
昼夜

年

有

■クラス担任制： 有

資格・検定 種別 受験者数 合格者数

洋裁技術検定 ③ 1人 1人

人 パターンメーキング検定 ③ 4人 3人
人 ファッションビジネス検定 ③ 0 0
人 色彩検定 ③ 17人 8人
％ ファッション販売能力検定 ③ 0 0

■卒業者に占める就職者の割合

％

（平成 30

2 4.9 ％

（別紙様式１－１）

■中途退学者

単位時間

アパレル造形科
平成22年文部省

告示第7号
#NAME?

平成31年8月31日

ファッションビジネス科 基本情報

講義 実技

157.5 1292.5

認定学科名

学期制度

全課程の修了に必要な

総授業時数又は総単位

数

■その他

留学生数（生徒実員の内数

学校法人池田学園

本人連絡、個人面談

長期休暇期間補習・補講

長期休み

生徒総定員

年度卒業者に関する

平成31年5月1日 時点の情報）

40人 43人 9人1人

■個別相談・指導等の対応
学修支援等

就職等の

状況

■主な就職先、業界等（平成30年度卒業生）

主な学修成果

（資格・検定

等）

■就職者数　　　　　　 10
■就職率　　　　　　　　　　 76.9

成績評価

㈱タカラ、㈱クリエイティブ・ギルド、㈱ツヅキ、花菱縫製㈱、

㈱ビック・ママ、㈱クレヨン、㈱オータニコーポレーション、三信製

（平成30年度卒業者に関する令和元年5月1日時点の情報

）

■就職指導内容
就職ガイダンス授業を１年次より行い、毎回企業人事、OBOGを招いての講演会や

合同説明会への参加を行っている。またアウトソーシングで、人材教育トレーナ

ーを招いての採用試験準備も行っている。

■卒業者数　　　　　　 15
■就職希望者数　　　 13

■前期　　（4/8〜7/12）
■後期Ⅰ （9/1〜11/30）
■後期Ⅱ （12/1〜3/14）

■夏期　（7/14〜9/1）
■冬期　（12/26〜1/13）
■春期　（3/15〜4/9）

■成績表：
■成績評価の基準・方法

・各授業単位時間数の充足

・規定以上の成績評価点

■課外活動の種類

現場・企業研修・インターンシップ

部活・サークル活動

■サークル活動： 有

作品課題評価・筆記試験・実技試験・出席率

※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

： 66.7

服飾・家政 服飾専門課程

分野 認定課程名

0

学校名

学科の目的
学校教育法に基づき、高度な専門知識と技能習得をとおして創造性豊かで人格的にも優れた人材を育成し、ファッション業界先般、

服飾繊維産業界の発展に貢献。

0

東京服飾専門学校

設置者名

2

修業年限 実験

3401860

専門士 高度専門士

実習演習

■国家資格・検定/その他・民間検定等

昼間

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨１−１９−７

（電話）

■民間の評価機関等から第三者評価：　　　　　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.tfac.ac.jp/course_post/アパレル造形科デザイナー-コース/
https://www.tfac.ac.jp/course_post/アパレル造形科パタンナー-コース/

進路変更、一身上の都合、家庭の事情

平成30年4月1日時点において、在学者41名（平成30年4月1日入学者を含む）
平成31年3月31日時点において、在学者39名（平成31年3月31日卒業者を含む）

