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各学校における事業計画書は、広報・教務・就職と、学校にお
けるすべての部署について考えられ、また、すべての部署が
同じ方針・考え方を理解し、徹底している。

学校全体の運営、あるいは各部署の運営が正しく行われるた
めに、様々な研修や会議が設けられ、この研修、会議を通じ
て、個人個人の目標設定及び業務への落とし込みを行い、ま
た常に方向性、位置づけ等を確認できるシステムを構築して
いる。

学校法人 滋慶学園　東京ダンス・俳優＆舞台芸術専門学校　学校関係者評価委員会　評価シート
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特記事項（特徴･特色･特殊な事情等）

【 評価点 ： 4 】

学園としての理念は素晴らしい。引き続き理念を元に運営して
いってほしい（羽佐間氏）

時代の変化がある中でエンターテイメント業界も変わっていく。
変化の中に変らないことは一貫した理念である。（田村氏）

業界にデビューをしていくにあたって基礎的な人間力、実学の
精神、そして国際的な視点はとても素晴らしい。
（王氏）

総括と課題大項目

音楽＆エンターテイメント業界が求める「即戦力」として活
躍出来る人材育成のために「産学協同教育」のさらなる
向上を図り実践する。

企業とのつながりをより強固のものとし、質の高い人材
育成を目指す。学校の教育により理解を深めていただく
ことで、業界が求める人材に最も近い育成に努める。

そのための新たな「企業プロジェクト（現場実習、企業課
題）」を企業とともに構築していく。

また、時代の変化に対応するため、常に業界からの意見
を取り入れ、カリキュラムの改善を図っていく。

学校法人滋慶学園 東京ダンス・俳優＆舞台芸術専門学校（DA
TOKYO）は、学校法人滋慶学園グループ（※１）に属し、「職業人教
育を通じて社会に貢献していく」ことをミッション（使命）としている。

「３つの建学の理念」（「実学教育」（※２）「人間教育」（※３）「国際
教育」（※４））を実践し、「４つの信頼」（①学生・保護者からの信頼
②高等学校からの信頼 ③業界からの信頼 ④地域からの信頼）を
得られるように学校運営をしている。

建学の理念に基づき、東京ダンス・俳優＆舞台芸術専門学校は、
『音楽＆エンタテインメントを通して、人に喜びや感動を与えられる
「即戦力」の人材として就職＆デビューする』ことを目的に学校運
営をしている。

現在、音楽＆エンタテインメント業界を取り巻く社会の環境は大きく
変化している。『産学連携教育システム』業界に必要な人材を業界
と共に育成していくを教育の柱にし、業界・企業との連携を深め人
材の育成を実現してきた。

また、社会人基礎力は、もちろんのこと職業の現場で求められる知
識・技術の高度化や、より付加価値の高い人材の必要性を背景
に、研究科（姉妹校）も設置し、キャリア教育の充実を図っている。

そして「国際教育」に基づき、国内だけでなく世界で活躍できるグ
ローバルな人材育成にも力を入れると共に、「DA TOKYO」として
のブランド確立を目指す。

（※１）「学校法人滋慶学園グループ」
昭和５１年の創立以来、「職業人教育を通じて社会に貢献す
る」ことを目的に、全国に専門学校・教育機関を設置し、建学
時から変わらない「３つの理念」（実学教育、人間教育、国際
教育）を実践することで、「４つの信頼」（学生・保護者からの
信頼、高等学校からの信頼、業界からの信頼、地域からの信
頼）を得るコンセプトを掲げ、業界に必要な人材を業界と共に
育成してきました。
医療・福祉・美容・調理・製菓・バイオ・スポーツ・クリエーティ
ブ・エコ・音楽・ダンス等、多岐にわたる分野で全国展開をおこ
なっており、スケールメリットを活かし様々な学校間において
連携教育を実践している。

（※２）「実学教育」
スペシャリストが求められる時代に即し、業界に必要な人材を
業界と共に育成する専門学校として、即戦力となる知識・技
術・現場力を教授する。一人一人の個性を活かし、それぞれ
の業界で力が発揮できるように構築してきました。

（※３）「人間教育」
キャリア教育の一環として、開校以来、『今日も笑顔で挨拶
を』を標語に掲げ、他人への思いやりの気持ちやコミュニケー
ション能力、リーダーシップがとれる対人スキル等を身につ
け、同時にプロ・社会人としての身構え、心構え・気構えを養
成する。

