
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２年度 

学校関係者評価委員会 

報告書 
 

学校法人 大和学園 

京都ホテル観光ブライダル専門学校 



Ⅰ．学校関係者評価委員会の目的 

 

委員会は、本校が経営の現状と課題について適切に把握し、教育活動その他学校運営の改

善を的確に行おうとしているかについて、自己評価の結果に基づき客観的に評価すること

を目的とする。（京都ホテル観光ブライダル専門学校 学校関係者評価委員会規則 第 2条） 

 

Ⅱ．2022 年度 学校関係者評価委員会 開催概要 

 

１．日 時  2022年 6月 28日（火） 17時 30分～18時 30分 

２．場 所  京都ホテル観光ブライダル専門学校 ４０１教室 

３．出席者  委員長 小笠原 康一 様 

（京都製菓製パン技術専門学校  パティシエ・ショコラティエ上級科 学科長） 

委 員 辻    武   様（ウェスティン都ホテル京都 副総支配人） 

委 員 青山  啓二  様（株式会社日本旅行 京都四条支店 支店長） 

       委 員 山口 里織   様 

（株式会社トリート ザ・トリート・ドレッシング大阪店  フロアディレクター） 

委 員 大場 由貴子 様（滋賀県立大津商業高等学校 進路指導主事） 

委 員 山本 清徳 様 

（滋賀県立国際情報高等学校 キャリア教育課 進路指導主事） 

       委 員 柿原 宏幸 様（京都ホテル観光ブライダル専門学校 同窓会会長） 

事務局 田中 幹人（京都ホテル観光ブライダル専門学校 校長） 

事務局 作岡 友樹（京都ホテル観光ブライダル専門学校 校長代行） 

事務局 奥山 勉 （京都ホテル観光ブライダル専門学校 副校長） 

事務局 髙岡 良明（京都ホテル観光ブライダル専門学校 教務部 部長） 

事務局 安部 典子（京都ホテル観光ブライダル専門学校 教務部 主任）※書記 

４．議 事  

（１）各学科の教育目標および本年度に定めた重点的に取り組むことが必要な目標や計画 

についての説明  

（２）自己評価結果についての説明および評価                  

       【１】教育理念・目標  ／ 【２】学校運営 

       【３】教育活動     ／ 【４】学修成果 

       【５】学生支援     ／ 【６】教育環境 

       【７】学生の受入れ募集 ／ 【８】財務 

       【９】法令等の遵守   ／ 【10】社会貢献・地域貢献 

       【11】国際交流 

（３）学校評価の具体的な目標や計画の総合的な評価結果の説明 

（４）学校関係者評価委員会規則の改訂について 



Ⅲ．評価委員からの評価・意見および校内で検討した改善方策 

 

評価委員からの評価および意見 評価委員からの意見に対する改善方策 

評価項目 （１）教育理念・目標 

・保護者向けポータルサイトの開設で保護者か

らの反応はあったのか。 

・保護者向けの発信については、私自身も親で

あり、進学先の情報は気になるものである。

情報発信を強化いただければ幸いである。 

 

 

 

 

 

・保護者向けの施策については自身が在学中に

はない取り組みであった。また業界からの意

見を学校運営に取り入れていることに驚くと

ともに素晴らしい取り組みであると感じる。 

⇒開設は昨年 12 月と日が浅く、まだ直接的に

ご意見はいただいていないが、昨年度の卒

業式を YouTube ライブで実施する旨の案内

をポータルサイト上でしたところ、40～50

名の視聴があったため、ある一定の数は閲

覧いただけていると捉えている。 

 引き続き、学費案内の際など定期的に保護者

向けポータルサイトの案内を行い、認知拡大

に努めていきたい。 

 

評価委員からの評価および意見 評価委員からの意見に対する改善方策 

評価項目 （２）学校運営 

・デジタル化はどこまで取り組みが進んでいる

のか伺いたい。 

 

 

