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様式第２号の１－②【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 

 

※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の１－①を用いること。 

学校名 仙台ヘアメイク専門学校 

設置者名 学校法人 守末学園 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

課程名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のあ

る教員等によ

る授業科目の

単位数又は授

業時数 

省令で定める

基準単位数又

は授業時数 

配

置

困

難 

衛生専門 

美容本科 

総合コース 

夜・通

信 
１,９８０ １６０  

美容本科 

ワーキングコース 

夜・通

信 
２,０１０ １６０  

ビューティービジネス科 

エステコース 

夜・通

信 
１,５７９ １６０  

ビューティービジネス科 

ﾈｲﾙ･ﾒｲｸｱｯﾌﾟコース 

夜・通

信 
１,６９５ １６０  

商業実務 

専門 
ブライダルウェディング科 

夜・通

信 
１,００５ １６０  

（備考） 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

ホームページ上にて公表 

(https://www.shm.ac.jp/common/jouhoukoukai.html) 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学科 

学科名 

（困難である理由） 

 

  

https://www.shm.ac.jp/common/jouhoukoukai.html


  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 仙台ヘアメイク専門学校 
設置者名 学校法人 守末学園 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
ホームページ上にて公表 

(https://www.shm.ac.jp/wp/down/R2_gakkougaiyou.pdf) 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤･非常勤 

の別 
前職又は現職 任期 

担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 
有限会社守末商事 

代表取締役 

2021年 

１月 27日 

～ 

2023年 

１月 26日 

下記項目に係る案件の審

議と承認 

⑴予算・事業計画及び決 

算・事業報告 

⑵⑴以外の重要な義務の 

負担又は権利の放棄 

⑶合併・解散 

⑷役員・評議員人事 

⑸⑴～⑷以外の重要事項 

非常勤 宮城大学名誉教授 同上 同上 

非常勤 
株式会社ユーズ 

代表取締役 
同上 同上 

非常勤 
円達企業株式会社 

代表取締役会長 
同上 同上 

非常勤 
社会福祉法人 

ウェルフェア仙台理事 
同上 同上 

非常勤 
株式会社東日本広告社 

顧問 
同上 同上 

（備考） 

 

 

https://www.shm.ac.jp/wp/down/R2


  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 仙台ヘアメイク専門学校 
設置者名 学校法人 守末学園 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法や基準そ

の他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表していること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

（授業計画の作成・公表に係る取組の概要） 

教育課程編成委員会に校内で編成した授業計画を上申し、審議を経て実施している。 

⑴ 美容本科：美容師養成施設指定規則に基づき授業計画(シラバス)を作成し、合格者を対象 

とする事前説明会にて冊子を配布・説明している。 

⑵ ビューティービジネス科：日本エステティック協会・日本ネイリスト協会・日本メイクア 

ップ技術検定協会等が実施する検定試験等の規則に則るとともに、実践力を養成する授業計 

画(シラバス)を作成し、合格者を対象とする事前説明会にて冊子を配布・説明している。 

⑶ ブライダルウェディング科：日本ブライダル文化振興協会・日本エステティック協会・日 

本ネイリスト協会・日本メイクアップ技術検定協会等が実施する検定試験等の規則に則ると 

ともに、実践力を養成する授業計画(シラバス)を作成し、合格者を対象とする事前説明会に 

て冊子を配布・説明している。 

授業計画書の公表方法 
ホームページ上にて公表 

(https://www.shm.ac.jp/jouhou/) 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、学修成

果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定していること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

⑴ 美容本科：美容師養成施設指定規則に基づき、学則第 8･17条及び教務内規に規定し、実施 

 している。 

⑵ ビューティービジネス科・⑶ ブライダルウェディング科 

  学則第８・17条および教務内規に規定し、実施している。 

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとともに、成

績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

第８条 授業科目の成績評価は、学年末において各学期末に行う試験、実習の成果履修状況等 

   を総合的に勘案して行う。ただし出席時数が授業時数の３分の２に達しない者は、その 

課目について評価を受けることができない。 

客観的な指標の算出方法は、上記に基づき実施する定期考査の得点と、出席状況等を 

得点化したものを合算し、成績を算出する方法を公表し、全教科担当者からの成績報告 

を一覧表に集約し、成績順(総得点による降順)に並べ実態を把握し、結果を本人 

並びに保護者に通知する。 
客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
ホームページ上にて公表。 

