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 １ 理念・目的・育成人材 

  (1) 理念・目的 

    世界では「答えの見えない問題」を解決する能力が求められ、日本だけでのビジネスはありえない時代 

   に入っており、あらゆる場面でグローバルな人材が求められている。 

    このため、留学生に「人に教え、人を育み、そしてその喜びを求めて大きな国際舞台へ旅立たせる。」 

   を合言葉に世界に羽ばたく優秀な人材を輩出させる教育機関としてまい進する。 

  (2) 育成人材 

   ア 学園は、敬愛と感謝の心を教育を通して感化し、人間を信頼し、全ての人に対して温かい愛情を持つ 

    ことができる人材を育てることを目標とする。 

   イ 敬愛と感謝の学生五か条 

    ① 大きな声で挨拶、返事ができる。 

    ② 素直な気持ち、謙虚さをもって人に接する。 

    ③ うそをつかず、人のせいではなく、自分で責任がもてる。 

    ④ 困っている友達に進んで声をかけることができる。 

    ⑤ 時間を大切にして、ルールやマナーを守ることができる。 

  (3) 国際貢献専門大学校 

   ア 建学の精神 

     国際貢献専門大学校は、国際社会で活躍し国際貢献に寄与できるグローバルな人材を育成する。 

   イ 使命 

    (ｱ) 高い日本語能力、深い日本への理解、そして寛容力を備えたグローバルな人材を育成し希望の進路 

     へ送り出すこと。 

    (ｲ) 日本人ならではの「心を築く」、「きめ細やかな技術」、「ニーズに答えるアイデア」、「壁にぶち当た 

     って乗り越えようとする」を身につけさせること。 

    (ｳ) 日本の良さ、日本の魅力、世界が知らない日本の長所を理解させること。 

   ウ 教育目標 

     日本が誇る技術や知識及び人間力を身に付け、世界を舞台に国際貢献を果たせる人材を育成する。 

  (4) 西日本国際教育学院 

   ア 教育理念・・・創意・工夫：挑戦と国際コミュニケーション 

    (ｱ) 国際社会の役に立つ総合日本語学校を形成。 

    (ｲ) 留学生の立場で教育活動を実践。 

    (ｳ) 常に新しい教育カリキュラムを提案。 

    (ｴ) 対話とふれあいで国際人を育成。 

    (ｵ) 教育目標への挑戦を通じて人間的成長を図る。 

   イ 使命 

      高い日本語能力、深い日本への理解、そして寛容力を備えたグローバルな人材を育成し希望の進路へ 

    送り出す。 

   ウ 教育目標 

    (ｱ) 語学教育の充実強化はもとより、日本文化や習慣・社会背景を含めた体系的な語学教育機関として、 

     日本語及び日本の理解を教育目標とする。 

    (ｲ) 国際人の育成を最重要の命題とし、多種多様な国際的ニーズの変化に対応できる学校運営・特色あ 

     る教育を行う。 

    (ｳ) 留学生の希望にそった進路指導、学習指導を行い、100％の進学率を目指す。 

    (ｴ) 日本で生活できる知識や生活指導にも力点を置き、充実した日本生活を提供する。 

 

 ２ 学校法人の沿革 
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  ・ 平成 ４年 ４月 東和国際教育学院 開校 

  ・ 平成 ５年 ７月 日本語教育開始 

  ・ 平成１５年 ４月 西日本国際教育学院に校名変更 

  ・ 平成２４年 ４月 学校法人 宮田学園 設立 

  ・ 平成２６年 ４月 専門学校 国際貢献専門大学校 開校 

  ・ 平成２８年 ４月 玉川キャンパス 国際交流センター 開所 

                     国際貢献専門大学校 定員 360名→700名 

  ・ 平成２９年 ４月 国際貢献専門大学校４年制コース 開講 

               玉川キャンパス 新校舎 竣工 

               高木寮 開寮 

               国際貢献専門大学校 定員 700名→860名 

                       西日本国際教育学院 定員 780名→926名 

  ・ 平成３０年１０月 国際貢献専門職大学設置認可申請 

  ・ 令和 ２年 ２月 国際貢献専門大学校 グローバルキャリア日本語教師養成学科 

             ＩＴビジネス学科４年制 高度専門士告知 

  ・ 令和 ２年 ４月 ＩＴビジネス学科をＩＴビジネスコースとホテル観光ビジネスコースの２コース化 

  ・ 令和 ３年 ３月 国際貢献専門大学校 職業専門実践課程としてＩＴ学科（２年制）が認可 

  