⇒具体的な率を出しているわけではないが、

これまで紙で行っていたアンケート等をデ

ジタル化した。試験的にテストもデジタル化

し、自動採点機能があるため、業務効率化が

図れている。作る手間があるので、全ての授

業ではなく段階的に行っている。 

評価委員からの評価および意見 評価委員からの意見に対する改善方策 

評価項目 （３）教育活動 

・会社としてインターンシップの受け入れを積極

的に取り組みたいと考えている。実際に働くこ

とによって良さを分かってもらえる。コロナ禍

で採用を控えていた中で、今年に入ってウエデ

ィングが復調の兆しが見えているが、人手不足

が課題となっている。土日などインターンシッ

プで学生を受け入れることで、人手不足の解消

と課題解決につながるのではと考えている。 

 

⇒様々な視点でインターンシップの実施につい

て、検討していきたい。 



評価委員からの評価および意見 評価委員からの意見に対する改善方策 

評価項目 （４）学修成果 

・AI 面接とは AI で面接内容を評価するものな

のか。またその効果はどういったものか。 

 

 

 

 

 

・AI 面接を導入されたとのことだが、オンライ

ンでの面接を取り入れている企業の対策もさ

れているのか。 

 

・在学時に学んだマナーや接遇が就職後に役に立 

ったと感じている。オンライン面接時も適切な

場所での受験や身だしなみマナーなど、勉強し

ているか、していないかが現れる。 

実際にあった印象の良くない例は、生活感が垣

間見える場所でのオンライン面接の受験。自宅

からだとリラックスするのか髪形がラフな印

象。姿勢などもある程度わかるので事前に学校

から指導をされているか気にかかることがあっ

た。 

 

・項目３の旅行学科が昨年４から３に評価が変

更されているのはなぜか。また、項目４の評

価は３が続いているのはなぜか。 

⇒模擬面接での発言内容がAIで文字起こしさ

れるので、就職担当者が事前にチェックを

して指導に活かしている。またカメラの映

像から面接時の表情や仕草など確認できる

ため指導にも活用できており、効果的と感

じている。 

 

⇒オンライン面接時に注意する点の指導や、オ

ンライン面接時に使用するライトを購入した

りしてサポートを行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒項目３については退学率を５％に目標設定

しており、昨年度は残念ながら目標を達成

できなかったため評価を下げた。項目４に

ついては卒業生の動向について把握しきれ

ていないため。改善策としては、同窓会ネッ

トワークと連携しながら現状把握を進めた

い。 

評価委員からの評価および意見 評価委員からの意見に対する改善方策 

評価項目 （５）学生支援 

・特になし 

 

・特になし 

 

 

 



評価委員からの評価および意見 評価委員からの意見に対する改善方策 

評価項目 （６）教育環境 

・特になし 

 

・特になし 

 

評価委員からの評価および意見 評価委員からの意見に対する改善方策 

評価項目 （７）学生の受け入れ募集  

・コロナ禍で生徒たちは進路先の情報を手に入れ

るのが難しいと感じている。学校行事もできず、

各オープンキャンパスに行くことができない生

徒が多い中、御校に来校していただいた取り組

みは生徒に満足してもらえていた。今後も継続

していただきたい。 

 

・コロナ禍で業界自体が不安に陥っている。学校

に入学するからには就職が気になるところ。

我々業界人が安心で魅力的な職業であるという

ことを発信しなければならないと感じている。

学校と協力をしてアピールしていきたい。 

 

・京都の立地を活かし、京都ならではの魅力をも

っと発信して全国から来てもらえる学校になる

よう取り組んでいただきたい。 

 

⇒コロナ禍のなかでＷＥＢオープンキャンパス

やＷＥＢ面接など、オンラインで対応できるよ

う取り組んできた。今後も対面を重視しつつ、オ

ンラインを有効活用していきたい。 

評価委員からの評価および意見 評価委員からの意見に対する改善方策 

評価項目 （８）財務  

・特になし 

 

