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2022 年度 学校関係者評価報告書 

◆ はじめに 

  2014 年（平成 26 年）4 月から、専門学校のうち企業等と密接に連携して、最新の実務の知識・技能

を身につけられる実践的な職業教育に取り組む学科を文部科学大臣が認定する「職業実践専門課程」が

スタートし、2022 年度で 9 年目を迎えました。 
 

学校関係者評価の実施及び結果の公表は、職業実践専門課程の要件のひとつになっており、本校も

2013 年度（平成 25 年度）から、学校の教育活動その他の学校運営の状況について学校自らが評価を行

う「自己評価」の実施及び公表、そして、自己評価の結果について評価することを基本として行う「学

校関係者評価」の実施及び公表を進め、学校運営の改善、教育の質の向上に取組んでいるところです。 
 

学校法人日本ホテル学院が運営する専門学校日本ホテルスクールは、学校評価に関する関連法令に基

づき、評価対象年度である 2021 年度自己評価を基本にした「学校関係者評価」を実施し、報告書とし

てまとめました。学校関係者評価は、学校自らが選任した教育関係者、業界関係者、卒業生等の学校関

係者が、学校が実施した「自己評価」の結果について評価することを基本として行う評価で、評価結果

はホームページ等において公表致します。 
 

本校と致しましては、学校関係者評価の結果を踏まえ、今後も教職員と学校関係者が連携・協力し、

学校経営、学校運営の更なる改善と教育の質の向上に努めて参りたいと考えております。 

 

１、学校関係者評価について 

（１）定 義 

学校関係者評価は、生徒・卒業生、関係業界、関係団体、教育業界、保護者・地域住民などを学校自

らが選任し、構成された評価者と学校教職員で構成された委員会等が、自己評価の結果について評価す

ることを基本として行う評価。 

（２）目 的 

自己評価結果の客観性、透明性を高めるとともに、本校と密接に関係する学校関係者の理解促進や連

携体制による学校運営の更なる改善を図ることを目的とする。 

（３）評価の主なポイント 

①自己評価結果の内容は適切か。 

②自己評価結果を踏まえた今後の改善方策は適切か。 

③学校の重点目標や評価項目等は適切か。 

（４）評価対象期間 

  2021 年度（2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日） 

（５）評価実施年度 

  2022 年度 

（６）評価結果の公表 

①評価結果や委員からの意見等をとりまとめてホームページに公表。 

②評価結果は次年度の学校運営や教育活動等について具体的に改善を図る。 



2 

 

２、学校関係者評価委員会について 

（１）主な活動内容 

①自己評価の実施状況と結果についての確認 

②学校関係者評価委員の評定、意見、評価等、集計結果の確認 

③評価する点、改善する点、全体的助言 

④教育環境施設等の視察、確認 

（２）学校関係者評価委員会 

  学校関係者評価委員５人              （順不同、敬称略、2022 年 12 月 1 日現在） 

氏 名 団体等の名称 役 職 任期（3 年） 

渡辺 淳 全国語学ビジネス観光教育協会 事務局長 
2021.11.1～ 

2024.10.31 

浅山 恵一 一般財団法人日本ホテル教育センター 事業部長 
2022.9.1～ 

2025.8.31 

赤澤 儀一 専門学校日本ホテルスクール 同窓会 副会長 
2020.11.1～ 

2023.10.31 

田中 俊彦 専門学校日本ホテルスクール 同窓会 副会長 
2020.11.1～ 

2023.10.31 

菊野 哲二 専門学校日本ホテルスクール 同窓会 監 事 
2020.11.1～ 

2023.10.31 

 

３、基準、評価項目等 

（１）「自己評価報告書１」に基づく学校関係者評価 

自己評価報告書１は、特定非営利活動法人 職業教育評価機構の様式に準拠。 

基準１ 教育理念・目的・育成人材像 

基準２ 学校運営 

基準３ 教育活動 

基準４ 学修成果 

基準５ 学生支援 

基準６ 教育環境 

基準７ 学生の募集と受入れ 

基準８ 財 務 

基準９ 法令等の遵守 

基準 10 社会貢献・地域貢献 

 

