
令和 4 年度 学校関係者評価委員会 議事録（1 回目） 
 
実施日：令和 4 年 6 月 14 日（火）10：00～12：00 
場 所：学校法人 愛知理容学園 アリアーレビューティー専門学校 6 階 C 教室 
出席者：委員  池山英一（アリアーレビューティー専門学校 校長） 
        土橋翔太（第一学院高等学校 教諭） 
        石黒知樹（全国理容生活衛生同業組合 中央講師・保護者） 
        藤原さやか（平成 28 年度卒業生） 
        中川信子（名古屋ウェディング＆フラワー・ビューティ学院 校長） 
        川野公稔（指吸会計センター㈱ 名古屋支店 支店長） 
        田口 豊 （愛知県理容生活衛生同業組合 副理事長） 
               中尾 徹 （愛知県美容業生活衛生同業組合 理事） 
                                   順不同 
 
欠席者：委員  川野公稔（指吸会計センター㈱ 名古屋支店 支店長） 
        令和 4 年 6 月 28 日（火）にアリアーレビューティー専門学校にて 
        意見等を聴収する。 
         
        
    オブザーバー 
       森山郁子（アリアーレビューティー専門学校 事務主任） 
       山口 孝（アリアーレビューティー専門学校 広報主任） 
       高橋秀典（アリアーレビューティー専門学校 美容科チーフ） 
                
委員会次第（概要） 
（１） 開会 
（２） 学校長挨拶 
（３） 理容・美容業界に関するデータ紹介 
（４） 令和 3 年度自己評価の報告 
（５） 令和 3 年度学校関係者評価委員による評価まとめ 
（６） その他意見交換 

各評価委員から、自己点検・評価報告に対する質疑、ご意見やご指導を頂いた。 
（詳細は後記のとおり） 
 

（９）閉会 
    終わりに、校長から令和 4 年度は第 2 回目を令和 4 年 11 月～12 月に行う予定で



ある旨の報告。また校長より各委員へ貴重なご意見に対するお礼の挨拶。 
 
質疑・討議及び意見交換について 
    次第に関する質疑を含め、当校に対しての要望、意見等を含め、次のような貴重

なご意見を頂いた。 
 
[各評価委員からの質疑・ご意見等及び当校からの回答]（順不同） 
 
〇中尾 徹 委員 
    在宅高齢者訪問 理美容サービスの講習会の報告がありましたが、その節はこちら

こそお世話になりました。時代の変化に対応するサービスだと思っておりますが、

高齢社会の中で業界としてもチャンスだと思っております。ネイル・メイクは、

どなたでもビジネスができ、また専門店もありますが、高齢者・障がい者に対す

る施術は美容の業権であり、他業種には取られない。行政にもさらなる利用者補

助の面で働きかけをしておりますが、行政側は理容と美容は一体であるという考

えがあります。ですので、美容業界だけでなく、いわゆる理容業界の代表団体も

含め、この福祉理美容の広がりを進めていきたいと思います。理容・美容の垣根

を今まで以上に下げていけるといいと思います。 
 
（学校側）：美容系への進学は、今までは高校卒業後に専門学校に行くというのが通常でし

たが、今は高校内で学べる、資格へのルートが開ける学校が第一学院高校や愛知

芸術専修、若宮商業高校などがあります。私立高校中心にいかに特色を出すか、

他校では勉強できないこの学校にしかないというものを打ち出しています。（愛知

芸術は大曽根に来春新校舎ができます。）また、ファッション・ヘアメイクのバン

タンデザイン研究所やヴィーナスアカデミー等のビューティースクール、IG グル

ープ（岩井文男美容室）が東区に美容学校を設立したり、全国の専門学校を回っ

て日本人の採用に奔走したが、年に数人しか確保できず離職率も高く、待ってい

てもだれも働きに来ないので高卒から採用し通信理美容への進学を考えるサロン

様も多数あります。あきらかに美容系進学者の若年化（青田刈り）が始まってい

ます。アリアーレも高校・大学に在籍しながら通信課程の通いやすさを以前から 
    追い求め通信生は県内 NO1 ですが、昼間課程の魅力化の１つとして「福祉」への