(https://www.shm.ac.jp/wp/down/R2_gakkougaiyou.pdf) 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施していること。 

https://www.shm.ac.jp/jouhou
https://www.shm.ac.jp/wp/down/R2


  

（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

第 17条 昼間課程にあっては第７条、通信課程にあっては別表３‐１、に定める教科課目の成 

績評価に基いて校長は課程の認定を行い、課程を修了したと認められた者には、卒業を 

認定し卒業証書を授与する。 

２ 卒業認定は、次に定める規定に基き実施し、細目は教務内規に定める。 

⑴ 履修すべき教科の出席時数が法定時数以上であること。 

⑵ 履修すべき教科の学年末評点が「６０点」（評価２）以上であること。 

  ⑶ 学則第 24条(滞納)に抵触しないこと。 

⑷ 履修すべき教科の出席時数が、本則に定める授業時数合計に対し、講義課目は２／３ 

 以上、実習課目は４／５以上を特段の理由なく下回る場合、原則として卒業不認定とす 

る。 

⑸ 上記(４)には抵触しないが、(１)に抵触する者については、補講対象者とし、実施報 

 告に基づき認定審議を実施する。 

⑹ 上記⑷に示す特段の理由を次に示す。①公欠②出校停止(法定伝染病)③出校停止(懲 

戒) 

３ 前項により、昼間課程の卒業証書を授与される者には、専門士(衛生専門課程)の称号 

 を併せて授与する。 

上記に基づき実施する定期考査の得点と、出席状況等を得点化したものを合算し、成績を算

出する方法で、全履修科目について合格点を得ることと、学納金完納が確認されていることが

卒業の要件であることを学生並びに保護者に公表し、卒業認定会議において認定された者が卒

業できる。 

⑴ 美容本科：美容師養成施設指定規則に基づき、学則第 17条および教務内規に規定し、実施 

 している。 

⑵ ビューティービジネス科・⑶ ブライダルウェディング科 

  学則第 17条および教務内規に規定し、実施している。 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
ホームページ上にて公表(学則に記載) 

(https://www.shm.ac.jp/jouhou/) 
 

 

https://www.shm.ac.jp/jouhou/
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様式第２号の４－②【⑷財務・経営情報の公表（専門学校）】 
 

※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の４－①を用いること。 

学校名 仙台ヘアメイク専門学校 

設置者名 学校法人 守末学園 

 

１．財務諸表等 

財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 

ホームページ上に公表 

(https://www.shm.ac.jp/common/jouhoukoukai.html) 

収支計算書又は損益計算書 

財産目録 

事業報告書 

監事による監査報告（書） 
 

２．教育活動に係る情報 

①学科等の情報 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

衛生 衛生専門 美容本科 衛生専門士  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

２年 

昼間 

２０１０ 

単位時間／単位 

５１０ 

単位時間/

単位 

単位時間/

単位 

1,500 

単位時間/

単位 

単位時間/

単位 

単位時間/

単位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

３２０人 ２０９人 ０人 １７人 ８人 ２５人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）教育課程編成委員会に校内で編成した授業計画を上申し、審議を経て実施している。美容師養 

成施設指定規則に基づき授業計画(シラバス)を作成し、実施する。 

成績評価の基準・方法 

（概要）学則に基づき実施する定期考査の得点と、出席状況等を得点化したものを合算し、成績を算出 

する方法で、全履修科目について合格点を得ることを学生に公表し、全教科担当者からの成績報 

告を一覧表に集約し、成績順(総得点による降順)に並べ実態を把握し、結果を本人並びに保護者 

に通知する。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）学則に基づき実施する定期考査の得点と、出席状況等を得点化したものを合算し、成績を算出 

する方法で、全履修科目について合格点を得ることと、学納金完納が確認されていることが卒業 

(進級)の要件であることを学生並びに保護者に公表し、卒業(進級)認定会議において認定された 

者が卒業できる。 

学修支援等 

https://www.shm.ac.jp/common/jouhoukoukai.html
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（概要）(１)クラス担任制(２)個別相談･指導等の対応(担任・学年・校長等カウンセリング) 