（２）「自己評価報告書２」に基づく学校関係者評価 

自己評価報告書２は、本校独自の自己評価項目（以下①及び②）を設定し評価を実施。 

①ホテル専門学校として教育の質保証、特徴化に向けた取組みの評価項目 

・教育目標、教育活動、授業運営 

・教育課程編成、特色ある教育 

・学修成果 
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②職業実践専門課程（文部科学大臣認定）要件の実施・取組み状況、成果等の評価項目 

・専攻分野に関する企業等と連携した教育課程の編成 

・企業等と連携して実習・演習等の実施 

・総授業時数 

・企業等と連携し教職員に対し専攻分野に関する研修の実施 

・企業等と連携し学校関係者評価の実施と公表 

・学校運営の状況に関する情報の公開・提供 

 

４、自己評価に対する学校関係者評価委員の評価（平均点） 

（１）評価点（平均点） 

自己評価の評価項目に照らして、学校関係者評価委員が点数化し、その平均値（平均点）を記載した。 

４点：適切（実施） 

３点：ほぼ適切（概ね実施、ほぼ実施） 

２点：やや不適切（少し実施、ある程度実施） 

１点：不適切（殆ど実施していない、未実施） 

 

（２）委員の意見、評価等 

  学校関係者評価委員の意見、評価等を各基準毎（評価項目毎）に記載した。 

改善を要する点、取組み方法の工夫や変更等の意見については、内外の状況を見定めて対応する。 

 

５、新型コロナウイルス感染症に対する対応 

2021 年度、新型コロナウイルス感染症の影響が続き、学校運営全体の事業計画、授業運営等に影響を

及ぼした。諸計画の一部は変更又は中止を余儀なくされたが、教職員は年間を通じ情報の収集・検討、

実行性、計画性、柔軟性をもって対応し、混乱、影響を最小限にするため全員が協力し、概ね滞りなく

2021 年度を終えることができた。 

  『2022 年度自己評価報告書１』の 6 ページから 8 ページに新型コロナウイルス感染症に対する学校 

の主な対応、学校運営に関する主な取組みについて記載した。 

重要なことは、コロナ禍においても従来の教育方針や教育に関する基本的考え方を変えずに対応する

ことと必要に応じて柔軟に変更・工夫をしつつ、教育の質を落とさず、授業内容の向上と適切な学生指

導を継続していくことである。 

学生の募集状況や進路・就職状況も厳しい時代を迎えているが、教職員、学校関係者の連携を継続し、

次年度も職業に直結する実践的教育活動を行っていく。 

 

６、評価項目に対する評価の平均値、意見等 

評価項目に対する評価平均値及び委員の意見、評価等は次ページ以降をご覧下さい。 
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１、「自己評価報告書 1」に基づく学校関係者評価 

【基準１】教育理念、目的、人材育成像 
 

評 価 項 目 評価の平均値 

1-1-1 理念・目的・育成人材像は、定められているか 4.0 

1-1-2 育成人材像は専門分野に関連する業界等の人材ニーズに適合しているか 4.0 

1-1-3 理念等の達成に向け特色ある教育活動に取組んでいるか 4.0 

1-1-4 社会のニーズ等を踏まえた将来構想を抱いているか 3.4 

 

【意見・評価等】 

・社会環境等の変化により先行きが見通しにくい状況にあるが、理念等が明確であり、理念等達成に向け

た教育活動が活発に行われている状況が見受けられる。 

・社会状況の変動に伴う多種多様なニーズが求められる中、学生の必要な基礎知識と実習による技能等の

向上や人材育成のため、業界と連携した学校運営を今後も実践して、社会でも活躍・貢献できる人材の

育成に引き続き努めて頂きたい。 

・年々変容する社会ニーズに関連する情報収集に努めている。 

 

