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２０２２年度 学校法人辻料理学館 

辻調理師専門学校 辻製菓専門学校 学校関係者評価委員会 

議事録 

日   時 ２０２２年１１月１２日（土） １４時００分～１６時００分 

場   所 辻調理師専門学校 本館２階 教室 

出 席 者 

【学校関係者評価委員】 

第１号委員 在校生保護者  

西岡 香織  （辻調理師専門学校 在校生 保護者） 

村上 文枝  （辻調理師専門学校 在校生 保護者） 

西川 由紀  （辻製菓専門学校 在校生 保護者） 

第２号委員 卒業生委員 

  冨原 聡志  （日本料理 滴 店主） 

森   貞夫  （株式会社 柏屋葛城堂 代表取締役社長）  ＊副委員長 

第３号委員 業界関係者 

  辻岡 久味   （株式会社ホテルグランヴィア大阪 総務企画部 総務課 担当課長） 

富澤 利加   （株式会社ホライズン・ホテルズ ハイアットリージェンシー大阪 人事部 部長） 

第４号委員 高等学校等学校関係者 

  山下 善啓   （大和高田市立 高田商業高等学校 校長） 

澤田 竜人   （学校法人 山口学園 ECC国際外語専門学校 

日本語学科 国際コミュニケーション学科 副学科長） 

第５号委員 地域有識者 

木村 亮介  （株式会社 りそな銀行 阿部野橋支店 支店長）  ＊委員長 

川上 綾乃  （株式会社 奥村組 関西支店 営業課長代理） 

 

【学校側出席者】 

  辻  芳樹   （辻調理師専門学校／辻製菓専門学校 校長） 

  山田 研    （辻調理師専門学校／辻製菓専門学校 校長特別補佐） 

田中 祐司   （学校法人辻料理学館 法人本部 事務局長） 

  尾崎 一正   （辻調理師専門学校 運営責任者） 

  立嶋 穣    （辻製菓専門学校 運営責任者） 

配布資料 

‣ 議事次第 

‣ 学校関係者評価委員会 委員名簿 

‣ 辻調理師専門学校 ２０２１年度自己点検・評価報告書  

‣ 辻製菓専門学校 ２０２１年度自己点検・評価報告書 

議  題 
自己点検・評価結果の概要説明 

質疑応答・意見交換 

議事経過 

１．開会 

定刻となり、事務局は開会を宣した。 

 

２．委員紹介 

事務局より、委員の紹介がなされた。 
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議事経過 

３．校長挨拶 

   校長より、開会の挨拶と本会議の目的について説明があった。 

 

４．配布資料の確認 

事務局より、配布資料の確認がなされた。 

 

５．委員長などの選出 

   委員会規程に基づき、委員の互選により、委員長に木村氏、副委員長に森氏が選出された。 

 

６．議事 

・自己点検・評価結果についての説明の後、質疑応答および意見交換した。 

・資料「２０２１年度自己点検・評価報告書」をもとに、尾崎運営責任者より辻調理師専門学校

（以下、「調理」という。）について、立嶋運営責任者より辻製菓専門学校（以下、「製菓」とい

う。）の自己点検評価結果について、また、一部の項目について田中事務局長より、それぞれ

説明がなされた。項目ごとに説明の後、都度質疑応答、意見交換が行われた。 

 

７．その他 

   事務局より、次回の会議については令和５年１月２８日（土曜日） １４時００分より行う旨、 

事務連絡が行われた。 

 

８．閉会 

   最後に、辻校長より、本日の委員会質疑への謝辞が述べられた後、事務局は閉会を宣し、 

散会した。 
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●委員による評価および意見・要望 

評価 意見・要望 

(1) 教育理念・目的 

建学の精神のもと、教育理念、将来構想を掲げ、教職

員間で共有しながら、調理師および製菓衛生師の養

成、日本料理に特化した技術者の養成に真摯に取り

組んでいる。 

‣ 特になし。 

(2) 学校運営 

辻調理師専門学校、辻製菓専門学校ともに、法人の 

運営方針に基づき、事業計画を策定し、適切に運営で

きている。 

情報伝達のデジタル化等有効な手段を講じている。 

‣ 情報伝達のデジタル化は引き続き取り組むことを期

待する。 

‣ デジタル化に伴うトラブル防止の研修、ソーシャルメ

ディアの使い方の周知などは、今後も取り組むとよい

のではないか。 

 