  ◎ 学校法人宮田学園が一貫して持ち続けた思いは、「国際貢献」と「教育の国際化」である。 

    平成４年４月に海外からの留学生へ日本語と日本の文化を教育する日本語教育機関を福岡市南区塩原に 

   開校し、平成５年７月から日本語教育を開始した。平成 15年４月からは西日本国際教育学院と改名した。 

    平成24年４月には、真の教育の国際化を掲げ、その活動を進化させるべく学校法人宮田学園を設立し 

   た。平成26年４月に国際的な人材育成に貢献すべく、日本人と留学生の双方を対象とした専門学校 国際 

   貢献専門大学校を開校し、２年制コースを開講。平成 28年４月には南区玉川に国際交流センターを開所、 

   国際貢献専門大学校の定員を 360名から700名に増員した。 

    平成29年４月に国際交流センターの隣に新校舎を竣工し、玉川キャンパスとして国際貢献専門大学校 

   に４年制コースを開講し、定員を 860名に増員、また、同時に西日本国際教育学院の定員を 780名から926 

   名に増員した。令和２年２月、国際貢献専門大学校グローバルキャリア日本語教師養成学科及びＩＴビジ 

   ネス学科（４年制）が高度専門士の告知を受けた。 

    また、令和２年４月、ＩＴビジネス学科をＩＴビジネスコースとホテル観光ビジネスコースの２コース 

   制とした。 

    更に、令和３年３月、国際貢献専門大学校のＩＴビジネス学科が職業実践専門課程として認可され、企 

   業などと連携した授業や演習、実習を行い、実際に働くことを意識しながら、実践的かつ専門的な知識・ 

   技術・技能を身につけられることになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 設置する学校、学科の入学定員数及び総定員（2021年度） 
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   (1) 国際貢献専門大学校 

 課程名 学科名 昼夜の別 修業年限 入学定員 総定員 

商業実務専門課程 

【専門士】 

国際ワーキングスタディ学科 昼 2年 40 80 

ＩＴビジネス学科 昼 2年 310 620 

小 計 350 700 

高 度 

専門士 

商業実務専門課程 ＩＴビジネス学科（４年制） 昼 4年 20 80 

文化・教養 

専門課程 

グルーバルキャリア 

日本語教師養成学科 
昼 4年 20 80 

小 計 40 160 

合 計 390 860 

   (2) 西日本国際教育学院 

 学 科 名 修業年限 入学定員 総定員 備考 

第１部 
（午前） 

日本語科  進学コースⅠ 2年 146 292 

昼間 

日本語科  進学コースⅡ 1年9か月 13 26 

日本語科  進学コースⅢ 1年6か月 52 104 

日本語科  進学コースⅣ 1年3か月 10 20 

日本語科  進学コースⅤ 1年 20 20 

小  計 241名 462名 

第２部 
（午後） 

日本語科  進学コースⅠ 2年 146 292 

昼間 

日本語科  進学コースⅡ 1年9か月 13 26 

日本語科  進学コースⅢ 1年6か月 53 106 

日本語科  進学コースⅣ 1年3か月 10 20 

日本語科  進学コースⅤ 1年 20 20 

小  計 242名 464名 

合 計 483名 926名  

 