【基準２】学校運営 
 

評 価 項 目 評価の平均値 

2-2-1 理念に沿った運営方針を定めているか 4.0 

2-3-1 理念等を達成するための事業計画を定めているか 4.0 

2-4-1 設置法人は組織運営を適切に行っているか 4.0 

2-4-2 学校運営のための組織を整備しているか 4.0 

2-5-1 人事・給与に関する制度を整備しているか 4.0 

2-6-1 意思決定システムを整備しているか 4.0 

2-7-1 情報システム化に取組み、業務の効率化を図っているか 3.2 

 

【意見・評価等】 

・学習環境の多様化なども情報システム化し、業務の効率化が図られている。 

・今後も、学校運営の円滑な基本方針や計画、目標により職員の丁寧な説明と情報開示と共有及び諸規定

等の適宜改定を行うことにより、更なる目標達成に努めて頂きたい。 

・情報流失の危険性は日々高まっていると考える。今後も防止対策の維持と向上に努めて頂きたい。 
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【基準３】教育活動 
 

評 価 項 目 評価の平均値 

3-8-1 理念等に沿った教育課程の編成方針、実施方針を定めているか 4.0 

3-8-2 学科毎の修業年限に応じた教育到達レベルを明確にしているか 4.0 

3-9-1 教育目的・目標に沿った教育課程を編成しているか 4.0 

3-9-2 教育課程について、外部の意見を反映しているか 3.2 

3-9-3 キャリア教育を実施しているか 4.0 

3-9-4 授業評価を実施しているか 4.0 

3-10-1 成績評価・修了認定基準を明確化し、適切に運用しているか 4.0 

3-10-2 作品及び技術等の発表における成果を把握しているか 4.0 

3-11-1 目標とする資格・免許は、教育課程上で、明確に位置づけているか 4.0 

3-11-2 資格・免許取得の指導体制はあるか 4.0 

3-12-1 資格・要件を備えた教員を確保しているか 3.0 

3-12-2 教員の資質向上への取組みを行っているか 3.2 

3-12-3 教員の組織体制を整備しているか 3.0 

 

【意見・評価等】 

・職業教育と社会環境の関係を踏まえた学校独自の教育活動の状況が適切に評価されている。 

・学生本人の必要とする職性・有効な資格取得の助成に取り組まれておりますが、今後も学生のため、教

職員の確実な認識と実行力も大切であり、学生への必要な情報や知識の提供がより不可欠と感じます。

引き続き外部意見の活用、指導の向上等教育環境整備に努めて教育活動を続けて頂きたい。 

 

【基準４】学修成果 
 

評 価 項 目 評価の平均値 

4-13-1 就職率の向上が図られているか 3.4 

4-14-1 資格・免許取得率の向上が図られているか 3.2 

4-15-1 卒業生の社会的評価を把握しているか 3.2 

 

【意見・評価等】 

・卒業生講話の実施など学修成果を具体的な形で示されており、更なる卒業生の活躍を示されることを期

待する。 

・就学中のみならず、卒業後のキャリア形成の重要性を主眼に置いての教育を実施されている中で、各種

コンクールでの優秀な成績を収められている実績は評価されるべき事例であると思います。今後も学生
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の職業育成や希望進路のため教育環境策定に努めて、さらなる改善、ご指導をお願いしたい。 

・情報の収集と外部への発表、対策などに努めていると感じています。 

・卒業生の社会的評価の把握について、Google Form 等を利用した方法が費用もかからず準備等も比較的

シンプルに行えると思います。 

 

【基準５】学生支援 
 

評 価 項 目 評価の平均値 

5-16-1 就職等進路に関する支援組織体制を整備しているか 4.0 

5-17-1 退学率の低減が図られているか 3.2 

5-18-1 学生相談に関する体制を整備しているか 4.0 

5-18-2 留学生に対する相談体制を整備しているか 3.0 

5-19-1 学生の経済的側面に対する支援体制を整備しているか 4.0 

5-19-2 学生の健康管理を行う体制を整備しているか 3.2 

5-19-3 学生寮の設置など生活環境支援体制を整備しているか 4.0 

5-19-4 課外活動に対する支援体制を整備しているか 3.4 

5-20-14 保護者との連携体制を構築しているか 4.0 

5-21-1 卒業生への支援体制を整備しているか 3.8 

5-21-2 産学連携による卒業後の再教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの開発・実施に取組んでいるか 3.2 

