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令和３年度 学校関係者評価報告書について 
 
 
 

学校法人原宿学園東京デザイン専門学校は、すべての教育活動・

学校運営業務において、現状を客観的に確認しながら評価し、改善

向上を図るために平成 15 年度(2003 年度)より学校自己評価を実施し

ています。また、平成 21 年度(2009 年度)には、本校に関係の深い

方々のご意見を広くお聞きし、教育・学校運営に反映すべく学校関係

者評価を実施しました。平成 25 年度(2013 年度)からは学校自己評価

及び学校関係者評価を毎年実施しています。その際にいただいた多く

の貴重なご意見は、その後の施策に反映させていただき、あらためて

学校評価の重要性を認識しているところです。 

 この度は、在学生保護者・卒業生・デザイン関連業界団体の皆様 

やデザイン・教育等に見識をお持ちの方々に令和 3 年度学校自己評価

の結果をお示しし、ご意見をいただきましたので、ここにご報告させ

ていただきます。 

 今後もより良い学校となるべく教職員一同、一層努力して参る所存

です。引き続きご支援、ご指導の程何卒よろしくお願い申し上げます。 

 
 

                                    令和 3年（2021年）12月 

                学校法人原宿学園 東京デザイン専門学校 

                学校長・学校評価委員会委員長 小林登志子 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



学校関係者評価の実施方法と今後の取り組み 
 
   

【評価委員】 

 学校教育法施行規則の規定、文部科学省、東京都ほか関係行政機関のご指導を

ふまえ、在学生保護者、卒業生、デザイン関連業界団体・企業、学識経験者等

8名の方々に評価委員をお願いいたしました。（詳細は次頁をご覧ください) 

 

  【評価方法】 

評価委員の方々に、学校関係者評価の概要や私立専門学校等評価研究機構が策

定した学校評価基準 Ver.４（文部科学省生涯学習政策局による専門学校におけ

る学校評価ガイドラインに準拠）の評価項目および学校自己評価報告書を事前

にお示しし、令和 3年(2021年)11月 25日（木）および 12月 11日（土）に

WEB会議システム（Zoom）を利用してご参集いただき、令和 3年度学校自己評

価報告書の点検項目に沿ってご質問、ご意見をいただきました。（本校は私立

専門学校等評価研究機構正会員です。） 

 

  【報告書】 

いただいたご意見等を学校長以下教職員で組織する学校評価委員会で承り、要

旨を本報告書にとりまとめました。令和 3年度学校自己評価報告書と併せてお

読みください。 

 

【報告書の構成】 

 本報告書は以下のとおり記述しています。 

□学校自己評価報告書の評価基準・点検項目 

    □評価委員の意見・質疑 

□質疑の場合は本校の回答 

  

  【今後の取り組み】 

ご意見は、次年度以降の教育計画、教育課程編成、業務計画、施設・設備計画な

どを立案する際、十分に考慮し、可能な項目より実現に向けて取り組んで参りま

す。また、平成 28年(2016年)3月に職業実践専門課程に設置全９学科が認定され

たこともふまえ、学校評価事業は毎年度、継続していきます。 

  

     
 
 
 
 

東京デザイン専門学校 学校評価委員会 



 

 
学校関係者評価者ご紹介（敬称略） 

 

【在学生保護者】  

  ビジュアルデザイン科１年生保護者 
   横井 浩司 
  ファッションアクセサリー科 1年生保護者 
   室町 和徳 
   クリエイティブアート科 2年生保護者 
      藏原 康之 
 
【関連業界団体・企業】 

  公益社団法人日本広告制作協会 理事 
梶原 鉄也 

  一般社団法人日本空間デザイン協会 会長 
鈴木 恵千代 

   株式会社ＺＵＢＯＮ 代表取締役ＣＥＯ 
    熊田 正史 
 
【卒業生】 

  本校グラフィックデザイン科卒業 
東京デザイン専門学校校友会 会長 

  特定非営利活動法人日本タイポグラフィ協会 事務局長 
アルファルファ アートディレクター 
相澤 竹夫  
 

【学識経験者】 

  商店街振興組合原宿表参道欅会 副理事長 
松本 ルキ  

 

