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職業実践専門課程の要件及び取組状況等確認シート  

⚫ 本調査は、以下の認定学科のみが対象となります。ご注意ください。 

✓ 平成 29 年度の全認定学科（平成 30 年文部科学省告示第 28 号にて認定された専門課程） 

✓ 平成 26 年度認定学科（平成 27 年文部科学省告示第 23 号にて認定された専門課程）のう

ち工業分野及び商業実務分野の学科 

⚫ 提出時には赤字の記載例を削除してください（回答は全て黒字にして提出してください）。 

 

1． 学科の基礎的情報 

学校名 設置者名 分野 認定課程名 認定学科名 

組合立千葉美容専

門学校 

千葉県美容業生活

衛生同業組合 

衛生 
衛生専門課程 美容科 

 

2． 自己点検チェック項目 

⚫ 特に指定がない項目については、同時にご提出いただく別紙様式 4 作成時点の状況と合致させ

てください。また、別紙様式 4 の記載との整合性を確認してください。 

⚫ 学校での自己点検結果を○（当該項目を満たせている）、×（当該項目を満たせていない）を記

入してください。 

⚫ ×（当該項目を満たせていない）場合は、今後の対応方針を必ず記入してください。 

⚫ 表の枠は書きやすいように適宜幅を変更等してください。 

⚫ 学則の提出にあたって一部を提出する場合は、本資料に記載した内容が確認できるよう必要な

部分を提出してください。 

✓ 例えば、教育課程を定めた別表等の提出も必要となります。 

⚫ 提出時には赤字の記載例を削除してください（回答は全て黒字にして提出してください）。 

 

 

※凡例：●告示、実施要項で定められた認定要件 

自己点検項目 
自己点検結果 

※○×を記入 

×の場合は必ず 

対応方針記入 

参照すべき別紙

様式 4上の項目 

修業年限等 

●修業年限が２年以上である。 〇  修業年限 

学校名が学則に記載の名称と一致している。 〇  学校名 

課程名が学則に記載の名称と一致している。 〇  認定課程名 

学科名が学則に記載の名称と一致している。 〇  認定学科名 

学科の昼夜の別が学則の記載と一致している。 〇  昼夜 

学則又は学則の別表等の文書で、認定学科の教

育課程について定めている（コースを設置して

いる場合はコースの教育課程も定めている）。 

 

※コースを設けているにもかかわらず、コース

の教育課程に係る定めが学則上ない場合は、×

 ×  

【別添 7】 
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自己点検項目 
自己点検結果 

※○×を記入 

×の場合は必ず 

対応方針記入 

参照すべき別紙

様式 4上の項目 

を記入してください。 

教育課程の編成：専攻分野に関する企業、団体等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 

●企業等との連携体制を確保して、当該専修学

校専門課程の教育課程の編成を行うため、当該

専修学校専門課程の教職員及び企業等の役員

又は職員その他必要な委員により組織される

委員会や会議（以下「教育課程編成委員会等」

という。）を設置している。 

〇  教育課程編成委

員会等の位置付

け 

●教育課程編成委員会等を少なくとも年２回

以上開催している。 

 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、開催

予定だった会議を延期した場合、自己点検結果

に○を記入の上、必ず対応方針記入欄に、当初

の開催日程及び延期日について記載してくだ

さい。 

※委員が参集せずに書面のみで開催する場合

の扱いは文部科学省「「職業実践専門課程」に

関する主な質問に対する基本的考え方」Ｑ9.を

参照してください。 

〇  教育課程編成委

員会等の年間開

催数及び開催時

期 

●教育課程編成委員会等の意見を活用して、教

育課程の編成を行っている。 

〇  教育課程編成委

員会等の位置付

け 

昨年度に開催された全ての教育課程編成委員

会等において、企業等の役員又は職員の委員

（全員又は一部）の出席があった。 

 