（※４）「国際教育」
コミュニケーション言語としての英語を身につけるだけでなく、
日本人としてのアイデンティティを確立した上で、広い視野で
モノを捉える国際的感性を養う。

4

今後の改善方策
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【 評価点 ： 4 】

事業計画をここまで綿密に徹底できるのはなかなかできないこ
とであり、素晴らしいと評価できる。（菅野氏）

業界のDX化に合わせこれからの人材育成に対応している。（羽
佐間氏）

方向性がしっかりと示されており、共感できる（王氏）

4

滋慶学園グループが計画する５ヵ年計画を受け、各校は具体的に
各年度事業計画書を作成し、その中で５年後の将来像等構想を描
いている。

社会（諸環境）の変化に対応できるように、滋慶学園グループの示
す毎年の長期・中期・短期展望を基に、滋慶ＣＯＭグループに属す
る各学校が、短期事業計画を毎年作成している。この事業計画書
が各学校における運営の核となるものである。

事業計画は、法人常務理事会、法人理事会の決済を受け、承認を
得ている。それを受け、各学校では毎年３月に事業計画を全教職
員へ周知徹底するための研修も行っている。

事業計画においては、グループ全体の方針や方向性、組織、各部
署における目標や取り組み、職務分掌、各種会議及び研修等々に
ついてが明確に記されている。

運営組織は、事業計画の核をなす組織目的、運営方針、実行方針
と実行計画に基づいたものである。単年度の運営も、中期計画の
視点にたって行われる。事業計画書の組織図には学校に係わる
人材が明記され、誰もが全員の組織上の位置づけを理解できるよ
うになっている。

学校がもっとも大切にしていることとして、滋慶学園グループの中
期・短期の事業計画に沿って採用と人材育成行い、様々な研修に
おいて目標達成に向け、スタッフのスキル面とマインド面の向上を
図り、また関わるすべての人が学校の方向性、学校の方針の実現
に向けて同じ方向を向くために、各種研修や会議、ミーティングに
より、コミュニケーションの重要性を確認している。

さらにより良い学校運営を構築していくために、滋慶学園
グループの長期・中期・短期展望をしっかりと落とし込
み、自校の事業計画を綿密に立てる。

またその事業計画に基づき目標を達成するため、様々な
研修や会議をより強化し実践していく。

様々な研修においては、目標達成のためにスタッフのス
キル面とマインド面の向上を図り、また講師も含め学校
に関わる全ての人が学校の方向性、方針を理解し実現
するため、各種研修や会議によりコミュニケーションと意
見交換を重要視し、さらに徹底していく。

そして、業界の要望（社会の変化）に対し即座に対応出
来るようにするためにも、業界も交えた意見交換を頻繁
に図っていく。

オンライン授業への取り組みなど、不足の事態に備えら
れるような体制を整える。
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滋慶学園の組織目的である「職業人教育を通じて社会に貢献す
る」を達成するための教育成果を定数目標として設定している。

導入教育から一人ひとりに合わせたカリキュラムつくりを念頭に、
産学連携教育の充実など様々な取り組みの努力を重ね、今後も
学生個々の徹底したフォロー、カリキュラムの工夫、担任制度の強
化、学生カウンセリングの強化等々を実施している。

また、卒業後の進路として、就職希望者・デビュー希望者に向けた
プログラムを通じて支援を行っている。専門就職率、就職希望者
率の向上も課題として取り組んでいる。また、デビューセンターを
開設し、デビューを希望する学生を卒業後もフォローし、卒後もデ
ビュー者が増加している。

「職業人教育を通じて社会に貢献する」滋慶学園グループの
教育成果の１つである就職は、キャリアセンターを中心とし、
年々専門就職率が向上しているが、努力を続けている。ま
た、もうひとつの出口であるデビューに向けて、デビューセン
ターの強化を行い、企業との連携・プロジェクトの充実・サ
ポート制度などを確立している。

「国際教育」の観点より、グローバル人材の育成を目的に、
DIP（ダンスインターナショナルプログラム）を実施、音楽・エン
ターテイメントの本場アメリカより現役のダンサーを招き、日本
にいながら一流のテクニックを学べる機会としてだけでなく、
語学力や身構え・気構え・心構えなどマインド面の育成にも力
をいれた教育プログラムを実践している。

