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令和元年度学校法人大原学園 事業報告書 
１．法人の概要 

学校法人名 学校法人大原学園 認可年月日 昭和３９年１月９日 
住所 奈良県奈良市富雄元町 1丁目１３－４１ 代表電話 ０７４２－４７－１１１１ 

設置する学校・学部・学科（H30年５月１日現在） 
設置する学校 入学定員 収容定員 現員 備考 

大原和服専門学園 ２９０ ４７０ ２９  
研究員ほか ― ― ３１  
 設置学科名：（家庭専門課程）和裁科、和裁専攻科、和裁研究科、着物染織科、着物工芸科 
■役員の概要等（令和元年５月１日現在） 〇理事 定員６名 現員６名 
区分 氏名 常勤・非常勤の別 
理事長 大原健嗣 常勤 

理事 大原敏敬 常勤 
理事 吉田季世子 常勤 
理事 熊谷宝子 非常勤 
理事 黒島敏 非常勤 
理事 中川博文 非常勤 
〇監事 定員 ２名以上３名  現員２名 

  
 
 

〇評議員の概要（令和元年５月１日現在）定員数１３名 現員１２名 
氏名 主に現職 
吉田季世子 大原和服専門学園園長補佐 卒業生 
酒井道子 大原和服専門学園学務部リーダー 卒業生 
村橋恵子 大原和服専門学園 卒業生 
谷清美 大原和服専門学園学務部 卒業生 
森田智子 大原和服専門学園職員 栄養士 
大原加容子 大原和服専門学園職員 

熊谷宝子 理事 京都きものコンサルタント協会 理事長 
黒島敏 理事 ㈱びん工房 代表取締役 京友禅伝統工芸士 
大原健嗣 理事長 ㈱ayanasu代表取締役社長 

大原文子 大原和服専門学園 卒業生 
石井千香子 大原和服専門学園 卒業生 
蛯原香代子 大原和服専門学園学務部 卒業生 

監事 中村 徹 非常勤 
 高橋 直嗣 非常勤 
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〇教職員の概要（令和元年５月１日現在）（単位：人） 
区分 計 
教員 本務 ６ 

兼務 １２ 
職員 本務 ６ 

兼務 ５ 
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◎令和元年度の経営状況の概観と課題 
〇市況概観 

平成31年3月の高卒者は105万1000人（男子53万1000人、女子52万人）で、前年度と比べて5100

人（0 .5％）減少した。このうち、大学（学部）へは49.8％に当たる52万4000人（400人減）、短期大

学（本科）へは4.4％に当たる4万6000人（2800人減）が進学した。高卒者の減少により進学者数は減

少したが、大学（学部）への進学率は、前年に比べて0.2ポイントアップし、過去最高を記録した。 

 一方、専門学校（専修学校専門課程）進学者は17万2000人（男子6万8000人、女子10万4000人）

で、3300人増となった。27年度に下降に転じた進学率も今年は0.4ポイントアップし、16.4％になった。 

高等教育機関全体を俯瞰すると、2019年には専門職業大学や専門職業短期大学の新しい高等教育機関
の創設され、2020年４月より経済的な格差是正のための高等教育修学支援新制度がはじまり高等教育機
関全体のとりまく環境が大きく変化する中、今後予測される環境変化を踏まえた中長期的な視点に立っ

た経営体質の改善のため様々な取り組みを行っていく必要がある。 
 
また、2018年着物小売市場規模は、前年度比 99.8％の 2,875億円（(有)きものと宝飾調べ）となり、

2013年の 2900億円からほぼ横ばいで推移している。しかし、2019年秋の消費税増税以後、着物消費が

減速傾向になり、着物の市場についても大きく改善が見込まれない状況である。そのため、当学園とし

ては着物市場の活性化と当学園の学生募集等運営改善につながる新たな視点での施策を行っていく必要

がある。 

 

〇会務報告 

（１）理事会 

第１回 令和 元年 ５月３１日（金） １３：００～１４：３０ 

第２回 令和 ２年 １月３１日（金） １４：３０～１６：４５ 

第３回 平成 ２年 ２月２８日（土） １５：０５～１８：００ 

 