学校関係者評価者が所属する団体の詳細は公式サイトをご参照ください 

 公益社団法人日本広告制作協会  http://www.oac.or.jp/ 

一般社団法人日本空間デザイン協会 http://www.dsa.or.jp/ 

特定非営利活動法人日本タイポグラフィ協会 

 https://www.typography.or.jp/ 

商店街振興組合原宿表参道欅会  http://omotesando.or.jp 

 

 

 

 

 

 



 

基準１ 教育理念・目的・育成人材像 

点検項目【１－１】理念・目的・育成人材像                      

この項目は【保護者】の方々からご意見をいただいています。 

 

評価委員の意見・質疑【保護者】 

 □美大卒業前に、改めて進路を考え入学を決めた。学校は社会のニーズにあわせて変化 

  することが重要。現代は在学中からも Webを通して仕事ができるようになっているの 

  で、学生の選択肢が増えている。会社に所属すればマナーなど習得できるが、学校で 

  もマナーなどをどう教えていくかが課題。表現物のクオリティーとコミュニケーショ 

  ン能力がクリエイターには必要である。 

 

□大卒後に入学した。元々本人は趣味でｱｸｾｻリｰ制作に興味を持っていたので、本人が頑

張ると言うのであればと決めた。本人が学校情報を探して決めたので、理念などは殆

ど読んでいなかった。 

□ここ 2年で劇的に仕事が変わり、リモートなどのニーズが増えた。今後社会ニーズが

変わっていくことに教育内容も対応してもらえることを期待している。一人ひとり独

立して活躍できることを期待して学校を選んだ。 

 

基準２ 学校運営 

点検項目【２－２】運営方針                           

点検項目【２－３】事業計画                           

点検項目【２－４】運営組織                           

点検項目【２－５】人事・給与制度                        

点検項目【２－６】意思決定システム                       

点検項目【２－７】情報システム                          

この項目は、ご意見がありませんでした。 

 

基準３ 教育活動 

点検項目【３－８】目標の設定                           

点検項目【３－９】教育方法・評価等                       

この項目は【関連業界団体・企業】【卒業生】【学識経験者】【保護者】の方々からご意

見をいただいています。 

 

評価委員の意見・質疑【関連業界団体・企業】【卒業生】【学識経験者】 

 □オンラインが進んだ状況下でコミュニケーション能力がある人材が求められている。 

  オンラインではコミュニケーション力が育たず教育が難しい。個人作業で、新人が孤 

  独になってしまい、メンタルケアが大変である。 

 

 □縮小しているマーケティングに対しての対応に苦慮している。ブランディングの際の 

  コミュニケーションの重要性が求められている。 
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 □テレコミュニケーションでの営業が増えている。客と直接コミュニケーションが出来 

  ないが問題はない。顧客の要望で、コンペもオンラインが多い。オンラインのプレゼ 

  ンが強い社員もいる。在宅は通勤時間がないので、体調面でのメリットがある。ただ 

  し出社しないと雑談ができない。雑談は必要であり、出社して上位者が対面でアドバ  

  イスをしている。オンラインにて打合せを行うと、移動時間がないので、直ぐに他の 

  打合せが可能になった。移動中でもイヤフォンで打合せを聞くことだけは出来るの

で、情報収集ができる。 

 

  学校からの回答 ＞オンラインで在宅ワークが増えると授業でもその訓練が必要かと 

  思う。社会にあわせて授業も変えていかなければならないと考えている。 

 

 □マンガをスマホで読むという習慣が完全に定着した。世界の多くの国のデジタルマン 

ガでは縦スクロールが主流。しかし日本のマンガ出版社は単行本の刊行を考慮して、 

新人マンガ家に対しまったくと言っていいほど縦スクロールでのマンガ制作の指導を 

行っていない。教育現場が率先してデジタル教育、縦スクロール方式でのマンガ教育 

に特化していくことこそが、日本のマンガの未来を作り上げていくことになるように 

思う。より一層の徹底したデジタルマンガ教育の強化をお願いしたい。 

 

 □マンガ作りは、編集者とマンガ家の共同作業と言ってもいいくらい両者の関係性は密 

である。その作業に必要なものは両者の徹底したコミュニケーションである。コミュ 

ニケーション能力はデザインを始め、どのような職種でも必要だが、マンガ創作にお 

いてはほかの業種では考えられないくらい要求される。画力も、ストーリーを作り上 

げる力も大事だが、コミュニケーション力なしには、その力を編集者には伝えられな 

い。学校ではコミュニケーション力を徹底して鍛えていただきたい。 

 

