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２０１７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、２０１６年度（平成２８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 

   ２０１６年度（２０１６年４月１日～２０１７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教育環境施設等の確認 
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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                       （順不同 敬称略） 

氏名 所 属 役職 任期 

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 
2017.10.1～ 

2020.9.30 

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 
2017.8.1～ 

2020.7.31 

本間 恒男 東京都立多摩高等学校 進路指導部長 
2016.9.23～ 

2019.9.22 

赤澤 儀一 専門学校日本ホテルスクール同窓会 副会長 
2017.8.1～ 

2020.7.31 

田中 俊彦 専門学校日本ホテルスクール同窓会 副会長 
2017.8.1～ 

2020.7.31 

菊野 哲二 専門学校日本ホテルスクール同窓会 監事 
2017.8.1～ 

2020.7.31 

 

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 理事長・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 経営企画室 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１２月２５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 
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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 

 

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。 

 

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 3.8 

・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 3.2 

・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 
4.0 

・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】 

 ・建学以来の教育理念がぶれること無く貫かれている。 

・折に触れ、学校の教育理念や実績を広く、業界に発信し続けることが 学校の更なる発展に繋がるこ

とと思う。 

・今後、新たな業界にも対応した人材育成に目を向けて進めて欲しい。 

・社会状況の変化に伴うニーズが可変する中、個々の学生の必要な知識と実習による技能等の向上に努

め、育成人材のため、今後もさらなる教育活動を実践して戴きたい。 

・学校の将来構想における具体的内容の作成が必要。 
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【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、18 歳就学人口の減少を背景に、

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

する必要がある。 

 

【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 4.0 

・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 
4.0 

・人事・給与に関する諸規程は整備されているか 4.0 

・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 4.0 

・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 

・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】 

 ・毎年度、中期・長期の教育目標が策定され、教職員に周知されている事は評価される。 

・これからの時代は実習先や地域社会に対してコンプライアンス体制の整備は大きな課題である。 

・適宜問題なく運営されており、引続き目的に沿った組織運営・法令遵守等をお願いしたい。 

・IT に関する効率性を高めるシステム導入が必要と感じられる。 

 

【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。今後更なる学校組織体制の強化を図り、運営や

意思決定が有効に機能するよう努めていく必要がある。業界及び地域社会に対するコンプライアンス

体制の整備については、引き続き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 
4.0 

・学科等のカリキュラムは体系的に編成されているか 4.0 

・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。 
4.0 

・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 3.2 
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作成・見直し等が行われているか。 

・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 4.0 

・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 
4.0 

・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 
3.8 

・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 
3.2 

・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 

・職員の能力開発のための研修等が行われているか 3.8 

 

【意見・コメント】 

 ・専門性が要求されることから、非常勤講師の割合が多くなることは当然ですが、非常勤講師の質の向

上、教育全般への然るべき参画が必要。 

・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の

外部意見の活用、教育環境整備に努めて戴きたいと思います。 

・高度なホテル運営・経営ノウハウや最新の IT システムを駆使したノウハウを授業に取り入れること

も将来必要であると感じられる。 

・時代、社会の要請に合わせてカリキュラムの見直しの頻度を高められるか。 

 

【改善、取組み事項】 

 ・教育カリキュラムの編成については、時代の変化や企業等の動きを見定め、更に授業アンケートなど

を参考にしながら、整備を図っていく。 

 ・キャリア教育の充実と推進に努め、数年後を目処に本校としての理想的なキャリア教育の在り方を次

年度から検討する予定である。 

 ・教職員の研修等については、組織的に行う研修に加え、自己啓発に取組む職員に対する支援の充実を

図り、能力開発を推進する。 

 

【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 4.0 

・退学率の低減が図られているか 3.2 
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・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 3.8 

・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 

 

【意見・コメント】 

・検定試験の指導が良く現れた結果で評価されると思う。 

・退学者の低減は、原因の究明、退学後の掌握など、組織的な対応が不可欠。退学者の口から学校批判

が出ることは学生募集にも繋がる。（私も、退学者の追跡調査は試みたのですが実現出来ませんでした） 

・引続き学生の職業観育成や進路就職のため教育環境策定に努めて、指導をして戴きたい。 

・連絡の取れていない卒業生や所在不明の卒業生が増えてきており、何らかの対処が求められる。 

 

【改善、取組み事項】 

・全卒業者に占める就職者の割合を高めるとともに、専攻分野への就職率を高めることが重要で、学校

一丸となって取組んでいく。 

・退学率の低減については、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。強化する取組みとしては個人面談の強化、保護者との密な連絡体制、経済的支援を

