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学校関係者評価委員会報告 

 

令和３年度学校関係者評価について、下記のとおり評価結果を報告します。 

 

 

記 

 

１ 学校関係者評価委員 

①  長山 慎太郎（有限会社 ヒューマンカウンシル 代表取締役） 

②  内山 正宏  (株式会社MUGEN 代表取締役) 

③  長谷川 力 （飛鳥未来高等学校 横浜キャンパス 教務課長） 

④  青野 佑奈 （平成３０年度 卒業生） 

⑤  山田 萌夕 （令和３年度 卒業生） 

 

２ 学校関係者評価委員会の開催状況 

 令和４年６月２３日（会場 横浜スイーツアンドカフェ専門学校 ４０１教室） 

 

３ 学校関係者委員会報告 

 別紙「自己評価・学校関係者評価報告書」に学校関係者評価委員会コメントとして記載 

 

以上 

 



令和３年度 学校法人 三幸学園 横浜スイーツアンドカフェ専門学校 

 自己評価及び学校関係者評価報告書 
 

自己評価報告責任者 ： 副校長 今村 温子 

学校関係者評価報告責任者 ： 学校関係者評価委員会委員長 長谷川 力 

 

1. 学校の教育目標 

学園のビジョン「人を活かし、日本をそして世界を明るく元気にする」、ミッション「人を活かし、困難を希望に変える」

のもと、製菓・調理分野の学校として「美味しくてかわいいスイーツとカフェを通じて日本を明るく元気にする」という

ビジョンを掲げている。 

また「技能と心の調和」を教育理念とし「素直な心、感謝の気持ち、高い意欲を持ち続け、自ら考え、自ら行動する

ことで、社会に貢献する人材」、製菓・調理分野として「美味しくてかわいいスイーツとカフェを通じて、時間と空間を

トータルプロデュースし、人の心を豊かにする人材を育成する（全ては、お客様の笑顔とありがとうのために）人物像

とし、専門学校として社会・業界に求められる人材の育成を進めている。 

 

２. 前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 

① 前年度重点施策振り返り 

（重点施策） 

・社会に貢献できる人材の育成 

食を通して、「笑顔・信頼・感動」を生み出す人財となる為に下記７点を教職員一丸となって 

生徒指導をし、強化していく。 

  １．技術向上に前向きに取り組む         ２．掃除徹底・衛生管理 

  ３．自己管理‼ ～時間・体調・〇〇〇～     ４．笑顔で挨拶とリアクション 

  ５．誰かを想って考動                ６．ポジティブ語を使う！ 

  ７．各クラスに即した目標 

・退学率低減、皆精勤率向上 

・産学連携・地域連携の強化 

（振り返り） 

 ・返事、挨拶、コミュニケーション等の指導がコロナ禍によって 2020 年度から強化しにくい状況もあり、引き

続きバランスを取りながらの指導を実施してきたが、with コロナをふまえてバランス重視になると今後の成長

に繋がらない部分が出てきたので、2019年度以前の指導に戻していく。 

 ・体調管理、メンタル強化等求めたいが、時代の変化やコロナ禍によってブレーキがかかる部分もあり、気を

付けながらも社会人として必要な力を身に着けさせる指導が必要 

 

②  学校関係者評価委員会コメント 

・内山委員 (現在の学生の動向について) 10月の内定式時に内定した学生から残りの学生生活何をして

おくべきかなどと聞かれるが、学生と社会人は大きく異なる為学マインドチェンジが必要である。大きく違うのは

お給料をもらうこと。学生=お客さんの感覚だと困るのでマインドチェンジが必要。コロナ禍でアルバイト経験の

ない学生が多いのでコロナ以前よりもできないことが多い人が増えてきている印象がある。 



・青野委員 当たり前が当たり前にできないという課題がある。コロナ禍になってから苦労していることとして、イ

ンターンシップを受けていない人が増えているという実情がある。アルバイト経験はあるが社会人としての経験

がない為お客様主体となる動き考え方ができていない。またインターンシップ経験がないためマインドがすぐに

切り替わるわけではないのでインターンシップの必要性を感じている。 

 

３.評価項目の達成及び取組状況 

 

（１）教育理念・目標 

① 課題 

・業界全体を捉えられる教育（マーケティング・SDGｓ・society5.0の取り組み等）が必要 

・激動する飲食業界に応じ、都度求められるスキル（ITや SNS活用・デリバリー等多角的に）に対し対応できる 

ための教育をしていく 

 ・学園の理念や育成像が飲食分野で具体的なイメージとしてつながるような生徒への浸透 

 

