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２０１６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、２０１５年度（平成２７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、教育の質の向上に努めて参ります。 
 
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 

   ２０１５年度（２０１５年４月１日～２０１６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 

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 
大堀 貴弘 一般財団法人日本ホテル教育センター 事業本部長 
本間 恒男 東京都立多摩高等学校 進路指導部長 
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 本委員会事務局 

 
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   ：２０１７年３月２８日（火）１０時３０分～１２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、委員紹介 

学校関係者評価の目的、内容について 
委員の評価結果集計、報告 
学校関係者評価報告書の確認、決定 
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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。 
４点：適切（実施） 
３点：ほぼ適切（概ね実施） 
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の意見・コメントを各基準毎（項目毎）にまとめた。 
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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までの各委員からの評価の平均点及び意見、コメントは次の通りです。 
 
【基準１】教育理念、目的、人材育成像 

・学校の理念・目的・育成人材像は、定められているか 4.0 

・学校における職業教育の特色は何か 4.0 

・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 3.4 

・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 
3.8 

・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 
4.0 

 

【意見・コメント】 
・目的とする人材育成像が明確であり、それに向けての教育カリキュラムが充実している。 
・ホスピタリティ産業で、グローバルに活躍する人材育成に期待が持てる。 
・社会状況の変化に伴う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の基礎は

変わらないので、育成人材のため、今後もさらなる教育活動を実践していただきたい。 
・今後ホスピタリティ精神は、全ての業に求められる事柄、継続して押し進めて欲しい。 
・教育理念である「礼と節を重んずる姿勢」の強化を図る必要があると感じられる。 
来校される方への挨拶の徹底、更なる取組みを期待する。 

・全体的によく整備されていると思う。 
  
【改善、取組み事項】 

 ・全体的に概ね適切に実施されているが、学校の将来構想については、学校運営全般に関する中長期計

画を整備、策定し、5 年後、10 年後の学校の方向性及びあり方を検討する。 
 
【基準２】学校運営 

・目的等に沿った運営方針が策定されているか 3.8 

・運営方針に沿った事業計画が策定されているか 4.0 

・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 

3.8 

・人事・給与に関する諸規程は整備されているか 3.8 

・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 3.6 

・業界や地域社会等に対するｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ体制が整備されているか 3.2 

・教育活動等に関する情報公開が適切になされているか 4.0 
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・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 3.8 

 
【意見・コメント】 
・長期、短期における重点計画が教職員全体に周知されていると思う。 
更に各部署内の活発な討議、提案が望まれる。 

・時流に沿った「再雇用制度」の更なる充実を期待したい。 
・適宜問題なく運営されており、引続き目的を持った組織運営・法令遵守等をお願いしたい。 
・コンプライアンスに則した運営強化の推進が必要である。 
・学校運営全体は概ね適切に運営されていると認められる。 

  
【改善、取組み事項】 
・学校運営全般については概ね適切に実施されているが、業界及び地域社会に対するコンプライアンス

体制を整備し、強化する必要があり、次年度以降、整備を図りたいと考える。 

 

【基準３】教育活動 

・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 4.0 

・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 
  教育到達ﾚﾍﾞﾙや学習時間の確保は明確にされているか 

3.8 

・学科等のカリキュラムは体系的に編成されているか 3.8 

・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。 
3.8 

・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。 
3.2 

・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 
4.0 

・授業評価の実施・評価体制はあるか 3.8 

・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 3.4 

・成績評価・単位認定、進級・卒業判定の基準は明確か 4.0 

・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 
3.8 

・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 
3.6 

・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 
3.4 

・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 
3.6 
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・職員の能力開発のための研修等が行われているか 3.2 

 
【意見・コメント】 

 ・産学連携によるインターンシップが体系的、実践的に整備されており、他校に抜きん出た教育プログ

ラムと評価される。 
・授業の大きな部分を占める非常勤講師の充実、学校教育への参加などのレベルアップが望まれる。 
・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、今後も学生のため外部意見

も活用された教育環境整備に努めていただきたい。 
・固定概念からの脱却を目指した新しい考えやセンスを持った教員の確保と育成が望まれる。 
・全体的に適切な活動と認められる。 
 
【改善、取組み事項】 

 ・企業等と連携し外部委員と学校関係者による年２回の教育課程編成委員会を開催しているが、今後は

より緊密に連携し議論を深め、カリキュラム編成や授業運営などを検討する。 
 ・今後も、教職員の能力向上に資する研修を計画的、組織的、継続的に実施する予定である。 
 
【基準４】学習、教育成果 

・就職率の向上が図られているか 4.0 

・資格取得率の向上が図られているか 3.4 

・退学率の低減が図られているか 3.2 

・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 3.6 

・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 
3.6 

 
【意見・コメント】 
・卒業生の卒業後の活躍状況の掌握は極めて重要なことと思われる。 
卒業生の動向が、学校評価に密接に係ることから、卒業生の掌握をシステム化したいと思われる。 

・引続き学生のため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。 
・ホテルビジネス実務検定試験の認定率向上が必要である。 
・退学率の低減策にもうひとつ工夫が必要ではないか 
 
