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Ⅰ 学校の現況 

 
１．設置者及び学校名 

〒164-0003 東京都中野区東中野３丁目１５番１４号 
設置者  学校法人日本ホテル学院 

   学校名  専門学校日本ホテルスクール 
  代表者  理事長・校長 石塚 勉 
 
２．教育理念 

一．礼と節を重んずる人間の育成 
一．ホスピタリティ精神の体得と実践 
一．理論と実技の一体化によるサービスの創造 
一．国際的視野に立脚した人間の育成 
一．広く社会に貢献する人間の育成 

 
３．課程・学科構成 

商業実務専門課程 昼間部 国際ホテル学科 2 年制 ホテル科、ブライダル科、英語専攻科 
商業実務専門課程 夜間部 国際ホテル学科 2 年制 ホテル科、ブライダル科 

国際ホテルマネジメント専科 1.5 年制 
 
４．学生数等 

在校生 979 人（2016 年 4 月 1 日現在） 
卒業生 11,822 人（2016 年 3 月 31 日現在） 
教職員 48 人（2016 年 4 月 1 日現在） 
非常勤講師 60 人（2016 年 4 月１日現在） 

 
５．主な沿革 

   1971 年 10 月 プリンスホテルスクール創立 
1972 年 4 月  プリンスホテルスクール開校（旧校名） 株式会社プリンスホテルが運営 
1976 年 4 月  日本ホテルスクールに校名変更 

運輸省（現国土交通省）設立許可による財団法人日本ホテル教育センターが運営 
1987 年 4 月  専門学校日本ホテルスクールに校名変更（現校名） 

東京都知事認可による財団立の専修学校 
2009 年 4 月  学校法人日本ホテル学院を新設、同学院が運営する東京都知事認可の専修学校 

   2011 年 10 月  創立 40 周年 
   2014 年 3 月  職業実践専門課程認定（昼間部国際ホテル学科 2 年制） 

2016 年 10 月 創立 45 周年 
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Ⅱ 学校の教育目標 

 
将来、ホテルの中堅幹部として活躍するために、本校の教育目標はホテル、ブライダル業界におけ

る知識と技能を修得した中堅幹部以上を育てることにあります。「中堅幹部」とは、大規模ホテルでの

立場に加えて、中小規模のホテルの幹部も含みます。中堅幹部に求められる能力は末端まで行き届い

た業務知識とその遂行力、更に経営者の意向を理解した上での管理運営能力です。 
これらの能力を養うため、私たちはサービスから経営まで一貫した教育を実施しています。  

 

Ⅲ 本年度に定めた重点目標、計画 

 
本校では観光業界、ホテル、ブライダル業界の新たな動向や将来を展望しつつ、教育を取り巻く環

境や専修学校の経営や運営に係る諸問題について適切に対処し、状況を見定めて対応することが重要

であると考えます。今年度も学校運営上、重点目標となる取組み、すなわち 1）安定した学生数の確

保 2）教育理念等に沿った教育課程の編成 3）職業教育の更なる充実 4）就職率１００％の達成 
5）退学者の低減 6）資格合格率の向上 7）学生満足度の向上 8）教育施設環境整備 9）経営資

源の有効運用等について、これらを継続しつつ、特に強化する取り組みは次の通りです。 
 
１．教職員の資質及び能力の向上 

本校教職員として職務上必要とされる資質及び能力の向上、授業及び学生に対する教育力や指導

力の修得・向上、専攻分野における実務に関する知識・技術等の修得・向上を図る研修等を、組織

的かつ継続的に取り組んでいくこと。 
 
２．グローバル化に対応できる人材の育成 

国内外の情勢を見定め、従来から実施している本校独自の海外への取組みを充実・発展させ、国

際交流活動の具体化と推進、観光関連業界でグローバルに飛躍できる人材を育成すること。 
 
３．教育内容の更なる充実と向上 

教職員一丸となって教育内容の充実を図り、職業実践専門課程認定校としての特色を打ち出し、

全体の質的向上に牽引し、要件の確実な実行、更には優位性を発揮できる学校づくりと国内外から

の信頼を高めること。また、「自己啓発学習制度」を全教職員対象に行い、受講費用の援助や受講支

援を実施する。 
 
４．職業実践専門課程の取り組み 
（１）専攻分野に関する企業等との連携による教育課程編成委員会の開催 
（２）企業との連携による実習等の実施 
（３）自己評価及び学校関係者評価の実施と公表 
（４）学校関係者評価委員会の開催 
（５）教職員に対し専攻分野における実務に関する研修の実施 
（６）本校の教育活動や学校運営の状況に関する情報提供の実施 



 

４ 
 

Ⅳ 評価の基本方針 

 
１．本校の教育理念、教育目標等に照らし、自らの教育活動、学校運営について社会のニーズを踏ま

えた目指すべき目標を設定し、その達成状況や達成に向けた取組みを評価する。 
２．自己評価を通じて、本校を客観的に検証、評価し、改善点を見出し、一教育機関として特色ある

学校づくりへ向けて学校運営に取り組む。 
３．評価項目、評価結果、改善方策等は公表し、学校としての継続的、組織的な改善を図る。 
４．自己評価を行うことで、更なる実践的な職業教育の水準向上に努め、人材育成を通じ、ホテル業

界の発展に寄与する。 
 
Ⅴ 評価の実施方法 

 
１．評価対象期間 

   ２０１５年度（２０１５年４月１日～２０１６年３月３１日） 
 
２．実施方法 

  （１）学内に「自己評価委員会」を設置し、委員会メンバーを中心に評価を実施した。 
（２）評価項目は「専修学校における学校評価ガイドライン」に則し対応 
（３）評定は４･･･適切 ３･･･ほぼ適切 ２･･･やや不適切 １･･･不適切 
（４）評価項目に対する現状、取組み、課題等を記載 
（５）評価は年度終了後、９月迄に年１回実施 
（６）評価後は、自己評価報告書としてホームページに公表 