※代理出席の場合は、出席があったものとして

含め、書面等による意見提出のみの場合は含め

ないでください。 

※1回でも企業等の役員又は職員の委員（又は

代理出席者）が出席しない会議があった場合

は、×を記入してください。 

〇   

実習、実技、実験又は演習：企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習の授業（以下「実習・演

習等」という。）を行っていること 

●企業等と協定書等（覚書や契約書等を含む。

以下同じ。）や講師契約等を締結して実習・演

習等を行っている。 

〇  実習・演習等に

おける企業等と

の連携に関する

基本方針 

●実習・演習等の実施に加え、授業内容や方法

及び生徒の学修成果の評価について企業等と

〇  実習・演習等に

おける企業等と
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自己点検項目 
自己点検結果 

※○×を記入 

×の場合は必ず 

対応方針記入 

参照すべき別紙

様式 4上の項目 

連携している。 の連携内容 

●学修成果の評価や単位認定にあたり、生徒が

修得した技能を含む実践的かつ専門的な能力

について評価を行っている。 

〇  実習・演習等に

おける企業等と

の連携内容 

総授業時数・単位数 

●全課程の修了に必要な総授業時数が１７０

０単位時間以上又は総単位数が６２単位以上

である。 

〇  全課程の修了に

必要な総授業時

数又は総単位数 

教員の実務研修：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。 

●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知識、技術、技能を修得・

向上するための組織的に位置づけられた研修・

研究の機会を確保し、計画的に受講等させてい

る。 

〇  専攻分野におけ

る実務に関する

研修等 

（実績、計画） 

●企業等と連携して、教員に対し、授業及び生

徒に対する指導力等を修得・向上するための組

織的に位置づけられた研修・研究の機会を確保

し、計画的に受講等させている。 

〇  指導力の修得・

向上のための研

修等 

（実績、計画） 

学校関係者評価 

●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（以下「学

校関係者評価」という。）を行い、その結果を公

表している。 

〇  学校関係者評価

の基本方針、 

学校関係者評価

結果の公表方

法・公表時期 

学校関係者評価委員会：学校関係者評価を行うに当たっては、当該専修学校専門課程の関係者とし

て企業等の役員又は 職員を参画させていること。 

●学校関係者評価を行うため、企業等の役員又

は職員その他必要な委員（保護者、卒業生等）

により組織される委員会（以下「学校関係者評

価委員会」という。）を設置している。 

〇  学校関係者評価

委員会の全委員

の名簿 

学校関係者評価委員会を年 1 回以上開催して

いる。 

 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、開催

予定だった会議を延期した場合、自己点検結果

に○を記入の上、必ず対応方針記入欄に、当初

の開催日程及び延期日について記載してくだ

さい。 

〇   

●「専修学校における学校評価ガイドライン

（平成２５年３月文部科学省策定）」で掲げら

れた項目（教育理念・目的・人材育成像、学校

〇  「専修学校にお

ける学校評価ガ

イドライン」の
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自己点検項目 
自己点検結果 

※○×を記入 

×の場合は必ず 

対応方針記入 

参照すべき別紙

様式 4上の項目 

運営、教育活動、学修成果、学生支援、教育環

境、学生の受入れ募集、財務、法令等の遵守等）

について評価を行っている。 

項目との対応 

●学校関係者評価の評価結果について、ホーム

ページ、刊行物等への掲載などの方法により広

く社会に公表している。 

〇  「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、

学校関係者評価

結果の公表方

法・公表時期 

主体的な学校関係者評価を実施している。 

 

※学校関係者評価委員会の主体的な取組を引

き出すため、学校側の教職員ではなく委員が委

員長に就任するなどし、報告書の取りまとめ等

において委員が意見を出し、取りまとめを行う

などの活動が期待されています。詳細は「全専

各連『職業実践専門課程』指針」全国専修学校

各種学校総連合会新学校制度創設推進本部（平

成 27年 7月第 2版）を参照してください。 

〇   

教育情報の公表：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。 

●「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（平成２５年３月文部科学省

策定）」で掲げられた項目（学校の概要、目標及

び計画、各学科等の教育、教職員、キャリア教

育・実践的職業教育、様々な教育活動・教育環

境、学生の生活支援、学生納付金・修学支援、

学校の財務、学校評価等）について情報提供を

行っている。 

〇  「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 

●ホームページ、学校要覧、パンフレット等の

作成・配布、説明会等における説明、広報誌等

の刊行物への掲載などを通じて恒常的に情報

提供を行っている。 

〇  情報提供方法 

公開項目が目次立てしてあるなど、外部に向け

てわかりやすく公開してある。 

〇   

最新の別紙様式 4 を学校ホームページ等へ掲

載している。 

〇   

学校のホームページには、トップページから

別紙様式 4 が容易に確認できるようにすると

ともに、印刷可能な方法により掲載している。 

 