 ４ 授業料等（2021年度） 

   (1) 国際貢献専門大学校 校納金   ※入学選考料 ２万円 

区分 

文化・教養専門課程 商業実務 専門課程 

グローバルキャリア 
日本語教師養成学科 

国際ワーキング 
スタディ学科 

ＩＴビジネス
学科 

ＩＴビジネス
学科 

4年課程 ２年課程 ２年課程 ４年課程 

昼 
 

間 

授業料 
 
入学金 
 
施設・設備 

640,000円 
 

100,000円 
 

66,000円 

540,000円 
 

100,000円 
 

66,000円 

450,000円 
 

100,000円 
 

66,000円 

540,000円 
 

100,000円 
 

66,000円 

      ※その他別途徴収金（教材費・学友会費・検定受験料） 

  (2) 西日本国際教育学院 校納金   ※入学選考料 ３万円 

学科名 
修業 
期間 

年次 入学金 授業料 
施設・ 
教材費 

年間 
校納金 

合計 

日本語科 
進学コースⅠ 

2年 
1年次 70,000 660,000 66,000 796,000 

￥1,522,000 
2年次  660,000 66,000 726,000 

日本語科 
進学コースⅡ 

1年 
9カ月 

1年次 70,000 495,000 49,500 614,500 
￥1,340,500 

2年次  660,000 66,000 726,000 

日本語科 
進学コースⅢ 

1年 
6カ月 

1年次 70,000 330,000 33,000 433,000 
￥1,159,000 

2年次  660,000 66,000 726,000 

日本語科 
進学コースⅣ 

1年 
3カ月 

1年次 70,000 165,000 16,500 251,500 
￥977,500 

2年次  660,000 66,000 726,000 

日本語科 
進学コースⅤ 

1年 1年次 70,000 660,000 66,000 796,000 ￥796,000 

 ５ 役員の概要 
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  ・ 理 事： ６名（常 勤４名、非常勤２名） 

  ・ 監 事： ２名（非常勤２名） 

  ・ 評議員：１３名（常 勤９名、非常勤４名） 

 

 

Ⅱ 2021年度事業の概要 

 １ 基本方針 

   2020年度は、コロナウイルスという全世界を震撼させる感染症がまん延し、多くの死傷者を出し、１年以 

  上が経過した今でも世界各国の経済等に大打撃を与え続けています。これは、学園の運営にも多大の影響を 

  及ぼし、多数の入学予定者の入国が遅延したり、臨時休校により予定されていた授業に制限を受け、本来到 

  達すべき目標を達成できず卒業要件に満たない学生を出してしまったり、してしまいました。 

   このため、本年度は、３年制コースの新設による３年生としてのコロナ補備教育や入国遅れによる日本語 

  の語学力低下に対応するため２年３ヶ月コースとして受け入れを変更するなど、コロナ感染症が校務運営、 

  特に日本語教育に及ぼした影響に最大限の努力を傾注するとともに、学生に対するサービスの向上を図って 

  行きます。 

   また、留学生の管理が不十分なことから、５０名を超える学生の在留資格更新が認められず、夢半ばで帰 

  国を余儀なくさせられることになってしまいました。 

   これは、出入国在留管理局が資格外活動違反の取り締まりを強化して、厳格に処分するようになったもの 

  で、学園の在籍管理、特に資格外活動状況の把握が不十分なことが要因と言わざるを得ません。 

   更に教育の国際化についても、留学生には本来の勉学はもとより日本の心や日本社会でのマナー、礼儀作 

  法を身に着けさせるとともに地域貢献に参画させ教育現場でも日本人との交流を多くの学生へ体験させるな 

  ど、更なる具現化を図っていく所存であります。教職員についても、より一層のスキルアップを目指し自学 

  研鑽に取り組み、愛校精神を強く意識して職務に専念させ、歴史と伝統ある「西日本国際教育学院」と専門 

  的な教育を施す「国際貢献専門大学校」を軸に、引き続きコロナ感染症対策を万全にしつつ逆境を乗り越え 

  飛躍する年と位置付け、西日本最大級の留学生教育機関へと進化を続けていきます。 

 