 
Ⅵ 評価の項目 

基準１． 教育理念・目標 
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． 学生の受入れ募集 
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 
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Ⅶ 評価項目の達成及び取組状況 

次の通り。 
 

【基準１】教育理念、目標  

 

本校の教育理念は、1）礼と節を重んずる人間の育成 2）ホスピタリティ精神の体得と実践 3）理論

と実技の一体化によるサービスの創造 4）国際的視野に立脚した人間の育成 5）広く社会に貢献する

人間の育成の 5 つで、この教育理念の下、具体的かつ効果的な教育活動を実現すべく学校運営を行なっ

ている。 
本校の教育目標は、将来、ホテル、ブライダル、レストラン等のホスピタリティ産業で中堅幹部以上

として活躍するために必要な知識と技能を有し、グローバルに活躍できる業界人を育成することにある。

その能力とは、広い業務知識と業務遂行力、更には経営者の意向を理解した上での管理運営能力である。 
 
１．評価項目、評定 

評 価 項 目 
適切：４ ほぼ適切：３ 

やや不適切：２ 不適切：１ 

・学校の理念・目的・育成人材像は、定められているか ４ 

・学校における職業教育の特色は何か ４ 

・社会経済のニーズ等を踏まえた学校の将来構想を抱いているか ３ 

・学校の理念・目的・育成人材像・特色・将来構想などが学生・保護者等に 

周知されているか 
４ 

・各学科の教育目標、育成人材像は、学科等に対応する業界のニーズに

向けて方向づけられているか 
４ 

 
２．現状、課題、今後の改善方策など 

 （１）現状 

①理念、目的、育成人材像は、学校の教育に関する基本的かつ重要な考えであり、入学案内書、 
ホームページ、学校生活案内、教育指導概要等に記載し、入学式やオリエンテーション等を通 
じ学生や保護者等に案内している。 

②取組にあたっては計画的、組織的、継続的に取り組むことが重要であり、5 つの教育理念を実 
現するため、様々な教育活動に取り組んでいる。 

④専攻分野に関する知識と技術の習得や教育理念に掲げることは、業界が求める人材と適合して 
おり、一丸となって取り組んでいる。主な取組みは、企業との連携、関連する会合等への出席、 
情報収集、業界人を招聘しての授業運営などである。 

⑤「礼と節を重んずる人間の育成」「広く社会に貢献する人間の育成」は一人の人間として生きて

行くために重要な考え方である。 
⑥授業と並行して行われる企業実習に重きを置き、知識と技術の修得に力をいれている。 
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⑦全員参加の研修旅行、希望者参加による海外留学などを通じ、国際的視野に立脚した人間の育 
成に努めている。 

（２）課題 

①業界の動きや展望等を注視しつつ、中長期に向けた将来構想、計画は重要であり、真のグロー 
バル人材の育成と自ら考え行動できる人材の育成を目指す。 

②中期的将来構想は、具体的な計画を明文化しその方法に重点を置き取り組んでいく必要がある。 
（３）今後の改善方策 

①学校の理念や教育に関する基本的な考え方は頻繁に変化するものではないが、特色や制度等は 
時代や社会の変化に伴い積み上げていくものであり、今後も取り組んでいく。 

 
【基準２】学校運営  

 
学校運営は教育理念に沿って基本方針を定め、事業計画、重点計画、収支予算等を策定し、目標達成

に向け実行している。学校運営を行う上で、毎年安定した学生数を確保すること、専門知識と技術の修

得に努め、教育内容の充実・改善を図ること、充実した就職指導に努めること、そして教職員の資質・

能力の向上を図ること等が重要な取組みである。 
 
１．評価項目、評定 

評 価 項 目 
適切：４  ほぼ適切：３ 

やや不適切：２ 不適切：１ 

・目的等に沿った運営方針が策定されているか ４ 

・運営方針に沿った事業計画が策定されているか ４ 

・運営組織や意思決定機能は、規則等において明確化されているか 

有効に機能しているか 
４ 

・人事・給与に関する諸規程は整備されているか ４ 

・教務・財務等の組織整備など意思決定システムは整備されているか ４ 

・業界や地域社会等に対するコンプライアンス体制が整備されているか ３ 

・教育活動等に関する情報公開が適切になされているか ４ 

・情報システム化等による業務の効率化を図られているか ４ 

 
２．現状、課題、今後の改善方策など 

（１）現状 

 ①毎年度、運営方針として学校全体及び部門別の「重点計画」を策定し実行している。策定は学

校幹部出席による事務局会議で審議、決定している。 
  ②全教職員に対する運営方針、重点計画等の周知は、3 月の教職員全体会議で行っている。 
  ③重点計画の達成状況は年に２回以上、事務局会議で報告を行いチェックしている。 
  ④事業の進捗状況及び予算管理、予実対比等について、毎月の事務局会議で確認を行っている。 
  ⑤毎年度、事業計画と収支予算を事務局会議で策定し、これらは理事会を通じて説明、承認を得
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て実行に移している。 
  ⑥学校の設置法人は寄附行為の規定に基づき、理事会、評議員会を開催し組織運営を行っている。 

⑦審議内容は議事録に記録し保管している。 
  ⑧学校組織は、年度開始前に次年度の組織図を作成し全員に周知している。 
  ⑨年間の事務局会議及びリーダー会議では、議題を設定し問題点、課題を共有し事業の遂行、進 

捗状況の確認、諸問題等の解決にあたっている。 
  ⑩人事・給与に関する諸規程は就業規則、規程を整備し運用している。 
  ⑪年に一度人事考課を実施し、次年度の組織編成、人事異動等の参考にしている。 
  ⑫教職員の採用は、業務と人員充足状況を検証し、必要に応じて適切に対応している。 
  ⑬60 歳定年後の継続雇用を希望する教職員については、65 歳の誕生日まで就業可能である「高