卒業後のサポートも行っており、求人票の告知・オーディショ
ン情報を提供し、就職希望者率の向上や卒業後の就職・デ
ビューサポートの充実を図っている。

学生が目標を達成できるよう、保護者の方々との三位一体で
の支援体制を実践。

退学率では、目標に向けたカウンセリングの強化・目標の変
更に対応するため転校・転科等進路変更説明会、学費相談
会・保護者会の充実・講師との学生が抱える問題の共有など
の学生の「なぜ？に答える」をキーワードに現状以上に体制を
整えていく。

【 評価点 ： 4 】

しっかりと業界に卒業生を輩出できていることは一定の評価が
できる（羽佐間氏）

業界では従来のデビューへの道筋が変化してきている。変化に
合わせた就職、デビューの取り組みも期待したい。
（田村氏）

卒業後の充実したサポート体制が評価できる。（高木氏）
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本校の目的である職業人教育は、常に業界と密接な関連を持たな
ければ、教育目標、育成人材像は正しく方向づけられないと考え
ており、業界の人材行動を常にキャッチし、その変化に対応して養
成目的や教育目標の見直しを毎年実施している。

本校は教育システムとして、独自の「産学連携教育システム」を構
築しており、このシステムにより、業界と乖離することなく、業界で
必要な人材を業界と共に人材を育成、輩出できている。教育目標
達成のためのカリキュラムは、入学前から卒業まで、体系的に編
成されているが、常にダンス＆アクターズ教育部会等で研究、見
直し等を行っている。

カリキュラムは学科に関わるもののみならず、社会的・職業的自立
を目指し、「キャリア教育」の視点に立ったものになっている。授業
改善、教職員・講師の資質向上等を目的とし、授業評価を実施し
ているが、これを通して講師や学生の状況を正確に把握し、総合
的な判断ができる要因となっている。

成績評価の基準を明確にし、学生指導を行っているが、明確な基
準と共に、柔軟な対応ができる余地を残すことで、すべての学生が
学科の目標を達成した上で、進級・卒業できるサポート体制を作っ
ている。

資格取得については、学年全体へは業界のDX化に対応し、マイク
ロソフト社が提供するクラウドサービス「Microsoft Azure」の全体像
を理解していることを認定する資格「Azure Fundamentals」への合
格をそれぞれ指導している。また業務を行う上で必要な資格、就
職に有利な資格、という範囲で取得に向け支援を行っている。

【 評価点 ： 3 】

産学連携システムは非常に充実しており、デビューに繋がって
いる。今後は繋げていくやり方も検討してほしい(羽佐間氏)

キャリア教育の一環としても入学前、在学中、卒業後めで一貫
した教育活動は評価できる（王氏）

在校中の教育活動は充実しているが、生涯教育として今
後は卒後支援をより強化していく必要がある。

例えば卒後デビューを果たした学生（及び継続し目指す
学生）の場合、安定するまでに時間もかかることが多く、
継続的な学校支援が必要となる。

卒後サポートの１つとしてホームページに開設した「デ
ビューバンク」においても、企業からのオファーがさらにか
かるような、より良い中身の改善・構築を行っていく。また
SNS活動をサポートし時代に合わせた活動サポートを推
進していく。

また就職した学生においては、早期離職者が出ないよう
に卒後も細やかな声掛け（フォロー）が出来るように、卒
業生の連絡先の把握と、企業へのリサーチも同時に行っ
ていく。

デビュー、就職の両方において、学内でのオーディショ
ン、企業からの仕事のオファー、求人情報、転職情報な
ど、LINE同窓会ページのさらなる情報の拡大等も行って
いく。

オンラインオーディションなどのWebでの取り組みに力を
入れていく。

就職イベント（就職出陣式、業界セミナー等）の内容、開
催時期を再考し、より学生の就労意識、職業感、業界理
解を促すことで、さらなる早期就職率のアップを目指す。

またキャリアセンター担当者が就職活動面接も頻繁に行
い、学生それぞれの志望職種や企業を明確にし、個々の
目標設定していくことで専門就職の向上を図っていく。

デビューにおいては就職同様に現在デビューガイダンス
を行っており、デビューに向けて必要な心構えなどを受
け付けるため、業界人を招き実施し学生の意識向上を
図っているが、その内容の工夫にも着手していく。

また企業訪問をより強化することで、企業プロジェクトの
さらなる構築とともに、求人のさらなる獲得を目指す。

オンライン就職説明化や、オーディションなど従来のやり
方に捉われない取り組みも力をを入れていく。

本校では常に教育効果を考慮し、現状の業界環境と今後の
展望をリサーチの上、機材等の購入を実施している。また、
PC関連機材についてはメンテナンスが重要であり、学園サ
ポート企業と綿密な連携を計りその対応にあたっている。また
オンライン教育の導入を行い、ZOOM、TEAMSを使った遠隔
教育を導入した。

