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平成２７年度学校自己評価（基準日：平成 28年 3月 31日）をもとに評価実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 28 年 8 月 19 日 
 

平成 28 年度 学校関係者評価報告書 
 

学校法人菅原学園 
専門学校デジタルアーツ東京 

学校関係者評価委員会 
 
学校法人菅原学園 専門学校デジタルアーツ東京学校関係者評価委員会は、｢平成 27 年度自己点検・自

己評価報告書｣の結果に基づいて学校関係者評価を実施したので、下記のとおり報告します。 
 
 
１．学校関係者評価委員、事務局 
 （１）学校関係者委員 
  業界関係者：和田裕介 （株式会社サンステラ フィギュア HP 統括部長） 
  業界関係者：大平隆幸 （株式会社サンシャインコーポレーション 代表取締役社長） 
    業界関係者：東海林龍 （株式会社レオパードスティール 代表取締役） 
  業界関係者：山野辺一記（株式会社エッジワークス 代表取締役 脚本家） 
  卒 業 生：大貫良祐（株式会社 SpiceSeed 原型師） 
  地 域 住 民：平山智邦（地元企業：有限会社ツチキン 取締役） 
 
 （２）事務局 
  学校教職員：生田光幸 専門学校デジタルアーツ東京 副校長 
  学校教職員：亀山 悟 専門学校デジタルアーツ東京 教務部 部長代理 

学校教職員：都築敏明 専門学校デジタルアーツ東京 企画広報部 部長代理 
  学校教職員：有我正則 専門学校デジタルアーツ東京 事務管理部 課長代理 
   
 
２．平成 27 年度自己点検・自己評価における学校関係者評価 

 評価項目 評 価・質 問 評価に対する今後の学校の取組等 
(1)教育理念 
・目標 

●在学中にプロの現場を経験させるインタ

ーンシップや企業等より学校が関連の仕

事を受け、在校生に紹介し作品制作を手

がける事は貴重な体験になると思う。 
その際に学生にはどのような指導が行わ

れているのか。 
 
 
●仕事での現場、打合せ、会議ではコミュ

ニケーションとプレゼンテーション能力

が大きな力となる。在学期間中にこれら

の能力向上に努めて欲しい 
 
 

○本校では学生達に積極的に現場での 
 経験を積ませる事により技術面の向上

の他、マナーやルールを再確認させる

事も重要と考えている。このために 
 事前に留意事項を徹底させると共に 
 挨拶から始まるコミュニケーション 
 の重要性を中心に指導している。 
 
○授業の中でこれまで以上に仕事におけ

る様々な場面を想定したロールプレイ

ングを取り入れて行きたい。また学園

祭等を利用して他人の前で発表する経

験を積ませて行くよう学校全体で取り

組みたい。 



 
●この学校で実践している観劇や美術館等

に行き感性を磨く事はクリエーターやア

ーティストを育成する上で大切な事と思

う。 
 
 
 
 
 

 
○本校では、歌舞伎や能、ミュージカル

等の観劇や、美術館・動物園への見学 
 を積極的に行い普段経験する機会の少

ないものに触れ個々の感性を高めるよ

うにしている。 
また、世界の東京という立地を考えグ

ローバルな作品鑑賞も行っていく予定

である。 
 

(2) 学校運営 ●スマートフォン用の学校の情報発信は、

高校生に向けて有効な手段となっている

事は理解できたが、その他に取り組んで

いる事はあるのか。 
 
 
 
●理事長が豊島区国際アート・カルチャー 
 特命大使に就任されたと報告があったが 
 どのような形で今後活動されて行くの

か。 
 
 
 
 

