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■令和元年度 学校関係者評価について  

国際貢献専門大学校では、本年度から自己点検・評価委員会を設置し、日頃の教育

活動について自己点検・評価を実施してきました。企業及び業界団体や保護者、卒業

生等で構成する学校関係者評価委員会を設置し、様々な立場を代表する委員の皆様か

ら自己点検・自己評価報告書をもとにご議論いただき、本校の学校運営や教育活動に

対して点検・評価していただこうと計画していたところ、コロナウィルス感染症 

に伴う緊急事態宣言により、学校関係者評価委員会の開催が当分の間延期になり、そ

の間文書により意見を聴取しまとめたものです。  

  

１．実施日時  

  令和２年６月１日～６月１５日  

  

２．実施方法  

(1) 実施組織：学校関係者評価委員会  

○委員長 

 宮田 智栄 専門学校国際貢献専門大学校 学長  教育関係  

○副委員長 

 吉原 博 専門学校国際貢献専門大学校 学長代理  教育関係 

○評価委員   

柴田 和枝 氏 元九州国際大学教授     教育に関する有識者 

島田 勇 氏 株式会社不二食代表取締役   地元企業関係者 

ポウデル ルペシュ 氏 貢献同窓会会長   卒業生 

原中 秋子 氏 学生の保護者        保護者 

(2) 評価基準：文部科学省「専修学校における学校評価ガイドライン」に準拠  

(3) 評価方法：令和元年度 自己点検・自己評価報告書に対する学校関係者評価  

  

３．評価の項目  

  次の１０項目について実施  

  （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）環境教育 

  （７）学生の受け入れ募集  

  （８）財務  



  （９）法令等の遵守  

  （10）社会貢献・地域貢献 

 

 

 

４．評価の項目ごとの学校関係者評価・意見 

項 目 評価・意見 

１．教育理念・

目標 

１ 理念、教育目標、育成する人材像について定められているか 

  学園運営計画で明確に定められており、年度初め決起集会の運営方針説明会

で再度認識を統一し学校教職員一丸となって取り組んでいる。 

 （意見）  

 学校法人は教育理念の浸透が重要であり、目標が明確に定められており、 

現在のニーズに堅実に取り組んでいる。 

 

２ 学校における特色は何か 

  日本語学校と一貫教育で学生の夢を実現するため日本で生き抜く力を持たせ

る教育の実施。就職実績、検定試験の合格実績、及びコミュニケーション能

力。このことは、入学希望者にもオープンキャンパスなどでも分かり易く説明

している。 

 （意見）  

標準的な他校との実績の違いが具体的に学生に説明があれば有用と思う。 

   在外日本大使館などの広報室に資料を提供し、本学園の教育概要を広報 

  

３ 理念、目的、育成人材像が学生や保護者などに周知されているか 

  国際貢献専門大学校のホームページ掲載や各教室、受付での掲示、オープン

キャンパスなどでの説明で周知している。 

 （意見）  

   ホームページの情報公開などで、周知されている。外国籍の保護者への周

が不十分ではないか？ 



２．学校運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 目的に沿った運営方針が策定されているか 

  本学では、「学校教育法、教育理念に基づきあらゆる教育活動をとおして、

日本文化を理解するとともに幅広い知識・教養を身に付け、志をもって自ら

の力で未来を切り拓き、国際社会人として、国際的に活躍出来る人材の育成

に努める」を基本目標とし、年度初め、月、週初めに徹底を図っている。 

 （意見）  

職員全員に共有され徹底されているので問題ない。 

 

２ 運営組織や意思決定機能は、規則などにおいて明確化され機能しているか 

  学園組織人事図があり、各部署の役割と権限、人的体制が整っている。 

 （意見）  

組織と内部体制が確立され問題ない。 

 

３ 人事制度や組織整備がなされているか 

  人事や賃金についての制度は、採用制度、昇進・昇給など人事考査制度が整

備されている。 

 （意見）  

不足している部分について今後、改善していってほしい。 

 

