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２０１５年度 学校関係者評価報告書 

１．はじめに 
 

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の学校関係者評価委員会は、学校

評価に関する関連法令に基づき、２０１４年度（平成２６年度）の自己評価を基本にした学校関係者

評価を実施いたしましたので、ここにご報告致します。 

 

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、保護者等の学校関係者

が、学校自らが実施した「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、ホーム

ページ等に公表いたします。 

 

本校といたしましては、学校関係者評価の結果を踏まえ、今後も学校関係者と連携・協力し、学校

運営の改善、教育の質の向上、教職員の資質・能力の向上を図って参ります。 

 

２．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

行う評価です。 

 

（２）目的 

本校の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改善を図ることを目的とします。 
 

（３）評価のポイント 

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）評価期間 

   ２０１４年４月１日～２０１５年３月３１日 
 

（５）評価結果の公表 

①評価結果や今後の改善方策等をとりまとめ公表します。 

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ります。 

 

３．学校関係者評価委員会について 

（１）活動内容 

①自己評価結果の評価 

②学校関係者評価委員会の開催 

③改善意見、助言 

④施設等の確認 
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（２）学校関係者評価委員会の構成（委員、事務局） 

   

①学校関係者評価委員 ６名                        （敬称略） 

氏 名 所 属 役 職 

本間 恒男 東京都立多摩高等学校 進路指導部長 

藤原 弘一 一般財団法人日本ホテル教育センター 教育事業室室長 

宇都宮 護 元 東京大学教育学部付属中学校・高等学校 副校長 

赤澤 儀一 専門学校日本ホテルスクール同窓会 副会長 

田中 俊彦 専門学校日本ホテルスクール同窓会 副会長 

菊野 哲二 専門学校日本ホテルスクール同窓会 監事 

 

②学校関係者評価事務局（教職員）５名 

石塚 勉 専門学校日本ホテルスクール 校長 

片岡 衛 専門学校日本ホテルスクール 広報部長 

川上 忠道 専門学校日本ホテルスクール 教育部長・副校長 

武内 悟 専門学校日本ホテルスクール 教務室長・副校長 

黒須 健二朗 専門学校日本ホテルスクール 総経部長 

 

４．評価項目 

基準１ 教育理念、目的、人材育成像 

基準２ 学校運営 

基準３ 教育活動 

基準４ 学修、教育成果 

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 

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・国際交流 

 

５．学校関係者評価委員会の開催状況 

   ①日 時   ：２０１５年１１月２日（月）１４時～１６時 

   ②場 所   ：専門学校日本ホテルスクール 第１会議室 

   ③参加者   ：学校関係者評価委員及び学校事務局 

   ④議題・内容 ：開会、事務局より挨拶、委員紹介 

学校関係者評価の目的、内容について 

各基準の評価結果の解説 

質疑応答・意見交換、閉会 
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６．自己評価結果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、その平均点を記載した。 

点数の区分（内訳）は以下の通り。 

５点：適切（実施） 

４点：ほぼ適切（概ね実施） 

３点：普通（諸課題はあるものの一通り実施） 

２点：やや不適切（少し実施） 

１点：不適切（未実施） 

 

（２）委員の意見・コメント 

   学校関係者評価委員会での意見及び学校関係者評価委員が評価記入用紙に記入した意見・コメント

を各基準毎（項目毎）にまとめた。 

 

■学校関係者評価委員会での出席委員の主な意見 

   ①学校が行った自己評価の評定は概ね妥当と思われるが、４点、３点の評定が多い。 

適切に実施している項目については、自信をもって５点をつけてもいいのではないか。 

   ②学校関係者委員が行った評定は、学校が行った自己評価の評定に左右される傾向がある。 

    次年度は、学校が行った自己評価を見ずに学校関係者評価委員が評定をつけるなど何らかの改善

を望む。 

   ③評定はあくまでも参考指標である。 

評定をつけることが目的ではない。実施が不完全な項目や課題がある項目については、今後改善 

に向けた取組みに期待する。 

   ④数値等の資料で、取組み状況や実態は概ね理解できた。 

    日頃、学校運営や教育活動の細部にまで接していない者にとって、より状況が理解できるよう、 

今後も適切な参考資料の提供を希望する。 

   ⑤項目毎に点数をつけることは問題ないが、項目によっては、評定しづらい項目もあることから、

実施状況について「適切」又は「不適切」を選択できるとよいのではないか。 
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７．評価項目の状況 

評価項目の基準１から基準１０までの評価の状況は次の通りです。 

 