業界研修(インターンシップ)の教育効果と成果は非常に高い
ものがあるが、単なる学習の場としてだけではなく、毎年、こ
の研修から多くの就職内定に結びついている。また、海外プ
ログラムは本校の建学理念の１つである「国際教育」実現に
大きな役割を果たしている。

教職員対象の防火訓練、教職員・学生対象の避難訓練を毎
年実施し、災害に備えている。そのため、マニュアルを整備
し、教職員の役割分担作成・確認、学生への情報提供など、
体制は整備されている。

毎年、事業計画で計画し、予算計上の上、計画通りに購入・
更新等を行えているが、これ以外の学外教育環境も教務部、
キャリアセンター、国際部が一丸となって整備しており、これ
は本校の大きな強みと考えている。
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施設・設備、機材等は業界で即戦力となり得る人材を育成するた
めのものであり、最新・最良のものを完備する考えで運営してお
り、教育上、充分な対応ができていると考える。毎年、事業計画を
おこない、予算を計上し、ほぼ計画通りに更新もできている。

本校は即戦力の人材育成を目的としており、そのための教育体制
は整備されている。特に業界研修（インターンシップ）においては、
企業側と綿密な連携をとり、十二分な学習環境を設定している。ま
た、海外実学研修では、それぞれの専攻等において大きな学習効
果の得られる教育機関、企業と連携し、ワークショップ他を行って
おり、充分な教育体制を整備していると考える。

本校では、教職員が常に災害を意識している。毎年、教職員、学
生の防災訓練を実施し、地震や津波、火災等の際の避難訓練経
路を確認するなど、防災体制を確立し、チェックしている。

4

【 評価点 ： 4 】

社会の変化に対応しながら、様々な支援がされていることによ
り安心できるサポートができている。（羽佐間氏）

教育の内容だけでなく、精神面でのサポートもしっかりしてる
（田村氏）

様々な角度からの学生支援ができている（菅野氏）

コロナ渦における学校での授業の運営やモチベーションの維持
が気になっていましたが、業界の変化に合わせ、今後をしっか
りサポートしていただき安心しています。
（三枝氏）

【 評価点 ： 4】

しっかりと設備されていて、補修などもされている（田村氏）

防災という視点での設備の点検や職員への訓練など、しっかり
と体制が整っている。（菅野氏）

学生個々の徹底したフォロー、担任・保護者・カウンセ
ラーとの連携、カリキュラムの工夫、担任力の強化を継
続していく。

中途退学については、精神的な問題や経済的な問題が
増えてきている昨今、保護者やSSC（スチューデント・
サービス・センター）などとの連携がより重要視されてい
る。そのため入学時のサポートアンケートなどを実施し、
学生個々の性格や特長を把握し対応しているが、もっと
細やかなケアを実施していく必要がある。

また学校からの支援だけでなく、学生同士の支え合い、
居場所づくりも重要となるため、サークル活動の推進や、
オリエンテーションの実施。また学生代表者が集う「学友
会」が提案するイベントの実施など、幅広い支援を展開し
ていく。

SNSの発展によるITリテラシーの重要性が増している。IT
リテラシー教育にも力を入れていく。

パソコン等の設備は日進月歩で常に新しいものが開発さ
れている。また他にも音楽に関係する機材にも同様なこ
とが言えるために、より業界と連携し、最適な学習環境を
提供するために、常に優先順位を決めて対応していく必
要がある。

休憩スペースについては、時間によって非常に混雑する
こともあるため、スペースの効率的な利用法を模索した
り、学生の時間管理によって別途スペースを設けるなど
の対応策を考え、学生満足度を高めていく。

また教材には「iPad」や「PC」も取り入れ、ポートフォリオ
（自己作品集）として即座に自分をプレゼンテーション出
来るような教育的効果も図っているが、SNSの問題等新
たな課題が生まれているので、そのような点でも業界マ
ナーとしての指導強化に努める必要がある。

オンライン授業の導入から、環境の整備を持続的に行っ
ていく必要がある。

本校では常に教育効果を考慮し、現状の業界環境と今後の
展望をリサーチの上、機材等の購入を実施している。また、
PC関連機材についてはメンテナンスが重要であり、学園サ
ポート企業と綿密な連携を計りその対応にあたっている。