5-21-3 社会人のニーズを踏まえた教育環境を整備しているか 3.2 

 

【意見・評価等】 

・夜間部の設置もあり、社会人のニーズを踏まえた教育環境も整備されている。 

・転職・転社の情報発信の強化を進める事が重要。 

・学校で学ぶ専修性の高い知識、資格、技能の習得等を目指し、学生個々の将来の目標、就職後の本人の

希望を含め、就学中の健康面、相談就職支援体制の整備等のさらなる取組み、ご指導をお願いしたい。

また、卒業生の支援する学校内の組織化の一つとして、研修会や同好会、同窓会の活用も有効であると

思います。SNS による様々な情報発信を、今後とも推進して頂きたい。 

・言葉の問題はもとより外国人留学生への対策は大変と思われますが、今後は海外からより多くの人材が

求められ、日本語学校など外部との提携等、様々な方法、研究が必要になってくるでしょう。 

・退学率の低減を図ることについて、第三者の目線として学外の相談先も用意してみたらどうか。 
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【基準６】教育環境 
 

評 価 項 目 評価の平均値 

6-22-1 教育上の必要性に十分対応した施設・設備・用具等を整備しているか 4.0 

6-23-1 学外実習、インターンシップ、海外研修等の実施体制を整備しているか 4.0 

6-24-1 防災に対する組織体制を整備し、適切に運用しているか 3.2 

6-24-2 学内における安全管理体制を整備し、適切に運用しているか 4.0 

 

【意見・評価等】 

・コロナ禍の対応等、教育環境の整備は適切である。 

・学校の施設、設備等では、新校舎の増築による教育環境は、素晴らしい成果となるよう期待しておりま

す。また、学外実習、インターンシップ、海外研修等は、教育課程の重要な人材育成の場であり、今後

とも対外関係企業などと、さらなる連携強化を図って頂きたい。 

・施設の拡充、充実など、教育環境の向上に努めている。 

・教職員対象の消防訓練の実施が必要であると感じます。全教職員が初期消火に対応できるようにするこ

となど。 

 

【基準７】学生の募集と受入 
 

評 価 項 目 評価の平均値 

7-25-1 高等学校等接続する教育機関に対する情報提供に取組んでいるか 4.0 

7-25-2 学生募集活動を適切かつ効果的に行っているか 4.0 

7-26-1 入学選考基準を明確化し、適切に運用しているか 4.0 

7-26-2 入学選考に関する実績を把握し、授業改善等に活用しているか 3.4 

7-27-1 経費内容に対応し、学納金を算定しているか 4.0 

7-27-2 入学辞退者に対し、授業料等について、適正な取扱を行っているか 4.0 

 

【意見・評価等】 

・更なる広報活動の展開を期待する。 

・今後も学生保護者への理解と安心して頂けるよう、研修提携ホテルの協力のさらなる推進、情報発信の

強化を図り、通例ではありますが、ご家族でホテル業務の実際を見ていただき、ご理解いただける機会

等を多々設けて頂きたい。 
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【基準８】財 務 
 

評 価 項 目 評価の平均値 

8-28-1 学校及び法人運営の中長期的な財務基盤は安定しているか 4.0 

8-28-2 学校及び法人運営にかかる主要な財務数値に関する財務分析を行って

いるか 
4.0 

8-29-1 教育目標との整合性を図り、単年度予算、中期計画を策定しているか 3.4 

8-29-2 予算及び計画に基づき、適正に執行管理を行っているか 4.0 

8-30-1 私立学校法及び寄附行為に基づき、適切に監査を実施しているか 4.0 

8-31-1 私立学校法に基づく財務情報公開体制を整備し、適切に運用しているか 4.0 

 

