
自己点検・自己評価報告書　実地日　令和４年６月１日

愛知美容専門学校

1，学校の教育目標

・学校の理念である、明るく、元気、素直を通して、お客様に好かれる美容師に育てる。

・サロンワークに必要な技術と知識をマスターし、活躍できる美容師を育てる。

・「美」を追求し、可能性を広げる。

1 年生　今年の目標　質の向上

・笑顔で自分から誰にでも挨拶ができる素直で可愛がられる人柄。

・授業でサロンワークの大切さを学ばせる。

・掃除を率先して自分から動けるようにする。細かいゴミ等にも気づけ、汚れているところがあれば

自ら動けるように。

・思いやり、助け合いのできる学生。

２年生　今年の目標

・時間の意識・・登校、教室への入室など５分前行動を心がける。

・メリハリのある行動・・アドバイス前後のお願いします、ありがとうございましたなどの感謝

・授業中の敬語の使い方

・視野の拡大・・ニュースを見たり自ら情報のアンテナを張り、年上の方と話す時の話題つくり

なぜ、こうなるのか？のなぜ？を考える。

評価　5・4・3・2・1　十分できた5　例年並み　3　全くできなかった1

教育理念、教育目標について 評価

・教育理念、目的、育成人材像は定められているか。 3.8

・学校の将来の構想を描くため、業界のニーズ、動向を調査しているか。 3.6

・学校の教育理念、目的、学校の特徴などが学生、保護者に周知されているか。 4

自己評価のまとめ

・学校の教育理念に対し、保護者にもご理解いただき、就職を早い段階から意識した就職指導を行っていく。

・時代と共に学生の意識も変化しており、社会人としての心構え、社会に求められる人物に育てていきたい。

学校運営について 評価

・目標等に沿った事業計画が作られているか 3.2

・報告、連絡、相談が密にされているか 3.6

・財務、教務等の組織整備など意思決定システムができているか 3.2

・専任教員は、適正に配備されているか（時間数や免許の有無） 4.2

・学生及び保護者からの要望苦情等での速やかな対応がされているか 3.8

自己評価のまとめ

・コロナにより授業の急な変更も昨年は、何度かあったので、保護者の方に不安を与えないよう生徒の理解度を

把握しながら、各担当と協力しあって学校運営を進める努力をする。

教育活動 評価



・少なくとも年１回、カリキュラム、学習教材の見直しをいている 4.2

・講義、実習のシラバスが作成されている 4

・実技と講義が連動し、効果的学習に配慮されている 3.6

・常勤だけでなく非常勤の先生方にも教育理念や生徒への伝え方など改善できるところはしていく。 2.8

自己評価のまとめ

・１年間でシラバスを考えてはいるが、生徒を飽きさせないクリエイティブな授業も組み込んで行けるよう

試行錯誤していく。

教育活動の成果 評価

・退学率の低減が図られている。 3

・本人の進路への意識について高めることができている。 3.4

・就職率の向上が図られている 4

・卒業生の社会的な活躍及び評価を把握しているか 3.2

自己評価のまとめ

・サロンでの研修を得て、就職についての意識を高めて欲しいが、現実は、不安から内定取り下げをする場合

もある。退学については、個々により理由は、様々だが話を聞き悩みに対応できるといいと思う。

学生に対する様々な支援体制の整備 評価

・進路、就職に関する支援体制ができているか 4

・奨学金など、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 3.8

・学生相談に関する体制は、整備されているか 3.6

自己評価のまとめ

・奨学金などコロナから経済状況が急転する場合もあり、経済的なことで悩む生徒も多いことから、今後も相談

できる体制を整えていきたいと思う。

教育環境 評価

・学外の実習、インターンシップなど十分な教育体制を整備している 4

・耐震設備等が脆弱である。 2.8

・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 3.4

自己評価のまとめ

・整理、清掃は、サロンでも基本的な業務となる為、日ごろからその大切さを教えていきたいと思う。

・設備の老朽化に関しては、予算的なこともあり随時、改修工事を進めていきたい。

財務 評価

・財務について会計監査が行われているか 3.2
・財務情報公開の体制はできているか 2.8

・中長期的に学校の財務は、安定しているといえるか 2.6

自己評価のまとめ

・入学者も定員充足しており、特に問題ないと思います。

学生募集 評価

・学生募集活動は、適正に行われているか 3.2
・学校案内に学費、受験料、教材費等が明示されている 4.4

・学納金は、妥当なものとなっているか 4

自己評価のまとめ



・定員数集まっており、少人数できめ細かい指導ができることで支持されているのだと思います。

法令等の尊守 評価

・法令、専修学校設置基準等の適正な運営がされている 4

・高校生のデーター（紙ベースのもの）の管理をしっかりとしていく。個人情報の保護 4.2

・学生の声を聞いて学校がより良くなるようにしていく。（学生アンケートの実地） 3

・教員、講師は、国内において認知されている資格を有しているか 4

社会貢献、地域貢献 評価

・学校の教育資源を活用した社会貢献を行っている 3
・社会に貢献できる学生の育成に取り組んでいるか 3.4
自己評価のまとめ

・多くの学生を美容界に送り出し、社会人として社会で役立つ学生を育成していく。