(３)校内会社説明会(４)個別相談(５)中途退学防止のための取り組み 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 
７０人 

（100％） 

０人 

（  ０％） 

７０人 

（100％） 

０人 

（  ％） 

（主な就職、業界等）美容業 

（就職指導内容） 

(１)校内会社説明会(東京圏企業約40社)開催 

(２)個別相談①二者面談：ア)担任と学生,イ)進路指導担当教員と学生 ②三者面談：学生・保護者と担任 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

第39回美容師国家試験受験者70名,合格者65名(合格率92.85％) 

（備考）（任意記載事項） 

 

中途退学の現状 

平成30年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  １６６人 ５人  ３％ 

（中途退学の主な理由）進路変更・健康障害・不登校 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

①入学前の情報提供(具体的な専門学校生活を案内)②遅刻・欠席時の担任による事由確認 

③二者面談④三者面談⑤校長面談(③～⑤の間に転科説明) 

 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

衛生 衛生専門 
ビューティービジネス 

エステコース 
衛生専門士  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総授

業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

２年 

昼間 

１７７４ 

単位時間／単位 

４５９ 

単位時間/

単位 

単位時間

/単位 

１３１５ 

単位時間/

単位 

単位時間/

単位 

単位時間/

単位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

４０人 ８人 ０人 １７人 ８人 ２５人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 
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（概要）次の資格取得を目標として、各主催団体が規定する検定試験等の規則に則るとともに、実践力 

(接客と施術を同時に並行して行える知識と技術)を養成する授業計画(シラバス)を作成し、実施 

する。日本エステティック協会認定上級エステティシャン、日本アロマ環境協会アロマテラピー 

検定１級、色彩検定協会ＡＦＴ色彩検定３・２級、 日本パーソナルカラー協会色彩技能検定、 

日本商工会議所販売士検定３・２級等 

成績評価の基準・方法 

（概要）学則に基づき実施する定期考査の得点と、出席状況等を得点化したものを合算し、成績を算出 

する方法で、全履修科目について合格点を得ることを学生に公表し、全教科担当者からの成績報 

告を一覧表に集約し、成績順(総得点による降順)に並べ実態を把握し、結果を本人並びに保護者 

に通知する。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）学則に基づき実施する定期考査の得点と、出席状況等を得点化したものを合算し、成績を算出 

する方法で、全履修科目について合格点を得ることと、学納金完納が確認されていることが卒業 

(進級)の要件であることを学生並びに保護者に公表し、卒業(進級)認定会議において認定された 

者が卒業できる。 

学修支援等 

（概要）(１)クラス担任制(２)個別相談･指導等の対応(担任・学年・校長等カウンセリング) 

(３)校内会社説明会(４)個別相談(５)中途退学防止のための取り組み 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 
５人 

（100％） 

０人 

（ ０％） 

５人 

（100％） 

０人 

（ ０％） 

（主な就職、業界等）エステティック業 

（就職指導内容） 

(１)校内会社説明会(企業約10社)開催 

(２)個別相談①二者面談：ア)担任と学生,イ)進路指導担当教員と学生 ②三者面談：学生・保護者と担任 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

①日本ｴｽﾃﾃｨｯｸ協会上級エステティシャン５名 

②ＡＦＴ色彩検定３級５名 ③日本アロマ環境協会アロマテラピー検定１級２名 

（備考）（任意記載事項） 

 

中途退学の現状 

平成30年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  ５人 ０人  ０％ 

（中途退学の主な理由） 
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（中退防止・中退者支援のための取組） 

①入学前の情報提供(具体的な専門学校生活を案内)②遅刻･欠席時の担任による事由確認 

③二者面談④三者面談⑤校長面談 

 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

衛生 衛生専門 
ビューティービジネス 

ネイル・メイクアップコース 
衛生専門士  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総授

業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

２年 

昼間 

１７４０ 

単位時間／単位 

２７０ 

単位時間/

単位 

単位時間

/単位 

１４７０ 

単位時間/

単位 

単位時間/

単位 

単位時間/

単位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

４０人 １８人 ０人 １７人 ８人 ２５人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）次の資格取得を目標として、各主催団体が規定する検定試験等の規則に則るとともに、実践力 

