
No. 項目 No. 項目

1

教育理念・

目的・

育成人材像

1
理念・目的・

育成人材像
80%

教育理念は、学生に対して資格取得教育、実務教育を施し、人格の陶冶

を行いもって有為な産業人を育成することである。

校訓を「感奮興起」と定め、この意味するところの「感動は感謝を育

み、奮闘は成功の一歩となる。興味は才能を開花させ起動で人は自立す

る。」が具体的な教育理念となっている。

教員に対しては「一人ひとりに光を」を教育の目標に掲げ、学生一人ひ

とりの目標と個性を活かした将来を描けるよう指導にあたっている。

この教育理念を実現するために、主に高校卒業生を入学対象としている

専門課程と、大学生・社会人を入学対象とした社会人講座を二本柱にし

ながら、資格取得教育を中心に実務に対応できる人材の育成を行ってい

る。

これらの教育理念・目的・育成人材像は、書籍や小冊子として全教職員

に配付され周知徹底されている。その理念・目的の下で、教職員が質の

高い教育を実践し、目指す人材を育成している。

理念や目的、また育成する人材像は入学案内パンフレット、大原学園

ホームページを通じて公表している。

適正に運営されている。

2 運営方針
定めて

いる

学園全体の運営方針は理事会・評議員会で、また各校の運営方針は校長

を中心とした運営会議で定められている。

教育現場への浸透度合いを確認し、より高めることが今後の課題であ

る。

適正に運営されている。

3 事業計画
定めて

いる

学校の運営方針を反映した事業計画（目標達成プログラム）は毎年度作

成されており、各部署では目標を達成すべく定期的に進捗と差異を確認

して必要な手立てを講じている。

教職員全体での共有化を更に推し進めることで、目標達成をより確実な

ものにしていく必要がある。

適正に運営されている。

4 運営組織 90%

理事会・評議員会で決議された内容は、事業部長・校長の下で開催され

る運営会議で伝達・説明され、部長・課長などの各階層でも適切な意思

決定が行われている。

意思決定が効率的に行えるように、職務分掌と責任に関する規定と各部

門・各部署の役割を明示した運営組織図がある。

適正に運営されている。

5
人事・

給与制度
80%

要員計画、採用計画、教職員研修計画を通じて、人材の着実な確保と育

成が行われている。

人事・給与に関する規定も整備されていて、人事部および人事委員会を

中心にして適切に運用されている。

適正に運営されている。

6
意思決定

システム
90%

理事会、評議員会、学園本部、学校と階層ごとに意思決定システムが確

立されており、意思決定者による決定内容はイントラネットやグループ

ウェアなどを用いて速やかに伝達されている。

適正に運営されている。

7
情報

システム
70%

学校運営における管理システムの多くはすでに導入されており、現場の

業務軽減に役立てている。

役目を終えたシステムなどが残されており、また、業務に応じ、その都

度開発されてきた各種システムが存在しているため、これらの整理統合

に取り組んでいる。

適正に運営されている。

５. 学校関係者の評価・意見
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中項目 自己

評価
総括 学校関係者の評価・提言

【自己評価】0％（取り組めていない）　～　100％（取り組みは十分で、成果も出ている）までの11段階評価
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8 目標の設定
設定し

ている

毎年、教育課程を編成するにあたり、教育課程編成委員会の提言を教育

課程に反映させることで、時代のニーズに合った教育を提供している。

各学科の教育目標、育成人材像は、分かりやすい言葉で、できるだけ具

体的に示している。

雑誌及びデジタル配信にも対応できるように、時代の

ニーズにあった作家、クリエイターを育てていく。絵

の技術の向上と複数のＰＣソフトを使いこなすこと

で、自己の作品制作のほか、関連する事業でも活躍で

きる指導を進めている。（マンガ・イラスト系）

決められた時間を最大限に活かしクオリティの高い仕

事をするために、アニメーションの作画技術指導のほ

か、制作管理についても理解を深める。複数のセク

ションの理解と業界のデジタル化に対応した指導を進

めている。（アニメ系）

授業を通じて、インターネットラジオなどの番組制作

と配信指導、学外活動においても、声の原稿を読み上

げるだけの声優業から、自分の意見を持ち、個性的で

TVや各メディアで表に出られるキャラクターを育てて

いく取り組みをしている。（声優系）

9
教育方法・評

価等
70%

教育課程は、体系的にステップアップできるものになっている。定期的

な見直しにあたっては、卒業生、近隣住民、関連企業等と協力した検討

会によっている。

学生に対して定期的に授業アンケートを実施し、講義方法の改善をおこ

なっている。

クリエイティブな授業内容に偏らないように、演出・

制作管理・プロデューサー等の育成も考慮しながら授

業を計画している。(アニメ系)

