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Ⅰ 学校関係者評価の概要と実施状況 

 １．学校関係者評価の⽬的と基本⽅針 
 
 １）⽬的 
 ① 卒業⽣、関係業界、職能団体・専⾨分野の関係団体、⾼等学校、保護者・地域 

住⺠などの学校関係者が、ハリウッドワールド美容専⾨学校の⾃⼰点検・評価 
結果を評価することで、⾃⼰評価結果の客観性・透明性を⾼める。 

 ② 学校関係者から、学校運営・教育活動の現状における課題について助⾔を得る 
ことで、学校運営の継続的な改善を図る。 

 
 ２）基本⽅針 
   学校関係者評価は、⾃⼰点検・評価報告書を基に「専修学校における学 
   校評価ガイドライン」に則って実施することを基本⽅針とする。 
 

 ２．学校関係者評価委員出席者名簿 

区分 ⽒名 所属（役職） 

業界関係者 丹原健次 タカラベルモント株式会社（九州営業部部⻑） 

地域住⺠ 椛島貞博 学⽣寮オーナー会（会⻑） 

地域住⺠ 奈良⽥忠義 司法書⼠法⼈奈良⽥合同（社員） 

卒業⽣ 古賀亜由美 ヘアメイクマージュ（代表） 

保護者 新井孝⼀ 美容学科１年⽣ 保護者 

※区分別、五⼗⾳順、敬称略 

 ３．学校関係者評価委員会の実施状況 
    実施⽇時：２０２１年６⽉２６⽇（⼟）１７：００ 〜 １８：００ 
    場  所：ハリウッドワールド美容専⾨学校 本校舎２階（理事⻑室） 

 

 ４．学校関係者評価委員会の実施状況 

   学校関係者委員の皆様に、2020 年度の実績に対する⾃⼰点検評価の結果を学校 

    から報告し、評価結果に対する意⾒を頂く。 
 

 ５．学校関係者評価（⾃⼰評価結果）の評価の仕⽅ 
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   2019 年度の⾃⼰点検・評価報告書に基づき、基準項⽬の⾃⼰評価結果および課題 

   ・解決⽅向について、下記のポイントに留意しながら評価を⾏った。 

（１）⾃⼰評価結果の内容が適切かどうか 

（２）今後の解決⽅向が適切かどうか 

（３）学校の運営改善に向けた取り組みが適切かどうか 

（４）その他、学校の運営に関する助⾔ 

 

Ⅱ 学校関係者評価委員会報告 

 １．重点項⽬について 
 《学校の取り組み状況》 

美容に係る多岐にわたる専⾨職（美容師、美容部員、エステティシャン、
ブライダリスト）の育成の中核に美容師国家資格を置き、美容に纏わる専
⾨職業⼈としてのキャリアを末⻑く歩んでいけるよう、多くの選択科⽬
（通称：専科）を開講しています。専科による広い美容知識・美容技術の
修得に加え、個々の美容技術を深化させるため、多くのコンテストにも参
加し、⾼い成績を収めています。2020 年度は各⼤会が中⽌となる中で、オ
ンラインで開催の様々なコンテストにて美容部⾨のみならず着付け部⾨な
ど上位⼊賞を達成しております。 
ワーキングアカデミーコースは、当校の教育⽅針やカリキュラムを深く理
解いただいた多くのサロン様にご協⼒いただいております。保護者様から
の⾦銭的なサポートを⼀切受けることなく⾃⼒で進学し国家資格が２年で
取得でき、最短でスタイリストデビューできる⽇本で有数のコースとし
て、美容を⽬指す多くの学⽣を⽀援できるよう、協⼒サロン様や卒業⽣か
らの意⾒を反映しながら⾼度化しております。 

 
 《評価委員からの意⾒》 

ワーキングアカデミーコースは、将来の美容家の育成に産学連携で取り組め
る素晴らしいコースである。家庭環境に関わらず美容の夢を叶えることがで
きる機会を提供している。 
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 ２．基準項⽬について 
 
 基準１ 教育理念、⽬的、⼈材育成像     学校関係者評価結果： 適  
 《学校の取り組み状況・課題》 

学校創設以来の建学の精神である「真⼼をもってよしとする」を、当校の
学⽣・教員・職員の教育がなされた姿とし、その⼈材育成像を実現するた
めに「よく学び、よく遊び、いつも感動」を教育⽅針として、学⽣ひとり
ひとりが決意した「⼊学の⽬的」を達成するべく教育実践を⾏っていま
す。毎朝のホームルームでの「建学の精神」と「⼊学の⽬的」の唱和を⾏
うことによって、⾼等教育機関でありながら、真⼼からのきめ細やかな躾
指導の成果として、⾼校時代に⽋席⽇数が過度であった学⽣が皆勤で卒業
し、有名店に就職するなど、理念を具現化している。 
課題としては、組織⽂化に埋め込まれた教育を可視化し、さらに⾼度な教
育として精緻化していくことが必要であります。 