業界研修(インターンシップ)の教育効果と成果は非常に高い
ものがあるが、単なる学習の場としてだけではなく、毎年、こ
の研修から多くの就職内定に結びついている。また、海外研
修は本校の建学理念の１つである「国際教育」実現に大きな
役割を果たしている。

教職員対象の防火訓練、教職員・学生対象の避難訓練を毎
年実施し、災害に備えている。そのため、マニュアルを整備
し、教職員の役割分担作成・確認、学生への情報提供など、
体制は整備されている。

毎年、事業計画で計画し、予算計上の上、計画通りに購入・
更新等を行えているが、これ以外の学外教育環境も教務部、
キャリアセンター、国際部が一丸となって整備しており、これ
は本校の大きな強みと考えている。

学生が目標を達成するための支援には、学業の面と生活環境面
を整備していくことで支援に繋がると考える。しかし、支援はあくま
でも支援である。例えば、健康の維持は学業目標達成には欠かせ
ない事項であり、本校でも健康診断にとどまらず、多くの支援体制
を築き上げているが、学生本人が健康管理についての自覚を持た
ない場合、支援は効果がない。それゆえ、学生支援はまず学生の
自立的行動を促すことから始めている。

学生支援には、① 就職・デビュー ② 学業 ③ 学生生活 ④ 健康
⑤ 学費 ⑥ 保護者連携 ⑦ 卒後支援などの分野で行っているが、
それぞれの分野で対応できる担当部署及び担当者を置いている。

① 就職については、専門部署であるキャリアセンターを設置し、担
任との強い連携をとりながら、就職の相談、斡旋、面接他各種指
導などの支援をしている。また、デビューでは、デビューセンターを
設置し、企業の招聘・オーディションの開催・プログラムの充実を図
り支援している。

② 学業については、担任が授業の出席状況などを逐一把握し声
掛けをしている。また各授業を受け持つ講師との連携も徹底し、学
生の動向を把握、支援している。

③ 学生生活については、各担任を中心に、別途精神的なケアの
ためのSSC（スチューデント・サービス・センター）という悩みや相談
を受ける専門部署を置き支援し、学業と併せて中途退学にならな
いよう支援している。

④ 健康については、滋慶学園グループのクリニックである慶生会
クリニック（葛西）が担当し、在学中の健康管理を支援している。

⑤ 学費については、相談窓口として事務局会計課を置き、提供で
きる学費面でのサービスをアドバイスするファイナンシャルアドバイ
ザーにより支援している。

⑥ 保護者連携については、入学前、そして入学後についても保護
者会を開催し、本校の取り組みへの理解と、現状報告を行い、目
標を共有し、学校と保護者が連携して学生の支援が行える体制作
りを整えている。

⑦ 卒後支援については、キャリアセンターが事務局となって実施
する同窓会他、デビューセンターが中心となっているデビュー支援
など、生涯にわたって支援を継続していく。

滋慶学園グループでは、「一人ひとりを大切に」という考えの
もと教育にあたっているが、本校でも学生を第一に考え、様々
な支援体制を整備している。
その中でも、「就職・デビュー」は学生が目標を達成し、業界で
活躍するための最重要事項であり、本校では非常に力を入れ
ており、キャリアセンター、デビューセンターという専門部署を
置き、専任のスタッフを配置している。

キャリアセンターは、業界現場での実践研修である「業界研
修」のコーディネートから、個別相談、就職対策講座、就職支
援イベント開催、就職斡旋等々、就職に関するあらゆる支援
を行っている。また、求人情報等を学生が自宅のパソコンでも
閲覧できる就職支援システム「サクセスナビ」、一斉メールな
どシステムの構築し、迅速な対応ができるように支援してい
る。

デビューにおいてはデビューセンターが設置され、オーディ
ション情報の整備やデビューするためのプログラムづくり、ま
た新人発掘プレゼンテーションでは、毎年累計600社を超える
企業が学校に来場し、学生が企業とつながる機会を作ってい
る。また、卒後の支援活動の強化を行い、目標の職業につな
がるように支援を行なっている。

「就職」と並ぶ重要項目である、「教育」については、教育環境
を整備し、成果を上げている。即戦力の人材を育成するため
の施設・設備、機材等々を完備し、また業界ニーズとブレのな
いカリキュラムの構築、業界第一線で活躍する講師陣による
授業など、オンリーワンを目指す学校として十二分な体制を
確立している。