４ 教育活動に関する情報公開が適切になされているか 

  主要教育、学生の活動、就職を充実させ実績をホームページ公開している。 

 （意見） 

情報の公開についてもホームページなどで行われており適切である。 

 

３．教育活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 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 

募集広報・教務を中心とした委員会を開催し、役員、理事会、評議員会での

意見を踏まえて策定している。定期的な見直しと、時代に合ったものを実施で

きるよう にしている。 

 （意見）                                     

   外部からの意見を取り入れているのは良い。社会の情勢及び学生のニーズ

を踏まえておりその方向性は適切である。 

 

２ 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 

  企業との連絡協議会など企業と学生との懇談、回収したアンケートを基に

「社会が求める人材像」を学生に認識させ、そのうえで多岐にわたる業界や職



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種の人柄、ニーズ に対応できる教育を実践し、各学科とも修業年限でそのレ

ベルに達するようにしている。 

 （意見）  

連絡協議会で企業と学生を直接懇談させ、肌で企業の求める人材像を感じ

させていること、アンケート結果を学生へ伝え対応していること、学びにつ

いても意識改革をしており、適切な設定がされている。 

 

３ 学科等などのカリキュラムは体系的に編成されているか 

年度末に開催する教務会議で社会ニーズに対応するために必要な科目を体系 

的に編成し、定期的にカリキュラムの見直しも行っている。 

(意見）  

科学の進歩が激しい現在、教材の内容を常に点検し正確にする。 

 

４ 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

エ夫-開発などが実施されているか 

本学の基本的な教育目標で技術や知識及び人間力を基に、専門知識のほかに

もビジネスマナーや、企業等との連携した実践的な演習（本年度から）、および

企業の人事担当者による合同企業説明会を実施し、 学生の意識づけをしている

が、その方法の検証は継続していく必要がある。 

(意見）  

   日本独自のソーシャルルールの意識付けは、企業等と学校の緊密な連携に 

より、一層の修得が可能であると思う。 

 

５ 授業評価の実施，評価体制はあるか 

授業運営の適否を判断、見直しをするために学長等の授業視察、試験評価を

実施している。 

(意見）  

改善：教師の自己評価と同時に学生の視点からの教師に対する評価が必要 

だと思う。（教師の考え方、知識、授業準備、教室活動について評価） 

 

６ 成績評価.単位認定、進級・卒業判定の基準は明確になっているか 

学則‘第１２条に学習の評価’授業科目の履修し、その試験に合格した者に

は所定の単位を与える。評価は、試験等を行い、成績付与を行うことを明示し

ており、成績評価，単位認定の基準を明確にしている。 

 （意見）  

  明確な定めにより実施されており問題ない。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 資格取得の指導体制、カリキュラムの中での体系的な位置づけはあるか 

学科ごとに目標とする資格"試験を明確に定め、合格がより確実なものになる

ようカリキュラム編成をしている。 

(意見）  

  資格取得への直接的な指導体制があり、日本語能力試験や資格認定試験が右

肩上がりで成果が出ているので現状の指導体制で適切である。 

 

８ 人材育成目標に向け、授業を行うことが出来る要件を備えた教員を確保して

いるか 

 

人材育成目標に向け、実務経験のある先生の確保に努めている。専門性、教

授力、必要資格等の諸要件を備えた人材の確保は、十分ではないが現状必要な

人材は確保できている。 

(意見）  

教員確保が容易でない中、必要な教員が充足できていることは、学園とし

ての責務を全うしている現況の表れであると思う。 

 

９ 能力開発のための研修などが行われているか 

教員のレベルアップを図るため、日本語教師養成講座を開講、新聞社から講

師を招き新聞を読む力講座を開催するなど、年間を通じての自己啓発や外部企

業と連携して実施する研修で最新の情報を取り入れるようにしている。 

 （意見）  

   日本語教師の Brush upのために、適宜外部から専門的に評価できる指導 

者を招き研修（の一環として授業見学など）を受ける場を設ける。第三者か 

らの評価を受ける必要性がある。 

 