取り組みを今まで以上にしっかり行おうと思っております。 
 
〇中川信子 委員 

私たちの学校では、「この学校でしか学べない」という視点の下、カリキュラム・

授業編成をしていますが、アリアーレの特徴は何ですか？また毎年入学者アンケ



ートをお取りになっておられますが、それをパンフレットの表紙に掲載されては

どうですか。 
 
（学校側）：本日お配りしたパンフレットのスクールガイド（表表紙）にありますが、①互

換授業、②W ライセンス、③福祉理容・美容を中心に、④ヘアメイクを中心とし

たファッション・トレンド、⑤駅近く、⑥週休 4 日制になります。入学者アンケ

ートの上位には例年学費の安さが入ります。学校の魅力化・特色化として、主体

的な学びとしての「少人数制」「単位制」「公開授業」、時代の変化に対応した「留

学生」「福祉理美容」、あと地域貢献や外部機関との連携を図っています。ただ、

それらから学びたいと思える学校になっているか、と考えると足らない部分があ

ると思います。実際に一部の理事、評議員から「福祉を学びたいなら福祉の学校

に行くよ」とご指摘をいただいたりしています。あと中川先生がおっしゃる通り

「ここでしか学べない」という視点は大事だと思っており、同じ文学部でも大学

ごとに学科はまったく違っています。その学びは本当にアリアーレでしなければ

ならないことなのか、他校でもやっていることをアリアーレでもしないといけな

いのか等学生に喜んでもらえるためには、どういう経営をすればいいのか考えな

いといけないと思っています。売上が主役の経営をやるから勝ち負けが目的にな

り、経営理念・学校理念が飛んでしまっている感もあります。 
 
〇藤原さやか 委員 

学生募集や広報活動、教育全般のお話がありましたが、今、高校 3 年生の娘がお

り、娘に進路のことを聞くと、先生との距離感を気にしている・学んでみたい先

生がいる・直にふれられるという観点から学校選びをしています。ファッション

系の専門学校から大学を含め検討しています。学費はしっかりパンフに載せると

いいと思います。 
 
（学校側）：女の子のなりたい仕事に美容師は７位（①医師、②看護師、③保育士、④イラ

ストレーター、⑤教師、⑥薬剤師、⑦美容師 ちなみに男子の１位はサッカー選

手）で、人気があります。他校との違いを整理して周知をしないといけないと思

いますし、教育内容や授業内容をわかりやすく示す必要があります。 
 
〇石黒知樹 委員 

学びの工夫の中で、技術大会等校外に出ると、自分の力が分かったりしますので、

少子化の欠点を補えるのでないかと思います。全理連での営業支援の話がでまし

たが、全理連の HP がブラッシュアップされ、今までの営業支援が見ることがで

きるようになっています。互換授業の話もありましたが、世界は理美容１つなの



で、世界標準の先駆者にアリアーレがなっていくといいと思います。 
 
（学校側）：大きい学校の欠点は教育の成果が落ちやすい、小さい学校の欠点は内弁慶にな

りやすいところだと思います。理容の良さを取り入れて、（シェービング技術を使

ったメイク、エステ、ブライダル等）美容をもっと生かす等が他の理美容併設校

でもするでしょうが、アリアーレの特徴だと思います。 
 
〇田口 豊 委員 

福祉の話が出ましたが、理容組合でも訪問福祉には取り組んでおり、名古屋市で

は組合加盟の在宅高齢者訪問理美容サービス実施店が主に行っております。 
また、組合員も毎年約 130 店が脱退しており、空き店舗等事業を譲り渡したい方

が、事業を譲り受けたいとお考えの方への橋渡しができないか考えております。

後継者育成の一助になればと思っております。 
 

（学校側）：本日お手元に、理美容業界の現状の数字をご用意いたしました。新規入学志望

者数が美容師に比べると大きな差がありますが、市場規模からすると一人当たり

の売上金額は美容より高く、理容は稼げるというところを打ち出すのもいいのか

と思っています。10 年前（2011 年度 平成 23 年度）の入学者数と比較しても若干

ではありますが、増えております。（理容 30 名、美容 754 名）。ただ、少子化も今

後本格的に始まり、2022 年 3 月の愛知県内の中学校卒業者が 69,948 名なのに対

し、13 年後の 2035 年 3 月の卒業者は 56,908 名（2019 年度出生）であり、約 20％
も減少します。現在国では、美容師のあり方検討会が行われており、令和 5 年度