 □授業はまずはリアルが必要。個々との話をする時間を増やすためにリモートを実施し  

  た。リアルが必須でないと考えが伝わらない。理解してもらうためには時間が必要。 

  学生時代に人が伝えたいと思う内容を理解する訓練が必要。 

 

評価委員の意見・質疑【保護者】 

 □コロナ禍でもほぼ登校して授業に参加できたので感謝している。教員と学生とのコミ 

  ュニケーションがよくとれている。 

 

 □教育方針もよく、教員と密にコミュニケーションが取れてよい。教員が現役のクリエ 

  イターなので刺激を受けられ、指導内容にリアリティがある。在校生からも刺激を受 

  け、クラスの雰囲気もよい。 

 

 □学生仲間や教員と気さくに話せるようだ。好きな内容の授業を受けているので充実し 

  ている。秋の作品展を見学したが産学コラボ作品に感動した。モチベーションや将来 

  につながるのでよいと思う。将来の方向性が分からないで入学した学生も多いので将 

  来への方向付けも考えて指導して欲しい。 

 

学校からの回答 ＞以前は多くの企業からの課題に取り組んでいた。コロナ禍で一時は

激減したが、昨年後半からは少しずつ案件が増えつつある。渋谷区、原宿警察署、東京

都島しょ振興公社といった近隣を中心とした公的機関からも依頼を受けて学生作品が採

用された実績がある。就職指導では学生ごとにどんな職業に付きたいのか、教員が面談

して親身に個別対応している。 
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 □学習内容が最適かどうか判断材料がないので学校に全面的にお願いしている。業界の 

  動きが速いので１年前のことはもう時代遅れの可能性があるのではないか。 

 

 学校からの回答 ＞授業の見直しは毎年必ず行っている。グラフィックデザイン科では

カリキュラム変更により、Webや映像制作授業を増やしている。企業課題も増やしてい 

る。社会変化のスピードが速くなっているので絶えず見直しをしている。広告形態も変 

化している。デジタル、スマホ閲覧が標準なので、adobeXDを採用してスマホ対応をし 

ている。JAGDA学生ポスターコンテストにビジュアルデザイン科学生３名が入賞するな 

ど成果があがっている。関連業界の有識者が参加する教育課程編成委員会を毎年開催 

し、具体的に提言を頂いて今後の予測なども伺った上でカリキュラムに反映している。 

 

□現在は誰でもプロ仕様と遜色ない機材を手に入れられる。会社の存在意義や学校で学

ぶ意義があいまいになって来ている。そんな中でも学校で学べる基礎やクオリティー

を提供できるクリエイターは必須だと思う。未来予測が非常に難しいので企業の人材

育成も難しくなっている。 

 

□コロナ禍で学校を閉めなければならない場合はどうするのか？ 

 

学校からの回答 ＞昨年は４、５月に登校禁止となったので、課題を郵便で送って採点

した。その後６月から分散登校と自宅学習を併用した時期があった。９月からは Google 

Classroomと Zoomを導入し、たとえ学校に来られなくなっても授業ができる体制を整え

た。今後もどうなるか分からないが、MacBookで自宅制作しクラウド上に学生が課題 

作品を提出、講師がチェックすることは定着している。今後もクラウドで授業は実施で

きるが災害で通信が途切れた場合の課題はある。 

 

点検項目【３－１０】成績評価・単位認定等                     

点検項目【３－１１】資格・免許の取得の指導体制                  

点検項目【３－１２】教員・教員組織                        

基準４ 学修成果 
点検項目【４－１３】就職率                            

点検項目【４－１４】資格・免許の取得率                      

点検項目【４－１５】卒業生の社会的評価                      

この項目は、ご意見がありませんでした。 

基準５ 学生支援 
点検項目【５－１６】就職等進路                          

この項目は【関連業界団体・企業】【卒業生】【学識経験者】【保護者】の方々からご意

見をいただいています。 

 