４．学修成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 就職者数の向上が図られているか 

  学年早期から合同企業説明会や選考会等の就職活動を実施させたことから採

用人数は、３年前から右肩上がりで確実に向上した。 

 （意見）  

就職に対する学校の真摯な対応が、結果を導き出している。 

今年は、コロナの影響もあり就職活動も今まで以上のサポートが必要。 

２ 資格取得率の向上が図られているか 

資格取得に関しても対策をとり指導法を決定して、学生に反復演練させてい

る。 

 



 （意見）  

一層の資格取得実績を出すために、個々の資格取得に対する意欲を更に邁

進させる施策があれば良いと思う。 

 

３ 除籍・退学率の低減が図られているか 

担任をはじめ学生指導課、教員全体で学生に目を配り、声をかけている。無

断遅刻・無断欠席した学生には担任が電話、学生指導課の先生が自宅訪問する

等親身な指導を実施。学生相談室を設け、担任以外にも相談できるようにして

いる。結果除籍・退学率は逓減してきている。 

 （意見）  

先生方の熱心な学生指導の反映が、除籍・退学者が逓減してきている。 

 

５．学生支援 １ 進路，就職に関する支援体制は整備されているか  

  就職に対する支援体制は、学校に就職課、教務課先生に就職担当を設けると

ともに学園本部の支援課と連携し、企業と学生のマッチングに努めるよう支援

体制を構築している。 

 （意見） 

留学生という文化も言葉も違う人材を育て就職・入学させる支援体制は適

切であると思う。 

卒業生の就職後もその職場に順調に適応しているかなど受入れ側と緊密に

連絡を取り合うこと。 

 

２ 学生相談に関する体制は整備されているか 

クラス担任制、持ちあがりを基準に相談しやすい環境を構築するとともに、

相談室を設け、就職担当者及びクラス担任が学生の就職相談、悩み等の指導を 

行っている。また、企業の人事担当を招き合同企業説明会を実施している。学

生は、いろいろな悩みを持っており、担任のほかにも、学生相談室に相談でき

る体制をとっている。 

(意見）  

頼りにするのは担任だと思うが、各種相談室で相談できる体制が整ってお

り、学生に対して優しい環境と感じる。 

   

３ 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 

日本学生支援機構による学費免除制度や各種奨学金制度、また緊急給付金制

度を活用するとともに、今回のコロナウィルス感染症により資格外活動に影響

を受けた学生に他の企業を紹介・就労させたりして、学生の支援体制をしてい



る。また、日本での思い出作りに全員サーカスを鑑賞させたり、福利厚生面で

の支援体制も行っている。 

(意見）  

奨学生制度、資格外活動の支援があると、学生も安心して勉学，学校生活

と送っていけるのではないか。 

４ 学生の健康管理を担う組織体制はあるか 

学校保健安全法に基づき６月に全学生に健康診断を実施している。アルバイ 

ト先で流行性の結核が発生した際も保健所の指示通りに学生を診断させる等 

保健所とも連携を取っている。また、学校内に保健室を設置し、軽易な病状 

に対応できる体制はある。 

(意見） 

  健康診断の実施、救急体制が整っていればよい。 

 

５ 課外活動に対する支援体制は整備されているか 

博多どんたく参加の学校行事、大橋まつり、高木フェスタ、アジアふくこい 

祭り等地域活動などの課外活動に対しては限定して支援している。学生主体 

で実施し、教職員が一体となり助言指導をしている。 

(意見）  

地域社会に貢献した学生生活を送ることが出来る。適切な体制がとられ 

ている。 

６．環境教育 １ 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 

  設置基準に基づき大橋キャンパス、玉川キャンパスの２か所に校舎を、玉川

キャンパスには、コンピューター室を整備しており、教育上の必要性に十分対

応できている。また、定期清掃により環境の美化に努め教育上良い教育環境作

りに努めている。 

 （意見）  

   一定の基準以上の整備がなされていると思う。 

 

