ

ばならない。 

安全管理が行き届いたなか、各種最新機器を活用した教育の実践と社会に直結した連携

授業を実施していることから、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み、各種広報媒

体についても効率化を図った。又、体験入学においても教員及び学生・生徒が積極的に関わ

った。結果として入学者が昨年対比、専門課程においては 20%増、高等課程においては

58%増となったが、専修学校を取り巻く環境の厳しさは変わらない。 



 

高等課程では、中学校で不登校生が増えている現状があり、この層を新たに取り込む為に

は「服飾分野に特化している」特色を見直す必要がある。 

専門課程についても、従来のファッションに特化しているという内容を見直す時期に来

ていると考えている。 

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より一層強化する必要がある。 

 

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を予想していたが、現実的に

目の当たりし、財務体質の強化が必須と考えている。 

18歳人口の減少・求人倍率の上昇・大学全入など諸々の要因が重なり大幅な収入減とな

ったが、事業計画の絞り込み・契約見直し等による管理経費削減により、予算以上の経常収

支結果をおさめることが出来た。 

2018（平成 30）年度の実績として、事業活動収支差額比率は 7.2%と前年より低下、

平均(23.1%)を下回る結果となった。人件費比率は 45.0%と前年より大幅に上昇し、平均

(43.2%)をも上回る結果となった。総負債比率は 18.8%と前年より低下し、平均(18.0%)

と同程度となった。借入金返済完了予定である 2025年度末に向けて予定通りの進捗とな

っている。 

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 法令等の遵守 

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。 

又、教育行政機関からの学生・生徒への通達は、その重要度により書面にて保護者へも連

絡を行っている。 

 近年、教育改革が加速している中で、東京都私学財団、文部科学省、教育庁、（公社）東

京都専修学校各種学校協会、全国専修学校各種学校総連合会が主催するセミナー及び研修

会に積極的に参加。情報収集と共に、法令解釈による齟齬がないかを常に確認をしている。 

 以上により、法令等について遵守が適切になされている。 

 

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。 

 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、生徒の地域コミュニティーの理解に繋がった。 

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・生徒のボランティア活動は、課題製作やアルバイトに追われ十分にできていないの

が現状であり、より一層の環境整備が必要と思われる。 

 

以 上  

 

 

 

 

評価委員から拝聴した主な質疑応答 

 

（質疑） 

・学園の 3校一元化の目的は、コストカットのためか。校舎は一つになるのか。 

（応答） 

・学園の財務は健全であるが、学園 100周年構想に向けて生き残りの危機感を持ってい

る。教育事業の永続性という観点から次世代に生き残れる人材育成が必要と考えてい

る。従来の単一の知識や技術の習得だけではなく、ファッション校・栄養校・製菓校が

これまで培ってきた教育資源を相互に有効活用することで、新時代の職業人を育成す

る。校舎についてもひとつにするわけではなく、フレキシブルに対応することを考えて

いる。3校一元化は決して後ろ向きではなく、新しい価値創造と捉えていただきたい。 

  

（質疑） 

・ファッションは夢のある分野であるが、週替わりに有名なスタイリスト等を招聘して授

業を行ってみてはどうか。 

（応答） 

・現在も様々な講師の講話や現場実習を行うことで、学生・生徒の職業に対する意識付け

を行っているが、卒業生にも積極的に声掛けをして、学生・生徒の琴線に触れる講師講

話をしたい。 

 

（質疑） 

・同窓会組織をより活性化させるために、卒業生の追跡調査が必要。HP等に○○年度生

○○情報募集と記載してみては。 



 

 

（応答） 

・担当者を決め、早速取り入れてみます。 

 

（質疑） 

・高等教育の無償化に関する機関認定について、ファッション系で申請していない専門学

校も多いと聞くがその理由は、申請手続きの煩雑さからなのか。 

（応答） 

・他校のことはよく判らないが、特に財務公開に積極的ではない学校は申請されてないの

では。 

 

 

 

評価委員からの提言 

 

 ・特に高等課程については、今後の可能性を感じます。社会的認知度が低い中で募集活動

も苦労すると思いますが、ぜひ盛り上げてほしいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 