②  今後の改善方策 

・生徒が業界理解をし、知る・考える・活用する機会を各授業において作っていく 

・理念や人材育成像の落とし込みをＨＲや授業において、都度教員から伝え続けていく 

・柔軟に主体的に考え動ける内容へ学内店舗実習授業を中心に授業展開する 

 

③  特記事項 

食を通して、「笑顔・信頼・感動」を生み出す人材となるために具体的に示した７ヶ条に関して、生徒自身の自己

点検を実施。また教職員に関しても全体会議・職員朝礼で周知徹底し日々の各授業の中でも生徒への働きか

けをしており、全校挙げての意識統一再強化を図っている。 

  参考：2022生徒７ヶ条 

  １．予習復習＝技術向上              ２．掃除徹底・衛生管理 

  ３．徹底管理！ ～時間・体調・所有物～    ４．笑声・挨拶・返事 

  ５．まずやってみる＝チャレンジ★         ６．ポジティブ語を使う！ 

  ７．各クラスに即した目標 

S1A  みんなが主役の明るい雰囲気づくり 

S1B  Best team ～1日 10回ありがとうと言われる行動を～ 

S1C  1日１褒 ～ニーズと感謝の倍返し～ 

S2A  ABCで仲間とゴール!ABCDEFG!! 

S2B  仲間のことを考えて行動し成長しよう！ ～ありが１０～ 

S2C  Always be honest 

【評価項目】 （評価＝適切：４、ほぼ適切：３、やや不適切：２、不適切：１） 評価 

学校の理念・目的・育成人材像は定められているか（専門分野の特性が明確になっているか） 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・将来構想などが生徒・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 



④  学校関係者評価委員会コメント 

・長山委員 (これからの飲食業界に対応できる人材を育てるために)  ７ヶ条にある挨拶、コミュニケーション

は必ず求められることである。コロナ禍で育った学生が元に戻る中でのギャップがありそれをどう埋めるかが課題。 

・長山委員 大きな声で挨拶をすることは、コロナ禍でできなかったのに対して社会に出ると求められる。時間の管

理、通勤というところで不慣れな環境についていけず体の不調が出てきてしまう。現在、現場も発熱により出勤をさ

せることができない状況があり、また本人も発熱＝出勤しなくてもよいという考え方が固定化して今っている。コロナ

によって失われたものを本来あるべき当たり前の姿に戻すためにできることを考える必要がある。 

・山田委員 会社での現在の対応については With コロナでこれまでのスタイルに戻ってきているが、戻すことに対

する戸惑いもある。その中で社員とアルバイトの間での感覚値の違いがあり、学生たちはこれから社員として働くこと

を考えると with コロナの考え方を持っておかなければならない。 

・長谷川委員 現在の高校生の感覚としては全日制から通信制へ、また全日制でなくても卒業できるなどコロナ禍

での感覚の変化があり、飛鳥未来高校にもコロナ禍で転校してくる学生が多数いた。集団が苦手な学生たちがコミ

ュニケーションを取らなくてもコロナ禍でオンラインを通じてできることが増えたので毎日行かなくてもいいのではない

かという考え方になってきている。そのような考え方の学生を今後は専門学校で教育していく必要がある為教育に

も変化が求められている。 

・内山委員 ７ヶ条に関してはとてもいい取り組みである。非常勤講師も含め全教員が把握し一体となって指導し

ていかなければ良い理念があっても浸透せず意味がなくなる。より一層教員間での共有強化の必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）学校運営 

①  課題 

・自身の担当業務にとらわれず、全体的な視野で学校運営を行うことができる教職員の人材育成 

・効率良い働き方ができるための仕組み作りと、個々の育成 

・教員としての人間力強化（心の教育・社会人育成を行う立場として） 

 

 

②  今後の改善方策 

 ・研修や自己研鑽の時間も上手く設け、個々のスキルアップや意識向上を図る 

 ・業務改善や業務削減を積極的に行い業務の効率化を図ると共に、時間的余裕を生み出す。 

 

 