(接客と施術を同時に並行して行える知識と技術)を養成する授業計画(シラバス)を作成し、実施 

する。日本エステティック協会認定フェイシャルエステティシャン、日本アロマ環境協会アロマ 

テラピー検定１級、色彩検定協会ＡＦＴ色彩検定３・２級、 日本パーソナルカラー協会色彩技 

能検定、日本商工会議所販売士検定３・２級、日本ネイリスト協会ジェルネイル技能検定初級、 

日本ネイリスト検定試験センターネイリスト検定３・２・１級、日本メイクアップ技術検定協 

会技能検定、等 

成績評価の基準・方法 

（概要）学則に基づき実施する定期考査の得点と、出席状況等を得点化したものを合算し、成績を算出 

する方法で、全履修科目について合格点を得ることを学生に公表し、全教科担当者からの成績報 

告を一覧表に集約し、成績順(総得点による降順)に並べ実態を把握し、結果を本人並びに保護者 

に通知する。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）学則に基づき実施する定期考査の得点と、出席状況等を得点化したものを合算し、成績を算出 

する方法で、全履修科目について合格点を得ることと、学納金完納が確認されていることが卒業 

(進級)の要件であることを学生並びに保護者に公表し、卒業(進級)認定会議において認定された 

者が卒業できる。 

学修支援等 

（概要）(１)クラス担任制(２)個別相談･指導等の対応(担任・学年・校長等カウンセリング) 

(３)校内会社説明会(４)個別相談(５)中途退学防止のための取り組み 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 
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卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 
３人 

（100％） 

０人 

（ ０％） 

３人 

（100％） 

０人 

（ ０％） 

（主な就職、業界等）販売業 

（就職指導内容） 

(１)校内会社説明会(企業約10社)開催 

(２)個別相談①二者面談：ア)担任と学生,イ)進路指導担当教員と学生 ②三者面談：学生・保護者と担任 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

①日本ｴｽﾃﾃｨｯｸ協会ﾌｪｲｼｬﾙｴｽﾃﾃｨｼｬﾝ８名 ②日本ﾈｲﾘｽﾄ協会ｼﾞｪﾙﾈｲﾙ技能検定初級７名 

③日本ﾈｲﾘｽﾄ検定試験ｾﾝﾀｰﾈｲﾘｽﾄ検定３級８名 ④ﾒｲｸｾﾗﾋﾟｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝﾒｲｸｾﾗﾋﾟｰ検定２名 

⑤日本ﾒｲｸｱｯﾌﾟ技術検定協会技能検定６名 

（備考）（任意記載事項） 

 

中途退学の現状 

平成30年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  １７人 ４人  ２３％ 

（中途退学の主な理由）進路変更 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

①入学前の情報提供(具体的な専門学校生活を案内)②遅刻･欠席時の担任による事由確認 

③二者面談④三者面談⑤校長面談 

 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

商業実務 商業実務専門 ブライダルウェディング科 
商業実務 

専門士 
 

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

２年 

昼間 

１７２５ 

単位時間／単位 

４０５ 

単位時間/

単位 

単位時間

/単位 

１３２０ 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

単位時間/

単位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

４０人 ３人 ０人 １７人 ８人 ２５人 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）次の資格取得を目標として、各主催団体が規定する検定試験等の規則に則るとともに、実践力 

(接客と施術を同時に並行して行える知識と技術)を養成する授業計画(シラバス)を作成し、実施 

する。日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定３級、ウェディングスビ 

ューテフル協会認定ウェディングプランナー検定日本アロマ環境協会アロマテラピー検定１級、 
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色彩検定協会ＡＦＴ色彩検定３・２級、 日本パーソナルカラー協会色彩技能検定、日本商工会 

議所販売士検定３・２級、日本ネイリスト協会ジェルネイル技能検定初級、日本ネイリスト検定 

試験センターネイリスト検定３級、日本メイクアップ技術検定協会技能検定、等 

成績評価の基準・方法 

（概要）学則に基づき実施する定期考査の得点と、出席状況等を得点化したものを合算し、成績を算出 

する方法で、全履修科目について合格点を得ることを学生に公表し、全教科担当者からの成績報 

告を一覧表に集約し、成績順(総得点による降順)に並べ実態を把握し、結果を本人並びに保護者 

に通知する。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）学則に基づき実施する定期考査の得点と、出席状況等を得点化したものを合算し、成績を算出 