〇   
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自己点検項目 
自己点検結果 

※○×を記入 

×の場合は必ず 

対応方針記入 

参照すべき別紙

様式 4上の項目 

※ホームページがない場合は企業、卒業生、保

護者、地域住民等に対し刊行物等により別紙

様式 4 の情報について広く情報提供している

かどうかを回答してください。 

 

3． 取組状況調査項目 

⚫ 以降では、認定要件と関連した貴学科での取組や工夫について、具体的にお伺いします。 

⚫ 特に指示がある場合を除き、必ず全ての項目を回答してください。 

⚫ 特に指示がある場合を除き、同時にご提出いただく別紙様式４に記載してある期間や内容と一

致させて回答してください（本資料の内容を確認するため、別紙様式４上の記載を確認するこ

とがあります）。 

3.1 企業等と連携した教育課程の編成について 

⚫ 「企業等と連携した教育課程の編成」や教育課程編成委員会等に係る取組状況を記入してくだ

さい。記入しやすいように記入欄の幅を変更等してください。 

⚫ 提出時には赤字の記載例を削除してください（回答は全て黒字にして提出してください）。 

 

 

⚫ 専攻分野に関する企業、団体等との連携体制を確保して、教育課程の編成を行うために、学内に

どのような体制、プロセスを設けていますか。以下の記載例を参考にしながら具体的に説明して

ください。 

教育課程編成委員会等

の位置付け 

 

※別紙様式 4「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」

「教育課程編成委員会

等の位置付け」の記載

に加え、より詳細に追

記可能です。 

 

千葉県の美容室経営者が組織する、千葉県美容業生活衛生同業組合の理事

で構成する委員会に学校を運営するために学校委員会という組織があり、

理事長をはじめ校長、教頭も所属している。この委員会を教育課程編成委

員会として、組合立千葉美容専門学校 教育課程編成委員会規程に基づき

運営している。 

教育課程編成委員会等

の企業等の役員又は職

員の委員から、教育課

程編成の改善に資する

具体的な意見等を引き

出すための取組 

取組の具体的内容： 

編成委員会の開催 1 週間前には、企業等委員に議題と関連資料を送付して

いる。また、重点的に確認いただきたい部分について伝えている。 

上記取組の効果： 

重点的に確認いただきたい部分を伝えているため、教育課程についての具

体的な意見をいただくことができている。 
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※効果、課題が特にな

ければ「特になし」と記

入してください。 

上記取組の課題： 

 

前もって議題を連絡できない場合もあり、得られる意見が一般的な内容に

とどまり、教育課程の改善につなげることができなかった。 

 

 

 

⚫ 教育課程編成委員会等で得た意見を、どのように活用しましたか。 

教育課程（カリキュラ

ムの構成・内容、成績評

価等）についての意見

の反映事例 

 

※別紙様式４「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」に記載した

内容をもとに、具体的

に記入してください。 

 

※本項目について特に

ない場合は「特になし」

と記入してください。 

対象の教育課程の内容： 

「接客マナー」導入 

教育課程編成委員会等での意見： 

接客技術をもっと重視して指導してもらいたいとの意見があった。 

 

反映の具体的内容： 

選択授業として「接客マナー」の授業が導入された。 

教育課程以外（生徒募

集、生徒指導、学内イベ

ント、就職支援等）につ

いての意見の反映事例 

 

※別紙様式４「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」」に記載した

内容をもとに、具体的

に記入してください。 

 

※本項目について特に

ない場合は「特になし」

と記入してください。 

対象の事項： 

「千葉美容専門学校奨学金」の設立 

 

 

教育課程編成委員会等での意見： 

入学後経済的な事情により、学校を退学する学生が出ないようにするべきだ

との意見があった。 

 

 

 

反映の具体的内容： 

学校独自の奨学金が創出された。 

 

