
【職業実践専門課程認定後の公表様式】

昼夜

年

有

■クラス担任制：

資格・検定名 種 受験者数 合格者数

AFT色彩能力検定3級 ③ 9人 5人

人
人
人

％
■卒業者に占める就職者の割合

％

ネイリスト技能検定2級 ③ 8人 9人

（平成 29
メイクセラピー検定 ③ 9人 9人

1 名 5 ％
平成29年4月1日時点において、在学者20名（平成29年4月1日入学者を含む）
平成30年3月31日時点において、在学者19名（平成30年3月31日卒業者を含む）

認定年月日 平成30年2月27日

修業年限
全課程の修了に必要な
総授業時数又は総単位

数
講義 演習 実習 実験 実技

単位時間

生徒総定員 生徒実員 留学生数（生徒実員の内 専任教員数 兼任教員数 総教員数

40人 25 0人 2人 21人

服飾・家政 服飾・家政専門課程 メイク･ネイル･ビューティー科
平成２７年文部科学省告示

第１４号
-

学科の目的
本学科は、メイクアップやネイルを中心にビューティー全般に対して企業等と連携した学習を行い、実務能力と技術、デザイン力を兼ね備えた、人材の育成
を目的とする。また時代に即応したビジネスセンスも学び、ビューティーアドバイザーやヘアメイクアップアーチストなど業界のスペシャリストとして幅広く活躍
できる適応能力も身につける。

054-200-3333
分野 認定課程名 認定学科名 専門士 高度専門士

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人
静岡理工科大学

昭和27年3月31日 橋本　新平
〒420-8538
静岡県静岡市葵区相生町12番18号

（電話）

専門学校　浜松デザイン
カレッジ

平成20年3月21日 松本　文晴
〒430-0929
静岡県浜松市中区中央3丁目10-31

（電話） 053-450-6555

（別紙様式４）

平成30年6月30日※１
（前回公表年月日：平成　年　月　日）

職業実践専門課程の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

23人

2 昼間 2040時間 180時間 1860時間 0時間 0時間 0時間

学期制度
■前期：4月1日～9月30日
■後期：10月1日～3月31日

成績評価

■成績表：
■成績評価の基準・方法
学年末までに課題提出または試験を実施、平素の取り組み
状況を加味し60点以上を合格とする。

長期休み

■学年始：4月1日～4月3日
■夏　 季：7月21日～8月30日
■冬　 季：12月15日～1月8日
■春   季：3月9日～3月31日

卒業・進級
条件

■必須科目及び選択必修科目の成績評価において不可の
評価科目の無いこと。
■総欠課時限数が年間消化時限数の15％以内であること
■査定日現在で学納金に未納がないこと

学修支援等

無

課外活動

■課外活動の種類
■個別相談・指導等の対応 （例）学生自治組織・ボランティア・学園祭等の実行委員会等

インターンシップ
企業コラボレーション企画

定期的に担当教員・教務課長が各種
手段で連絡し、保護者と相談しながら
改善策を検討する。 ■サークル活動： 有

就職等の
状況

■主な就職先、業界等（平成２８年度卒業生）

主な学修成果
（資格・検定等）

■国家資格・検定/その他・民間検定等
(株)コーセー、(株)セピア・クヮーティー・インターナショナル、
(株)ARTRING、(株)カルディア、(株)ステージループ

（平成28年度卒業者に関する平成29年5月1日時点の情報）

■就職指導内容
就職担当と各学科担当が綿密に連携をとり、求人開拓、情報
収集、学生指導等を行っている。

■卒業者数 7
サービス接遇検定3級 ③ 9人 9人

■就職希望者数 5
■就職者数 5

サービス接遇検定2級 ③ 7人 7人

サービス接遇検定準１級 ③ １人 2人

パーソナルカラー検定モジュール１ ③ 7人 9人
■就職率 100

パーソナルカラー検定モジュール２ ③ 4人 6人
： 71

■その他
ネイリスト技能検定3級 ③ 人 9人

・アルバイト　1名
・結婚　1名

年度卒業者に関する

平成30年5月1日 時点の情報） ※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいずれかに該当するか記載する。

①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの

②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの

③その他（民間検定等）

■自由記述欄

（例）認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等

経済的支援
制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度： 　有・無
人物、学力に優れ、他の模範となるであろうと認められる者に対し、学費を優遇する特待生制度がある。本校の行う特待生選考の試験結果に基づき、＜特待生・準特待