齢者再雇用規程」を定め、組織における役割、担当業務等、本人の希望を確認しつつ、今まで

培った知識、能力を発揮できる環境を構築している。 
⑭理事会・評議員会においては、決定が必要な事案は議題にあげ決定している。 
⑮本校独自のシステム「総合管理システム」を稼働し業務の効率化を図りつつ、学校運営、教育

指導等で活用している。同システムでは学生募集、入学選考、学生管理、成績管理、出席管理、

学費管理等、学校業務全般で活用している。 
⑱「J ﾈｯﾄｼｽﾃﾑ」は、主に進路指導、就職情報を中心にした通信システムとして活用している 

（２）課題 
①諸問題に対する適切な対応と意思決定は、速やかに組織的に行うべく今後も努力する。 
②情報管理のあり方、情報流失防止の徹底、業務の効率化を図り、今後も円滑かつ有効に機能す

る情報システムの構築に努めることとする。 
（３）今後の改善方策 
  特になし 

 
【基準３】教育活動  
 
教育活動は、理念、目的等に沿った目標を設定し、教育課程の編成、年間の教育活動、教育方法、指

導体制などの具体的な活動を実行し、計画的かつ組織的な運営を行っている。 
 
１．評価項目、評定 

評 価 項 目 
適切：４  ほぼ適切：３ 

やや不適切：２ 不適切：１ 

・教育理念等に沿った教育課程の編成・実施方針等が策定されているか ４ 

・教育理念、育成人材像や業界のニーズを踏まえた学科の修業年限に対

応した教育到達レベルや学習時間の確保は明確にされているか 
４ 

・学科等のカリキュラムは体系的に編成されているか ４ 

・キャリア教育・実践的な職業教育の視点に立ったカリキュラムや教育方

法の工夫・開発などが実施されているか。 
４ 
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・関連分野の企業・関係施設等や業界団体等との連携により、カリキュラム

の作成・見直し等が行われているか。 
３ 

・関連分野における実践的な職業教育（産学連携によるインターンシッ

プ、実習等）が体系的に位置付けられているか 
４ 

・授業評価の実施・評価体制はあるか ４ 

・職業教育に対する外部関係者からの評価を取り入れているか ３ 

・成績評価・単位認定、進級・卒業判定の基準は明確になっているか ４ 

・資格取得等に関する指導体制、カリキュラムの中での体系的な位置付け

はあるか 
４ 

・人材育成目標の達成に向け授業を行うことができる要件を備えた教員を

確保しているか 
４ 

・関連分野における業界等との連携において優れた教員（本務・兼務含

む）を確保するなどマネジメントが行われているか 
３ 

・関連分野における先端的な知識・技能等を修得するための研修や教員

の指導力育成など資質向上のための取組が行われているか 
３ 

・職員の能力開発のための研修等が行われているか ３ 

 
２．現状、課題、今後の改善方策など 

（１）現状 
①教育理念等に沿った教育課程の編成を基本とし、「重点計画」や「教育指導概要」（教員向け指

導書）、「学校生活案内」（学生便覧）等に記載し実行している。 
  ②昼間部国際ホテル学科ホテル科、ブライダル科、英語専攻科の２年間の修業年限に応じて教育

目標、到達レベルを定め教育指導を行っている。夜間部も同様である。 
  ③学生に対しては在学中に奨励資格の取得を目指すため、資格の内容、取得に向けた取組み、支

援等について説明を行っている。 
  ④理論と実技の一体化を図り、体系的かつ効率的な教育課程を編成することを方針としている。 
  ⑤教育課程は教育部を中心に編成を行っており、専門科目、一般教育科目、外国語科目、ゼミ等

を適切に配分し、授業及び実習の一体化した教育体系作りを行っている。 
  ⑥教育目的・目標を具体化する講義、演習、実習をバランスよく効率的に行い、シラバスを作成

し授業方法や教材は工夫を心がけ学習指導にあたっている。 
  ⑦教育課程の編成にあたり、企業等の委員からなる「教育課程編成委員会」を年２回開催し、意

見、提案等は教育課程の編成に役立てている。 
  ⑧企業から派遣させている非常勤講師の意見も参考にしている。 
  ⑨ビジネス教育やキャリア教育科目を開設しているとともに、「コミュニケーション・アワー」（週

1 回担任主導による授業）では、進路に関する説明や就職の具体的な準備事項などの説明、更

には卒業生や業界人の講話を取り入れ、内容の充実に努めている。 
  ⑩授業内容の改善、授業の理解度の確認等を目的に、学生による授業評価を年１回実施している。 
   対象は全科目とし、評価結果は担当講師にフィードバックして、改善に役立てている。 
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  ⑪成績評価、出席率を基準に、科目の単位認定、進級及び卒業の可否を決定するため、学則、内

規等で基準を明確にして適切に運用している。 
⑫演習科目やゼミなど、学修成果を発表する場を設定し、その成果を評価し単位認定を行ってい

る。 
   ⑬検定取得に向け指導体制を整備し、一定の合格率を維持するため、重点計画等に目標数値を掲

げ取り組んでいる。 
⑭専攻分野に関する専門知識と技術・技能及び業界経験を有し、本校が求める要件に合致する教 
員を確保することが重要であると考える。教員の募集・確保にあたっては、書類選考、面接等

を通じて、応募者の能力、資質、経験、専門性、教育に対する熱意、資格の有無等の確認を行

っている。 
⑮ホテル等の専攻分野に関する兼任（非常勤講師）の起用については、業界との連携を重視し、

企業の人事部と調整し業界人を講師としている。 
⑯「研修受講規程」を定めるとともに、「自己啓発学習支援制度」を整備し、業務に関連した研修・

セミナー、資格取得を奨励している。この制度の費用は、原則として全額学校負担としている。 
⑰教員の教授方法、授業内容確認のため、教育部責任者（副校長等）が定期的に授業見学を実施