の早期には、国家試験のあり方が変わってきます。（まつ毛エクステンションの導

入やオールウエーブの見直し等）また、全国理容生活衛生同業組合が発表する理

容総研においても、将来を見据え、理容・美容の教育や国家試験を統一した国家

資格制度の構築を提言する可能性が高いと発表しています。理美容の垣根問題が

ずっとありますが、それぞれのプライドや良さ、違いもあり、果たして垣根は超

えられるのかと思っています。毎年 130 店舗が組合を脱退されるということです

が、今後組合員はどのくらいのペースで減るのか、実は今日も組合さまの会議室

をお借りしていますが、今の建物等維持できるのか、学校の魅力化の中で何かで

きればと思います。先般の組合県大会の出場はアリアーレだけでしたが、他校も

参加する余地が今後あるのかどうか（美容組合は非組合員も出場できる）、参加者

が多い方が大会の価値も上がりますし、選手の励みにもなります。 
 
 
 



〇土橋翔太 委員 
私立高校の学びの特徴、コース分けの話がでていますが、第一学院でも美容コー

ス、芸能コース等のコースがあり、美容系は約 30 名在籍しています。名古屋綜合

の先生が第一学院に来るわけではなく、綜合美容に行っています。（全員が免許を

目指すのかどうかまでは、ちょっとわからないです。）芸能コースの子たちは、オ

ーディション事務所を中心に就職していきます。 
 
（学校側）：全日制高校の実績進学率の低下、広域通信制高校の進学者の増加、実質私立高

校の無償化等があり、現在愛知県の高校進学は国公立が 65.4％、私立が 34.6%。

そこからの大学進学が愛知県の場合、58.1％（全国平均 54.7%）、専門学校は 12.6%
（全国 16.4％）、就職 19.7%（全国 17.7%）であり、全国平均より大学進学や就職

は多いが、専門学校は低い。毎年愛知県の専門進学は最下位か下から 2 番目です。

（今回の最下位は広島県）ただ、愛知県保育士修学資金貸付制度というものがあ

り、愛知県内の保育施設で保育士として 5 年間継続して従事すると返済が全額免

除になったり、愛知県介護福祉士等修学資金貸付制度（入学準備金 20 万円、卒業

時に就職準備金 20 万円）もあります。専門進学率の低さに理美容の学びの若齢傾

向があり、アリアーレも高校・大学に通いながら学べるクラスがあり、そこへの

ニーズに応えられるようにしていきたいと思っています。また、学生納付金以外

からも収益が上げられるよう、協賛・寄付金・スポンサー募集を考える必要性が

あると思っております。スポンサーを味方につけるには、地元に根付いた活動が

必要ですし、根強い収益は学生から得るものという発想を切り替えるため、協賛

金・寄付金の目標設定も必要かと考えます。 
 
 
 
 
 

以上 
記録：山口 

 
 
 
 
 
 
 



令和 4 年度 学校関係者評価委員会 議事録（2 回目） 
 
実施日：令和 4 年 12 月 12 日（月）10：00～12：00 
場 所：学校法人 愛知理容学園 アリアーレビューティー専門学校 6 階 C 教室 
出席者：委員  池山英一（アリアーレビューティー専門学校 校長） 
        石黒知樹（全国理容生活衛生同業組合 中央講師・保護者） 
        藤原さやか（平成 28 年度卒業生） 
        中川信子（名古屋ウェディング＆フラワー・ビューティ学院 校長） 
        川野公稔（税理士法人 ゆびすい 名古屋事業部 部長） 
        田口 豊 （愛知県理容生活衛生同業組合 副理事長） 
                
                                   順不同 
 
欠席者：委員  土橋翔太（第一学院高等学校 教諭） 
        中尾 徹 （愛知県美容業生活衛生同業組合 理事） 
        令和 4 年 12 月 20 日（火）にアリアーレビューティー専門学校にて 
        意見等を聴収する。 
         