生Ａ・準特待生Ｂ＞を認定している。

■専門実践教育訓練給付： 　給付対象・非給付対象
※給付対象の場合、前年度の給付実績者数について任意記載

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価： 　有・無
※有の場合、例えば以下について任意記載

（評価団体、受審年月、評価結果又は評価結果を掲載したホームページＵＲＬ）

当該学科の
ホームページ

ＵＲＬ
https://www.design-hamamatsu.jp

中途退学
の現状

■中途退学者 ■中退率

■中途退学の主な理由
（例）学校生活への不適合・経済的問題・進路変更等

経済的理由

■中退防止・中退者支援のための取組
(例）カウンセリング・再入学・転科の実施等

入学時より早期に個別面談を実施し、個々の学生の状況把握に努めた。また、学科担当以外の教職員からの声かけなど実施し、学生の変
化の早期発見に努めた。



種別

①

③

プレゼンテーション
接客サービスの基本を身につける。地元遠鉄百貨店との連携授業
を行うことで、化粧品販売の姿勢や立居振る舞い、商品提案のテク
ニックなどを学ぶ。

株式会社遠鉄百貨店

（２）実習・演習等における企業等との連携内容

メイク･ネイル･ビューティー科が目指す進路のひとつである化粧品販売での重要な科目について、業界の経験豊富な講師の評価
を受ける。実施にあたり事前に打ち合わせを行い、全時間終了後の到達目標の設定、講義と演習の割り振り、成績評価方法を
決定し、これに則って授業をする。
また、本校教員が各回の企業講師の指導内容を学生に定着させ、課題の補足指導行う連携をする。

（３）具体的な連携の例

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

メイクアップ、ネイル等の業界に就職する学生に対し、関連する業界内での仕事への取り組み方（基本行動）や発想力を演習・実
習を通して経験し体得することができ、運営に協力的な企業を選定している。
同時に業界で活動している方を講師に招き、現場の声を学校教育の場に注ぎ込むことにより、教育内容と指導体制を改善させ
る。

平成30年2月1日～平成31年1月31日

中島康弘 専門学校浜松デザインカレッジ　校長代理・教務課長 平成30年2月1日～平成31年1月31日

（開催日時）
第１回　平成30年3月27日　10：00～12：00
第２回　平成30年8月6日　16：00～17：00（予定）

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況
第2回会議を欠席された浅井委員には、10月12日に学科担当が訪問し、報告と打ち合わせを行い、ブライダル実習に活かしてい
る。
訪日外国人への接客対応について 、本当の意味でのコミュニケーションをとれる人材の育成が必要という審議内容に対して、日
本語学校生を授業に招きメイクアップやロールプレイングなどのモデルとして参加させ、外国人との実践的なコミュニケーションを
経験する実習を行った。

　※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

年２回　（3月・8月）

平成30年4月1日現在

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課程の編
成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本方針

メイクアップ、ネイル分野等の業界に必要とされる知識、技術、感覚を向上させるためのプログラムを教育課程に取り入れ、即戦
力として活躍できる人材を育成するために、教育課程編成委員会を開催し、関連業界や関係者の意見を踏まえ、授業科目及び
授業時間の見直しを検討する。また、教育内容を業界のニーズに合うように見直し、教育課程及びシラバスの内容を改善する。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け

企業等のニーズを教育に反映させるため、学校組織内における教育課程編成委員会の位置づけを「専門学校　浜松デザインカ
レッジ教育課程編成委員会の位置づけにかかわる規則」として、またその運営も「専門学校　浜松デザインカレッジ教育課程編成
委員会の規則」として制定する。委員会での審議内容は職員会議で報告され、教務課にて各学科での話し合いで教育課程に反
映させる。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

伊藤麻衣子 専門学校浜松デザインカレッジ　メイク･ネイル･ビューティー科科長 平成30年2月1日～平成31年1月31日

浅井太一

松本文晴

株式会社呉竹荘　婚礼課マネージャー

専門学校浜松デザインカレッジ　校長

平成30年2月1日～平成31年1月31日

平成30年4月1日～平成31年1月31日

名　前 所　　　属 任期

臼井満 静岡県百貨店協会　会長 平成30年2月1日～平成31年1月31日

牧野洋之 専門学校浜松デザインカレッジ　広報推進担当・総務課長代理



②指導力の修得・向上のための研修等

研修名：メイクアップ技能検定認定講師研修
主催：一般社団法人JMA
期間：2017年8月19日 ～ 9月30日　対象者　教員1名
概要：「日本メイクアップ技術検定試験」や「メイクアップアドバイザー検定試験」の授業、対策セミナー、試験官を育成する。
　　　　セミナーでは、日本メイクアップ技術検定試験の各級の内容と共に指導のポイントなど把握する。