 ２ 各事業計画 

  (1) 教学改革及び教学運営体制の整備 

   ア ＷＳＤＢシステムの本格運用化 

     西日本国際教育学院、国際貢献専門大学校の両校に、昨年度学生管理システムWSDBを導入した。 

     ２年目として有効的な活用・本格的な運用が求められる。このため、問題点の解消や改修点を明らか 

    にして業者依頼や関係職員への徹底を図る。また、新入社員教育に含めて全職員への周知を図る。 

   イ 各種システムの導入 

     ＷＳＤＢの本格的な導入に伴い、各施設へのＷｉｆｉ環境を整備する。各建物は、コロナ感染症の影 

    響から入出要領を統制し、部外者を含めて体温測定をして、建物への入出を許可するために、必要な機 

    材を設置して、システム的に環境を整備する。 

     この際、将来性を考慮して、入出管理システムの導入に対応できる機材とするとともに、逐次導入を 

    準備する。 

   ウ コロナ感染症の影響による教学改革 

    (ｱ) コロナ感染防止対策として、昨年度に引き続き対面授業で実施できない授業内容を遠隔授業で補完 

     していく。日本語学校は、１クラス当たりの人数を制限した対面授業主体の教育要領を具体化すると 

     ともに登校日の設定や宿題付与を効果的に取り入れていくとともに逐次遠隔授業の移行を準備する。 

      専門学校は、シラバスを修正して、対面授業でしか授業効果を得られない科目や実習を除き、遠隔 

     授業が実施できるカリキュラムへ移行する。遠隔授業は、動画を一方的に流して視聴するだけではな 

     く、先生と受講生が意思疎通できるＺＯＯＭ等を取り入れる。また、教職員の遠隔授業に対するスキ 
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     ルアップを図る。 

      また、居住環境にインターネット環境が構築できない者への対策を講じ、一部学生への対面授業や 

     教室の開放による遠隔授業を補完するとともに出席率が低下する学生は学校での授業を推奨し出席率 

     の維持向上を図る。 

    (ｲ) ３年制化の導入 

      コロナ感染症の影響で本来受けるべき授業を受けられなかったため、卒業要件を満たさず、卒業で 

     きない学生に対して、確実にCEFP A2合格を目指し、３年制化の導入を図る。このため、３年生コー 

     スを新設し、新たなカリキュラムにより教育を行う。 

    (ｳ) １・２年生の並行授業化 

      2020年度に本来教育を受けるべき留学生は、コロナ感染症の影響で入国が余儀なく制限されて、12 

     月から2021年１月にかけて入国した約９０名の留学生は、2023年３月卒業の２年３ヶ月コースによ 

     り日本語教育を行う。また、2021年４月以降に入国してくる 2021年度生は、2023年３月卒業の２年 

     コースから１年３ヶ月コースとして通常どおりの授業を行うこととする。 

      この際、カリキュラムも検定取得を重視して、卒業時の日本語能力を CEFR A2 100%合格を期する。 

     このため、２年を満たないコースについては、検定対策授業を重視してカリキュラムの変更を行う。 

    (ｴ) ＺＯＯＭ教育の導入準備 

      コロナ感染症の流行拡大や学園内でのクラスターが発生した場合、遠隔授業等により継続して教育 

     を行わなければ、サービスの低下や長期化すれば教育目標の達成へ大きく影響を及ぼすこととなる。 

      このため、遠隔授業に必要な環境を整備するとともに、臨時休業時の代替え授業のカリキュラムや 

     具体的な方案の準備を推進する。このため、各教科ごとに遠隔授業に対応できる科目や、実習科目な 

     どの遠隔授業が適当でない科目の実施方策を具体的に検討する。 

 