■中途退学の主な理由

■中退防止・中退者支援のための取組

学生相談、随時転科、転科コース変更制度。再入学制度によるフォーローアップ

経済的支援

制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：　　　　　有
※有の場合、制度内容を記入

推薦入学者には、特典として後期授業料から10万円免除（但し、前期総合成績がクラス平均点以上、1科目の出席が前期授業日数の65％以上の者）

■専門実践教育訓練給付：　　　　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

中途退学

の現状

■中退率

（例）学校生活への不適合・経済的問題・進路変更等

(例）カウンセリング・再入学・転科の実施等

2人 11人

課外活動

卒業・進級

条件

兼任教員数 総教員数

03-3946-7321

設置認可年月日 校長名 所在地

9/27/1951 野間 憲治
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨１−１９−７

（電話） 03-3946-7321
設立認可年月日 代表者名 所在地

9/10/1976 野間 憲治

生徒実員 専任教員数



種別

③

①

③

①

教職員委員

教職員委員

教職員委員

（年間の開催数及び開催時期）

教務部（企業対策室）、学科長と教育編成委員においては常日頃からの情報交換や提案を受ける関係にあり、それ

らの情報や提案は常に教務部の承認（日時や予算）で授業内へ反映される。成果確認は自己評価委員会の学内アン

ケートの集計と確認が行われ、年２回の教育課程編成委員会において確認と情報共有が図られる。

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

副田 勝久 池田学園 教務主幹 2019年4月〜2020年３月

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

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿
令和元年8月31日現在

企業等からの産業現場における実際の課題をもとにした産学協同プロジェクトを始め、学内では実現不可能な高度

な実習やワークショップにおいて通年のシラバスに機会を入れ込み、また企業における実務においてインターンシ

ップや実務研修を実施している。

2019年度 2月28日　18：30〜19：00

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

年２回　（７月、３月）

（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
＜委員よりのご意見＞（株）クレヨン 
田中社長、ソーイングアサヒ（株）高橋社長のご意見として「実務についてより深く興味をもってもらいたい」

＜具体的な施策について＞授業「就職ガイダンス」において、企業見学や就職した先輩OBOGを招いて実務や技術についての指導やヒヤリ

ングの機会をもうけながら就職に向けた準備を行えるようにした。

名　前

大滝 秀一

古賀 由紀夫

　※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

所　　　属

池田学園 教務 アパレル造形科学科長

池田学園 教務 アパレル技能科学科長

任期

2019年4月〜2020年３月

2019年4月〜2020年３月

田中 大資 株式会社クレヨン 代表取締役 2019年4月〜2020年３月

市川 大輔

（開催日時（実績））

岩田 佳典 一般社団法人 日本モデルエージェンシー協会 2019年4月〜2020年３月

株式会社GO SOUTH　代表取締役 2019年4月〜2020年３月

浜浦 章雄 日暮里繊維組合 理事　（株）エレガンス 代表取締役 2019年4月〜2020年３月

2019年度 7月13日　15：30〜17：00



産学連携による課題を授業シラバスへ取り込み実務経験と実践教育の促進。

現場研修機会と関係先を多数もち、現場研修を職業実践による高度な技能や知識の習得の場であり授業の一環として補習体制の充実と合わせて時間単位へ

の転記を可能とし１年次から積極的な現場研修への参加機会を作る。										
											

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

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

（別途、以下の資料を提出）
＊　企業等との連携に関する協定書等や講師契約書（本人の同意書及び企業等の承諾書）等

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

①専攻分野における実務に関する研修等

研修名「展示会視察」（連携企業等：株式会社ジー・ユー）
期間：令和１年６月６日（木）　　　　　　対象：ファッションビジネス系、デザイン系授業担当教員
内容：

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

トレンド分析／産学

連携

②指導力の修得・向上のための研修等

コレクショントレンドやマーケットの流れをとらえ、

ブランドのコンセプトやマーケットでのポジショニン

グを理解。

（株）クレヨン

②指導力の修得・向上のための研修等

研修名「定例模擬授業・勉強会」（連携企業等：　　　　　　　　　　　　　　　　　）
期間：令和１年８月２３日（金）　　　　　　対象：全教員
内容：全職員による各模擬授業の聴講

（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「海外アパレル企業視察」（連携企業等：　　　　）
期間：令和１年１０月２８日（日）　〜１１月３日（土）　　　　　対象：ファッションビジネス系授業教員
内容：