②指導力の修得・向上のための研修等

研修名：発達障害学生への理解と指導方法
主催：浜松市発達障害相談センター
期間：2017年8月21日　対象者　教職員5名
概要：発達障害学生への理解と指導方法（浜松市発達障害相談センター）発達障害とは何かを正しく理解し、学習・就職指導
         において配慮すべきことや他の学生との対応で留意すべきことを学ぶ。

（３）研修等の計画

①専攻分野における実務に関する研修等

研修名：メイクアップ技能検定認定講師研修
主催：一般社団法人JMA
期間：2017年8月19日 ～ 9月30日　対象者　教員1名
概要：「日本メイクアップ技術検定試験」や「メイクアップアドバイザー検定試験」の授業、対策セミナー、試験官を育成する。
　　　　セミナーでは、日本メイクアップ技術検定試験の各級の内容と共に指導のポイントなど把握する。

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針

「専門学校　浜松デザインカレッジ　職員研修規程」を定め、教員の資質、人間性、専門分野における知識、技術の向上を図るた
め「職員研修」を、企業等及び研修機関と連携して、育成対象の教員に対し組織的及び計画的に実施している。

（２）研修等の実績

①専攻分野における実務に関する研修等



種別

保護者

卒業生

企業

企業

企業

地域住民

事務局

事務局

間淵　雅宏 平成30年5月24日～平成31年5月31日

竹山　華奈

内田　雅之

後藤　真由美

専門学校　浜松デザインカレッジ　後援会　会長

株式会社グランロード　代表取締役社長

株式会社ブティックビギ　販売部部長

平成30年5月24日～平成31年5月31日

平成30年5月24日～平成31年5月31日

平成30年5月24日～平成31年5月31日

専門学校　浜松デザインカレッジ　同窓会　会長

URL:https://www.design-hamamatsu.jp

（１０）国際連携の状況 学校情報　10．国際連携の状況
（１１）その他 学校情報　11．その他

※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法

（７）学生納付金・修学支援 学校情報　7．学生納付金・修学支援
（８）学校の財務 学校情報　8．学校の財務
（９）学校評価 学校情報　9．学校評価

（４）キャリア教育・実践的職業教育 学校情報　4．キャリア教育・実践的職業教育
（５）様々な教育活動・教育環境 学校情報　5．教育施設・設備、学校行事、さまざまな教育活動
（６）学生の生活支援 学校情報　6．学生の生活支援

（１）学校の概要、目標及び計画 学校情報　1．学校概要、教育理念、教育目標
（２）各学科等の教育 学校情報　2．各学科の教育
（３）教職員 学校情報　3．教職員

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況に関す
る情報を提供していること。」関係

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

本校の教育活動及び学校運営について理解を求めるため、詳細について「学校評価報告書」と「学校情報」をホームページ上で
公開している。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目 学校が設定する項目

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生、校長等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期
（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）
URL　https://www.design-hamamatsu.jp
平成30年6月30日

松本　文晴 専門学校　浜松デザインカレッジ　校長 平成30年5月24日～平成31年5月31日

中島　康弘 専門学校　浜松デザインカレッジ　校長代理 平成30年5月24日～平成31年5月31日

浅井　太一 株式会社呉竹荘　婚礼課マネージャー 平成30年5月24日～平成31年5月31日

山﨑　文彦 松江町自治会 平成30年5月24日～平成31年5月31日

会議の充実については継続して実施している。　卒業生のネットワークの活用が課題となるが、まずは卒業生情報を収集整理し
て、同窓会の仕組みをつくることを始めていく。H32までに全卒業生の一覧をまとめる。

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿
平成29年4月1日現在

名　前 所　　　属 任期

（１０）社会貢献・地域貢献 基準8　社会貢献・地域貢献、国際交流
（１１）国際交流 基準8　社会貢献・地域貢献、国際交流

※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）学校関係者評価結果の活用状況

（７）学生の受入れ募集 基準6　学生の募集と受入
（８）財務 基準7　教職員組織、学校運営・管理、財務、法令等の遵守
（９）法令等の遵守 基準7　教職員組織、学校運営・管理、財務、法令等の遵守

（４）学修成果 基準3　教育成果
（５）学生支援 基準4　学生支援
（６）教育環境 基準5　教育環境

（１）教育理念・目標 基準1　教育理念・目標
（２）学校運営 基準7　教職員組織、学校運営・管理、財務、法令等の遵守
（３）教育活動 基準2　教育活動

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。また、
評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針

本校における学校関係者評価は、年度の教育活動をまとめた自己点検評価報告書について外部の学校関係者から意見をいた
だき、学校教育に反映させることにより教育活動及び学校運営をより良いものに改善することを目的としている。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目
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