  (2) 教育関連実施計画 

   ア 日本語教育要領の改善 

    (ｱ) 日本語能力試験合格率の向上 

      日本語教育機関の告示基準により 2021年度よりCEFR A2以上相当レベルの取得が日本語学校の最 

     終的な教育目標として示され、取得率が7割を満たない場合には改善方策を講じて報告することにな 

     った。この基準を満たすべく、日本語能力試験の資格獲得の向上を目指す。 

     ❶ 日本語教育の授業と日本語能力試験の対策授業を連携させ、傾向分析と対策により合格率の向上 

      を図る。 

     ❷ 学生の受験レベルは学校側が判断し、適性レベルでの受験により合格率を向上させる。 

       このため、Ｎ３受験はＮ４に合格した学生、Ｎ２受験はＮ３に合格した（合格担当の）学生しか 

      受験できないように、実力に合った受験級で受験するように指導を強化する。 

     ❸ 不合格者に対しては、不得意科目の分析を行い、個別指導により不得意科目を克服して合格率の 

      向上につなげるとともに、ＪＬＰＴ以外の日本語能力試験資格が付与できる試験を受験させる。 

     ❹ 日本語能力試験N4合格を目標とし、2020年度1月生・2021年度4月生は2022年７月までに、 

      2021年度7月生以降は 2022年12月の試験までに N4に合格することを目標とする。試験対策とし 

      て、試験前の模擬試験の実施とその解説、合格点に達しない学生への課題付与や再試、選択授業に 

      よる不得意分野の重点的指導などを実施する。 

       J.TESTは記述問題があるため、記述問題を中心に対策授業を実施し、Eレベル以上の認定がもら 

      えるよう対策する。    

    (ｲ) 日本伝統文化教育（漢字教育含む）の充実 

      日本語教育機関では、日本語教育の充実はもちろんの事、その国の伝統文化やルール・マナーを含 

     めた関連授業により、その知識を付与して日本での生活の中で実践させることが求められている。 

      このため、日本伝統文化教育を充実させるとともに、漢字に関する教育についても内容を充実させ、 
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     日本の文化と漢字について意識付けさせる。 