○高校生に向けての情報発信は、LINE
やツイッターの公式アカウントを作り

発信をしている。また内容によりツー

ルを選んで発信するようにしている。 
 以前より本校に対する高校生の関心は

高くなってきたと思われる。 
 
○本校には NIG(西池学園)というアイド

ルグループがある。これは地元である 
 西池袋を意識した名称である。 
 活動も３年目に入り地域のイベントに

も参加している。このような活動は１

つの例だが、本校の様々な活動を通じ

て豊島区発のポップカルチャーを特命

大使として本校の活動を発信して行き

たい。 
 

(3) 教育活動 ●選挙権も 18 歳に引き下げられ、この世代

の社会的責任が増えている。学校でも学

生が企業や個人事務所と契約する事に対

応して留意点を指導する事は評価でき

る。この際にメール等による仕事の受注  
 は、契約書と同等に位置づけられる事を

併せて学生に伝えて欲しい。 
 
●上記に関連する事項だが、今後印鑑を契

約書に捺印する事もあると思うのでその

際のルールも在学中に教えられれば役立

つと思う。 
 

○卒業後フリーで活動する者も多くおり 
 その際にトラブルにならないように事

例も含め在校生や OB に仕事受注にお

ける契約上のルールを教えて行きた

い。またご指摘があったメールのやり

取りが契約書と同等と扱われる事も周

知して行きたい。 
 
○印鑑を捺印する日本特有の慣習は、卒

業後必ず必要になると思う。この印鑑

の捺印方法についても学生に教えられ  
 ように今後指導して行きたい。 
 

(4)学修成果 ●在学中に一般就職へ進路変更する学生の

為に、基本から学ぶ事は良いことだと思

う。そして将来的に見ても産業構造から

組織について学ぶ事はどのような分野で

働くことになっても役立つと思う。 
 
 
 
 
 