含めた面談等の実施、相談窓口の多様化などである。 

・卒業生の状況や活躍については、担任及び同窓会事務局が中心となって情報の収集に努める。 

 

【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 4.0 

・学生の健康管理を担う組織体制はあるか 3.2 

・課外活動に対する支援体制は整備されているか 3.2 

・学生の生活環境への支援は行われているか 4.0 

・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 
4.0 

 

【意見・コメント】 

・教職員のコミュニケーション・カウンセリング能力の向上を目指した講習の実施や外部教育機関への

研修参加など、積極的に散り組んで欲しい。 

・卒業生への支援は、教職員個人ではなく組織として体系づけをしてはどうか。 
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・ホームページなどにも見える形で組織だてして欲しい。 

・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、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。 

・実践的ホテル運営業務を教える整備が必要と感じられる。 

・健康管理は精神面へのフォロー、対応も必要と感じる。 

 

【改善、取組み事項】 

・学生支援全般は、多岐にわたる対策、支援が必要となるため、関係部署を中心に今後も更なる整備を

図る必要がある。 

・学生の健康管理については、入学直後の個人面談を通じて心身の状況確認を行い、特に精神面に関す

る重要な情報を見逃すことがないよう細心の注意をはらう。 

 

【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 4.0 

・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、海外研修など、他の追従を許さぬものがあり大いに評価されると思う。 

・防災面に関しては近隣の環境や、校舎面積などから難しい問題ですが、災害時に校舎にどのくらいの

学生が在校していたのかなど、掌握体制を整えて置くことも必要ではないだろうか？授業中の場合な

どは非常勤講師との連携など体制作りが必要と思われる。 

・海外での長期研修が多く選択され、また海外の学校を通した交流などにより、一層学生の国際感覚育

成、人材交流も広がるものと思う。 

 

【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。期限は５年間。 

 ・防災体制は学校の建物と２棟の学生寮を含め総合的整備を図る。また、緊急時の通報や対応、非難、

誘導などを想定し、実効性のある体制構築を目指す。 

 

【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 4.0 
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【意見・コメント】 

・１８才人口の減少は避けられない問題。ＪＨＳといえども減少期に出会うかも知れません。例えば、

入学者が２５０人を割った時を想定した委員会を組織して、学校運営、教職員、授業運営、など全て

の分野において、シミュレーションを行うなど如何でしょうか？ 

・学納金は他に比べて高いかも知れませんが、学生が教育内容や就職状況などを理解して応募してくれ

る事は嬉しいことと思う。 

・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研修等、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】 

・学校の教育内容や魅力、業界の動向・将来像、就職状況等を高校生に確実に伝え、入学志願者の確保

に努める。 

 ・学生募集活動は、学校説明会等のイベント、体験授業、各種相談会などを実施し、希望者に対する丁

寧な対応、説明に努める。 

 

【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 4.0 

・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】 

・財務状況については、適切な情報公開が行われており優れていると思う。 

・学校のホームページなどによる情報開示は適正であり、今後も健全な財務状況の維持に努めて戴きた

い。 

 

【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 

・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 4.0 

・自己評価の実施と問題点の改善を行っているか 3.8 

・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 3.8 

・学校関係者評価結果を公表しているか 4.0 
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【意見・コメント】 

・自己評価の実施と公開は、学校の健全な運営に不可欠なことであり、今後とも推進して欲しい。 

・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の継続をお願いした

い。 

 

【改善、取組み事項】 

・自己評価及び学校関係者評価ともに、現状に満足することなく、改善や更なる工夫を図り、内容の充

実を図るとともに、評価実施の精度を高める取組みを行う。 

 

【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 3.2 

・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】 

・防災面からも近隣社会、住民とのコミュニケーション作りは重要。教育資源を活用した地域貢献を更

に充実して欲しい。 

・学生のボランティア活動の支援は、社会のニーズだとは思いますが、本校のように専門教育の場合に

は難しい問題があると思う。 

・ボランティア活動について上限を設けて単位化し、単位認定するしかないと思う。 

・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。 

・学生にとって社会や地域に根ざした交流の機会は、貴重な経験となりますので、今後も継続して取り

組んで戴きたい。 

・目に見える学生のボランティア活動が必要と感じられる。 

・ボランティアに参加するにあたっての情報提供、注意点の洗い出しなどが必要。 

 

【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 

 