 

教育課程編成委員会等

で得た意見を反映する

ための取組 

教育課程編成委員会で得た意見を校長、教頭で検討し、これを教務会議で議

論する会議にかけ、次回の編成会議に反映している。 

 

コメントの追加 [A1]:  
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3.2 実習・演習等について 

⚫ 「企業等と連携した実習、実技、実験又は演習」に係る取組状況を記入してください。このと

き、別紙様式 4「授業科目等の概要」で「企業等との連携」に○を付けている科目についてご

回答ください（ご提出いただく別紙様式 4 の記載と一致していることを確認してください）。 

⚫ 適宜行数を増やしてください。 

⚫ 3.2.1「企業等と連携している個別の授業について」は最大５科目の授業について作成してくだ

さい。その際、別紙様式 4「具体的な連携の例 ※科目数については代表的な５科目について

記載。」に記載した科目について回答してください。 

⚫ 記入しやすいように記入欄の幅を変更等してください。 

⚫ 提出時には赤字の記載例を削除してください（回答は全て黒字にして提出してください）。 

3.2.1 企業等と連携している個別の授業について 

⚫ 別紙様式 4「授業科目等の概要」で「企業等との連携」に○を付けている科目（別紙様式 4「具体的

な連携の例」に記載した科目と一致させること。最大５つまで）について、以下の項目を回答して

ください。 

⚫ 「分類」「授業科目名」「授業科目概要」「配当年次・学期」「授業時数」「単位数」「授業方法」「場所」

「教員」は、同時に提出する別紙様式 4「授業科目等の概要」の記載と一致させてください。 

⚫ 回答する科目数に合わせて、以下の様式をコピーして増やしてください（例：企業等と連携してい

る科目が 3 つある場合は、以下の表を 3 科目分作成してください）。 

 

分類 
授
業
科
目
名 

授業科目概要 

配
当
年
次
・
学
期 

授
業
時
数 

単
位
数 

授業方法 場所 教員 

必
修 

選
択
必
修 

自
由
選
択 

講
義 

演
習 

実
験
・
実
習
・
実
技 

校
内 

校
外 

専
任 

兼
任 

               

【養成施設のみ】指定規

則上のコアカリキュラ

ムに該当するか 

シラバスを作成してい

るか 

生徒に向けてシラバス

を公開しているか 

連携先企業等に向けた

実習等の実施ガイドラ

インを活用しているか 

（自校・学科作成のもの

以外も含む） 

○ ○ ○ ○ 

当該科目の

企業等との

連携状況に

ついて 

※当該科目における企業等との連携状況を説明してください。特に、授業の企画、実施、成

績評価等における企業等との連携に触れながら説明してください。 

※文部科学省「「別添 3『専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規

定』に関する記入要項」64.「企業等との連携内容」の例示も参考としてください。 

 

 

千葉美容専門学校 代表者 校長 小山智子］と［千葉県美容業生活衛生同業組合 代表者 

理事長 野村敏夫］が衛生専門課程美容科の学生が、組合に所属する美容所で実務実習を

行うにあたり締結した覚書により、実務実習を行っている。成績評価は、生徒の自己評価と美

容室側の実習指導者の評価を一次評価として学校に提出してもらい、学校で最終評価を確定

している。 
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※当該科目の実施における企業等との連携について、以下の記号から最もよく当てはまる番

号ひとつに○をつける、又は、該当する記号以外の項目を削除してください。 

 

1. 【校外】企業内実習（以下 4.を除く。学科が主体的に企画している授業等を指す）。 

 

※5 を選択した場合は、どのような連携を行っているかを以下に具体的に記載してください。 

連携内容： 

 

3.2.2 実習・演習等や企業等と連携している授業全般について 

⚫ 貴学科の授業における企業等との連携状況全般について、学科の考えを回答してください。 

⚫ 本項目は個別の授業ごとに作成せず、全般的な状況や代表的な事例についてご回答ください。多様

な連携方法をとっている場合、貴学科が職業実践専門課程として独自の工夫や取組を行っている、

又は、代表的な授業について、その工夫や取組がわかるように説明してください。 

貴学科の全授業における企業等と連携

した実習・演習等の占める割合 

 