し、必要に応じて講師に対し授業運営に関する助言を行っている。 
（２）課題 

①今後も教育課程編成委員会等を通じて外部の意見を教育課程に反映させ、カリキュラムや人材

育成等についての意見交換を積極的に行なってゆく方針である。 
②授業アンケート及び学校生活アンケート結果は、次年度よりホームページ等での公表を行い、

情報提供を行う予定である。 
④今後、授業等の成果について発表に至る迄の取組みや協同体制、企画力、提案力、コミュニケ

ーション力の育成も重視し取り組んでゆく。 
⑤取得に向け学生が検定テキスト等を参考に、自発的に取組むことも重要と考え指導を強化する。 
⑥資格・検定不合格者へのサポートや再受験指導、合格率向上の為の指導内容の改善、充実に努

めていく。 
⑦専門性向上のため、今後も専攻分野に関連した研修、例えば教授法の向上やカウンセリング力

向上に関する研修など、積極的に取り入れていく必要があると考える。 
⑧教員については授業運営、クラス運営、学生指導など主として教育的・側面と業務における管 
理運営の側面があるため、他の教職員と協力し、質の高い教育の実現に取り組む必要がある。 

⑨兼任（非常勤講師）との連携を強化し、授業内容の改善や教育技法の工夫など、更なる取組み 
を継続的に行うこととする。 

（３）今後の改善方策 
   特になし 
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【基準４】学修成果  

 
本校では授業や実習、学校行事等を通じて職業観の育成に努め、進路・就職指導は計画的、組織的、

継続的に取り組んでいる。 
業界の魅力を伝え職業観を育成し、広く社会に貢献する人間の育成に取り組むことは、極めて重要な

教育活動のひとつで、毎年策定する重点計画において、就職関係の数値目標、とりわけ目標とする内定

率を設定し取り組んでいる。 
資格取得については、学校で定めた奨励資格は全員受験とし、ホテル等の専攻分野やビジネス、語学

等の資格取得に向け、授業導入及び特別ゼミ等を実施し計画的に指導を行っている。 
 
１．評価項目、評定 

評 価 項 目 
適切：４  ほぼ適切：３ 

やや不適切：２ 不適切：１ 

・就職率の向上が図られているか ４ 

■資料 教育課程編成委員会開催状況 
 ２０１５年度 第 5 回 10 月 22 日（木）11：00～13：00 9 人出席 
        第 6 回 3 月 17 日（木）11：00～13：00 7 人出席 

■資料 キャリア教育対応科目 
①キャリアデザイン（昼間部１年生対象） 

    ②コミュニケーション・アワー（国際ﾎﾃﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専科を除く全クラス対象） 
 

■資料 発表事例 
①「宴集会実務」の接客サービス実技の発表 
②「カラーコーディネート」での作品制作 
③「ブライダルゼミ」でのグループ発表 
④ レストランサービス技能大会の参加、成果発表 

■資料 次の検定試験の受験料は学費に含み学生全員が受験 
①ホテルビジネス実務検定試験 
②ビジネス能力検定 ジョブパス 
③TOEIC 
④観光英語検定 

   ⑤アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定（ＡＢＣ検定） 
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・資格取得率の向上が図られているか ４ 

・退学率の低減が図られているか ３ 

・卒業生・在校生の社会的な活躍及び評価を把握しているか ３ 

・卒業後のキャリア形成への効果を把握し学校の教育活動の改善に活用

されているか 
３ 

 
２．現状、課題、今後の改善方策など 

（１）現状 
 ①就職率の向上は、学校の教育成果（学修成果）の一つとして重要な取組みであり、求人数、全 

体の就職率、業界への就職率、進路決定率等の数値目標を掲げ、全校一丸となって取り組んで 
いる。 

 ②企業と連携し就職ガイダンスや企業説明会を学内で開催し、企業情報や求める人材、具体的な 
採用情報等について理解を深めている。 

 ③１年次からの計画的な就職指導体制については、特に選考試験の情報や適性検査、筆記試験、 
面接試験等の情報を収集し、授業等で公開することで業界への就職率向上に取り組んでいる。 

④企業からの求人情報をいち早く学生に伝えるべく、学校からの就職関連情報を学生のパソコン 
や携帯電話に伝えることができる独自の情報ネットワークシステムを構築し運用している。 

 ⑤資格取得に関連する授業科目を開設し、授業目的及び資格取得目標を明確にし、受験対策指導 
を行っている。 

 ⑥目標合格率を定め、担当講師を中心に目標達成に向け取り組んでいる。一部を除き奨励する検 
定試験は全員受験とし、受験料は学校が負担している。 

   ⑦TOEIC については、500 点以上の高得点者が 127 人を数え、一定の成果があった。 
⑧卒業生が業界で活躍し、一定の評価を受けることは学校全体として大きな喜びであり大きな教 
育成果といえる。 

⑨卒業生の来校や同窓会主催の行事等を通じて、卒業生の社会的評価、活躍の把握に努めている。 
活躍が顕著な場合は、本人の同意を得てホームページやパンフレット等で紹介、公開している 

⑩キャリア教育の一環として在校生に対する卒業生講話を実施しており、在校生には業界に進む 
大きな励みとなっている。 

（２）課題 
①資格取得者は上級資格を目指すこと、自己学習の継続と社会及び企業等で実際に活用できるこ

との大切さを伝え、今後も充実した指導要領を整備することとする。 
②観光英検 2 級及び 3 級については、合格率向上のため、授業内容の充実と指導方法の改善に取 
り組む必要がある。 

（３）今後の改善方策 
 ①各学年におけるクラス運営や担任指導を強化し教員間での連携を強化するため、学年主任制の 

設置を検討し、試行する。学年主任制の導入は２０１６年度からを予定する。 
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■資料 主な検定試験の合格率状況                        （％） 
検定名 25 年度（2013） 26 年度（2014） 27 年度（2015） 

ﾎﾃﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ実務検定試験 1 級（H 検） 31 36 57 
ﾎﾃﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ実務検定試験 2 級（H 検） 46 68 67 
ABC 検定 96 92 85 
観光英語検定 2 級 29 38 38 
観光英語検定 3 級 49 48 50 
ﾚｽﾄﾗﾝｻｰﾋﾞｽ技能検定 91 98 91 
ビジネス能力検定 2 級 68 91 71 
ビジネス能力検定 3 級 94 81 88 
TOEIC  500 点以上（人） 63 人 185 人 127 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■資料 就職率（過去３年間）                    ※年度末現在 
   ２０１３年度  100％ 希望者 378 人 就職者 378 人 

２０１４年度  100％ 希望者 371 人 就職者 371 人 
２０１５年度  100％ 希望者 384 人 就職者 384 人 

■資料 企業等からの求人状況（過去３年間） 
   ２０１３年度  ６４５社 

２０１４年度  ７７３社 
２０１５年度  ７８８社 

■資料 卒業者に占める就職者の割合（過去３年間）          ※年度末現在 
   ２０１３年度  91.1％  卒業者 415 人 就職者 378 人 

２０１４年度  92.1％  卒業者 403 人 就職者 371 人 
２０１５年度  87.9％  卒業者 437 人 就職者 384 人 
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【基準５】学生支援  
 
学生支援は、学生生活に関する支援、進路や就職、中退者対応、保護者対応、経済的支援、外国人留

学生に対する支援、住居・生活環境に関する支援、健康、卒業生、各種相談など多岐に渡る。 
そのため、支援業務の担当部署を定め、担当者がその役割を認識し、誠意を持って対応することを基

本とし、必要に応じて各部署で連携を図りつつ、学生支援体制を整備している。 
 
１．評価項目、評定 

評 価 項 目 
適切：４  ほぼ適切：３ 

やや不適切：２ 不適切：１ 

・就職・進路に関する支援体制は整備されているか ４ 

・学生相談に関する体制は整備されているか ４ 

・学生に対する経済的な支援体制は整備されているか ４ 

・学生の健康管理を担う組織体制はあるか ３ 

・課外活動に対する支援体制は整備されているか ３ 

・学生の生活環境への支援は行われているか ４ 

・保護者と適切に連携しているか ４ 

・卒業生への支援体制はあるか ４ 

・社会のニーズを踏まえた教育環境が整備されているか ３ 

・高校・高等専修学校等との連携によるキャリア教育・職業教育の取組が

行われているか 
４ 

 
２．現状、課題、今後の改善方策など 

 （１）現状 
   ①学内に学生室（進路担当）を配置し、担任及び教育指導支援室と連携し支援を行っている。 

   ②１年次から実施するキャリア教育授業を通じ、将来の目標設定、自己実現への取り組み、就職

活動に対する意識付け、具体的な就職活動への準備等に取り組んでいる。 

   ③就職ガイダンスでは企業説明会、就職対策講座等を開催し職業意識を高めている。 

 ④実習期間中、学校に登校しない時でも常に就職関連情報等が確認できる独自のシステム「Ｊ－ 
ＮＥＴ」を活用し、進路指導支援を行っている。 

   ⑤クラス担任１名を配置し、各種相談に対応する体制を整備している。 
入学オリエンテーション期間に個人面談を実施し、学生一人ひとりの状況確認を行っている。 

 ⑥各種相談に対応できる専任のカウンセラーを配置し、担任と連携し相談体制を整備している。 
 ⑦在学中、留学生が安心して学業に専念し、学校生活を円滑に過ごすため、担当部署（学務室） 

を中心に留学生に対する全般的な支援を行っている。 
⑧学務室職員は留学生関連の外部研修を受講し適切な指導を行っている。 
⑨本校独自の「特待生奨学金（留学生含）」「修学支援奨学金」（いずれも給付型奨学金制度）を 



 

１４ 
 

整備し、学生の経済的支援を行う体制をとっている、学生と保護者に対しては入学案内書、ホ

ームページ等で適切に情報提供を行っている。 
⑩入学後、日本学生支援機構の奨学金説明会を開催し、希望者に対応している。 
⑪私費外国人留学生に対し年間 40 万円の授業料減免を行っている。 
⑫私費留学の2年次留学生を対象に「文部科学省私費外国人留学生学習奨励費」を学内選考の後、 
推薦を行なっている。 

⑬年に 1 度の健康診断、学校医の選任、担任面談に基づく学生の健康状態の把握など、学生の健 
康管理体制を整備している。 

⑭心身の悩みがあり、学校生活に支障が出る場合は、スクールカウンセラーによる面談を行い  
心身の健康管理に努めている。 

⑮生活環境支援及び安全かつ快適な住環境を提供するため、千葉県浦安市及び市川市に直営の学 
生会館（学生寮）2 棟を運営し、遠隔地出身の学生の支援を行っている。 

⑯充実した学生生活を過ごすため、クラブ・同好会活動などの課外活動の支援体制を整備し、必

要かつ適切な予算措置を行っている。 
⑰保護者との連携については、入学前及び入学後の各種保護者説明会の開催、学校からの教育及

び行事等の文書連絡等、適切な連携を行っている。 
⑱同窓会を組織し、卒業後の各種相談や同窓大学、ソムリエクラブ等の行事等を開催しキャリア 
アップの支援、卒業生同士の情報交換、相互交流等を行っている。 

⑲卒業後の再就職相談等に対応するため、教育指導支援室スタッフの専従者を配置して気軽に相 
談できる体制を整備している。 

（２）課題 
①退学率の低減が重要な課題であり、退学率は５％以内を目標とする。 
②今後、研修等を通じて教職員のカウンセリング能力の向上を図ることが重要である。 
③留学生の日本語レベルは入学選考で確認はしているものの、多少差が見られるため、状況を確