評価委員の意見・質疑【関連業界団体・企業】【卒業生】【学識経験者】 

□コロナ禍で求人企業側が採用するのがきびしい状況。仕事の形が変化し、若い人のマ

インドが変わって広告から Web・ゲームに興味が移行した。デジタルに強い人材が必

要。紙だけの仕事がなくなりデジタルと紙の両方できる人材が必要。SNSでの発信や

スマホで何ができるかが問われている。スマホ配信のデザインが優先されている。ユ

ーザーが使用しているものを知り経験することが必要。グラフィックの基礎は絶対に

必要であるが、現状把握も必要。 

 

□メディアが変化した。広告制作費を削減する事が企業の課題になっていて、より効果

的な広告メディアに移行している。 
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□昨年度は採用人数が少なかったが、業績が上がっていく傾向なので、今後は増える 

  傾向。大阪万博に向けて空間系の仕事が増える。展示会の動向は不明であるがオンラ 

  イン展示会が有用かどうかは業種による。PRだけならオンラインも有用なので全て 

  リアルに戻るとは限らない。商業施設も eコマースが増えるが、施設は大型化し、無 

くならない。事務所も無くならない。地方に移転した企業の後に他の企業が入る。千 

葉大隅田キャンパスが出来たが、フリースペースがあり、さまざまな形で個別に話せ 

る場所があるとコミュニケーションが取れてよい授業となる。講義型だけでなく、対 

話型のスペースが必要。 

 

学校からの回答 ＞入学希望者も映像に興味を持つ学生が増えた。高校の普通科でも授 

業で映像制作に触れていて興味を持って入学している。SNSも学生にとっても身近なツー 

ルとなり写真や動画を個人で公開している学生も多い。学生募集の広報では、第一印象 

となるパンフレットのデザインは大切にしている。SNSでの情報発信は必須で強化が課 

題。映像発信も課題である。 

 

評価委員の意見・質疑【保護者】 

□希望職種と業界がわからないと言っている。まだ就職モードになっていない。業界 

  理解も個人差があるのかも知れない。 

 

学校からの回答 ＞大学生は３年次から活動しているかと思うが、専門学校生は卒業年

次の４月から就職活動を本格化し、夏に内定というケースが多い。とは言え、就職に対

する意識付けは早くするよう促していている。以前に比べて学生が就職への意識を持ち

始めるのが遅い。特にクリエイティブアート科やイラストレーション科の学生は遅い傾

向なので、個別に対応している。面談でもていねいに話すことを心がけている。学科ご

とに教職員の担当者が個別対応している。求人開拓も積極的に行っている。 

□９月の保護者面談で担任から本人は個人で作品を作って売っていきたい希望だと聞 

  いたが、フリーでやっていけるのは一握りだと思うので、最初は就職しつつ技術を磨

いてもらいたいと思っている。先生には現実も伝えて欲しい。ただし最終的には本人

の意思を尊重している。工房の見学をして刺激を受けたようだ。 

 

□同窓会校友会のネットワークも就職では大事だと思う。校友会のネットワークも強 

  化して欲しいと思う。 

 

学校からの回答 ＞校友会会報と Webサイトで情報提供している。在校生のための奨学

金もある。さらに情報発信を増やし、活躍している卒業生からの就職につながる情報も

把握していきたい。 

 

□外部講師によるセミナーも全員参加講座であれば良いと思う。自分が経験・吸収し 

  たことをどれだけアウトプットできるかが重要。展覧会などもできるだけ行けるよう 

  にしてほしい。コンペ受賞はクリエイターの勲章なので、積極的に参加させてほし 

  い。 

 

学校からの回答 ＞コンペに対しては各学科目標を立てて取り組んでいる。コンペの傾

向も調べて指導している。受賞した学生はその後も伸びている。専門学校のカリキュラ

ムでは時間がなかなか取れず、授業外での個人指導になり難しい面もある。富山パッケ

ージデザインコンペに毎年受賞しているのでこれからも続けたい。 
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点検項目【５－１７】中途退学への対応                       

この項目は、ご意見がありませんでした。 

点検項目【５－１８】学生相談                           

この項目は【関連業界団体・企業】【卒業生】【学識経験者】【保護者】の方々からご意

見をいただいています。 

評価委員の意見・質疑【関連業界団体・企業】【卒業生】【学識経験者】 

□一人暮らしの若い人が孤立する傾向がありメンタルケアが必要。出社率が減りコミュ 

ニケーションが減っていて、その場にいないのでケアが難しい。 

 