学校授業のデジタル化に関して、現在、業界内でもク

ラウドサーバーによるデータ管理やSLACKなどのコ

ミュニケーションツールによる作業管理が始まってい

るので基礎的な素養は身につけておいた方が良いと思

う。（アニメ系）

クリップスタジオを使いデジタルマンガの制作を指導

すると共に、フォトショップ、イラストレーターのほ

か、映像系のソフトも授業に取り入れることで、描写

力以外でも生徒を総合的に評価できるようにしてい

る。（マンガ・イラスト系）

最近感じている事として、アニメばかりで実写映画を

見ない人や、落語を聞いた事が無い、オペラを見たこ

とが無い人が多い。特に映画は時代を反映しているの

で週に一本2時間でも見せることが必要だと思う。

（マンガ・イラスト系）

声優タレント学科において、声優の養成所や事務所を

受けるだけではなく、学校で学んだ堂々と人前で発声

できる技術を生かした、業種やアルバイトも考えるよ

うな指導をしている。（声優系）

10
成績評価・単

位認定等
70%

成績評価は客観的な方法で常に明確に行っている。

毎年卒業生の入社後状況調査を実施することで、教育カリキュラムの見

直しに役立っている。

年度末公演、年度末作品展については、各企業に協力いただき、現在の

業界のニーズに応じた実践的内容で実施することができている。

出席状況や課題の提出状況だけで判断せず、作業成果

によって評価している。（全系統）

11

資格・免許の

取得の指導

体制

70%

資格取得には万全の体制を整えている。 適正に運営されている。

12
教員・

教員組織
70%

常勤講師・非常勤講師を問わず、採用・育成・評価の各段階において、

目的達成のための体制がほぼ出来上がっている。

一部、不十分な点を残すが今後の課題としたい。

研修で言えば、製版会社、デザイン会社、スタジオに

行くのが一番だと思う。各社、コロナで激変している

ので、指導する教員は、情報を集めつつ、今後どうな

るのかを見ながら、伝えることだと思う。（マンガ・

イラスト系）

13 就職率 80%

就職希望学生への就職指導においては、教員及び就職部スタッフが個別

面談を進め、学生個人の適性及び能力と属性を十分に考慮した指導を実

践している。学生本人の希望する就職が概ね達成できている。

それらの達成状況（就職率）は学園本部で管理されている。

適正に運営されている。

14
資格・免許の

取得率
80%

求められる技術、人材を常に把握できるよう、業界関係者とのネット

ワークを日々広げている。多くの人材を業界に輩出するためにカリキュ

ラムや指導方法の研究も行っている。今後も引き続き、就職活動に有利

になる技術を研究する必要がある。

適正に運営されている。

15
卒業生の

社会的評価
70%

企業関係者からの情報に基づき、学生指導に役立てている。

課題発見能力、課題解決力が不足している点を複数の企業担当者から指

摘頂いているため、今後の教育課程編成における課題として取り組んで

いく。

適正に運営されている。

3 教育活動

4 学修成果
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16 就職等進路 70%

就職は教育の大きな目的であり、そのための支援体制は整備されてい

る。

就職内定に必要な指導内容は２年間のカリキュラムの一環として組み込

まれ、早期の内定獲得を実現している。

アニメ制作のプロセスやアニメビジネスの成り立ちを

学ぶ事で、アニメーターとして自身がどのように社会

に貢献しているか知ることが出来る。（アニメ系）

現在、リアルで話すことがなくなり、リモートが当た

り前になっている中、対応できず、「疲れている、少

しおかしくなっている」、という業界人も多いので、

そういう人がいることも理解した方が良いと思う。

（マンガ・イラスト系）

 