        
    オブザーバー 
       森山郁子（アリアーレビューティー専門学校 事務主任） 
       山口 孝（アリアーレビューティー専門学校 広報主任） 
       高橋秀典（アリアーレビューティー専門学校 美容科チーフ） 
                
委員会次第（概要） 
（１） 開会 
（２） 学校長挨拶 
（３） 令和 4 年度上半期学校行事等報告 
（４） 令和 5 年度学校運営等方針計画報告 
（５） その他意見交換 

各評価委員から、自己点検・評価報告に対する質疑、ご意見やご指導を頂いた。 
（詳細は後記のとおり） 
 

（６）閉会 
    終わりに、校長から今回の会議にて 2 年間の学校関係者評価委員の任期が終わり

ますが、来年度以降も引き続きお願いする場合がある旨、お伝えする。追ってご



連絡になる。また校長より各委員へ貴重なご意見に対するお礼の挨拶。 
 
質疑・討議及び意見交換について 
    次第に関する質疑を含め、当校に対しての要望、意見等を含め、次のような貴重

なご意見を頂いた。 
 
[各評価委員からの質疑・ご意見等及び当校からの回答]（順不同） 
 
〇中川信子 委員 

学校行事の報告がありましたが、私たちも 7 月 15 日と 27 日に校内エステサロン

「ステラ」をオープン（トータルビューティー科 2 年生が対応。お一人 500 円。

お一人 45 分の顔面・デコルテ施術。オープンキャンパスとは別。）し、在校生や

保護者の方中心に喜んでいただきました。この職業実践会議は教員研修が必須に

なっていますが、外部講師の補充は本人のお知り合いや紹介をしていただいたり

しています。正規教職員は授業数が多く、その補完をしてもらっています。正規

教職員のスキルアップが学校としての課題です。生徒管理、履修管理に加え、最

近学費の分割希望者や入学決定後に初期費用が払えない等金銭管理も複雑化して

います。経済格差を感じます。次期広報のお話しがありましたが、「互換授業」と

いう言葉はわかりにくいと思います。（専門学校を目指される方の標準偏差的にも）

御校の特徴として、学費の安さを今まで表現していましたが、その点は表に出さ

ないのでしょうか？ 
 
（学校側）：8 月 27 日の御校含めた、学校法人 菊武学園の皆さんの「菊武夏まつり」にお

じゃましました。フラワーの皆さんもアクセサリーや雑貨販売をしてみえました。

9 月に私たちも留学生中心に「今池まつり」に参加。少しずつ人の動きが回復傾向

にあるのはうれしいです。次期パンフレットに対するご意見ですが、互換授業に

ついては確かに「互換」という言葉がわかりにくいかもしれません。「こっちのコ

レは、そっちでも使える」という内容をもっとわかりやすく工夫します。あと学

費に関してですが、実は来年 10 月通信生および再来年 4 月昼間生より入学金と授

業料を見直しします。今、サロンが就職+進学をセットにした学校新設が相次いで

おり、就労を兼ねているので学費が賃金と相殺されるため安く設定されています。

県内で一番学費が安いなら大きく広報しますが、理由は何であれ、そうではない

以上普通の打ち出しにします。ただ、月割りの分割等事務側が本当に細かな対応

をしてくれているので、そこはしっかり伝えるつもりです。 
 
 