【改善、取組み事項】 
・全体的に概ね適切に実施しているが、退学の低減については、教職員が連携・協力しカウンセラーの

協力を得て更なる実効性のある対策を構築していくこととする。 
 具体的には個人面談の強化、保護者との連携、相談窓口の多様化などである。 
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【基準５】学生支援 

・就職・進路に関する支援体制は整備されているか 4.0 

・学生相談に関する体制は整備されているか 3.8 

・学生に対する経済的な支援体制は整備されているか 3.6 

・学生の健康管理を担う組織体制はあるか 3.4 

・課外活動に対する支援体制は整備されているか 3.4 

・学生の生活環境への支援は行われているか 3.6 

・保護者と適切に連携しているか 4.0 

・卒業生への支援体制はあるか 3.8 

・社会のニーズを踏まえた教育環境が整備されているか 3.2 

・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 
3.8 

 
【意見・コメント】 
・学生寮の設置などの支援体制は他校の追従を許さないもので大いに評価される。 
・退学者の増加は学校教育の根底を揺るがす問題で、システム的に、要因の分析、資料の蓄積が重要と

思われる。 
・学校で学んだ専修性の高い知識、資格の習得等により、就職後の本人の希望を含めて、より就職支援

体制、進路相談等のご指導をお願いしたい。 
・メンタルを含む社会人としての必要な要件を強化すると更に良い。 
・直営の学生寮の整備など、多方面において適切に取り組んでいると思われる。 
 
【改善、取組み事項】 
・学生支援全般については、多岐にわたる対策、支援が必要となるため、学生情報を適切に情報提供し

重要な情報を見逃すことの無いよう細心の注意をはらい取り組んでいく。 
 

【基準６】教育環境 

・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 3.8 

・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 
4.0 

・防災に対する体制は整備されているか 3.4 

 
【意見・コメント】 
・インターンシップ制度や海外研修制度は他校に先駆けたものであり、大いに評価される。 
・近隣住民を取り込んだ地域ぐるみの防災体制が急務と思われる。 
・海外での長期研修できる場を多く選択できれば、なお一層学生の国際性・人材交流も広がるものと思
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う。 
・ホテル業に必要な「清潔、整備」の強化が必要である。 
 
【改善、取組み事項】 
・防災備蓄品（カンパン、飲料水等）は、平成２９年３月に入れ替えを完了し整備を図った。 
 

【基準７】学生の募集と受入 

・学生募集活動は、適正に行われているか 4.0 

・学納金は妥当なものとなっているか 4.0 

・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 3.8 

 
【意見・コメント】 
・学生募集は実績が示す通り、適切なものと思われる。 
・学納金については学校が社会に認知されていることの証しと判断出来るのでは？ 
・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、家族で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。 
 
【改善、取組み事項】 
・特になし。 
 

【基準８】財務 

・中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか 4.0 

・予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか 3.8 

・財務について会計監査が適正に行われているか 4.0 

・財務情報公開の体制整備はできているか 4.0 

 
【意見・コメント】 
・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。 
会計監査も充分になされていると思われる。 

・学校のホームページなどによる情報開示は適正であり、また健全な財務状況であると推察する。 
 
【改善、取組み事項】 

 ・特になし。 
 
【基準９】 法令等の遵守 

・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 4.0 
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・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 3.8 

・自己評価の実施と問題点の改善を行っているか 3.6 

・自己評価結果を公開しているか 4.0 

・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 3.6 

・学校関係者評価結果を公表しているか 4.0 

 
【意見・コメント】 
・法令を遵守し適切な学校運営がなされていると思われる。個人情報の管理、セキュリティ対策は更に

充実してほしい。 
・学校取り組みは適切と思われる。引続き情報開示により法令遵守等適正な運営であることを明示して

いただきたい。 
 
【改善、取組み事項】 
・概ね適切に実施されている。 
 

【基準 10】社会貢献、地域貢献、国際交流 

・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 3.0 

・学生のボランティア活動を奨励、支援しているか 3.0 

・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 3.0 

 
【意見・コメント】 
・学生ボランティア活動を単位化するなどは、現実的には難問であると思われる。 
・防災に関しては、地域社会への貢献を含めて、充実させる必要があり、体制作りが急務と思われる。 
・学生にとって社会や地域に根ざした交流の機会は、貴重な経験となる。今後も機会を見て積極的に取

り組んでいただきたい。 
・今後、訪日外国人の拡大が予想される為、観光ガイド等のボランティアに参加するなどの支援活動を

進めて欲しい。 
・ボランティア活動等の可視化が必要である。 
・国際交流は教育プログラムにも含まれており、充分に実施されている。 
・ボランティア等社会、地域に対する貢献には職業実践専門課程との兼ね合いから充分な時間が確保し

にくい状況がある。 
 
【改善、取組み事項】 
・社会貢献、地域貢献は重要な取組みと認識し、学生にとって時間的制約がある中ではあるが、今後も

活動を推奨、支援していく方針である。 
以 上 