（２）評議員会 

第１回 令和 元年 ５月３１日（金） １５：００～１６：００ 

第２回 平成 ２年 ２月２６日（金） １３：００～１３：４０ 

 

（３）学校評価体制の整備 

１．自己点検自己評価委員の実施 

学園内自己点検自己評価委員を充実させ、学校関係者評価委員会の実施を踏まえた自己点検自己評価を 

実施。 

２．学校関係者評価委員会の実施 

（学校関係者評価委員名簿） 

〇西村典久（学校法人美芸学園 美芸高等専修学校校長） 
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〇小西 彰（奈良県職業能力開発協会 専務理事） 

〇大森貴之（大阪和服裁縫協同組合 理事長） 
〇松本美波（卒業生） 

 

第１回 令和 元年 ７月２０日（土）１４：００～１６：００ 
第２回 令和 元年１１月 ９日（土）１０：００～１２：００ 
第３回 令和 ２年 ３月１４日（土）１３：００～１５：００ 
 

（４）教育課程編成委員会 

 １．教育課程編成委員会 和裁分科会 

第１回 令和 ２年 ３月１４日（土）１５：００～１７：００ 

委員名：大森貴之 大阪和服裁縫協同組合 理事長 

    吉澤暁子 吉澤暁子きもの着付教室 代表 
    松本美波 和裁士 

  

２．教育課程編成委員会 染織分科会 

第１回 令和 ２年３月２８日（土）１０：００～１１：３０ 
委員名：奈良県職業能力開発協会 専務理事 小西彰 
    ㈱西陣まいづる 代表取締役 舞鶴 政之（意見書） 

㈱桝儀 代表取締役 上田 哲也（意見書） 

〇教育、授業関連、学科編成 等 

（１）企業臨地実習 

企業臨地実習は４年目となり、企業臨地実習の提携先を企業からフリーランスの卒業生にも広げて４２

社（令和２年３月末）となり、着物染織科・和裁科の学生が企業臨地実習をおこなった。 
 
（２）技能大会などの学修成果 

１．第６４回全国和裁技術コンクール 

会 期：令和元年８月２９日（木） 

場 所：京都市西文化会館ウエスティ 

参加者：研究員１名・学生２名 

    第１位内閣総理大臣賞・第４位文部科学大臣賞を受賞 

     

２．技能五輪全国大会 

 〇あいち技能五輪出場選手表敬訪問 

  会 期  令和元年11月6日（水） AM10時30分から 

 場 所  奈良県庁 
 当学園代表選手１名と引率 1名が、奈良県選手団と共に副知事・部長に表敬訪問をした。 
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 〇あいち技能五輪（ 第57回技能五輪全国大会） 

 当学園から和裁職種で奈良県代表として１名出場。和裁職種金賞受賞 

主 催  厚生労働省、愛知県、中央職業能力開発協会 

会 期   令和元年11月15日（金）～18日（月） 

引 率 １名 

 

 〇あいち技能五輪出場選手表敬訪問 

  会 期  令和元年12月16日（月） PM15時15分～25分 

 場 所  奈良県庁 
 第 57回技能五輪全国大会入賞選手３名（当学園・金賞受賞安部雪菜） 
及び第 39回全国障害者技能競技大会入賞選手２名が、 荒井知事に表敬訪問をした。 

 
〇技能五輪奈良予選会（ 第58回技能五輪全国大会） 

 当学園から３名出場。 

会 期   令和２年1月16日（木） 

   場  所   大原和服専門学園 
 
３．第１２回現代手織物クラフト公募展 

  着物の部入選 1名 九寸帯の部入選 ４名 
 
４．２０２０ 染織意匠・図案コンペ 

  金賞 １名 銀賞 １名 
 
５．２０１９ 天神祭公式グッズデザインコンテスト 

  てぬぐいの部 １位 入賞 
 

 

