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2020 年 6 月 

専門学校ミュージシャンズ・インスティテュート東京 

学校関係者評価委員会 



学校関係者評価委員名簿 

学校関係者評価委員として、卒業生、在校生保護者、地域（近隣）企業に委託した。 

 

本学園評議委員  鴻井 洋一 

近隣商工会・町内会・企業等 株式会社竹宝商会 佐渡 文浩 様 

卒業生  池田 航平 様 

在校生保護者  徳江 満 様 

 

学校関係者評価委員会 実施状況 

学校関係者評価委員会実施日時・場所 

日時：2020 年 6 月 13 日（土）14:00 から 

場所：専門学校ミュージシャンズ・インスティテュート東京 ５階 講義室 

 

評価方法 

学校関係者評価委員の方々に、学校関係者評価の概要や私立専門学校評価研究機構が策定

した学校評価基準 Ver.4.0（専門学校における学校評価ガイドラインに準拠）の評価項目お

よび学校評価報告書を事前にお示しし、2019 年度学校評価報告書の項目に沿って評価シー

トを作成し、評価シートへご記入いただく形式でご質問、ご意見をいただいた。 

 

報告書 

いただいたご意見等を校長以下職員で組織する学校評価委員会で承り、要旨を本報告書に

取りまとめた。 

 

  



学校関係者評価委員会 進行状況 

開始時間：14:00 

① 開会・資料確認 

② 委員長挨拶 

③ 出席教職員の紹介 

④ 評価委員の紹介 

⑤ 自己評価報告書についての説明 

⑥ ⑤についての不明点などの質疑 

⑦ 評価シート記入 

⑧ 次回開催の確認 

⑨ 閉会 

 

今後の取り組み 

 

ご意見は、次年度以降の教育計画、教育課程編成、事業計画、施設・設備計画などを立案す

る際、十分に考慮し、可能な項目より実現に向けて取り組む。また、学校評価事業は毎年度、

継続していく。 

 

  



点検項目 

 

大項目 Ⅰ．教育理念・目的・育成人材像 

自己評価に対する評価 適切：3/3 不適切：3/0 

中項目 1-1.理念・目的・育成人材像 

 

＜ご意見＞ 

・単年度又は、中・長期計画の具体案が欲しい。予算も含めて考える必要があると思います。 

・2020 年度から学園の教育理念がキャッチーなものに変わりイメージしやすいと思いまし

た。 

・カリキュラム・環境・サポート内容が教育理念・育成人材像に沿っていると思います。 

 

 

大項目 Ⅱ．学校運営 

自己評価に対する評価 適切：3/3 不適切：3/0 

中項目 2-2. 運営方針 2-3. 事業計画 2-4.運営組織  

2-5.人事・給与制度 2-6.意思決定システム 2-7.情報システ

ム 

 

＜ご意見＞ 

・単年度・中・長期計画とこれらに伴う予算案が欲しい。 

・議事録等は閲覧できるように（学校関係者、保護者含む）された方が良いかと思います。 

・きちんとしたシステム上で運営が行われていると感じました。 

・教育無償化に向け、今後も計画的に運営の取り組みをしていただきたいと思います。 

 

 

大項目 Ⅲ．教育活動 

自己評価に対する評価 適切：3/3 不適切：3/0 

中項目 3-8.目標設定 3-9.教育方法・評価等  

3-10.成績評価・単位認定 3-11.資格・免許の取得の指導体制 

3-12.教員・教員組織 

 

＜ご意見＞ 

・MI メソッドに基づいた教育カリキュラムを行っていて、ミュージシャンのスキル向上を

実感できました。第一線で活躍されている講師からの授業が受けられることは、とても良い



ことだと感じました。 

・パフォーマンス能力や専門知識はもちろんですが、社会では人間性もとても大切ですの

で、人間力育成にも力を入れていただきたいと思います。 

 

＜ご質問＞ 

・学生アンケートによる授業評価は閲覧可能ですか。 

 →現在、在学生に行っているアンケートは科目ごとの評価となり、教職員のみで確認し、

授業改善に役立てている状況です。今後は卒業時にアンケートを取り、総合的な学校評価を

してもらい、情報公開したいと考えております。 

・優秀な学生等を表彰する制度はありますか。 

 →欠席のない学生には、卒業時に皆勤賞として表彰しています。今後は、アンサンブル授

業での演奏数が多い学生など、表彰を行っていきたいと考えております。 

・外国人の先生は何名在籍されていますか。 

 →現在は、1 名在籍しております。 

 

大項目 Ⅳ．学習成果 

自己評価に対する評価 適切：3/3 不適切：3/0 

中項目 4-13.就職率 4-14.資格・免許の取得 

4-15.卒業生の社会的評価 

 

＜ご意見＞ 

・在学中に実際に Avid の ProTools 101 を取得することができました。 

・感染症拡大予防により長期間の休校があったので、生徒たちの不安もあると思います。ま

すます就職という道は厳しいと思いますが、一人一人しっかりサポートしていただきたい

と思います。 

 

＜ご質問＞ 

・インターンシップ等の制度はありますか。 

 →キャリアサポートセクションを通じてのインターンシップ制度はございます。 

 

 

大項目 Ⅴ．学生支援 

自己評価に対する評価 適切：3/3 不適切：3/0 

中項目 5-16.就職等進路 5-17.中途退学への対応 5-18.学生相談 

5-19.学生生活 5-20.保護者との連携 5-21.卒業生・社会人 

 