基準 項目 評 価 項 目 【評定平均】 

基準１ 

教育理念、

目的 

人材育成像 

・理念・目的・育成人材像は、定められているか 4.4 

・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 
4.2 

・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 4.2 

・社会のニーズ等を踏まえた将来構想を抱いているか 3.8 

■委員の意見・コメント 

①専門分野のみならず、国際化への対応を踏まえた業界のニーズ

にも対策を講じた内容となっており納得できる。将来構想も海

外チャネルが豊富で期待できる。 

②社会状況の変化に伴う将来のニーズは可変しますが、個々の学

生の必要な知識と実習による技能等基礎がしっかりしていれば

対応できると考え、更なる教育活動を実践して頂きたい。 

③教育理念、学校運営の目的が明確で、人材育成像が評価される。 

企業実習、海外研修、海外留学制度など教育理念の実現に向け

ての教育カリキュラムは大いに評価される。 

④常に時代のニーズを先取りしていく姿勢は業界人として見習う

べき点が多い。 

⑤教育理念・目的はほぼ適切に定められといると評価できる。 

今後は変化する社会のニーズにより対応した構想を強化する事

が必要。 

 

基準２ 学校運営 

・理念に沿った運営方針を定めているか 4.2 

・理念等を達成するための事業計画を定めているか 4.2 

・設置法人は組織運営を適切に行っているか 3.8 

・学校運営のための組織を整備しているか 3.8 

・人事・給与に関する制度を整備しているか 3.2 

・意思決定システムを整備しているか 3.2 

・情報システム化に取組み、業務の効率化を図っているか 3.6 

■委員の意見・コメント 

①運営組織に加えて、学外役員を含めた理事会、評議員会も組織

され適切に運営されている。 

②適宜問題なく運営されており、今後も情報システム管理運営に

よる、更なる情報の有効活用をお願いしたい。 

③学校運営の方針、重点計画などが教職員に周知されていると思

う。時流に沿った「高齢者再雇用制度」は評価される。事務局
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会議、リーダー会議などの開催討議は適切であると思われる。 

なお、各部署への伝達を速やかに、また、各部署内の活発な討

議、提案などが望まれる。 

④理念に沿った学校運営がされていると評価できる。今後は情報

に関しての取り扱いが厳しくなる事を念頭に置いた、構築を進

めてほしい。 

基準３ 教育活動 

・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 4.2 

・学科毎に修業年限に応じた教育到達レベルを明確にしているか 3.4 

・教育目的・目標に沿った教育課程を編成しているか 4.0 

・教育課程について、外部の意見を反映しているか 3.2 

・キャリア教育を実施しているか 3.8 

・授業評価を実施しているか 4.0 

・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 4.2 

・作品及び技術等の発表における成果を把握しているか 4.2 

・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 

・資格・免許取得の指導体制はあるか 4.2 

・資格・要件を備えた教員を確保しているか 4.0 

・教員の資質向上への取組みを行っているか 3.4 

・教員の組織体制を整備しているか 3.4 

■委員の意見・コメント 

①資格、免許等、職業訓練校としての対策が適切で、自らも資格

制度の整備に貢献している。 

②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、今後も引続き、学生のために外部意見も活用された

教育環境整備に努めていただきたい。 

③教育理念に沿ったカリキュラムは充分に整っていると思う。さ

らに授業の多くを占める非常勤講師への教育方針の伝達、理解

を徹底することが望まれる。難しい問題であるが、更なる授業

の充実に向けて、常勤教員の比率アップが望まれる。 

④常に最新の機材を取り入れ、時代の流れに沿った教育を標榜さ

れている。 

⑤教育活動は計画的に組織的運営がされていると評価できる。 

 

基準４ 
学修、教育

成果 

・就職率の向上が図られているか 4.4 

・資格・免許取得率の向上が図られているか 3.8 

・卒業生の社会的評価を把握しているか 3.6 
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■委員の意見・コメント 

①卒業生、研修生の就職先、研修先での情報収集が実施されてお

り、結果が教育課程や計画などに反映されている。 

②学校の進路・就職指導は重要な課題として取り組まれており、

担当教職員の皆様には、より一層のご尽力に期待したい。 

③就職率向上に向けての、全教職員一丸の取り組みは大いに評価

される。資格、免許などの取得率向上は、卒業生の資質向上に

不可欠であり、重要な要素であると思われる。更なる向上を期

待したい。卒業生の学校に対する評価は、学生確保の重要な要

素と思われる。卒業生に対する対応策の充実に努めてほしい。 

④開校以来、就職希望者就職率１００％は賞賛される。 

⑤他校にはない実習等を通じて職業観の育成が図られていると評

価する。 

 

基準５ 学生支援 

・就職等進路に関する支援組織体制を整備しているか 4.2 

・退学率の低減が図られているか 3.4 

・学生相談に関する体制を整備しているか 4.0 

・留学生に対する相談体制を整備しているか 3.4 

・学生の経済的側面に対する支援体制を整備しているか 4.2 

・学生の健康管理を行う体制を整備しているか 3.0 

・学生寮の設置など生活環境支援体制を整備しているか 4.2 

・課外活動に対する支援体制を整備しているか 3.4 

・保護者との連携体制を構築しているか 3.2 

・卒業生への支援体制を整備しているか 3.8 

・産学連携による卒業後の再教育プログラムの開発・実施に取組

んでいるか 
3.2 

■委員の意見・コメント 

①少子化、労働力不足を鑑みて、より一層の留学生への対応が必

要である。 

②就職では、学校で学んだ専門性の高い知識、資格の習得等によ

り、就職後の仕事にどのように生かしていくかも含めて、就職

支援体制、進路相談等の更なるご指導をお願いしたい。 

③進路指導室のみならず、担任を含めた指導体制は評価される。 

退学率の増加は学校教育の根底を揺るがす問題である。低減に

向 

けて、委員会組織による退学要因の分析、資料の保存、蓄積な

どが重要である。更なる対策が望ましい。学生寮の設置など学

生支援の体制は他校の追従を許さぬもので、大いに評価される。

また、保護者への学校情報の提供など大いに評価される。 
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④卒業生を対象とした教育活動を、更に活発化させても良いので