また、精神的に、あるいは肉体的にもクラスの授業について
いけないなどの問題を抱えた学生のため、SSC（スチューデン
ト・サービス・センター）を設置し、スクールカウンセラーがカウ
ンセリングを行うなどサポートをし、卒業まで導き退学率減少
に繋がっている。
他にも、まだ日本語に不慣れな留学生に対しては、日本語対
策という授業を別途設けフォローアップしている。
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本校の強みである、専門就職実績とデビュー実績、また
それに伴う卒業生の活躍は教育成果として打ち出しを強
化しており、充分にかつ正確に伝えられていると考えて
いる。またそれを今後も徹底して行く。

資料請求媒体誌、学校案内書、ホームページ、説明会
等、一貫性のある学生募集活動を展開していることで、
教育成果はより明確になっていると考える。またそれを
今後も徹底して行く。

（総括にも記載のある）これらすべての広報活動等にお
いて収集した個人情報・出願・新入生の個人情報等本校
に関わるものの個人情報は、校内に個人情報保護委員
会を設置し、厳重に管理し、流出及び他目的に使用しな
いように、管理をさらに徹底をさせる。

【 評価点 ： 4 】

計画がしっかりとされ、定期的な評価もされている（羽佐間氏）

中長期的な予算計画の元、体制作りもしっかり評価できる。定
期的な評価と共に見直しの強化も必要。
（菅野氏）

【 評価点 ： 4 】

学校の生活や、学費、教育内容などが適切に打ち出されている
と評価できる。
（田村氏）

職業体験など進路を選択するうえでしっかりと情報や職業観を
伝える体制が整っている（王氏）

予算を正確かつ実現可能なものにするための２つの要素が
ある。

①正確かつ実現可能な予算の作成

予算は短期的、中長期的の２種類がある。短期的は次期１期
間のもの、中長期的は２～５年間のものである。
当学校法人及び学校では、短期的と中長期的の両方を事業
計画書として作成し、短期的視野と中長期的視野の２つの観
点から予算編成している。短期的な予算編成は当年度の実
績を基礎に次年度に予定している業務計画を加味して行わ
れる。中長期的な予算編成は主として大規模な計画を視野に
入れた上で、業界の情勢を読み取りながら行われる。
正確かつ実現可能な予算作成のためには、一旦作成した予
算が現実のものと乖離した場合はそれを修正する必要が出
てくる。そのために短期的な予算においては期中に「修正予
算」を組み、中長期的な予算においては毎年編成しなおすこ
とにしている。これにより、短期的にも中長期的にも正確かつ
実現可能な予算編成を組むことができる。

②①のための体制作り

①のように実現可能な予算作成するためには、その体制作り
が必要になる。
事業計画・予算は学校責任者が協議して作成し、滋慶学園本
部がチェックし、修正して最終的に理事会・評議員会が承認す
る体制を整えている。
さらに、予算に基づいて学校運営がなされているかどうかは
四半期ごとに予算実績対比を出し、学校責任者と学園本部が
協議し予算と実績が乖離しているようであれば修正予算を編
成し、理事会・評議員会の承認を得る。
作成した決算書、事業報告書については、情報公開の対象と
なり、利害関係者の閲覧に供することとなる。

学生募集については、募集開始時期、募集内容等々ルール
を遵守し、また、過大な広告を一切排除し、厳正な学生募集
に配慮している。

広報活動では「学校の特色を理解してもらう」ことを強化して
いる。

本校は専門就職を果たしてもらうことを第一目標としているた
め、入学前に職業イメージをどれだけ明確になっているかが
大切と考え、職業体験や説明会への複数回参加を促し、充分
理解し、疑問を解消した上で出願してもらうことを心がけてい
る。

教育成果として、高い専門就職実績と卒業生の活躍の打ち出
しを強化しており、学生募集上の効果はかなり高いと考える
が、それゆえ、過大な広告にならないよう、学内に広告倫理委
員会を設置し、事務局長、広報主任等が常にチェックしてい
る。

本校は、一般社団法人日本プライバシー認証機構「TRUSTe」
の国際規程の認証を受けている。

4

財務は、学校運営に関して、重要な要素の１つである。その中で予
算（収支計画）は学校運営に不可欠なものであって、その予算を正
確かつ実現可能なものとして作成する必要がある。

毎年、次年度事業計画を作成し、その事業計画の中に５ヶ年の収
支予算を立てているが、次年度の収支予算はもちろんのこと、中
長期的に予算を立てることによって、学校の財務基盤を安定させ
るための計画を事前に組んでおくのが目的である。