【意見・評価等】 

・財務情報も公開されており、健全経営と評価できる。 

・更なる少子化が進む中、学校環境への影響も厳しいと思われます。また、社会状況の変化に伴い、実習

先の困難な状況、オンライン授業などによる教育環境の中、学生数の確保も課題であり、今後も短期、

中長期計画の策定などにより、財務基盤の安定化をより図って頂きたい。 

 

【基準９】 法令等の遵守 
 

評 価 項 目 評価の平均値 

9-32-1 法令や専修学校設置基準等を遵守し、適正な学校運営を行っているか 4.0 

9-33-1 学校が保有する個人情報保護に関する対策を実施しているか 4.0 

9-34-1 自己評価の実施体制を整備し、評価を行っているか 4.0 

9-34-2 自己評価結果を公表しているか 4.0 

9-34-3 学校関係者評価の実施体制を整備し評価を行っているか 4.0 

9-34-4 学校関係者評価結果を公表しているか 4.0 

9-35-1 教育情報に関する情報公開を積極的に行っているか 4.0 

 

【意見・評価等】 

・法律に基づき適切に実施できている。 

・学校の情報開示は適正であり引き続き法令遵守のための運営、継続的な対策と改善に努めて戴きたい。

ただメモリ媒体等による不正防止に対しては、適正な管理、運営をして頂きたい。また、SNS による個

人情報や迷惑行為などにも、充分注意した環境整備をお願いしたい。 
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【基準 10】社会貢献、地域貢献、国際交流 
 

評 価 項 目 評価の平均値 

10-36-1 学校の教育資源を活用した社会貢献・地域貢献を行っているか 3.0 

10-36-2 国際交流に取組んでいるか 3.8 

10-37-1 学生のボランティア活動を奨励し、具体的な活動支援を行っているか 3.2 

 

【意見・評価等】 

・今後も継続的・発展的に社会貢献、地域貢献、国際交流が行われることを期待する。 

・学生にとって社会や地域に根ざした交流の機会は貴重な経験となり、社会人としての礎となりますが、

新型コロナウイルス感染症が軽減されるとはいえ、厳しい社会状況は不透明感があります。引き続き継

続して取り組んで頂きたいと思います。 

・具体的な地域活動や協力が期待される。他校の例ではあるが地域のお祭りへの参加、地域のごみ拾いの

参加を奨励している。 

 

２、「自己評価報告書２」に基づく学校関係者評価 

（１）ホテル専門学校として教育の質保証、特徴化に向けた取組みの評価項目 

①教育目標 教育活動 授業運営 

No. 評 価 項 目 評価の平均値 

1-1 学科・学年に応じた教育目標を明確に設定し、学生等に周知しているか。 4.0 

1-2 
全科目のシラバス（年間授業計画）を新年度開始前迄に作成・整備し、学

生に説明し授業運営を行っているか。ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに公開しているか。 
4.0 

1-3 
専任、兼任を問わず、教職員に対し教育目標や方針、授業運営計画につい

て周知・報告する機会を設けているか。 
3.0 

1-4 
基本的知識及び技能を確実に習得し、在学中において段階的に必要な実践

力、思考力の育成に取り組んでいるか。 
3.8 

1-5 
建学の精神、教育理念等を踏まえ、一貫性のある三つのポリシーを策定し、

広く社会に公表しているか。 
4.0 

 

②教育課程編成、特色ある教育 

2-1 
教育課程の検証、見直しを定期的に行い、バランスの良い調和の取れたカ

リキュラム編成を行っているか。 
4.0 

2-2 
専攻分野に関連する専門科目の講義及び演習の授業科目数、授業時数、単

位数はバランスよく適切であるか。 
4.0 

2-3 
授業での学びを企業等での実習で活かし、在学中において均衡のとれた教

育課程の実現や連動した学びを行っているか。 
4.0 
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2-4 
接客方法や技術及び円滑な対人関係に必要とされるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力の育成

がカリキュラムに構成されているか。 
4.0 

 