〇藤原さやか 委員 
現状の学生数を聞いて、こんなに少なくなってきたんだと思いました。 

 
（学校側）：前回の会議でもお話ししましたが、愛知県の今年 2022 年 3 月中学校卒業生は

69,948 名、これが 2035 年（2019 年生まれ）になると 56,908 名（81.3％）にな

ります。ただ、2021 年度（今の 2 年生）の全国の美容科入学者数は 19,414 名、

理容も 837 名で、ここ 10 年で最高です。一部ですが、他校の現在の在校者数のリ

ストがあります。ご覧になってください。 
 
〇石黒知樹 委員 

授業における ICT の活用の話が出ましたが、愛知県講師会や全理連ニューヘアー

でも YouTube や組合 HP 等で動画発信をしております。ヘア発表の責任講師が他

の講師に直接指導し、一般組合員の皆さんにぶれない指導ができるようにしてい

ます。マニュアルもあります。先月の千葉県・技能五輪の視察、お疲れさまでし

た。 
 
（学校側）：時代に即した学びとして ICT の活用を学校の魅力化・特色化としているところ

もあり、学校も今まで以上には対応できるようにと現在検討しております。通信

生を中心に実習の授業では、先生の技術を自分のスマホで動画にとりたがる生徒

も何人かいます。実は、東京の教育センターから国家試験の実技動画があるので

すが、動画のやり方とウチの教員のやり方が違うので、昼間生にも通信生にも授

業の中でほとんど取り入れていない。学校内で技術指導のある程度の統一化を図

らないと、教員ごとにバラバラの動画を作る等、おかしなことになってしまう。

指導の共有化がまず前提のように思っています。技能五輪、有観客ということも

あり見学の機会をいただき、ありがとうございました。全国大会までは理容・美

容と分けて競技されていますが、その上の世界大会は理容・美容一つの種目とし

て開催されます。日本は理容・美容それぞれ別々の資格制度なので分けて実施さ

れますが、ほとんど国では理容・美容は同じ職種で、それが世界標準です。アリ

アーレも世界標準に合わせた指導を考え、特長としてもいいと思います。 
 
〇田口 豊 委員 

現在、理容組合では名古屋市に医療用ウイックの助成をお願いしており、市内 16
支部で取りまとめをしております。また 10 月から 2 か月間、全理連が企画した

Go To バーバーキャンペーンが県内でもおこなわれ、コロナ禍で人の動きが制約さ

れた部分の掘り起こしイベントを実施しました。12 月 15 日には、キャンペーンプ

レゼントの当選者発表があります。各店舗での状況も違うので、一概には言えま



せんがイベントに対する意識・認識がちょっと薄かったような気がしています。 
 

（学校側）：愛知県美容組合が訪問美容の全国展開に向け、愛知県に陳情しているようです。

前回の会議で行政側は理容・美容と一緒にというお話しもありました。私たちも

福祉理容・美容には他校よりアンテナを張っていますので、今後の動向は注視し

ていきたいです。先ほど、技能五輪でもありましたが、理容・美容は一体という

のが世界共通であり、どうしても行政などでも、一体でという考えがあるようで

す。理容組合さまには、今回も来年度向けニューヘアーや全理連の新しいスタイ

ルスクエアの発表内容を学校からも取り上げさせてもらい、新しい理容の一助を

発信することができ、感謝しております。また前回お話しにもありました、起業

希望者向けの打ち出しも、次期パンフレットには掲載していきますので、今後と

もよろしくお願いします。 
 
 
〇川野公稔 委員 

学校会計は以前に比べると改善されていますが、今度は内部の運用面、設備投資

や人材投資（人材確保）はどのように考えているのですか。学校の中は回ってい

るのか。留学生も円安の影響もあり、日本離れのニュースが発信されています。 
 
（学校側）：先般、日本語学校教員対象研修会に参加し、参加日本語学校の現在の留学生数

（来年 3 月卒業生数、再来年 3 月卒業生数）の公表がありました。来年 3 月の卒

業生は 0 名の学校はあったりしますが、再来年に関しては現在の入国緩和に伴い、

多くの留学生が在籍。日本語学校側では再来年 3 月卒生の進学は、大学・専門学

校の入学定員の増加がないと厳しい、進学先がない留学生が多数出るのではない

かと思われています。来年 4 月は難しいですが、2024.4 月生については情報収集

しながら、広報できればと思います。未来投資についてですが、企業が戦略を立

案することで、自ら実現したい学校のあり方を示すことができればと思います。

経営戦略は企業が活動していくうえでのよりどころであるから、判断基準を社内

外に示さないといけない。学校が何を重視し、何を目指しているのか明確にして

くれないと、従業員も統一的に行動ができない。毎日朝礼で「一致団結」なんて

言ってますけど、精神論ではあるまい、何に対して団結し、統一的な行動を取る

のか、もっと明確にしていきます。 
 
 

以上 
記録：山口 