実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

衛生専門課程美容学科　令和3年度

必須 選択必須 授業科目 授業科目概要 配当年次 単位数 授業方法 場所 教員 企業との
連携

講義 演習 実習 校内 校外 専任 兼任

〇 関係法規・制度美容師法など、美容業務に関係の深い法
令や制度について学ぶ。 1・2年生 1 〇 〇 〇

〇 衛生管理
感染症や環境衛生についてなど公衆衛
生全般を学び、美容における衛生管理、
消毒の目的や方法についての知識を学
ぶ。

1・2年生 3 〇 〇 〇 〇

〇 香粧品
パーマ液やカラーリング剤といった薬品
や化粧品原料の科学的知識を身につけ
る。

1・2年生 2 〇 〇 〇 〇

〇 美容保健
人体や皮膚の構造、機能を理解。美容技
術を施術する人体に対する保健衛生を学
ぶ。

1・2年生 3 〇 〇 〇 〇

〇 美容文化論
美容や　ファッションの歴史を学びなが
ら、美的感覚や表現の変遷についても学
ぶ。

1・2年生 2 〇 〇 〇

〇 美容技術理論
美容機器や美容器具の正しい取り扱い
方法や、美容の基礎技術を理論的に理
解する。

1・2年生 5 〇 〇 〇

〇 運営管理
サロン経営に必要となる経営管理や労務
管理の能力、マーケティング理論、接客
法を身につける。

1・2年生 1 〇 〇 〇

〇 美容実習
養成施設や美容所での実務実習によっ
て、基本的操作を確実に身につけ、これ
を適宜組み合わせて完成させる技術を修
得します。

1・2年生 30 〇 〇 〇

〇 カラーコーディネイト、デッサン
色に関する知識、法則、技法を身につけ
パーソナルカラー検定、色彩検定の資格
取得を目指す。

1年生 1 〇 〇 〇

〇 ビジネスマナー
敬語の使い方や社会人としての考え方を
はじめ、接客に必要な知識、動作を学
ぶ。

1年生 1 〇 〇 〇

〇 ネイル
JNECネイリスト技能検定3級取得を目指
し、ネイルケア―～カラーリングなどネイ
ルの基礎を学ぶ。

1年生 1 〇 〇 〇

〇 メイク
メイクアップに必要な道具の特徴と適切
な使用方法を理解し、ベイシックメイクに
ついて学ぶ。

1年次 1 〇 〇 〇

〇 美容総合技術
美容の基礎から派生させて、現在のサロ
ンで役立つ新しいカラー剤の知識など応
用力を養い。

1・2年生 14 〇 〇 〇

〇 サロン研修
内定先のサロンで実習勤務を通して1日
の流れを学び、お客様を迎える準備、施
術中のヘルプなど接客の基本姿勢を学
ぶ。

2年次 2 〇 〇 〇 〇

合計　67単位



教員一覧

専任・兼任 教員名 担当教科

専任 犬塚　清孝 運営管理・文化論・ビジネス

専任 渡辺　賢 美容保健、運営管理、文化論、衛生管理

専任 秋田　利治 美容技術理論、衛生管理、文化論

兼任 寺田　宣弘 美容技術理論、文化論

専任 惣慶　実花 美容技術理論、美容実習

専任 柴田　愛 美容実習、美容技術理論

専任 黒川　友紀 美容実習、美容技術理論

専任 早川　みく 美容実習、美容技術理論

専任 神野　美咲 美容実習、美容技術理論

兼任 神谷　昭男 衛生管理

兼任 三輪　幸也 香粧品

兼任 竹内　元宣 関係法規

兼任 小林　弘志 美容保健、運営管理、文化論、衛生管理

兼任 祖父江　由美子 カラーコーディネイト

兼任 黒川　明日香 デッサン

兼任 高橋　由理 ネイル

兼任 畑　英里 メイク

兼任 藤永　綾子 美容実習、美容技術理論

兼任 中根　美香 まつ毛エクステ

兼任 天野　正光 運営管理

専任名　８名　兼任名　１２名



令和3年　教育充足度アンケート　

評価5・4・3・2・1で〇をつけてください。最後にご意見の記入もお願いします。

アンケート項目 1 2 3 4 5
1、学校は、楽しい 2) 5) 15) 27) 57)
2、授業は、わかりやすい 0) 4) 24) 33) 47)
３、先生達は、学生のことを理解してくれようとしている。 0) 1) 11) 34) 64)
4、学校は、各種資格試験に力を入れている。 0) 1) 8) 17) 80)
5、学校は、国家試験の準備に力をいれている。 0) 0) 6) 13) 86)
6、学校は、サロンで確かな技術を身につけようとしている。 0) 1) 10) 27) 69)
7,自分の母校の学校を進めたい 2) 2) 17) 28) 56)
8、就職指導など充実している。 1) 0) 11) 24) 69)
9、本校に入学してよかった。 1) 1) 11) 26) 68)
10、学校の設備が充実している。 3) 11) 21) 27) 44)
11，悩みなど相談しやすい環境がある。 2) 4) 13) 28) 59)

12,選択授業を楽しみにしている。 1) 3) 20) 32) 50)

２年生106名　未記入もあったので、合計が106にならない項目もあります。

こんなところが魅力などありましたら、書いてください。

・相モデル実習でカラーやシャンプーができる。

・先生達との距離が近い

・就職活動が早い。

・○○先生、大好きという意見もありました。

改善できたらいい点

・教室、更衣室が狭い

・トイレ、水道をもっと増やしてほしい。写真を撮ったりできるスペース（白い壁でもいい）が欲しい。

・窓が欲しい。換気ができない。エレベーターを使いたい。
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