５ヵ年の予算は、５ヵ年を見越した中長期的事業計画内
で、新学科構想、設備支出等について計画し、将来の学
生数、広報・就職計画を鑑みながら予測し、収支計画を
作成するが、学校、学園本部、理事会・評議員会と複数
の目でチェックするため、より現実に即した予算編成と
なっており、健全な学校運営ができていると考えている。

会計監査は、法人及び学校の利害関係者に対して、法
人等の正確かつ信頼できる情報を提供するために、第
三者による監査人が法人とは独立し計算書類が適切か
どうかを監査することを意味する。

平成１７年４月から私立学校法が改正され、学校法人の
財務情報公開が義務づけられたが、これに迅速に取り組
み、「財務情報公開規程」及び情報公開マニュアルを作
成し、現在に至っているが、財務情報公開の体制は整っ
た。

4

本校は、東京都専修学校各種学校連合会に加盟し、同会の定め
たルールに基づいた募集開始時期、募集内容（AO 入試等も）を遵
守している。また過大な広告を一切廃し、必要な場合は根拠数字
を記載するなど、適切な学校募集ができるように配慮している。

さらに、広告倫理委員会を設置し、広報活動の適切さをチェックし
ている。広報・告知に関しては、各種媒体、入学案内、説明会への
参加やホームページを活用して、学校告知を実施し、教育内容等
を正しく知ってもらうように努めている。
これらすべての広報活動等において収集した個人情報・出願・新
入生の個人情報等本校に関わるものの個人情報は、校内に個人
情報委員会を設置し、厳重に管理し、流出及び他目的に使用しな
いように、管理の徹底を図っている。

入学選考に関しては、出願受付及び選考日を学生募集要項に明
示し、決められた日程に実施しているが、入学選考後は、「入学選
考会議」により、合否を決定する。

なお、本校における入学選考は、学生募集要項にも明示している
通り、「面接選考」及び「書類選考」であるが、その基準となるの
は、「目的意識」である。将来目指す業界への職業意識や具体的
な目標がしっかりしているかを確認すると共に、その目的が本校よ
り提供する教育プログラム及びカリキュラムにおいて実現可能か
を確認するもので、入学試験という名称のもと、学科試験を行うも
のではない。

学納金や預かり金、教材等の見直しを毎年行っており、学費及び
諸経費の無駄な支出をチェックしている。

保護者への授業料及び諸経費の提示についても、入学前の段階
において、年間必要額を学生募集要項に明記し、基本的に期中で
追加徴収を行わない。
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【 評価点 ： 4】

例年の骨髄移植推進キャンペーンミュージカルの取り組みは素
晴らしいと評価できる。今年度の実施について大変期待してい
る。（田村氏）

4つの信頼は非常に大切であり、実行されておるのは大変素晴
らしいこと（王氏）

毎年行われている、宮益坂の花壇の花植え、清掃活動、
「SNOWBANK」への参加など、その積極的な取り組みを評価す
る。昨年は厳しい状況にあるが、違った形での取り組みのアイ
デアを学生さんからも出てくると良い。（菅野氏）

ボランティアなど人のために無償で動く、といことはエンターテイ
メントを目指すう上で根本に繋がることだと思う。社会貢献活動
を通じて、誰の何のためにということを自分の頭で考える大切さ
を学んでいってほしい（羽佐間氏）

【 評価点 ： 4 】

コンプライアンスが問われる現代では法令の遵守は基本であ
る。職員にも引き続き周知徹底していってほしい。（羽佐間氏）

広く法令順守の徹底がなされていると評価できる。（田村氏）

本校では、教職員及び学生たちが、常に社会貢献を意識した
活動を行っている。「学生・保護者からの信頼」、「高等学校か
らの信頼」、「業界からの信頼」、「地域からの信頼」という、滋
慶学園グループの「４つの信頼」獲得に繋がり、その結果が社
会貢献を果たすことに繋がっている。

地域への貢献では、花壇清掃やイベントへの機材提供などで
き得ることから支援活動を行っている。

また献血や骨髄バンクドナー登録を推進を目的とした渋谷区
で行われるイベント「SNOWBANK」への参加も積極的に取り組
み、多くの来校された人々に音楽を通じてその素晴らしさを伝
えることが出来たと考える。