＜ご意見＞ 

・緊急時、災害時の連絡は、常に最新の情報を管理しておく必要があると思います。 

・年２回の面談が行われていて、相談しやすい環境でした。学生生活も快適に過ごすことが

できました。 

・在学生・卒業生に、今後も音楽活動支援やオーディション支援など、キャリアサポートを

よろしくお願いします。 

 

＜ご質問＞ 

・毎年、何名くらいの中途退学者がいますか。 

 →毎年、10 数名の中途退学者がおります。 

・学生相談を専任のカウンセラーへ委託されていますが、重大な問題があった場合のみ報告

があるようで、その重大な問題の判断基準はありますか。 

 →「命がかかわること」となっております。 

そうでない場合でも重要そうなものに関しては学生に学校職員に伝えていいか許可を取る

ようにして対応しています。 

 

大項目 Ⅵ．教育環境 

自己評価に対する評価 適切：3/3 不適切：3/0 

中項目 6-22.施設・設備等 6-13.学外実習・インターンシップ等 

6-24.防災・安全管理 

 

＜ご意見＞ 

・学校行事参加の単位化には賛成です。 

・本館地下 1 階のホールは音響的にやりにくい事があったので、別館地下ホールが使える

と良いと思いました。機材は充実していると思います。 

・生徒が最新設備を使い、様々なカリキュラム学べる様子が伝わりました。 

 

＜ご質問＞ 

・学外活動の中に学校の広報活動やボランティアも含まれますか（老人ホームでの演奏な

ど）。 

→学校の広報活動、ボランティア活動については、現在学外活動として行っておりません。 

・災害時に何人分の食料や飲み物が何日分ありますか。 

→学生数および教職員数の飲食料 3 日分を備蓄しております。 

 

  



大項目 Ⅶ．学生募集と受入れ 

自己評価に対する評価 適切：3/3 不適切：3/0 

中項目 7-25.学生募集活動 7-26.入学選考 7-27.学納金 

 

＜ご意見＞ 

・SNS を使用した宣伝を通じて、入学希望者を集めているのは良いと思いました。 

・オープンキャンパスも充実しています。 

・学校説明会や Summer Shot、Winter Seminar など、体験授業に参加できる機会が多くあ

る事に感謝しております。 

 

＜ご質問＞ 

・入学選考の AO、推薦、一般の割合はどのくらいですか。 

→おおよそ AO 入学が７割、推薦入学は若干名、一般入学が３割となっております。 

・合格率、辞退率はどのくらいですか。 

→合格率は、７割強、辞退は若干名となっております。 

・研修旅行の費用はどのくらいですか。（旅行の行程など１例があればお願いします。） 

→例年 25〜30 万円となっております。平日は授業を受け、週末はオプショナルツアー参

加など、自由行動となっております。 

 

大項目 Ⅷ．財務 

自己評価に対する評価 適切：3/3 不適切：3/0 

中項目 8-28.財務基盤 8-29.予算・収支計画 8-30.監査 

8-31.財務情報の公開 

 

＜ご意見＞ 

・財務情報をホームページ上で公開することは良いと思いました。 

 

＜ご質問＞ 

・大規模修繕の内容を簡単に教えてください。 

 →本館ホールの音響・防音を強化および、湿度調節のための空調設備の強化。本館 1 階休

憩場所の冷暖房設置。別館にて教室ごとの温度調整ができるよう、空調設備の改修など。 

・寄附金などは毎年どのくらいありますか。主にそれは在学生との保護者ですか。 

 →現在のところ、当校は寄付を募ってはおりません。今後体制が整い次第、募集する計画

はございます。 

 

 



大項目 Ⅸ．法令遵守 

自己評価に対する評価 適切：3/3 不適切：3/0 

中項目 9-32.関連法令、設置基準等の遵守 9-33.個人情報保護 

9-34.学校評価 9-35.教育所法の公開 

 

＜ご意見＞ 

・ハラスメント・いじめ等には十分気を付けてください。 

・学校関係者の評価に関して、今後の学生指導の妨げにならないよう、規定等の整備をお願

いします。 

・法令に伴った学校運営を行っている事がよくわかりました。 

・教育情報の公開もホームページや広告、チラシ等で MI について知る事ができるので良い

と思いました。 

・今後も個人情報・保護の問題にしっかり対応していただきたいと思います。 

 

 

大項目 Ⅹ．社会貢献・地域貢献 

自己評価に対する評価 適切：3/3 不適切：3/0 

中項目 10-36.社会貢献・地域貢献 10-37.ボランティア活動 

 

＜ご意見＞ 

・留学プログラム、是非実現させてください。 

・清掃活動ありがとうございます。 

・毎日学校周辺の清掃活動をスタッフさんが行っているのは知りませんでしたが、とても良

い事だと思いました。 

・今後も地域貢献を続けていっていただきたいと思います。 

 

 

  



総括 

 

本校において学校関係者評価委員会は初めての試みであり、外部の方からご意見を頂く貴

重な機会となりました。今回頂いたご意見の中には、現段階で、緊急に対処すべき重大な欠

陥はないように見受けられ、差し当たって問題はないと認識しております。 

 

しかしながら、学生へのより良い授業の提供や、快適な学校生活を送るための環境整備にお

いて改善すべき点なども見えてきたため、計画的に改善を進めていくべきだと感じていま

す。特に卒業後の進路のケアについては、各部署と連携をとり、これまで以上にサポートを

行っていきたいと思っております。 

 

今後は、当校の運営状況・今後の方針や目標など、情報公開を積極的に行い、広く理解され

る事で、学校としての信頼や実績を積み重ねていくことを目指します。 

 

以上 

 