□日本タイポグラフィ協会の学生会員との交流が再開した。美大生が手伝いに来て、コ 

ンペ作品に触れてもらうことができた。今は将来のビジョンが見えにくく不安だと思 

うが企業と学生との交流があれば学生は安心すると思う。 

 

□自社では以前からメンタルに問題がある人がコロナ禍で悪化する傾向にある。また、 

 ハラスメント教育は徹底している。オンラインだとハラスメントは減るのではない 

か。超過勤務はきびしくコントロールしているが陰で働いている人はいる。採用試験 

時にストレス度チェックがある。ストレス耐性について確認して配属先を決める際に 

参考にしているが数値は絶対では無いので採用可否に影響はない。 

 

学校からの回答 ＞カウンセラーと契約しメンタルケアをしている。学外への相談体制

も敷いている。 

 

評価委員の意見・質疑【保護者】 

□教員と学生とのコミュニケーションが良好で個々人を尊重してくれる。真剣に相談に 

乗ってくれていて、距離が近い。工具なども相談に乗ってくれる。 

 

□教員は多様性を持って多角的な視点から学生を評価してくれている。 

□学生によってはメンタル面の問題を学生自身が抱えてしまう状況もあると思う。 

  担任からの学生の問題に関する気づきに尽力してもらいたい。 

 

□職場でメンタルの問題があっても自分からアラートを出せない。自分自身では認識で 

きない。学生からメンタル不調の声を上げられない危うさがある。 

 

□一人暮らしの学生は家族がメンタルの問題に気づけないこともある。企業は定期的に 

  チェックしているが、学生にはそれは難しいか。 

 

学校からの回答 ＞学校としては引き続き対応を強化していきたいと考えている。 

 

点検項目【５－１９】学生生活                           

この項目は、ご意見がありませんでした。 
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点検項目【５－２０】保護者との連携                       

この項目は【保護者】の方々からご意見をいただいています。 

 

評価委員の意見・質疑【保護者】 

□学校から保護者への連絡はアプリとメールでもらっている。今後も些細なことでも 

  構わないので発信して欲しい。保護者用 Webサイトは見ていない。SNSによる発信 

  もあれば良いと思う。 

 

学校からの回答 ＞SNSはインスタグラムによる発信は行っている。引き続き様々な 

方法で情報発信していく。 

 

点検項目【５－２１】卒業生・社会人                        

この項目は【関連業界団体・企業】【卒業生】【学識経験者】の方々からご意見をいただ

いています。 

 

評価委員の意見・質疑【関連業界団体・企業】【卒業生】【学識経験者】 

□校友会では、SNS以外でも就労サポートをしたいと思っている。デザイン経験が無いま 

ま販促部門に異動した社会人にキャリアコースを紹介した。 

 

□社会人のスキルアップのセミナーを、日本広告制作協会で開催している。協会以外の 

  有料セミナーも会社経費で積極的に参加させている。仕事以外での学びの場が大切で 

  ある。実務経験無く社会人になってからデザインを学んだ人物でもモチベーションが 

  高ければ採用している。入社後の教育が重要である。 

 

□審査のうえ、一級建築士取得のサポートを会社でしている。営業職は経営セミナーな 

どにも参加させている。 

 

基準６ 教育環境 

点検項目【６－２２】施設・設備等                        

この項目は、ご意見がありませんでした。 

 

点検項目【６－２３】学外実習・インターンシップ等                 

この項目は【関連業界団体・企業】【卒業生】【学識経験者】の方々からご意見をいただ

いています。 

 

評価委員の意見・質疑【関連業界団体・企業】【卒業生】【学識経験者】 

□企業としても学生とのコラボレーションは積極的に行いたい。学生からの意外な提案

が刺激になる。インターンシップは企業個々の都合や、守秘義務で難しい場合もあ

る。 

 

□大学からのオファーで、若手デザイナーが大学生に課題を出し、評価を行う全５回の 

  授業を行った。現状インターンシップはオンライン中心であると思うが、オンライン 

と対面半々で実施すると両方のメリットがあると思う。 
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学校からの回答 ＞産学連携活動はここ半年で再開し、参加出来ている。インターンシ

ップは対面ではできていない。対面とオンラインとは全然印象が違う。現場で声を掛け

てもらう方が学生の経験になるので、実施出来ないのは非常に残念。今後、コロナ禍以

降でもインターンシップが再開されるか分からないので懸念している。 

 