 
 《評価委員からの意⾒》 

⼈材育成の⼀番⼤切な部分を常に⾒失うことなく教育活動をされている。 
 

 基準２ 学校運営              学校関係者評価結果： 適  
 《学校の取り組み状況・課題》 

年度始めに基本⽅針を全職員に向けて発表し、基本⽅針をもとに各職員が
それぞれの役割に落とし込んだ⽬的を明確にし、⽬標を設定し、毎朝のミ
ーティングと週２回の責任者会議で進捗の報告を⾏いながら、⽅針の達成
に向けて取り組んでいる。技術の習得に関しては、定量的に測りうるため
問題ないが、当校の育成された⼈材像を真に実現したことを⽰す成果が定
性的であることが多く、定量的に測れないことが課題であるため、次年度
以降は KPI を策定し、さらに⽬標までのマイルストーンを明確にし、運営
を⾏なっていく。 

 
 《評価委員からの意⾒》 

⾼い⽅針を常に⽴てて学校の成⻑に皆さんが貢献している。 
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 基準３ 教育活動              学校関係者評価結果： 適  
 《学校の取り組み状況・課題》 

建学の精神、教育⽅針に沿いながら、教室内での授業による技能教育だけ
でなく、多彩な学校⾏事（校内コンテスト、ヴィダルサッスーンセミナ
ー、体育祭、球技⼤会など）を企画・実施し感性を育む教育を⾏ってい
る。校外⼤会や校外イベントにも多数参加し、社会との繋がりを通じた教
育活動や、美容師国家資格試験の内容だけではなく、幅広い美容知識・技
術を習得できるようにするための多彩な選択科⽬を設け、卒業後即戦⼒と
して貢献できる⼈材の育成に勤しんでいる。課題としては、年度末の新型
コロナウイルス感染拡⼤により分散当校やオンライン授業の対応が求めら
れ始めた中で、教育活動の⾒直しと⾼度化が急務となっている。 
 

 《評価委員からの意⾒》 
   コロナ禍の中、⾏事の実施が難しいということを各所で伺っているが、ハリ

ウッドワールド美容専⾨学校は、⾏事実施の⼯夫を⾏い、学⽣懇親の機会を
維持するように努⼒されている。 

 
 基準４ 学修成果              学校関係者評価結果： 適  
 《学校の取り組み状況・課題》 

2020 年度の美容師国家資格試験においては実技合格率 98.4%、学科合格率
97.3%とコロナ禍の中でも極めて⾼い合格率を達成しています。就職希望者
においては、福岡はもとより東京や⼤阪など⽇本各地の名だたる有名サロ
ンに就職するなど就職率 100%を達成しています。各種⼤会においては、全
国理容美容学⽣技術選⼿権全国⼤会のワインディング部⾨にて⾦賞・銀
賞・銅賞の表彰台独占と⾦賞連覇を達成するなど輝かしい成果をあげてい
ます。課題としては、新型コロナウイルス感染症の収束が⾒えない中で、
2021 年度は、校外のオンラインコンテストへの多数参加や学校主催の校内
コンテストの多数開催により、学⽣のモチベーション維持と⾃⾝の⽬的達
成へのマイルストーンとなるように企画運営を⾏なっていく。 

 
 《評価委員からの意⾒》 

技術⼒、⼈間性ともに⾼い⼈材を多く輩出している。今後も期待している。 
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 基準５ 学⽣⽀援              学校関係者評価結果： 適  
 《学校の取り組み状況・課題》 

学⽣⽀援としましては、奨学⾦関連の⾦銭⾯のサポートを始め、寮⽣活に
おける⽣活⾯のサポートも細かく⾏なっています。⾦銭⾯のサポートにつ
いては、奨学⾦において貸与型奨学⾦を受給する学⽣が多いため、将来の
卒業後の返済計画まで⾒越した奨学⾦申請の指導を⾏なっております。⽣
活⾯のサポートについては、地域のオーナー様⽅にご協⼒いただき安⼼し
て⽣活できる寮をご準備いただいて、学⽣の学校外の⽣活の⽀援もしっか
りと⾏なっております。寮則を学⽣ひとりひとりにしっかりと周知させな
がら学⽣⽣活をスムーズに進められるよう⽀援を⾏なっております。 
 

 《評価委員からの意⾒》 
コロナ禍の中で、寮の⼼配があったかと思うが、寮のオーナーの皆さんと協
⼒して、安⼼な学校⽣活が送れるように努⼒されている。 
 

 基準６ 教育環境              学校関係者評価結果： 適  
 《学校の取り組み状況・課題》 

毎年の設備投資により快適かつ⾼度な教育が⾏われるように教育環境を整
備しております。総敷地⾯積約 10,000 坪の広⼤な⼟地を活⽤し、新校舎
「メイクアップ・ストーリーズ」を新たに加えて、4 つの充実した校舎での
びのびと活動できる環境を提供しています。オンライン授業や課外活動を
充実させるためのオンラインコンテンツを充実させ、さらなる⾼度化され
た美容教育が実践されるようにソフト⾯・ハード⾯の体制を整えてまいり
ます。 
 