〇着物振興・ものづくり振興活動 

奈良県下の小学校・中学校において奈良県職業能力開発協会等からの依頼によるモノづくり振興・着物

振興および当学園の認知度を上げるための体験授業を実施。本年度は中学校１校にて実施。 
年月日  人数 体験内容 講師 
R1.10.28 平群郡立平群中学校 ２０名 

 
箸袋作り 
浴衣付け 

教職員２名 
学生５名 
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〇就職等進路 

 就職等進路については、本年度は着物業界全体の環境は停滞もあり、他分野へ就職を希望する卒業生がおり、

和のインテリア関係の企業にも会社訪問等おこなった。また、卒業後に和裁を継続しておこなう卒業生もおり、

それぞれの幅広い希望に対応した。また、着物染織科の進路となった新庄亀綾織伝承協会とは、今後の人財育

成で協力することでより一層連携することとなった。 
１．就職実績 

令和元年度全卒業生進路実績 
  

社名 都道府県 職種 主な事業内容 

自営和裁士 奈良 和裁士 
 

自営和裁士 北海道 和裁士 
 

㈱ｳｲﾝｸ゙ｽｲﾝﾀーﾅｼｮﾅﾙ 福岡 加工管理 きもの総合加工 

新庄亀綾織伝承協会 山形 手織技術者 生地メーカー 

自衛隊 埼玉 
  

パソナ派遣 東京 
  

(有)リファイン 京都 
文化活動在留資格・ 

悉皆  

 

〇学園広報活動、学生募集活動等、業界連携活動など 

１．学園広報活動 

 （１）東京キモノショー 来場者１１１９０名 

会 期 令和元年５月２日（木）～６日（月） 
場 所 東京・日本橋三井ホール 

    当学園も実行委員として参画しており、学生の学習成果の発表として学生作品トールソーを出

品した。 

（２）和祭（日本伝統文化祭）  

    会 期 令和元年９月７日（土）・８日（日）  

来場者 （1日）２５０名・（２日）２８６名 （計）５３６名 

    場 所 大原和服専門学園 

    当学園と和のものづくりの地元認知度向上のために、和祭を当学園にて開催。 

    織体験・染め体験・和裁体験・和柄グラフィック体験・金彩体験・着付体験 

 （３）きものサローネin日本橋２０１９ 第２回学生きもの優秀作品展 

    会 期 令和元年１０月４日（金）～６日（日） 

    場 所 YUITO日本橋野村ビル５F・６F 

    内 容 当学園の優秀作品を展示 
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 （４）第２９回奈良県技能フェスティバル  

     会 期 令和元年１１月２４日（日） 

     場 所 橿原公苑  

     当学園はモノづくり体験（織・和裁）と学生作品展示及び生徒作品の販売をおこなった。 

     和裁体験２７名 織体験２３名 参加 

 

２．学生募集活動 

本年度も、体験入学会・全国学園説明会を実施した。 

 

（１）体験入学会 ２０回 

４月２７日（土）・５月２５日（土）・６月８日（土）・２２日（土）・７月１３日（土）・２３日（火）・

２５日（木）・２７日（土）・８月２１日（水）・２２日（木）・２４日（土）・９月２８日（土）・

１０月２６日（土）・１１月３０日（土）・１２月１４日（土）・１月２５日（土）・２月８日（土）・

３月７日（土）・３月１９日（木）・３月２５日（水）・２６日（火） 

（２）全国学園説明会 １１会場 

 ７月２９日(月)東京・３０日（火）仙台・３１日（水）札幌・８月1日（木）岡山・ 

８月２日（金）高松・３日（土）広島・４日（日）福岡・５日（月）沖縄・６日（火）名古屋・ 

８月９日（金）新潟・１０日（土）長野 

 

〇教職員研修 

 １．学校運営・教育マネジメント等に関する専門的能力の習得・向上研修 

   〇令和元年度 全国専修学校各種学校総連合会 近畿ブロック協議会 

    会 期：令和元年７月５日（金）１３：００～ 

    場 所：ホテルグランヴィア京都「源氏の間」 

    学園長参加 