●選択講座期間を設けて普段の授業では出

来ない見学や他学科の授業等を受ける事

は学生にとって人間的にも幅を広げる事

にも繋がるので是非続けもらいたい。 
 

○進路変更者にこれまでは個別に対応し

ていたが時期によっては時間が制限さ

れることもあった。これに対応すべく

専門学校生用の就職の良い教材が見つ

かり体系的に学ぶ事が出来るようにな

った。これにより入学当初から 職業

選択という入口から学び抵抗なく一般

就職まで効率的に教える事が可能にな

った。 
 

○秋休み期間や春休み期間を使いこのよ

うな選択講座をこれからも実施して行

き、偏りがちな知識の幅を広げていき

たい。これからも講座プログラムを充

実させて行きたい。 



(5)学生支援 ●入学直後からの進路・就職指導をさらに 
 体系付けられた教科書を使い丁寧に説明

することは個々のキャリア形成を考える

上でも大切な事と思われる。 
 ただ好きだからこの分野に進み就職する

という事では将来像を見つける事は難し

い。是非在学中にライフデザインの中で 
 就職をどのように捉えるかを学んで欲し

い。 
  
 
●前年度、文科省が実施した「私立専修学

校修学支援実証研究事業」に参加され在

校生が支援を受けた旨の報告があった。 
 経済的に修学困難な学生に対し学校で奨

学金を支給し援助しその中から選ばれた

事は、学ぶ学生にとっては大きな励みに

なったと思う。今年度も引き続き学校が

参加する事で経済的な面で多くの学生を

支援して欲しい。 

○ご指摘があったようにこの分野を目指

し本校に入学する学生の多くは、憧れ

や好きな事を仕事にという考えが多く 

ある。その考えを一歩進めて入学直後

から自分の人生設計を考え、この時期

や在学中卒業後にやるべき事を自分自

身で考えその目標に向けて計画を建て

て学んで欲しい。そのような意味も含

め今回の入学当初からの体系付けた進

路指導を行う事にした。 
 
○以前より入学生に経済的支援を目的と

した返還義務の無い本校独自の奨学金

制度を実施している。 
前年度文科省からこの研究事業の通知

があり本校も参加し支給学生が選ばれ

た事は学校としても喜ばしいと思って

いる。 
 今年度もこの文科省の研究事業に参加

し、経済的支援を希望している学生が

1 人でも多く選ばれるようにして行き

たい。 
 

(6)教育環境 ●校舎設備の段階的補修・改修工事を今後

計画的に進めて行くことは分かった。 
 依然と比べると学生が学ぶ環境も単なる

机と黒板があれば良いという時代は過

ぎ、如何に快適な環境で学ぶ事も重要な

事柄と思われるので計画的に環境を整え

て行って欲しい。 
 
●フィギュア業界では３Ｄプリンターが導

入され原型師の仕事の質が変わって来て

いる。３Ｄプリンターの本質を理解し、

新しい原型師像を教育する事はこれから

の時代必要と思われる。 
 

○校舎を建築してから 20 年が過ぎ設備

も補修・改修が必要になって来ている。 
 学生に迷惑のかからないように休暇期

間を有効に使い計画的に工事を行い、 
 学生のみならず教職員も快適な施設・

設備として行きたい。 
 
 
○ご指摘のように３Ｄプリンター導入

によりフィギュア業界の仕事の変革

は学校としても理解している。 
 ついてはこの３Ｄプリンターと併せ

てデジタル技術に対応できるよう３

Ｄソフト『ＺＢｒuｓｈ』も導入しデ

ジタル原型制作技術取得の向上に努

めて行きたい。 
 

(7)学生の 
受け入れ募集 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●学校が目指すポップカルチャー業界・分

野は特殊性が強く本人のみならず保護者

も簡単には理解する事は困難に思える。 
 当然、質問も多くなると言う状況は理解

できる。その対応として保護者対象の説

明会を設けて理解してもらう事は評価で

きる。  

 

●学校の説明会に複数回参加する学生がい

るとの報告だがその対応はどのようにさ

れているのか。 
 
 
 
 
 

○保護者の体験入学への参加が前年より

増え、質問も増えてきた。 
 特に卒業後の進路や学費についての質

問への関心が高い。これらに丁寧に説

明するようにしていくよう心がけた

い。また事例も交えてわかりやすい説

明に努めたい。 
 
○本校の説明会は体験授業を中核にして

実施している。この授業のプログラム

は毎回テーマを設けて行っている。 
 複数回の参加者用にバラエティに富ん

だ授業を受講出来るよう工夫してい

る。また個人別カルテも作成して習熟

度もチェックしながら指導している。 



 
(8)財務 
 
 
 

●教育環境の所でも説明があったが校舎の

補修・改修工事には費用がかかるが必要

なことで、それを予算を立てて計画的に

支出する事は評価出来る。 
 
 
 
 
 

○校舎を竣工して２０年以上経ち整備す

る箇所が出てきている。その費用を軽

減するため業者選定や各種補助金を調

査しながら活用していくように努めて

いる。 
 昨年度は計画性を持って遂行でき予算

も軽減できたと思う。 
 

(9)法令等の 
遵守 

●今年度も法令を遵守し、自己点検・自己

評価を行われ、ホームページ上で公開さ

れこのような形で報告も行われており

改善もされ評価される内容に思われる。 
 
 

○この評価結果を学校の各部署に連絡し

おのおのが検討し、そこから出て来た

意見を集約し改善に努めている。 
また、著作権及び企業との契約につい

ても教職員のみならず学生にも説明し

て遵守していきたい。 

 
３．総評 
 上記９項目に対し、内容を精査し自己点検・自己評価されており、専門学校デジタルアーツ東京の教

育活動、学校運営は概ね高い水準で維持されていると評価する。 
学校の各学科目指す業界は特殊な分野であり時代のサイクルも早い。その動向を掴むため学校の各分野

担当が企業や業界関係者と連絡を密にしていることが伺える。これは教育水準を業界に併せるためには

必要な事であり、好感がもてた。 
また学生の進路についても基本的なマナーからライフデザインまでを総合的に考えて指導していく教育

内容には共感する。学校を卒業後、入社した際に明確なビジョンを持って仕事に望むことは本人のみな

らず企業の立場から見ても役立つものと確信する。 
施設・設備の改修や更新も計画的に行われている状況が伺え、学生の教育環境が計画的に優先順位を決

め整えられている状況が伺えた。 
学生募集についても入学希望者及び保護者に分かりやすく説明している姿勢は伝わってきた。 
このような報告を受け実践的教育が行われていることを全員理解した。今後、学校全体が益々の教育の

質の向上に努めて頂きたい。 
 