 《評価委員からの意⾒》 
新校舎もできて、設備環境がさらに充実している。 
 

 基準７ 学⽣募集              学校関係者評価結果： 適  
 《学校の取り組み状況・課題》 

学⽣募集も円滑に進み、2021 年度は九州・沖縄はもとより、北海道や東
北、関東など全国から約 300 名の学⽣が⼊学しております。全国の美容の
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道を志す⼀⼈でも多くの若者が、当校の魅⼒を知っていただき、間違いの
ない進路選びをしていただけるように広報活動を⾏ってまいります。 

 
 《評価委員からの意⾒》 

教育の質を担保するためにも引き続き学⽣募集に尽⼒してもらい、 
美容・理容・エステ・ブライダル・メイクなどの分野を志す⽣徒への 
受け⽫としての機能を果たしてもらいたい。 
 

 基準８ 財務              学校関係者評価結果： 適  
 《学校の取り組み状況・課題》 

2020 年度も学⽣の学習環境の整備に関する設備投資を⼗分に⾏った上で繰
越資⾦も⼗分に確保できています。潤沢な流動資産により安定的な学校経
営を⾏っています。 

 
 《評価委員からの意⾒》 

安定した財務環境を維持できている。 
 

 基準９ 法令遵守              学校関係者評価結果： 適  
 《学校の取り組み状況・課題》 

学校教育法を始め、関連法規を遵守しながら学校運営を⾏なっています。
併せて、学⽣にも法令を遵守させるために学則等で指導を⾏なっていま
す。課題としては、昨年からの新型コロナウイルス感染拡⼤の影響で教員
の働き⽅が変わる状況が発⽣しています。今後の状況も鑑みて、就業規則
や社内規定の⾒直しを適時⾏なってまいります。 

 
 《評価委員からの意⾒》 

新しい⽣活様式に対応した、新しい学則なども周知させながら実⾏してい
る。 
 

 基準１０ 内部質保証            学校関係者評価結果： 適  
 《学校の取り組み状況・課題》 

学校⾏事に多くの関係者に参加いただきながら質保証のためのご意⾒をい
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ただいている。2020 年度もワーキングアカデミーコースの開始式には協⼒
サロン様にご出席いただき、当該コースの⽬的とサロン様に求める役割を
⼗分に認識いただくなど連携を図っている。地域の寮オーナーの皆様にも
オーナー会を通して随時ご意⾒を頂戴し、様々な視点からの内部質保証の
ための取り組みを⾏っている。教育情報については、保護者様に対してメ
ーリングリストアプリを活⽤し即時性のある情報の提供を⾏うとともに、
対外的にもホームページを通して⼀部の教育内容の公開を⾏っている。 

 
 《評価委員からの意⾒》 

時代の流れにあった情報の提供を⾏っている。 
 

 
 基準１１ 社会貢献・地域貢献        学校関係者評価結果： 適  
 《学校の取り組み状況・課題》 

当校は開校以来、柳川地域の密着した教育を⾏ってまいりました。地域社
会に対する還元として、学校周辺の美化活動なども実施しております。こ
れまでの事例といたしまして、エステコースの学⽣を主体として⽼⼈ホー
ムやガン患者様のターミナル施設を訪問し、美容技術を活⽤したセラピー
を⾏いました。課題としては、コロナ禍の中で、地域貢献の機会が少なく
なっていることもあり、市や地域と協⼒して企画を⾏ってまいります。 

 
 《評価委員からの意⾒》 

地域密着、貢献の意識が⾼いことが今般の活動に繋がっていると感じる。 
⼤変すばらしいことなので、社会や地域に貢献する機会が引き続き⾏われ、 
多くの機会が確保できるよう、カリキュラムを含めて更に調整してほしい。 
また、保護者としても協⼒できることがあれば⽀援したい。いつでも相談 
して頂けるとありがたい。 
 

 基準１２ 国際交流            学校関係者評価結果： 適  
 《学校の取り組み状況・課題》 

⼤韓⺠国の美容専⾨学校 BBS グループと⼆⼗年以上の姉妹校交流を⾏って
おります。BBS グループ研修団の来校の際には学⽣間の技術交流だけでな
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く、懇親会における⽂化交流も実施しています。さらに、BBS グループを
通しての韓国⼈留学⽣の受け⼊れも開始し、現在⼀名の学⽣が⽇本の美容
技術習得のために研鑽しております。課題としては、昨年より発⽣し始め
た全世界でのコロナパンデミックによる渡航制限などが⽣じ、訪問による
相互交流ではないオルタナティブの検討を次年度以降はしていく必要性が
ある。 
 

 《評価委員からの意⾒》 
国際交流が困難な時期となっているが、留学⽣なども在籍し、困難な中でも
機会提供を⾏われている。引き続き交流を深めてもらい、⽣徒にとって良い
機会になると信じている。 
 