(3) 教育活動 

建学の精神や教育理念に沿った教育課程の編成を策 

定し、学科のカリキュラムを体系的に編成している。 

教育課程編成委員会や関係企業や業界団体との 

連携によりカリキュラムの見直しを行っている。資格取 

得の支援体制も整っており、学生及び教員の人材育

成に取り組んでいる。 

‣ 学校の特色は技術の高さ、指導力にあるのではない

か。教員の技術向上が図られると共に、技術以外に

も、教科指導力や学生指導力の養成が図られるとよ

い。 

(4) 学修成果 

退学率については、学生同士で助けあう「ピアサポート」

や「アパシステム」を導入することにより、成果が見られ

る。取り組みを継続的に改善しており、退学率の低減を

目指している。 

就職率については年度途中の目標値はクリアできなか

ったものの、最終の就職率は前年度に比べ改善できて

いる。 

‣ 日本語能力が低い留学生、出席率が低い留学生に

対してアプローチが工夫されており、今後も継続され

るとよい。 

‣ 身だしなみ等の指導についてはさまざまな考えがあ

るところだが、一部の企業では、他者へのリスペクトや

仕事にあたる目的意識を優先するところもあり、なぜ

そうするのかという理由付けを明らかにすることが必

要ではないか。 

 

（５） 学生支援 

保健師を常駐させており、心のケアについて学内に相 

談室を設置し、相談員を配置するなど、適切に対応 

できている。 

コンクール出場のサポートや、課外イベントの企画をす

するなど、学生の学びの支援に取り組んでいる。 

‣ クラスの学習環境が整うようにサポートする体制があ

るので安心して通学することができている。 

‣ 保健師、カウンセリング対応ほか、さまざまな対応が

あるので安心している。 

(6) 教育環境 

教員は料理区分や製菓の分野別に専門教員を有

し、理論および実習授業を担当することで、専門性

の高さを担保している。 

施設設備についても分野ごとの厨房を想定した設備

や機器を備えるとともに、ランニングコストの軽減につ

ながるよう計画的に更新工事を行っている。 

‣ 施設・設備の充実とともに、技術力、指導力を含め

た人材育成の授実を今後も図ってもらいたい。 

‣ 施設のデジタル化をすすめてはどうか。 

(7) 学生の受け入れ募集 
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入学選考委員会が組織・運営されることで、学生の

募集、選考について適宜検討され、コンプライアンス

を遵守しながら適正に運営されている。また、コロナ

対策としてオンラインによる催しの機会を増やし、教

育内容や教育成果を伝える工夫が見られる。 

‣ オープンキャンパスについて、オンラインだけでは学

校の説明が十分伝わらないところがあるため、今後も

オンラインと対面での対応を適切に組み合わせると

よい。 

‣ 留学生に対する訴求を考えるのであれば、学校での

学びが彼らの将来の活躍にどう結びつくのかを重視

し、卒業してから５年後、１０年後の活躍の様子を発

信してはどうか。 

 

(8) 財務 

事業活動収支計算書の教育活動収支では、教育活

動収支差額では若干の支出超過になったものの、経

常収支差額はプラスとなり、適切に運営されている。 

収支の均衡と財務基盤の強化への取り組みが継続さ

れている。 

‣ 非常に高い自己資本比率を維持しており、借入等に

ついても問題なく、財務状況は優良である。 

‣ 収支のバランスについても、改善を続けられている状

況で問題ないと考える。 

‣ 教育の本質はかえず、財務状況の健全化に引き続き

つとめていただきたい。 

(9) 法令などの遵守 

関係法令や学内の規則・規程に基づき適切に業務を

執行している。また、個人情報の適正な取り扱いや、

自己点検を実施し、必要な情報を公開している。 

‣ 特になし 

 

(１０) 社会貢献・地域貢献 

業界団体や地方公共団体からの依頼を受けて会場

提供や人員協力を行うなど、学校の教育資源を活

かした社会・地域貢献に積極的に取り組んだ。 

SDGｓに関する学生サークル活動を立ち上げ、子ども

食堂でのボランティアに取り組んだ。 

‣ 普段から教職員が外に出て交通整理等社会活動を

する場面をよく見かける。学校の地域に対する取り組

みがある。地域連携を深められる機会があればと期

待している。 

（１１） 国際交流 

増加する留学生を入学前から卒業まで一貫して支

援するため、外国語のできる専門の職員を配置し、

日々の相談はもとより、「特定活動ビザ」や「特定技

能ビザ」による就職の支援にも取り組んでいる。 

‣ 特定技能ビザで就職して学生は、その後就職先の現

場でどのように活躍しているのかなどの動向のフィード

バックがあるとなおよいと思う。 

作成日 令和４年１１月１４日 

 