点検項目【６－２４】防災・安全管理                        

この項目は、ご意見がありませんでした。 

 

基準７ 学生の募集と受け入れ 

点検項目【７－２５】学生募集活動                         

この項目は【保護者】の方々からご意見をいただいています。 

 

評価委員の意見・質疑【保護者】 

□美術デザイン系に進みたいと思い、高校３年生の時に美大と専門学校のオープンキ 

  ャンパスに参加した。参加して印象が良かった学校に決めた。 

 

□自己推薦で出願した。複数学校の資料を収集し、本人の希望で決めた。オープンキ  

   ャンパスで実際に見るのも重要だが、学校の理念と卒業後の進路を重要視している 

のでその点の情報提供をして欲しい。パンフレットと Webサイトを見て学校のスタン

ス、歴史を知り大丈夫だと思った。 

 

□入学前に来校はしていない。今回の会議の様な学校のキーマンと話す機会が一般の 

保護者もあればよいと思う。仕事は Zoom会議が増えたので物理的に会えないことが 

  なくなった。授業も公開してもらえるとよい。オープンキャンパスもよいが、差し 

  障りのない範囲で授業公開をしてはよいのでは。 

 

学校からの回答 ＞コロナ禍以前は来校してもらい授業見学を実施していた。オンライ 

ンでの実施も可能性がある。入学希望者向けのオンライン学校見学を実施しているの

で、今後も継続したい。また、オンライン保護者会を今年の９月に実施し、学校からの

説明と、個別も実施した。皆様からのご意見を踏まえ次年度以降の実施の参考とした

い。 

 

点検項目【７－２６】入学選考                           

この項目は、ご意見がありませんでした。 

 

点検項目【７－２７】学納金                            

この項目は【保護者】の方々からご意見をいただいています。 

 

評価委員の意見・質疑【保護者】 

□美術短大より、費用は良心的である。ただし、美大は画材使い放題。スケッチブック 

なども提供してもらっていた。Adobeのソフトも大学から支給されていて使用できた。 

 

□教材費は芸術系なので身構えていたが、思っていたよりも良心的である。学費は問題 

ない。 

 

□他校とは比較しようが無いが、学費は相応だと思う。消耗画材費については、必要な 

のでしょうがないとは思う。 
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学校からの回答 ＞デジタル制作が増えているので、画材の消耗は減っているが、展示

用の費用など必ず掛かる費用もある。 

 

基準８ 財務 

点検項目【８－２８】財務基盤                           

点検項目【８－２９】予算・収支計画                        

点検項目【８－３０】監査                             

点検項目【８－３１】財務情報の公開                        

基準９ 法令等の遵守 

点検項目【９－３２】関係法令、設置基準等の遵守                  

点検項目【９－３３】個人情報保護                         

点検項目【９－３４】学校評価                           

点検項目【９－３５】教育情報の公開                        

この項目は、ご意見がありませんでした。 

 

基準１０ 社会貢献・地域貢献 

点検項目【１０－３６】社会貢献・地域貢献・国際交流                

点検項目【１０－３７】ボランティア活動                      

この項目は【関連業界団体・企業】【卒業生】【学識経験者】の方々からご意見をいただ

いています。 

 

評価委員の意見・質疑【関連業界団体・企業】【卒業生】【学識経験者】 

□社会貢献・ボランティアはとても大事である。日本広告制作協会でもクリエィティ 

  ブの社会性を高める事を課題としてクリエィティブボランティアの活動を行ってい 

  る。クライアントの先に社会があるという感覚が大切。デザインが社会でどう役に 

  立っているかを理解することが重要。 

 

□小学生からの社会貢献活動の教育が必要。早い時期に自然と身につけて欲しいと思 

  う。コロナ禍が治まればいろいろな事に取り組めると思う。 

 

□空間デザインがそもそも SDGsである。日本空間デザイン賞ではサスティナブル空間 

  賞を設定。今年は２０点が受賞した。町おこしにつながるなど社会性が高いデザイン 

  が多い。 
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          学校法人原宿学園 

          東京デザイン専門学校 
          〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-62-8 

                  学校関係者評価報告書についてのお問合せ先 

          総合企画部 TEL ０３－３４７５－０１７１ 

 
 