・特になし 

評価委員からの評価および意見 評価委員からの意見に対する改善方策 

評価項目 （９）法令等の遵守 

・特になし 

 

・特になし 

評価委員からの評価および意見 評価委員からの意見に対する改善方策 

評価項目 （１０）社会貢献・地域貢献 

・各学科それぞれに独自の取り組みをされている

ことは魅力的と感じる。ぜひ継続をしていただ

きたい。 

・特になし 



評価委員からの評価および意見 評価委員からの意見に対する改善方策 

評価項目 （１１）国際交流 

・コロナ禍により制限がある中でも高い資格合格

率をあげられており、評価は適切だと感じてい

る。 

 

・留学生の受け入れは何名ほどか。 

 

 

 

 

 

・他の学校に比べて少ない印象を受ける。まだま

だチャンスがあると思われるので、募集に力を

入れていただきたい。 

 

 

・日本への留学生は今後増える可能性があると感

じる。一方でコロナによる制限が緩和されて来

ていることからインバウンドも増える可能性が

高く、今後はインバウンドの受け入れに対応す

る取り組みも進めてほしい。 

 

 

 

 

 

⇒ホスピタリティビジネス学科では去年は９

名、今年は５名の受け入れとなっている。ま

た、ホテル学科・旅行学科でも今年６名受け入

れており、あわせて 10 名程度の受け入れとな

っている。 

 

⇒2022 年度から全学的に留学生募集や交流・支

援についての会議を実施している。留学生の

つながりやネットワークを広げていけるよう

取り組んでいく。 

全体を通して 

評価委員からの評価および意見 評価委員からの意見に対する改善方策 

・課題にあげられている離職率の問題は企業側の

責任でもあるため、学校側の問題にならないよう

取り組んでいきたい。 

 

・修学旅行が再開され、我々もやっと明るい未来

が見えてきたと感じている。デジタル化の取り

組みが増えていることも高く評価できるので、

継続していただきたい。 

 

・お願いになるが、本校で卒業生に来校して話を

してもらうガイダンスを計画しており、ぜひ専

門学校を卒業して就職をした方にも協力をして

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒早期離職に対する防止策としても、高校の時

から現場の話を卒業生から聞けるというガイ

ダンスは効果的だと感じられるので、卒業生



いただきたい。コンタクトをとる機会を持てれ

ばと思うのでご協力お願いします。 

 

 

 

 

・本校生徒は進学でも就職でも地元志向が高くな

っている。京都とは隣接しており、本校の生徒

もお世話になると思う。恵まれた立地の魅力を

発信して欲しい。 

 

・離職率については同窓会としても毎年の課題で

あがってくる。コロナ禍の中で不安定な企業も

一部あり、希望を持って働いていたのに退職に

なるのは残念なことだ。100％防ぐことは難し

いが、学校でできるだけ学生と企業のマッチン

グをしていただき、不幸な学生を少しでも減ら

していただきたい。 

 

・高校でのガイダンスのお話があったが、同窓会

を活用していただきたい。動画でも協力ができ

ると思うので、気軽に相談していただきたい。 

 

・ドレスコーディネーターについて言えば、イン

ポートのドレスを取り扱うお店が増えている。

日本だけでなく、海外のトレンドや文化につい

て就職前に知っておいてほしい。それによって

会社が何を大切にしているかを学生のうちに考

えておいていただきたい。 

 

・資格検定の取得があるかと思うが、勉強は楽し

かったが取得して実際に生かす場が多くなかっ

たので、実際に生かせる資格を取り入れていた

だきたい。 

 

であれば同窓会ネットワークと連携し協力で

きることがあればぜひ協力させていただきた

い。加えて、在学中にも職業観の醸成や企業・

就職先との適切なマッチングができるよう継

続して取り組んでいきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒カリキュラムに関しては教育課程編成員会の

方でもご意見をいただき、最新のニーズや企

業様の求める人材の輩出に貢献できるようカ

リキュラムを検討していきたい。 

 