認しつつ必要に応じて日本語の補習等を検討する。 
④学生会館の運営は安全、安心、快適が重要かつ基本であり、今後も危機管理上の観点から未然

に防止できる対策を学校と委託会社が連携をとって対応していく。 
⑤クラブ活動等の課外活動について、今後も活動中の安全管理を徹底し、活動時間及び活動場所 
の確保や人間関係の構築など、円滑な運営ができる仕組みや体制を整備する。 

⑥卒業生に対する再就職や仕事に関する相談対応は、今後も支援体制を継続してゆく方針である。 
⑦卒業生に対する卒業後の再教育プログラムは意義ある取組みであり、今後、実践的な学びの場 
の提供を検討する。 

（３）今後の改善方策 
 ①勤労学生（企業等で働く研修生）に対する支援強化として、受入条件や生活環境面等の改善及 

び向上を図り、関連企業への理解、協力を求める働きかけを行う。 
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■資料 外国人留学生の年度別在籍状況                     （人） 
国 籍 25 年度（2013） 26 年度（2014） 27 年度（2015） 

中 国 13 17 14 

韓 国 5 10 11 

台 湾 4 9 7 

インドネシア 1   

モンゴル    

スウェーデン 1   

フランス  1 1 

ベトナム   1 

ネパール   1 

合 計 24 37 35 

 

 
 
 
 
 
【基準６】教育環境  

 
教育環境の整備及び安全管理体制の構築は、教育活動を行う上で基本的かつ重要な取組みで、適切に

対応することが必要である。また、想定される大規模な災害等に対する備え、行動基準等の体制を整備

することは、学生、教職員等の安全を確保する観点から重要な取組みと考える。 
 
１．評価項目、評定 

評 価 項 目 
適切：４  ほぼ適切：３ 

やや不適切：２ 不適切：１ 

・施設・設備は、教育上の必要性に十分対応できるよう整備されているか ４ 

・学内外の実習施設、インターンシップ、海外研修等について十分な教育

体制を整備しているか 
４ 

・防災に対する体制は整備されているか ３ 

 
 

■資料 課外活動（２０１５年度クラブ・同好会） 
   ①野球部    ②レストラン研究会  ③フットサル同好会 

④軽音楽同好会 ⑤ダンス同好会 

■資料 退学率の状況（過去３年間、学校全体） 
   ２０１３年度  68 人（7.0％） 

２０１４年度  60 人（6.0％） 
２０１５年度  64 人（6.3％） 
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２．現状、課題、今後の改善方策など 

（１）現状 
   ①学校の施設・設備等は、法令等の規準を遵守し、教育上必要な施設、設備、機器等を設置し適

切に対応している。学習環境の整備、施設の安全管理、学習支援のための施設整備等は学校運

営上重要で、今後も適切に対応する方針である。 

②施設管理は管理・清掃業者と連携し、学校の施設全体の管理、整備、清掃、メンテナンス等適 
切に行っている。 

   ③実習（インターンシップ）は、学校での学習を基本に専門知識及び技術の修得、職場環境の理

解、社会への対応などを目的に実施している。実施にあたり、企業と緊密に連携し、十分な事

前教育を行い、教育指導体制を組んでいる。 
④海外研修旅行は学生全員参加を基本とし、在学中にアジア・欧・米の異なる文化圏を２つ以上 
体験すること、異文化の理解、語学力の修得、グローバル社会への対応等を目的に実施してい 
る。 

⑤海外留学は、留学希望者に対しカナダ又はオーストラリアのどちらかを選択できる制度で、期 
間は１０か月間に設定。例年 60 人から 70 人程度がこのプログラムを利用している。 

⑥学生に対する防災の意識付けとして、消火、地震、消火器、救急の４つを体験する「防災体験」

を消防署の付帯施設（池袋防災館）を利用し実施している。 
⑦校内防災設備等の点検、整備は委託業者と連携し、法令に準じて定期的に行っている。 

（２）課題 
①学外での取り組みは、安全管理と配慮も重要であり、今後更なる充実を図ることとする。 
②防災備蓄品の水、カンパン等は２０１６年度に入れ替えを実施する予定である。 

（３）今後の改善方策 
   特になし 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■資料 ２０１５年度実習企業名（昼間部学生の実習先） 
グランドプリンスホテル高輪、品川プリンスホテル、東京プリンスホテル 
サンシャインシティプリンスホテル、セルリアンタワー東急ホテル 
ホテルメトロポリタン、ホテルオークラ東京、グランド ハイアット 東京 
浅草ビューホテル、ホテル日航東京、ホテルグランドパレス 
軽井沢プリンスホテル、エクシブ蓼科、エクシブ箱根離宮、ザ・プリンス箱根 
強羅花壇、富士屋ホテル、二期倶楽部 

 
■資料 ２０１５年度海外研修旅行先 

昼間部１年生 フィリピン ４泊５日 ２８０人 
夜間部１年生 フィリピン ３泊４日 １４６人 
昼間部２年生 アメリカ又はイタリア ６泊８日 １１９人 
夜間部２年生 グアム３泊４日又はローマ４泊６日 １１６人 

 
■資料 ２０１５年度海外留学制度（希望者のみ、コースは学生が選択） 

カナダ バンクーバー ダグラスカレッジ ４４人 
オーストラリア メルボルン ホルムズグレン・インスティチュート ３０人 
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【基準７】学生の受入れ募集  