③  特記事項 

・年３回全教職員を集める会議を実施し、運営方針等の浸透を図ると共に情報共有を行っている。 

  その際、リスクマネジメントに関する研修なども全教員で実施。 

 ・地域の姉妹校全体でプロジェクトを組み業務改善、働き方改革、人材育成を検討実施。 

 

④  学校関係者評価委員会コメント 

・中野教務課長 生徒からすると非常勤講師も常勤講師も同じなので年に３回の会議を実施しているが、コロ

ナ禍の中で会議での共有方法なども変化している。横浜スイーツ＆カフェ専門学校に関しては人数的に全体

で集まって共有することができる状況にあり、また具体的にどういうことをしなければならないのかが伝えられ

ている状況がある。 

・内山委員 理念は掲げているだけでは意味がなく、教員が理解をしてさらにそれを生徒に伝えていく必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

【評価項目】 （評価＝適切：４、ほぼ適切：３、やや不適切：２、不適切：１） 評価 

目的等に沿った運営方針が策定されているか ４ 

事業計画に沿った運営方針が策定されているか ４ 

運営組織や意志決定機能は、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 

人事、給与に関する制度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 ３ 

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が図られているか ３ 



（３）教育活動 

①  課題 

・大きな変化に対する理解と周知が十分でないときがある 

・継続的に教員力の向上を図る必要がある（技術力・授業力・指導力） 

・変化していく時代に合った教育内容と現場で求められる力を身につけさせられるよう対応していくこと 

 

②  今後の改善方策 

 ・研修機会の提供、会議での周知徹底を図る 

 ・教育制度や業界の理解を常に意識し、学習内容の見直しを随時行っていく 

 

③  特記事項 

・企業様との連携、全体会議での勉強会実施 

・姉妹校含め研修や授業の質向上のためのプロジェクトを実施 

（技術力授業力向上研修、各校チーフ WEB 会議にて授業内容の共有と改善・資格取得率向上、授業見学等） 

 

④  学校関係者評価委員会コメント 

・内山委員 （研修に関して） 人によって評価の基準や目指すべきものが異なることがあり、研修を行うことで

【評価項目】 （評価＝適切：４、ほぼ適切：３、やや不適切：２、不適切：１） 評価 

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 

目標の設定として、教育理念、育成人材像や業界のニーズを踏まえた教育機関としての修業年限に

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ュ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 

関連分野の企業・関係施設等、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、実技・実習等）が体系的に位

置づけられているか 
４ 

授業評価の実施･評価体制はあるか ４ 

職業に関する外部関係者からの評価を取り入れているか ４ 

成績評価・単位認定の基準は明確になっているか ４ 

資格（免許）取得の指導体制、カリキュラムの中での体系的な位置づけはあるか ３ 

人材育成目標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、組織できているか 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・兼務含め）の提供先を確保するなどマ

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 
４ 

職員の能力開発のための研修等が行われているか ４ 



評価基準の統一を認識し、それぞれの抱えている問題や差異をすり合わせ、指導の一本化につなげる。 

・内山委員 専門学校卒業のメリットは専門学校入学前から、そして在学中の 2 年間を過ごす過程でこの業

界で働く覚悟を持っている。そこが大卒・高卒とは違うところ。 

・青野委員 卒業するまでの学びとして様々な要望はあるがどれくらいまじめに取り組むかによって結果は変

わるもの。その土台を作る事が必要(自主練習など) 

・青野委員 社会人 1 年目は与えられた仕事をするだけでよいが、年数が経つにつれ後輩指導をしていく中

で自分の仕事をやりながら後輩の仕事を組み立て、管理をすることが難しい。コロナ禍で実施ができていなか

ったが行事などを通じて後輩とのかかわり方、自分の仕事と後輩指導のバランスを学べる仕組みがあると良

い。 

・長山委員 より良い人材を業界に輩出するための道筋を入学した際に見える化して示す（理念、目標など） 

・長山委員（人材育成のために） 現場を知らない教員が増えており、学生に向けて自信をもって伝えることが

できていない現状がある。現場を知るためにも教員の現場でのインターンシップを実施し、現状を自分の言葉

で伝えられるようにする。 

 

（４）学修成果 

①  課題 

・家庭環境・教育環境の変化、メディアの発達等により学校教育のスタイルの変化への柔軟な対応 

・継続的な退学率低減、そのための効果的な取り組みの確立 

・卒業後の正確な状況把握と離職率低減に向けた支援 

・コロナ等社会情勢の影響があっても、変わらず安定した就職の維持ができるよう企業との連携強化 

・さまざまな個性、悩みを抱えた生徒に対してどのように一人ひとりに対応し卒業まで導き方 

 