はないか思われる。 

⑤就職支援・保護者に対する経済的な軽減としての学生寮の設置

等評価の対象として評価できる。 

基準６ 教育環境 

・教育上の必要性に十分対応した施設・設備・教育用具等を整備

しているか 
4.2 

・学外実習、ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ、海外研修等の実施体制を整備しているか 4.2 

・防災に対する組織体制を整備し、適切に運用しているか 3.0 

・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 3.2 

■委員の意見・コメント 

①施設、設備の拡充、更新が実施されていて適切である。 

②海外研修での場所として、カナダ・オーストラリアの他に、新

経済圏ＡＳＥＡＮ加盟の東南アジアに長期研修できる場も選択

できれば、学生の将来性・人材交流も広がると思う。 

③インターンシップ制度の充実は他校に先駆けた制度で、更なる

充実が期待される。また、海外研修旅行の充実、海外留学制度

の発展が望まれる。防災対策は多くの学生を預かる学校として

重要課題である。食糧・飲料水の備蓄、近隣住民を取り込んだ、

組織体制が重要と思われる。また、主要階段以外の避難経路の

確保、指導徹底が望まれる。 

④海外研修も実施体制が整備されていると評価する。 

 

基準７ 
学生の募集

と受入 

・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 
4.2 

・学生募集活動を適切かつ効果的に行っているか 4.2 

・入学選考基準を明確化し、適切に運用しているか 4.0 

・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 

・経費内容に対応し、学納金を算定しているか 4.0 

・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 
4.2 

■委員の意見・コメント 

①少子化、労働力不足の時代、海外からの留学生の増加を図るべ

きと思われる。 

②学生、保護者へ一層の理解と安心を感じて頂けるよう、研修提

携ホテルには、安価な学生保護者宿泊プランを設けて頂き、ホ

テル業務の実際の現場を見ていただく機会も良いかと思う。 

③学生募集に関しては、広報部の年間を通しての活動が充実して

おり成果を上げていると思う。受け入れた学生に対し、期待を

裏切らないような、満足度向上に努めてほしい。 
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基準８ 財務 

・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 4.4 

・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 
4.4 

・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 
3.6 

・予算及び計画に基づき、適正に執行管理を行っているか 4.4 

・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 
4.4 

■委員の意見・コメント 

①理事会、評議員会において適切な資料の公開と承認が励行され

ている。会計士による合法的な処理も実施されており適当であ

る。 

②学校のホームページなど情報開示は適正であり、健全な財務状

況であると理解する。 

③財務状況に関する情報公開は充分になされていると思われる。 

年２回の内部監査や外部監査なその会計監査は充分に行われて

いるものと思われる。 

④適切な財務基盤が保たれていると評価する。 

 

基準９ 
法令等の 

遵守 

・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 
4.4 

・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 4.2 

・自己評価の実施体制を整備し、評価を行っているか 3.6 

・自己評価結果を公表しているか 3.8 

・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 3.8 

・学校関係者評価結果を公表しているか 4.0 

■委員の意見・コメント 

①自己評価、学校関係者による評価とも定期的に実施されており、

結果もホームページ等において適切に公開されている。 

②学校の取り組みは適切と思われ、引続きｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの大切さにつ

いて、授業を通じて学生により分かり易く説明して頂きたい。 

③法令を遵守し適正な学校運営がなされていると思われる。 

個人情報の管理、セキュリティ対策に尽力してほしい。 

学校評価制度も適切に行われていると思う。 

④誠実に取り組んでいると判断する。 

⑤法令を遵守した運営が実施されている。 

 

基準 10 
社会貢献、

地域貢献 

・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 3.2 

・国際交流に取組んでいるか 4.2 
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国際交流 ・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 
3.0 

■委員の意見・コメント 

①学校の代表自ら国際的活動に積極的に関わっており、業界への

協力体制も良好である。 

②学生にとって国際交流は、学生時代の貴重な経験となる。引続

き取り組んでいただきたい。 

③地域社会との関係、貢献は何れも難しい問題で、解決は容易で

はないが、時流に沿った対応策は必要と思われる。防災に関連

した町会などとの接点を契機に対策が進めばと思われる。学生

ボランティア活動の単位化などが考えられるが、問題点も多く

難しい問題である。 

④ボランティア活動についてはまだまだ考慮する余地があると思

われます。 

⑤地域社会への貢献は大変重要な課題であり、今後もボランティ

ア等、積極的に進めてほしい。 

 

 

以 上 
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