 
学生の募集にあたっては、学校説明会の開催、個別相談、入学案内書、募集要項、ホームページ等に

おいて、学校としての取組み、教育方針、教育内容、教育情報等を正確に伝え、適正な情報提供を行う

ことが重要であり、本校では適切な学生募集に努めている。高校生等の志願者、保護者、教育関係者等

からの電話、ホームページ、電子メール、郵便等の各種問合せに関しては、担当者を配置し、正確、誠

実、迅速な対応を心がけている。 
 
１．評価項目、評定 

評 価 項 目 
適切：４  ほぼ適切：３ 

やや不適切：２ 不適切：１ 

・学生募集活動は、適正に行われているか ４ 

・学生募集活動において、教育成果は正確に伝えられているか ４ 

・学納金は妥当なものとなっているか ４ 

 
２．現状、課題、今後の改善方策など 

（１）現状 
①高等学校等の教育機関に対して、学校の基本情報、教育内容、教育活動に関する情報提供を行

うことは重要と考え、積極的に実施している。 
②情報提供は広報部（入学担当）教職員を中心に、学校説明会、ガイダンス等を通じて行ってお

り、入学志願者、保護者等の立場に立って、事実や実績に基づき正確な情報提供を心がけてい

る。 
③学生募集活動は、担当部署のみならず全教職員が参画する意識と行動が求められ、目標達成に

向け努める必要である。 
④学校の概要、教育内容、特色、実績、制度等については、正確かつわかりやすく伝えることが

重要であり、教職員一人ひとりの説明力強化も重要である。 
⑤出願は定められた適切な時期から受付を行い、入学選考試験を実施している。 
⑥志願者からの入学相談は適切に実施し、志願者の情報管理は適切に行っている。 
⑦入学選考基準を定め、募集要項等に記載し、公平性を保ち適切に運用している。 
⑧入学選考では、受験者全員面接を実施し、人物や意欲も重視している。 
⑨合否判定にあたっては、複数人体制で適切に判定を行っている。 
⑩入学選考のあり方、本校の特徴づけなどを学内で検討し、2015 年度も本校の方針としてＡＯ入

試は実施していない。 
⑪学納金の水準は、教育内容、施設設備、学生サービス等の観点から、総合的に見て妥当である 
必要があり、現在の学納金は、教育内容等を鑑み妥当なものであると判断する。 

⑫学費明細及び学費に含まれているもの、含まれていないものを募集要項に全て明示し、適切に 
情報提供を行っている。 

⑬2016 年度から学費の改定を行い 2015 年 3 月の理事会・評議員会で承認された。 
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⑭入学選考に関する実績は、出願数、入学者数ともに昼夜別、学科全体、科別、地域別、男女別 
等の予測数値及び実績を算出、把握し、学校の諸活動の検討、改善に活かされている。 

⑮各年度データを比較・蓄積し学校運営、授業内容、学生指導等改善に努めている。 
⑯期日迄に入学を辞退した場合は、入学金を除く授業料と維持費を返還する旨を募集要項に明示

し適正に対応している。 
（２）課題 

①イベントはマンネリ化せず適宜工夫と改善を行い、教職員のみならず在校生や卒業生も参加し、

より親近感を感じる内容になるよう心がける必要がある。 
②入学選考基準の運用にあたっては、今後も公平性を確保し整備を行っていく方針である。 

（３）今後の改善方策 
   特になし 
 
【基準８】財務  

 
学校の財務基盤を安定させるためには、安定した入学者の確保、資産・資金の保持及び運用、収支の

バランスが取れた収支財務運営、無駄な経費を省き適切なコスト管理の実施などが挙げられる。 
今後も綿密な見通しと計画、戦略を立て財務基盤の安定化を図ってゆく。 
 
１．評価項目、評定 

評 価 項 目 
適切：４  ほぼ適切：３ 

やや不適切：２ 不適切：１ 

・中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか ４ 

・予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか ４ 

・財務について会計監査が適正に行われているか ４ 

・財務情報公開の体制整備はできているか ４ 

 
２．現状、課題、今後の改善方策など 

（１）現状 
①財務基盤を安定させるため、入学者の安定確保は重要であり、収入予算の綿密な予測、支出状

況の把握に努め、安定した財務基盤の維持に努めている。 
  ②毎年の事業計画、重点計画等で入学者の目標数値等を定め、収支差額を確認しながら予算が策

定されており、その執行状況の的確な把握に努めている。また建物、校舎の設備投資は、計画

的に執行し財務状況を確認しつつ適切に行っている。 
③適切な財務運営を行うために、必要な財務諸表を作成、分析し財務状況の把握に努めている。 
④消費収支、資金収支、財産目録、貸借対照表、更には専修学校全国平均値等を参考にして、定

期的に財務分析を行っている。 
⑤予算・収支計画は、教育計画や教育目標との整合性を図りつつ、年度毎策定する事業計画や重

点計画、中期計画等の実行計画に対応している。 
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⑥収支予算は期限を定め、総経部を中心に各部署の意向や教育計画等を踏まえ編成している。 
⑦事業計画等に基づき、予算は適切に執行しており、月次単位で予算に基づく執行状況のチェッ

クを行っている。 
⑧予算超過や予算未計上の場合は稟議を行い、必要な手続きを経て業務を執行している。 
⑨関係法令及び寄附行為に基づき、会計事務所による年 2 回の内部監査、監査法人による外部監 
査、監事による業務監査及び会計監査を適切な時期に実施している。指摘事項、改善事項につ 
いては適切に対応している。 

⑩監査報告書を作成し理事会、評議員会で報告しており、今後も適切に監査を実施する。 
⑪財務情報（貸借対照表・資金収支計算書・消費収支計算書）はホームページに公開し適切に運

用している。今後も適切な財務情報の公開を行う。 
（２）課題 

①今後も財務基盤の安定化に向け、入学者の確保、適切な設備投資、バランスの取れた収支状況

の実現に取り組んでいく方針である。 
②無駄な経費を省くため、今後、支出面でのチェック体制を強化し、今後更なるコスト管理の考

え方を徹底する方針である。 
③予算、収支計画は、教育目標と教育活動等との更なる整合性を図り策定していく。 

（３）今後の改善方策 
   特になし 
 
【基準９】法令等の遵守  

 
法令を遵守し適正な学校運営を行うことは、学校としての信頼、信用を得る点で重要であると考える。 

一教育機関として、教職員、講師に対する研修や学生に対する教育を充実させ、今後も継続的に周知を

図ってゆく方針である。 
 
１．評価項目、評定 

評 価 項 目 
適切：４  ほぼ適切：３ 

やや不適切：２ 不適切：１ 

・法令、専修学校設置基準等の遵守と適正な運営がなされているか ４ 

・個人情報に関し、その保護のための対策がとられているか ４ 

・自己評価の実施と問題点の改善を行っているか ３ 

・自己評価結果を公開しているか ４ 

・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 

・学校関係者評価結果を公表しているか ４ 
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２．現状、課題、今後の改善方策など 