②  今後の改善方策 

 ・単位制においての退学防止につながる先を見据えた計画的指導方針の確立 

 ・迅速かつ手厚い学生フォローや教員間の連携強化（スピーディーな情報共有） 

 ・モチベーション維持、良好な人間関係構築のためのサポート（授業スタイル、クラス環境、HRの有効活用） 

 ・卒業生就職先への訪問強化 

 

③  特記事項 

 ・技術面での資格取得（製菓技能検定・調理技能検定）の実施 

 ・クラス担任制度の強化（チーム担任） 

 ・2021年度退学率 5.4％ 

 ・2021年度就職率 97.6％ 

【評価項目】 （評価＝適切：４、ほぼ適切：３、やや不適切：２、不適切：１） 評価 

就職率の向上が図られているか ４ 

資格（免許）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 



④  学校関係者評価委員会コメント 

・山田委員 一昨年度の退学率０％についてはコロナ禍の状況もあり、自宅において自分のタイミングで学べる環

境が良かった。制限があったからこそ学校に行くときは友達に会えること、直接学べることにいつも以上の喜びを感

じることができた。 

・長山委員 コロナ禍からwithコロナになって三幸フェスティバルなどの行事が戻るので通信制などの学校に通うこ

とへの不安を抱えている生徒やコロナ禍のオンライン授業などによって高校に毎日通わなくても卒業できた生徒た

ちにとってはプレッシャーに感じることが増える。成長につながる行事だということを伝え、ただ寄り添うのではなく必

要に応じて厳しく指導する必要もある。 

また、高校から専門学校への進学前に週 5 で通うことに慣れさせることができるように、飛鳥未来高校と連携し仕

組みを考えていく 

一人ひとりの生徒のこれまでの経験(バイトの有無や部活)なども踏まえて厳しく指導することも必要になる。 

 

 

 

 

（５）学生支援 

①  課題 

 ・卒業生に対する支援体制の更なる強化（卒業後教育の機会等） 

 ・サポート体制強化のためにも保護者や高校との更なる連携 

 ・学生に対する精神面、環境面のサポート強化 

  

②  今後の改善方策 

・卒業生：教員との継続的な情報共有システムの構築。同窓会組織において、就労状況のヒアリングと 

         フォローや、資格取得希望者に向けたアプローチの強化、独立開業支援制度や学内情報の共有 

・保護者：相互連絡体制の強化。学習内容を共有する機会（オンライン等も活用）の提供 

・在校生：複数のチーム担任制度を実施し、面談（オンラインも活用）やカウンセリング等フォロー体制の強化 

 

【評価項目】 （評価＝適切：４、ほぼ適切：３、やや不適切：２、不適切：１） 評価 

進路・就職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 

学生の経済的側面に対する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 ４ 

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 ３ 

保護者と適切に連携しているか ３ 

卒業生への支援体制はあるか ３ 

中途退学者への支援体制はあるか ３ 

社会人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 ３ 



③ 特記事項 

・経済的支援として、特待生制度、学費分割制度、奨学金制度、高等教育修学支援制度 

・今年度も学内にて感染対策を検討のうえ、同窓会を実施予定 

・保護者への情報提供として行事等の積極参加を呼びかけ 

・学園としての独立開業支援制度整備 

 

④ 学校関係者評価委員会コメント 

・青野委員 同窓会の参加率を上げることが課題。Instagram などの SNS を通じて生徒同士での連絡を取る

など近況を知ることはできる。卒業生が同窓会に来ても教員がいなくなっていることがあるので、何か公的な

形で教員の在籍状況などの告知できると良い 

・内山委員 離職率についてはパティシエ、カフェなど分野によって様々ではあるが、長山様が生徒と企業様

の間に入っていただいていることで実際に働いてからのギャップが埋まっているのではないか。生徒の就職へ

の不安を取り除くためにも 1 つの企業様に決めてしまって就職活動をするのではなく、いろいろと見比べること

を促す必要がある。 

 

（６）教育環境 

①  課題 

・教育上必要な施設・設備は整っており、防災の体制も出来ているが意識の浸透がやや薄い 

  ・2021年度もコロナ禍によりインターンシップや海外研修等の活動が影響を受け十分にできなかった 

 