マンガ家やイラストレーター志望の学生に、ゲームや

Webデザイン、動画制作等の指導は汎用性の高い人材

を育てる観点から有効だ。（マンガ・イラスト系）

17
中途退学への

対応
60%

退学率の低減は入学者の確保と同様、事業計画における最重要課題の1

つとして取り組んでいる。学生が退学を希望するきっかけとなる時期・

理由は多様化しており、今後は学生指導勉強会の定期的な実施等、担当

者の更なる能力向上に向けた取り組みが必要である。ご家庭との連携も

欠かせない。

適正に運営されている。

18 学生相談 60%

学生相談については、学生のシグナルを担任が見逃さずにキャッチし、

その都度対応している。また、節目ごとに全員と個別面接を行い、今後

の進路、目標確認、悩みなどを聞きだし対応している。その結果を指導

記録にまとめ、上司に報告も行うなどの細やかな指導を実践している。

1年次の1～3月に就職指導を開始する。絵が上手く

なってくる中、描きたい作品との乖離、現実がわかっ

てくる時期なので、デビュー出来るかどうかの、講師

の見立てを、この時期に伝えた方が良い。（マンガ・

イラスト系）

19 学生生活 70%

より多くの学生が就学できるように、経済面、環境面などについて支援

体制を整備している。

今後もニーズに合わせ、必要な支援体制を整備していく。

目標を持つ仲間と切磋琢磨できる環境は整っている

が、昨今のコロナ禍で、教室に残って作業することが

難しくなっていることが大変残念。目に見える位置

に、ライバルが頑張っている姿があることが最高の環

境である。（マンガ・イラスト系）

20
保護者との

連携
70%

保護者への連絡については定期的に行っている。特に、規定の家庭宛注

意文書が発送される前については確実に保護者への連絡を義務付けてい

る。必要に応じて保護者に来校していただき、面接も行っている。しか

し、業務時間内に連絡を取る事が難しく、また、理解を得られない保護

者も年々増えているのが現状であり、担任の負担が増している。

適正に運営されている。

21
卒業生・

社会人
70%

卒業生への支援体制としては、担当教員を窓口に問い合わせに応じて対

応している。担当教員と上司や他の教員、関連部署間の連携により、可

能な限りのフォローアップを行い、卒業生の満足も得られている。更な

る満足度の向上を図るために卒業生サイトを運用し支援体制を整えてい

る。

大学卒業者や社会人などのニーズにこたえる制度の開発をさらに進めて

いく。

卒業してからの仕事の斡旋も多く、実践的なサポート

ができている。（マンガ・イラスト系）

22 施設・設備等 80%

施設・設備に関しては、ほぼ十分な対応ができていると思われる。今後

もこの体制を崩さないように教職員の意識を高めながら維持していきた

い。

しっかりと技術をつけるためのデッサン教室、パソコ

ン教室などの環境は整っている。技術を習得するため

には、設備だけでなく、共に戦う仲間も必要。（マン

ガ・イラスト系）

充実したレコーディングスタジオ環境を持っているの

で、そのスタジオでの各種授業（マイクワーク、スタ

ジオ内の立ち居振舞い等）が実践的に行われている。

また、就業中にスタジオを活かした各種仕事の案件を

用意するのは有効だ。（声優系）

アニメ業界では、作品や話数ごとに多くの作業や工程

が絡み合って進行する日本のアニメに対応する独自の

管理ツールが必要となっている。（アニメ系）

23

学外実習、

インターン

シップ等

70%

実習等や研修の参加にあたっては、事前にガイダンスや説明会等を設け

参加する目的等をしっかりと伝えている。また、実習・インターンシッ

プ参加前はトラブルにならないよう校内において受入先を想定し、実習

前トレーニングを行うとともに目的確認を行っている。

研修については説明会を多く設定し事故やトラブルを防ぐように努めて

いる。

アシスタントの心得、実際にマンガ家さんの現場に行

くなど、多くの研修が行われている。（マンガ・イラ

スト系）

在学中の声優活動として学生がネット配信を行う場

合、必ずハンドルネームか匿名ですることを勧めてい

る。基本的にバーチャル世界のことだと思って、思

いっきりチャレンジさせることが重要。（声優系）

24
防災・

安全管理
60%

保険等の加入については十分なものになっているが、それ以前の物的お

よび人的な備えに関して、これから対応を施していかなければならな

い。

適正に運営されている。

6 教育環境

5 学生支援
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25

学生募集

活動は、

適正に

行われて

いるか

80%

将来を意識した学生および保護者に対して、的確な情報を伝え、進路選