③学修成果 

3-1 
就職指導体制を整備、確立し、学生の職業観を高め、特に関連業界への就

職について向上が図られているか。 
4.0 

3-2 
資格取得に向け指導体制を整備し、計画的指導を行い、目標とする合格率

の目標達成に取り組んでいるか。 
3.2 

3-3 
退学率について、原因や分析、低減を図るための組織的な対応、対策をと

り、低減対策を図り取り組んでいるか。 
3.0 

3-4 
学生に対し学校生活や授業に関するｱﾝｹｰﾄ調査を実施し、意見や結果を指

導や改善に反映しているか。結果はﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で公表しているか。 
3.2 

 

●全体意見等 

・教育方針、教育目標、人材育成カリキュラムなどによる、観光業、ホテル業界での就業に生きがいや将

来性を持てるような、技能、技術、知識の提供が何より大切であると思います。校舎の増築によるハー

ドな環境に期待し、ソフトの取り組みにも引き続きご対応をよろしくお願いしたい。 

・コロナ禍において企業での実習が十分にできず、思うような取組みが難しかったと思います。退学の状

況については理由の把握と今後の対策に努めて頂きたいと思います。 

 

（２）職業実践専門課程（文部科学大臣認定）要件の実施・取組み状況、成果等の評価項目 

①専攻分野に関する企業等と連携した教育課程の編成 

No. 評 価 項 目 評価の平均値 

4-1 
企業等との連携体制を確保し、教職員と企業等の委員による委員会を設置

しているか。 
4.0 

4-2 教育課程編成委員会は年２回開催され、委員の構成、人数は適切であるか。 3.0 

4-3 委員の意見、提案等を教育課程の編成に反映されているか。 3.0 

4-4 
委員会において業界の現状、将来性、業界が求める人材等について意見交

換、情報共有し、教育課程編成に役立てているか。 
4.0 

 

②企業等と連携して実習・演習等の実施 

5-1 企業と間で覚書や協定書を締結し実習、演習を行っているか。 4.0 

5-2 
学内における実習・演習の授業は知識や技術を向上させ、段階的指導を行

っているか。 
4.0 

5-3 
実習中における仕事内容や時間を管理し、成績、評価、単位等の学修成果

について企業と連携しているか。 
4.0 

5-4 学生が修得した知識、技能を含む実践的かつ専門的な能力について評価を 4.0 
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行っているか。 

 

③総授業時数 

6-1 全課程の修了に必要な総授業時数は 1700単位時間以上であるか。 4.0 

 

④企業等と連携し教職員に対し専攻分野に関する研修の実施 

7-1 
教職員に対し、ホテルやブライダル分野における実務に関する知識、技術、

技能を修得・向上するための研修を計画的に行っているか。 
3.0 

7-2 
教職員に対し、授業及び生徒に対する指導力等を修得・向上するための研

修を計画的に行っているか。 
3.0 

 

⑤企業等と連携し学校関係者評価の実施と公表 

8-1 
教職員と企業等の委員により組織された学校関係者評価委員会を設置し

ているか。 
4.0 

8-2 企業等の委員の構成、人数は適切であるか。 3.0 

8-3 
学校関係者評価を踏まえ、課題の改善に取組み、教育活動その他の学校運

営の改善に取り組んでいるか。 
3.0 

8-4 
学校関係者評価の評価結果をホームページ等において広く社会に公表し

ているか。 
4.0 

 

⑥学校運営の状況に関する情報の公開・提供 

9-1 
情報公開のガイドラインに掲げられた項目について情報を提供している

か。 
4.0 

9-2 
ホームページ、入学案内書、パンフレット等の作成･配布、説明会等にお

ける説明等を通じて、恒常的に情報提供を行っているか。 
4.0 

 

●全体意見等 

・職業実践専門課程における社会的認知度の向上が期待される中、多年に渡る認定校の経験を踏まえ、特

色ある学校として、さらなる実施と確かな取組みを続け、情報の収集、適切な対応に向けた取り組みを

して頂きたい。 

・より一層の質の向上と業界での功績を期待しています。 

以 上 
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