②  今後の改善方策 

・インターンシップについては、２年ぶりに学外実施を実現させるべく、全員分の受け入れ先確保に 

向け企業連携をさらに強化する 

・避難訓練（地震・津波・火災等様々なシーンを想定し）を定期的に実施し、防災意識を高める 

 

③  特記事項 

・災害等に備えた防災対応ポケットガイドの配布 

・Wi-Fi等メディア授業に対応できる環境整備を実施中 

・１人１台タブレットを使用した授業展開の促進 

  

④  学校関係者評価委員会コメント 

・青野委員 インターンシップについてはコロナ禍で 2 年間学内での実施となった。外部でのインターンシップ

は実際に就職を希望する環境と近い環境で働くことは、勤務時間はもちろん、出勤するために必要な時間な

どを含め仕事をするを体感し社会人への心構えができる。また実際に働くことで一緒に働く人とのかかわり方

なども学ぶこともできる。 

【評価項目】 （評価＝適切：４、ほぼ適切：３、やや不適切：２、不適切：１） 評価 

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 

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 ３ 

防災・安全管理に対する体制は整備されているか ３ 



・長山委員 インターンシップに行く際に目標を決めておく。個人の目標はもちろんであるが、可能であれば受

け入れ先の企業様とも共通の目標を設定することで、企業様側としても指導がしやすくなるのではないか。ま

た、卒業生が就職した現場に行くこともインターンシップに取り組む学生にとっては自分の向かっていく目標、

目的がはっきりしていいのではないか。 

 

（７）学生の受入れ募集 

① 課題 

・精神や身体に何らか事情を抱えた入学希望者の受け入れと事前の情報共有、入学後の学習や人間関係等

の兼ね合いや配慮 

・１８歳人口の減少が進む中、製菓・調理業界の就業を希望する志ある入学者の確保 

 

② 今後の改善方策 

 ・個別対応により、個々に応じた相談や情報共有の強化を行う 

 ・高校との連携を強めていく 

  

③ 特記事項 

・一般社団法人 神奈川県専修学校各種学校協会が定めた募集時期や内容に関して遵守している 

・入試説明会や保護者説明会等も実施し、相違が無いよう適性に伝えている 

・高校教員見学会を実施し、授業の様子や卒業生の様子を見て頂く機会を設けている 

  

④ 学校関係者評価委員会コメント 

・長山委員 入学前と入学後のギャップをどのように埋めていくのかが課題となっている。数年前に比べ飲食業界

への就職を希望して入学するだけではなく、社会生活を学ぶために入学する生徒もいる。その生徒たちの不安や

社会人としての心構えなど社会に出ていくために必要なスキルを身につけるために、飲食業界に限定した内容の

授業だけではなく様々な業界で活躍をしている方々からお話を聞くなどして人生についての学ぶことも必要になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価項目】 （評価＝適切：４、ほぼ適切：３、やや不適切：２、不適切：１） 評価 

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 

入学選考は、適性に行われているか ４ 

学納金は妥当なものとなっているか ４ 



（８）財務 

① 課題 

【中長期計画】 

なし 

 

【予算・収支計画】 

 なし 

 

【会計監査】 

なし 

 

【財務情報の公開】 

なし 

 

② 今後の改善方法 

【中期計画】 

現在、第２次中期計画（２０１８年度～２０２２年度）の対象期間中であるが、当該計画を着実に実行する

と共に今後は当該計画の公開に向けて着手していく予定である。 

 

【財務情報の公開】 

なし 

 

③ 特記事項 

なし 

 

④ 学校関係者評価委員会コメント 

 特に意見なし 

 

 

 

 

 

 

 

【評価項目】 （評価＝適切：４、ほぼ適切：３、やや不適切：２、不適切：１） 評価 

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 



（９）法令等の遵守 

① 課題 

・個人情報に関する意識の強化と管理徹底 

・自己評価で出た問題点について実行できている部分とできていない部分がある 

 

② 今後の改善方策 

 ・全ての教職員に対して法令遵守をさらに徹底させるべく会議等で働きかけを行う 

 ・自己評価の継続的実施と問題点の明確な洗い出し、各改善策をチームにて検討 

  

③ 特記事項 

 ・平成２６年度自己評価結果より公開 

  

④ 学校関係者評価委員会コメント 

  ・特に意見なし 

 