授業名「トレンド分析／産学連携」において、（株）クレヨンとのブランドビジネス、シーズン構成商品企画演習。（株）玉屋とのブラ

ンドデザインコンペなどを行う。

別紙2-2参照

（３）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。

研修名「CADトレーニング」（連携企業等：東レ株式会社）
期間：令和１年８月２１日（火）　　　　　　対象：縫製造形系教員
内容：

年に数回の研究研修機会と勉強会、海外研修を実施。教員の指導力向上を図る。また企業から講師を招いての講演や、職員それぞれの知見と技能
向上に各種職能団体の講習会、研修機会を義務づけサポートしている。

（２）研修等の実績



種別

関連業界委員

企業等委員

教育関係

教育関係

卒業生

名　前

池田 竹谷

（１）学校関係者評価の基本方針

　　　令和○年○月○日現在

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

（４）学修成果 就職達成率/離脱率/履修達成状況/学生公募成果
（５）学生支援

（８）財務 資産合計/負債合計/売上高/経営コスト
（９）法令等の遵守 職員就業環境
（１０）社会貢献・地域貢献 地域文化活動参加/災害支援

就職支援/離脱者支援/履修達成状況/キャリアアップ支援
（６）教育環境 機材器機の更新/校内美化修繕
（７）学生の受入れ募集

全学生へのアンケートを実施。個々の授業内容をはじめ教職員、学校関係者、校内環境についての即時改善を理事長をトッ
プとした体制で望んでおり、第三者委員会（学校評価委員）へ毎年３月の定時委員会へ報告と履行状態の確認を行なってい
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

（１）教育理念・目標 年次定例会（毎年３月）において現状確認
（２）学校運営 教職員確保
（３）教育活動 各教科別シラバス履行/講演講習/校外見学

AO入試/推薦入学/一般入学

（３）学校関係者評価結果の活用状況

学校関係者評価委員会での評価、決議に基づき学校評議会の承認を得た事案については、学則の修正おこなう。
また学則に反映しない案件においても、運営部、教務部、事務それぞれにおいて就学環境整備、学校広報活動など、就職支
援などで即時改善と修正に努めている。

（１１）国際交流 海外研修/留学生受け入れ
※（１０）及び（１１）については任意記載。

竹内ひさえ

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）

URL:
公表時期：令和１年９月３０日

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期

若林 由美 高知大学 平成３０年度４月〜 ３年間

若林 京子 保谷中学校 平成３０年度４月〜 ３年間

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

所　　　属 任期

㈱オルウェイズ 平成３０年度４月〜 ３年間

学校法人池田学園 平成３０年度４月〜 ３年間

　※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。

山下 敏秀 ㈱たかくら新産業 平成３０年度４月〜 ３年間



フリガナ 所属部署
氏名 役職名

ＴＥＬ ＦＡＸ
E-mail

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）

学校が設定する項目
（１）学校の概要、目標及び計画 教育理念／教育目標

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

ホームページ　・　広報誌等の刊行物　公表時期：９月３０日

（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

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

（３）情報提供方法

（８）学校の財務 資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表、人件費

（９）学校評価

URL:

（別途、以下の資料を提出）
＊　情報提供している資料

事務担当責任者

タムラ　ナツキ
田村 菜都樹

所在地
〒170-0002
東京都豊島区巣鴨1-19-7
03-3946-7321 03-3946-9970
tfac@tfac.ac.jp

事務
事務長

自己点検自己評価報告書／学校関係者評価
（１０）国際連携の状況 海外研修／留学生受け入れ
（１１）その他 ー

※（１０）及び（１１）については任意記載。

（５）様々な教育活動・教育環境 インターンシップ・研修／学内学外イベント行事
（６）学生の生活支援 担任制／学生課学生面談／購買部
（７）学生納付金・修学支援 無償化／教育ローン／奨学生進学制度

（２）各学科等の教育 定員／カリキュラム／進級修業卒業要件
（３）教職員 教職員数／教職員の組織、及び゙専門性”
（４）キャリア教育・実践的職業教育 インターンシップ・研修／実践的職業教育への取組／就職支援

mailto:tfac@tfac.ac.jp
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