択について過ちを起こさないようにさせたいと考える。また、高校側に

対しても志願者について現状の認識と将来への展望を伝え、進路選択に

役立ててもらいたいと考える。

留学生については、日本語学校への情報提供、連携を強化し、適正な受

入れ、在籍管理を行っていく。

適正に運営されている。

26 入学選考 80%

学生一人ひとりに対して、書類選考を行っている。また、必要に応じて

面接等を実施し、入学後進路変更がないように事前確認を十分行ってい

るこの体制を維持していく。

入学選考時に把握した情報は担任レベルまで落とし込んでいく体制作り

を行う必要がある。

適正に運営されている。

27 学納金

適正に

行って

いる

教育費に関しては、多くの家庭で優先順位が高い項目になっている。し

たがって、学費に関しては教育材料費等と常に確認をしながら負担にな

らない金額を設定するように心がけていく。また、学費納入に対しても

滞ることがないように状況を確認していく。

適正に運営されている。

28 財務基盤
安定し

ている

学生募集については、学科による変動はあるが、学校全体としては好調

であり、財務基盤は安定している。具体的には、キャッシュフロー、消

費収支差額比率などの数値も良好な値を示している。

適正に運営されている。

29
予算・

収支計画

策定し

ている

当年度の重点計画、前年度実績予想との整合性を保ち、健全な予算編成

をしている。また、執行については定期的に運営会議などで執行状況を

確認している。

適正に運営されている。

30 監査
実施し

ている

学校法人監事による業務監査とともに内部および外部の会計監査を受

け、法令または寄付行為への遵守と学園の財務の適正性を、確保するよ

うにしている。

適正に運営されている。

31
財務情報の

公開
70%

学園全体の財務情報は、大原学園ホームページで公開されているが、刊

行物あるいは学内掲示での公開に関する規程がないため、規程の準備を

今後進めていく。

適正に運営されている。

32

関係法令、設

置基準等の遵

守

90%

学園本部が中心となり、法令に対して速やかに対応できる体制を採って

おり、遵守に必要なものも文書化している。今後は教職員および学生に

対して、定期的・継続的に実施できるよう検討を進める。

適正に運営されている。

33 個人情報保護 80%

個人情報保護については情報セキュリティ委員会の下に、各部門・各校

に管理者を配して、保護活動を徹底している。また、全国会議で説明会

を催すなど、周知徹底を図るとともに対策の実効性を高めている。

適正に運営されている。

34 学校評価
行って

いる

自己点検・評価報告書は申請があれば全項目を閲覧できる体制になって

おり、大原学園ホームページにも掲載している。

外部者による学校関係者評価を行い、報告書は大原学園ホームページに

掲載している。

今後も継続的に評価を行い、課題を明確にして学校運営に活かしていく

必要がある。

適正に運営されている。

35
教育情報の

公開
50%

学校の概要や教育内容は大原学園ホームページ等に掲載しているが、教

職員に関する情報はその対象となっていないので、情報公開の内容と方

法について今後改善を進めていく。

適正に運営されている。

36
社会貢献・

地域貢献
50%

附帯教育事業は積極的に行っており、今後も幅広い年齢層で様々な分野

の教育サービスを提供していく。

地域への貢献は施設の提供だけでなく学校の特色を活かしたものも提供

したいと考えている。

適正に運営されている。

37
ボランティア

活動
50%

ボランティア活動は学生の希望者のみ学校所在地自治体や病院等のボラ

ンティアに参加している。

適正に運営されている。

６. 学校関係者委員会総括

9 法令等の遵守

10
社会貢献・

地域貢献

7 学生の募集と受入れ

8 財務

東京アニメーター学院専門学校の学習環境、学校運営等の取り組みについて自己点検評価を基に検証を行った結果、適正に運営されていると評価できるといえる。「一人ひとりに光

を」という目標に向かって教職員全員が一丸となりコロナ渦での学校運営、教育活動に取り組んでいることが分かる。ただ今後は、上述提言の通り、現状に満足することなく、常に社

会で求められている人材育成を意識して取り組み、先々を考えより良い教育環境（デジタル化）、学校運営ができるようにＰＤＣＡを繰り返しブラッシュアップを図ってほしい。ま

た、新しい学校だからこそ、新しい取り組みをして声優、アニメ、マンガ、イラストの分野で革新的な学校になって欲しいと考える。そのために、学校関係者評価委員一同で、客観的

な視点から様々な提言をして、検証することで、社会からの信頼を益々得られるようにサポートして行きたいと考えている。