２ 防災に対する体制は整備されているか 

設置基準に基づき教室、教員室、事務室などを設置しており、維持管理につ

いては定期的な点検整備を行っているため、学生に教育上支障 がないよう整

備している。また、防火管理者を定め、防災に関する計画を作成中。 

(意見）  

  防災に関しては、速やかに計画を作成し、防災訓練を行い、学生の安全を 

図ってもらいたい。 



７．学生の受け

入れ募集 

１ 学生募集活動は適正に行われているか 

  年間の募集計画を策定し、 募集活動を行っている。学園スタッフが学校説

明会をオープンキャンパス、各学校で実施している。 

 （意見）  

在外日本大使館などの広報室に資料を提供し、本学園の教育概要を広報し

てはどうか。 

 

２ 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 

  学生の就職実績は、説明しておりその中で日本語能力試験、情報処理検定等

資格取得の教育成果を伝えています。 

 （意見）  

標準的な他校との具体的な比較があれば、就学希望者の学生にとって有用

であると思う。 

 

３ 学納金は妥当なものとなっているか 

教育成果が就職決定に大きく役にたち学生の夢を叶えており、学納金に関し

ては学校の財政基盤の問題が出ないように適正かつ妥当な金額に設定してい

る。 

(意見) 

   留学生主体で、少子化社会の中、学校運営においての肝となるところは学

生募集である。 その中でも適切な方法で、学生を募ることが求められるだ

ろう。報告通り 実施されていれば問題ないと考える。 

８．財 務 １ 中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか 

２ 予算.収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか 

３ 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 

財務については、学園全体として学園本部で決定している。予算の編成に 

ついては経理規程を定めており、適切な手続きを経た上で確定し、予算を執行

している。会計監査についても税理士法人が事前説明を受けて監査を実行して

いる。これらの報告については修学支援制度に基づき公開している。 

(意見）  

 財務情報はホームページで公開されている情報を拝見した。一定の予算標 

準を基に計画的な運営を行い、外部機関による会計監査を実施の後、国の制 

度に基づき公開に至っているので適切である。 

９．法令等の遵

守 

１ 法令、専修学校設置基準などの遵守と適正な運営がなされているか 

月次で入管及び官公庁等へ報告が必要なものの確認をして、適宜必要なもの



は届出を実施している。また適正に運営がおこなわれているかを確認してい

る。コンプライアンスの意識向上のため、福岡県専修学校各種学校協会主催の

教育に参加し教職員への教育内容を周知している。また、警察情報を学生及び

教職員とともに情報を共有しコンプライアンス意識向上を図っている。 

 (意見）  

   法人として 1番シビアに守っていかないといけないところであり、遵守及

び適切な運営がなされていると思う。 

 

２ 個人情報に関し、その保護のための対策が取られているか 

個人情報の取り扱いにっいては個人情報保護規程、プライバシーポリシー 

を設定している。就職情報として学生氏名を出す場合には本人の承諾を得てか

ら取り扱っている。 

(意見）  

説明通りの措置をとっているのであれば問題ない。 

 

３ 自己評価の実施と問題点の改善に努めているか 

４ 自己評価結果を公開しているか 

自己点検，自己評価委員会を設置し、点検，評価を行いその結果について 

ホ―ム・ぺージで公開している。 

(意見） 

   公開に関してもホームページなどを通じて的確に行われており望ましいと

思う。 

10．社会貢献， 

地域貢献 

１ 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 

２ 学生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，教育訓練の受託等を積極的に実施しているか 

  こども食堂による地域の子供たちと学生の交流の場の開催や、JR博多駅清

掃活動への参加、学生で構成している Koken’sを中心に地域との交流イベン

トへの参加など積極的に地域との交流を推進している。その結果、地域からは

好意的な評価を得ている。地域の状況に応じて、社会貢献‘地域貢献 などが

出来ているかと思う。今後さらに改善が必要かと考えている。 

 (意見）  

   学校側の積極的活動推進による一定の評価を得ているので、好ましいと思

う。 

 