（１０）社会貢献・地域貢献 

① 課題 

 ・年間カリキュラムの中で貢献活動実施に向けて調整はしているが、2020年度に比べて 

実施の機会は向上。このような状況下でも実施できる機会を設けていく 

  

② 今後の改善方策 

 ・コロナ禍の中でできる貢献活動の内容を検討・実施 

・既存のものと新たな取り組みの調整 

・世代的にもボランティアをすることは当たり前になっている為、現在行っている JA横浜様との企業連携を 

はじめ地域との連携を強化する 

 

③ 特記事項 

 ・学内店舗実習の更なる展開（現状や今後の業界を理解したうえでの運営） 

 ・地元自治会との行事連携 

【評価項目】 （評価＝適切：４、ほぼ適切：３、やや不適切：２、不適切：１） 評価 

関係法令、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 ３ 

自己評価の実施と問題点の改善に努めているか ３ 

自己評価結果を公開しているか ４ 

【評価項目】 （評価＝適切：４、ほぼ適切：３、やや不適切：２、不適切：１） 評価 

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 ４ 

生徒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（公共職業訓練等を含む）の受託等を積極的に実施しているか ３ 



④ 学校関係者評価委員会コメント 

・内山委員 社会貢献をすることに対して前向きに取り組む学生が増えてきている。企業として外食をしたこと

がない養護施設の生徒さんに対して、お店で食事をしてもらいその後職業体験をするという取り組みを実施し

ている。そもそも飲食業界という職種を知らなければ就職を考えないのでその選択肢を広げる取り組みも必要

である。 

 

 

（１１）国際交流 

① 課題 

・2021年度もコロナ禍の影響で留学生との交流を持つことが難しかった 

・国内での就職指導が難関。受け入れのできる企業とのパイプの強化は必須 

 

② 今後の改善方策 

 ・WEBを活用した広報の促進 

 ・留学生を受け入れてくれる就職先の確保に今後も務める 

・今後より多くの留学生が入学した場合を想定して、適切な指導・支援体制作り 

 

③ 特記事項 

 ・2021年度 1名在籍 

  

④ 学校関係者評価委員会コメント 

・内山委員 現場においてコロナ禍であっても留学生の受け入れはある。ただ日本人で求人が充足するので

あれば留学生を採用しない企業もある。 

 

４. 学校評価の具体的な目標や計画の総合的な評価結果 

長山委員 毎年参加しているが、横浜スイーツ＆カフェ専門学校の学生募集、学生指導において時代変化

に対応できていると感じる。学校生活において、生徒・教員・保護者が協力をしながら今後も良い生徒指導を

行って欲しい 

 

内山委員 今回様々な話をしていく中で横浜スイーツ＆カフェ専門学校は素晴らしい学校だと思った。専門

学校卒業後そのまま業界に入ったので飲食業界しか知らないが、今後少子化で業界に就職人員が不足す

るのではないかと不安を感じている。日本の飲食業界は世界に誇れる仕事である。今後も飲食業界で活躍で

きる人材の輩出をしてもらいたい。また、企業としてもこれからの飲食業界の発展のために学校と連携を深め

ていきたい 

【評価項目】 （評価＝適切：４、ほぼ適切：３、やや不適切：２、不適切：１） 評価 

留学生の受入れ・派遣について戦略を持って国際交流を行っているか ３ 

受入れ・派遣、在席管理等において適切な手続き等がとられているか ３ 

学習成果が国内外で評価される取組を行っているか ３ 

学内で適切な体制が整備されているか ３ 



長谷川委員 姉妹校との連携により、専門学校入学後やめない生徒を育て輩出していく。飛鳥未来高校の

生徒は精神面に不安があったり、発達に課題を抱えていたりする生徒が増えてきている。 

現在は少しの症状によって様々な診断をされてしまう状況があり、それが課題になってきている。高校の前の

中学校教育の現場でも課題になってきているので専門学校でも今後、精神面で不安を抱える生徒への理解

を深める必要もある 

 

青野委員 学生の時は、飲食の就職を考えてもどんな仕事があるのかがわからないので、いろいろな人の話

を聞いて視野を広げる必要がある。専門学校では学生の視野を広げられるように指導教育していってもらい

たい。 

 

山田委員 卒業生として、学校の取り組みや先生方の想いを知ることができ貴重な機会だった。今後仕事を

していく上で必要な考え方を改めて知ることができた。 

 