（１）現状 
①法令及び専修学校設置基準を遵守し、適正な学校運営を行っており、遵守することの大切さを

理解し、教職員、講師等に周知を行っている。 
 ②学校運営に必要な規則や規程、内規等を整備し、特に個人情報や安全管理に関する規程等を整 

備している。 
③教職員に対しては、定期的に法令遵守に関する参考冊子を配布し啓発を行っている。 
④個人情報の保護に関する規程を定め、適切に運用している。 
⑤教職員及び学生の個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、適切に管理を行っている。 
⑥システム管理者を配置し、セキュリティ対策、情報漏えい等の防止策を施している。 
⑦学生の個人情報（氏名、写真等）を入学案内書やホームページ等に掲載する場合は、予め主旨

及び目的を学生に説明し、書面で承諾を得ている。 
⑧法令に則し、学校運営全体に関する自己点検、自己評価の委員会を設け、一定の時期に点検・ 
評価を行っている。 

⑨自己評価結果に基づき、課題や解決方法、学校運営の改善に向けて取り組んでいる。 
⑩自己評価結果は、公表することが法令上義務付けられ、広く社会に公表することが重要である。 
⑪自己評価結果は報告書としてまとめ、ホームページに公表している。 
⑫自己評価結果に基づき、関係業界、高等学校、同窓会関係者からなる委員が参画した学校関係 
者による学校関係者評価委員会を編成し、学校関係者評価を実施している。 

⑬学校関係者評価結果は、学校運営の改善に反映させ、できるだけ迅速に対応することが必要で 
ある。 

⑭学校関係者評価結果は、広く社会に公表することが重要で、学校関係者評価の結果は報告書と 
してまとめ、ホームページに公表している。 

⑮報告書は見やすくわかりやすい表現で要点をまとめ公表することとする。 
（２）課題 

①法令等の遵守は学校運営にとって重要な取組みであり、今後も適切かつ適正に対応していく。 
②今後、更なる個人情報保護と USB メモリー等を使用する際の適正な管理、啓発教育の実施を

図っていくこととする。 
③自己評価は、学校全体で取り組むことが重要で今後も継続する。 

（３）今後の改善方策 
  特になし 

 
 
 
 
 
 
 

■資料 学校関係者評価委員会開催状況 
 ２０１５年度 11 月 2 日（月）14：00～16：00 8 人出席（教職員含む） 
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【基準１０】社会貢献・地域貢献・国際交流 

 
社会貢献は意義ある活動として、一教育機関として今後も着実に活動を進める必要がある。 

地域への貢献、地域との交流については、一定地域における地域との連携、学校の公共性等の観点から、

重要な活動であることを認識し活動を進めていく。 
社会貢献は広範囲な活動であるため、学校としてできる範囲での活動とはなるが、機会を伺い進めてい

く方針である。 
 
１．評価項目、評定 

評 価 項 目 
適切：４  ほぼ適切：３ 

やや不適切：２ 不適切：１ 

・学校の教育資源や施設を活用した社会貢献・地域貢献を行っているか ３ 

・学生のボランティア活動を奨励、支援しているか ３ 

・地域に対する公開講座・教育訓練の受託等を積極的に実施しているか ３ 

 
２．現状、課題、今後の改善方策など 

（１）現状 
①高等学校の生徒に対しては、要望に応じてキャリア教育や業界に関係した授業を実施している。 
また、中野区専門学校協会と連携し、中野区内の中学校での職業体験出張授業を実施している。 
学生に対しては、重要な社会問題に関するテーマについて、関連授業で教育を行っている。 

②ボランティア活動の成果を評価し活動内容、活動結果を学内で共有することは重要と考える。 
③学生のボランティア活動を奨励、支援しているが、学校の年間スケジュールの関係上、実際に 
は多くの時間を割けないのが実態である。 

④国際交流については現在、海外の１５の教育機関と提携し、相互交流、視察、意見交換等を行

っている。特にアメリカ、スイス、オランダ、オーストラリア、フィリピンの６大学とは、単

位互換による編入学制度を推進しており、事前の留学相談や留学中の生活を学校として支援し

ている。 
⑤本校独自の海外留学制度は、留学希望者に対して１０ヶ月間の留学プログラムを実施している。 
⑥海外研修旅行は学生全員参加で実施し、在学中にアジア、欧・米の異なる文化圏を２つ以上体 
験することを基本に実施し、教育効果を高める訪問地の検討を適宜実施している。 

⑦グローバルな活動、国際人としての視野を高めるため、昼間部国際ホテル学科英語専攻科７８ 
人による「ヤングスコールクラブジャパン」を発足し、７月４日、帝国ホテルにおいて発足式 
を開催した。また同クラブ１年生を対象に、フィリピンマニラにおいて現地ヤングスコールメ 
ンバーとの交流会を実施した。 

⑧外国人留学生の受入れについては、毎年一定人数の入学を許可し、日本人学生との交流を通じ、 
日本語の修得、日本社会の理解、日本文化の理解向上に取り組んでいる。 

 



 

２２ 
 

（２）課題 
①学校が所有する教育資源を活用した社会貢献や地域貢献は意義ある活動であると考え、今後も

機会を活かし実施することとする。 
②今後は学校の教育資源を活用し、関係機関、地域等と連携し着実に進めてゆく。 
③学生の社会性及びボランティア精神の醸成という観点から、ボランティア活動は重要と考え、

奨励は今後も継続する。 
（３）今後の改善方策 

   特になし 
以 上 
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