※講義は、分子に含めないでください。 

例えば、企業等と連携している授業が

講義しかない場合、本項目は 0％と記

載してください。 

（「企業等と連携した実習・演習等●時間／全授業●時間

（●％程度）」のように、全体に占める実習・演習等の時間

数、割合を具体的に記載してください） 

 

5% 

 

【養成施設のみ回答】指定規則で定め

られている標準時間よりも多く、企業

等と連携した授業を行っているか 

※養成施設ではない場合は、本欄は空欄としてください。 

行っている  

企業等との連携を深める上での工夫 この実務実習が、就職と結びつくことが多く、就職する前に

実際に美容室を知ることにより、長く勤めることにつながっ

ている。 

本校では、実務実習は過去約 40 年続けており、実習先の美

容室と学校双方とも常に理解し連携を深めている。 

 

別紙様式 4 で「企業等との連携」欄に

○をつけている科目について、その科

目が「講義」形式しかない（又は「講

義」形式に○かつその他形式が△）場

合、その理由 

※「企業等との連携」をしている科目が「講義」形式以外（そ

の他形式が○で「講義」が△の場合も含む）の場合は、本欄

は空欄としてください。 

3.3 教員研修について 

⚫ 「専攻分野における実務に関する研修」に係る取組状況を記入してください。記入しやすいよ

うに記入欄の幅を変更等してください。 

⚫ 提出時には赤字の記載例を削除してください（回答は全て黒字にして提出してください）。 
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専攻分野における実務に

関する知識、技術、技能

を修得・向上するための

研修・研究に係る主な取

組 

最新の美容技術（メイクやアイラッシュなど）をメーカーの講習を学校や

メーカー先で実施。 

関東地区理容師美容師養成施設教職員協議会の研修に職員を積極的に派

遣し、受講させている。 

 

 

専任教員向けに学校や学科として参加を要請している研修時間数 

 

回答できない。 

専任教員の研修参加状況を把握しているか：はい  

専任教員に参加要請している研修の企画・開催主体（赤字の記載例から該

当する研修の種類を選択して回答し、それ以外の項目は削除すること。複

数回答可）：都道府県専修学校団体が提供している研修／業界団体が提供

している研修/研修事業を行っている企業等が提供する研修 

 

授業及び生徒に対する指

導力等を修得・向上する

ための研修・研究に係る

主な取組 

新人の教員に日本理容美容教育センターが実施している「美容師養成施設

の教員資格取得のための研修」を受講させている。 

昨年と今年もコロナ禍によって実施されていないが、千葉県専門学校協会  

による新人研修会及び中堅職員研修会の講習会への受講。 

 

専任教員向けに学校や学科として参加を要請している研修時間数：  

「回答できない」 

専任教員の研修参加状況を把握しているか：はい  

専任教員に参加要請している研修の企画・開催主体（赤字の記載例から該

当する研修の種類を選択して回答し、それ以外の項目は削除すること。複

数回答可）：学校又は学科で独自企画・開催／都道府県専修学校団体が提

供している研修／業界団体が提供している研修 

 

上記の研修・研究の機会

を教員が計画的に受講で

きるよう、行っている主

な取組 

本校では、クラスを 2 人担任制で行っているため、クラスの授業に関係な

く受講がしやすい。 

 

 

 

3.4 学科の教育成果、地域連携について 

⚫ 貴学科の教育成果の評価についての情報収集、及び、地域連携に係る取組状況を記入してくだ

さい。記入しやすいように記入欄の幅を変更等してください。 

⚫ 提出時には赤字の記載例を削除してください（回答は全て黒字にして提出してください）。 

 

学科の教育成果に対する

企業・関連業界からの評

価についての情報収集の

実務実習終了後の報告時に学校に対するアンケートの実施。 

卒業生からの（2 から 3 年）アンケートの実施。 
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取組  

地域連携の取組 美容ボランティアの開催に学校として協力して学生と職員が参加。 

地域の小学校のイベントに学校として協力して学生と職員が参加。 

地域の花火大会で希望者に学校として参加し、希望者にヘアスタイル作成 

 

 

（以上） 