する方法で、全履修科目について合格点を得ることと、学納金完納が確認されていることが卒業 

(進級)の要件であることを学生並びに保護者に公表し、卒業(進級)認定会議において認定された 

者が卒業できる。 

学修支援等 

（概要）(１)クラス担任制(２)個別相談･指導等の対応(担任・学年・校長等カウンセリング) 

(３)校内会社説明会(４)個別相談(５)中途退学防止のための取り組み 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 
２人 

（100％） 

０人 

（ ０％） 

２人 

（100％） 

０人 

（ ０％） 

（主な就職、業界等）サービス 

（就職指導内容）個別相談①二者面談：ア)担任と学生,イ)進路指導担当教員と学生 

             ②三者面談：学生・保護者と担任 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

BIA社団法人日本ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ事業振興協会ブライダルコーディネート技能検定３級２名 

ＷＢＪ認定ウェディングプランナー４名 

（備考）（任意記載事項） 

 

中途退学の現状 

平成30年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  ５人 ２人  ４０％ 

（中途退学の主な理由）進路変更 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

①入学前の情報提供(具体的な専門学校生活を案内)②遅刻･欠席時の担任による事由確認 

③二者面談④三者面談⑤校長面談 
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②学校単位の情報 

ａ）「生徒納付金」等 

学科名 入学金 授業料(年間) その他 備考(任意記載事項) 

美容本科総合コース 100,000円 600,000円 500,000円  

美容本科ワーキングコース   100,000円 528,000円 305,000円  

ﾋﾞｭｰﾃｨｰﾋﾞｼﾞﾈｽ科ｴｽﾃｺｰｽ 100,000円 600,000円 600,000円  

ﾋﾞｭｰﾃｨｰﾋﾞｼﾞﾈｽ科ﾈｲﾙ･ﾒｲｸｱｯﾌﾟｺｰｽ   100,000円 480,000円 540,000円  

ブライダルウェディング科 100,000円 480,000円 540,000円  

修学支援（任意記載事項） 
 

 

ｂ）学校評価 

自己評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

(https://www.shm.ac.jp/common/jouhoukoukai.html) 

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制） 

仙台ヘアメイク専門学校(以下｢学校｣)は、美容師の社会的・経済的地位の向上を図り、美容業界の健全 

なる発展と、良質で衛生的なサービスを利用者に提供することで人々の豊かな社会生活に貢献することを 

目的として、業界に求められている質の高い即戦力となる人材育成を行う。本校の教育理念である、｢創 

造性の涵養、企業から必要とされる実践力の養成、知識と技術及び教養の修得、感謝と思いやりのある人 

格の形成｣を具現化することを目途とし、教育活動を実施する。 

 学校の目的と教育理念に沿い、計画(授業・行事等)を立案し、取組の達成状況、学校運営への取り組み 

が適切に行われたかについて自己評価を行い、学校運営等の課題について、継続的に改善を図るとともに、 

評価結果を公表する。自己評価結果の客観性・透明性を高めるとともに、設置学科に関連する企業・団体・ 

卒業生保護者など、学校と密接に関係する者の理解促進を図り、継続した連携協力体制を確保するため、 

業界関係者、卒業生、保護者等学校関係者から規定に基づき選任した委員による｢学校関係者評価委員会｣ 

を設置し｢学校関係者評価｣を実施する。｢学校関係者評価委員会｣からの助言・意見等の評価結果を学校運 

営の改善にあたっては、職員会議等において具体策を審議し実行に移す等の方法で活用し、評価結果と改 

善の取組をホームページに掲載し社会へ公表する。 

学校関係者評価の委員 

所属 任期 種別 

株式会社ビューティーソフト開発 2019年４月１日～2021年３月31日 企業等委員 

藤倉設備工業株式会社 〃 企業等委員 

東北大学・大学院農学研究科 〃 教育に関し知見を有する者 

株式会社紀生 〃 企業等委員 

学校関係者評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

(https://www.shm.ac.jp/common/jouhoukoukai.html) 

第三者による学校評価（任意記載事項） 
 

 

https://www.shm.ac.jp/common/jouhoukoukai.html
https://www.shm.ac.jp/common/jouhoukoukai.html