このような活動を今後は、学校の施設や教育ノウハウ等を更
に活かし、社会貢献へ発展させていく考えである。

すべての法令を遵守するとともに、社会規範を尊重し、高い倫
理観に基づき、社会人としての良識に従い、行動することが
私たちの重要な社会的使命と認識し、実践する。

方針実行のため、学内にコンプライアンス委員会を設置し、コ
ンプライアンスを確実に実践・推進に当たらせることにした。

委員長は、統括責任者としての学校の役員が就任する。委員
は学校の現場責任者である事務局長と実務責任者の教務部
長で構成される。

主な任務は、行動規範・コンプライアンス規程の作成、コンプ
ライアンスに関する教育・研修の実施、コンプライアンス抵触
事案への対応及び再発の防止対策の検討・実施、コンプライ
アンスの周知徹底のためのPR、啓蒙文書等の作成・配布で
ある。

音楽＆エンターテイメントはそれを通じ、多くの人々に「喜
び」「楽しみ」「感動」を与えられるものとして、学校は学生
と一緒になって社会に貢献できるイベント等をこれからも
構築していく。

また「学園祭」などを開催することで、「渋谷」にある音楽
＆エンターテイメント業界を目指す専門学校「DA
TOKYO」を広く知ってもらいながら、「渋谷」という街のさ
らなる活性化を目指し、高等学校や地域とともに協力体
制を整え、イベント開催などを通じて貢献することに力を
入れていく。

昨今の情況から、テクノロジーを駆使したイベントの企画
など多角的な活動が求められている。体制を整え構築し
ていく。

法令を遵守するという考えは、滋慶学園グループ全体の方針とし
て掲げ、各校教職員全員でその方針を理解し、実行に努めてい
る。

法人理事会のもとに、コンプライアンス委員会で学校運営が適切
かどうかを判断している。現状では、学校運営（学科運営）が適切
かどうかは次ぎの各調査等においてチェックできるようにしている。

① 学校法人調査 ② 自己点検・自己評価 ③ 学校基礎調査 ④ 専
修学校各種学校調査等である。
組織体制強化やシステム構築にも努め、次のようなものがある。

（A）組織体制
①財務情報公開体制（学校法人）
②個人情報管理体制（滋慶学園グループ）
③広告倫理委員会（滋慶学園グループ）
④進路変更委員会（滋慶学園グループ）

（B）システム（管理システム）
①個人情報管理システム（滋慶学園グループ）
②建物安全管理システム（滋慶学園グループ）
③防災管理士システム（滋慶学園グループ）
④部品購入棚卸システム（滋慶学園グループ
⑤コンピュータ管理システム（COM グループ）

滋慶学園グループ、滋慶学園COM グループと全体というスケール
メリットを活かし、各委員会、体制、システムにより、各校が常に健
在な学校（学科）運営ができるようにしている。

4

滋慶学園グループの「職業人教育を通じて社会に貢献する」を実
現のために3つの建学理念を実践し、「４つの信頼」（①学生・保護
者からの信頼 ②高等学校からの信頼 ③業界からの信頼 ④地域
からの信頼）を得るコンセプトがあり、この「４つの信頼」の獲得を
目指すことが社会貢献に繋がると考えている。

例えば、100回を超える骨髄移植推進キャンペーンミュージカル
「明日への扉」では、骨髄移植推進財団の後援・厚生労働省の推
薦、業界企業や団体からの支援をいただき、出演・運営・制作の全
てを学生が作り上げ、骨髄移植の理解と売り上げを募金する活動
を行っている。また、来場者には多くの著名人や中学・高校の総合
学習の時間を使った観覧があり、命の大切・素晴らしさを訴えてい
る。

市民イベント、また地域の方々が行うイベントへの参加・出演を
行ったり、渋谷の街の花壇清掃などを通じ、「地域からの信頼」に
つながるよう努力している。

また、本校スタッフ・本校講師・卒業生が高校へ出向いて行う特別
講義、部活動支援等では、「高等学校からの信頼」につながるよう
努力している。

滋慶学園グループが推進する「地球温暖化防止対策」運動で節
電、冷房温度２８度設定、階段利用（２アップ３ダウン）や、イベント
等におけるゴミ削減、資源有効利用等々を行っている。

それらの教育活動を通じて「学生・保護者の信頼」につながるよう
努力するようにしている。特別なことをするわけではなく、滋慶学園
グループが掲げる「４つの信頼」の獲得を目指すことが、すなわち
社会貢献を果たすことに繋がっていると考えている。

4
法令や設置基準の遵守に対する方針は明文化し、法令
や設置基準の遵守に対応する体制作りは完全に整備で
きている。

教職員が学園の方針を理解し、実行に努める。
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