   イ 専門学校の改善 

    (ｱ) 専門学校での職業実践専門課程認可申請 

      職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成することを狙いとして専攻分野における実務に関する 

     知識、技術及び技能について組織的な教育を行うため、職業実践専門課程認可の取得を目指す。 

    (ｲ) 特定技能への対応 

      就職に伴う新たな外国人受け入れ制度として新設された在留資格「特定技能」に対応するため、専 

     門学校に特定技能の試験対策講座の開設や日本語学校へ特定技能の短期日本語コースの開設を検討す 

     る。この際、学園グループ企業が登録支援機関として、外国人材を受け入れる企業（特定技能所属機 

     関）に代わり、募集活動及び入国・就労支援を実施する。 

    (ｳ) 就職率向上対策として、卒業時に全員が３つ以上の資格を取得できるように目標を設定している。 

      留学生の共通科目として日本語能力の検定及び職業専門課程として、学科の特性に応じた資格の取 

     得を、特定技能資格取得した就職活動を目指す。この際、日本語能力は年２回の受験を必須として、 

     試験前には受験対策授業を行い、合格率の向上を目指す。 

   ウ 学生へのサービスの向上 

    (ｱ) 教育の魅力化 

      コロナ感染症の拡大により、昨年は、休校や学級閉鎖が続き対面授業ができず、遠隔授業に余儀な 

     くされた。遠隔授業への対応はもとより、内容の充実、「飽きさせない。対面授業より効果的な授業を 

     目指す。」の目標を設定し魅力化を図る。 

      また、専門学校の教育も日々進化させ、新たな教育技法や教材を導入して、魅力ある授業を目指す。 

      この際、ロボット、３Ｄプリンター、ドローンを教育教材として活用して教育内容に逐次吻合させ 

     るとともにＩＣＴや先端技術を教育への導入を図る。 

    (ｲ) 就職率・進学率の向上 

     ❶ 学生の就職意欲を喚起するだけではなく、企業が求める人材、特に必要な知識や能力を関連授業 

      で教育して、学生へ徹底する。 

     ❷ 就職率向上施策 

      ① 過去の内定者や就労ビザ取得者の個人データを分析して、在学中に保有しなければならない資 

       質や就職に役立つ取得資格等を判定する。 

      ② 上記データを明文化し、教職員間で情報共有すると同時に学生に対しても分かりやすい方法で 

       情報提供し、１年次から就職に関する意識付けを継続して行う。 

      ③ ファインプロデュースや連絡協議会参加企業の人事担当者に就職説明会の共同開催を調整し、 

       就活機会の増大を図る。 

      ④ 就職希望の学生については、アンケート調査や個人面談により個人情報をデータベース化し、 

       外国人留学生の募集を求める企業とのマッチング資料や連携強化に活用する。 

      ⑤ 卒業後の就職にもつながるような長期継続型のアルバイト先を開拓し、在校生に就労させ、資 

       格外活動と就労を結び付け効果的な就職指導を行う。 

      ⑥ 就職担当者が就労ビザの申請手続き（在留資格変更許可申請届）を理解して、効率的に学生の 

       就労ビザ取得をサポートする。この際、審査管理課との連携を密にするとともに、学生に対して 

       出入国在留管理局への届け出時の受け答えや修業内容の知識を付与する。 

      ⑦ 部外で不定期に開催される企業面接会や合同企業説明会に対応できるように徹底し、学生支援 

       課（就職担当）・担任・ファインプロデュース三者で連携して情報収集し学生へ情報提供を図る。 

        この際、リモート面接会への対応やスカイプ等を活用した説明会への対応も検討する。 

      ⑧ 就労ビザ取得者を掲示し、学生たちへのモチベーションアップにつなげる。 

 

  (3) 国際貢献（連携） 
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   ア 国際貢献活動（交流事業） 

    (ｱ) ボランティア活動の奨励 

      学生主体のボランティア活動の奨励を図るため、授業においてボランティア精神のかん養を推し進 

     め引続きコロナ禍における「博多どんたく」「高木フェスタ」、「大橋まつり」、「ふくこいアジア祭り」 

     などのイベントへの参加を検討し、地域の方々との交流を通して、ボランティア活動の活性化を図る。 

      また、博多駅で毎月早朝に行われている清掃活動に積極的に参加させ、多くの職員・学生の定着化 

     を図る。 

    (ｲ) 活動内容の部外公開の推進 

      学園の貢献活動や地方自治体等、活動に参画したものを積極的に部外へ公開して、学園の価値向上 

     に努める。学園ホームページのブログ及び学園報「道」等を活用すると共に、新聞やテレビ等のメデ 

     ィアへの取材要請や、新聞や雑誌への広告記事掲載に努める。 

      また、今までできていなかった Facebookを活用した情報発信を具体化して取り組んでいく。 

   イ 地域貢献活動 

     留学生と社会の多文化共生のため、地域貢献活動に積極的に取り組んできたが、コロナ感染症の影響 

    による事業の中止等の影響で依頼の件数も減っており、周辺自治体との協力関係の維持や行事へ参加を 

    促していく。 

    (ｱ) 周辺自治体等との協力  

      学校が所在する地方自治体や、シリウス会館や高木寮所在地の地域自治会との友好関係を図るため 

     継続して連携する。このため、自治会とは、密に連絡をとり、積極的に自治会のイベント等に参画し、 

     宮竹中学との国際交流イベントや小学校への出前授業については、地域の方々との国際交流の重視事 

     業として、学園や在留外国人を理解してもらう機会として活用する。 

    (ｲ) 地域イベントへの参加 

      留学生が地域のイベントに参加する機会は、「国際交流広場～インターナショナルスクエアｉｎ大 

     橋」や日佐地区・高木地区のお祭りに限定されるが、このイベントに留学生の母国料理の出品やステ 

     ージイベント出演などで、母国の紹介や地域の方とのふれあう機会を助長させて、地域との共存を図 

     っていく。 

  

  (4) 学生生活指導・支援  

   ア 学生指導   

    (ｱ) 重点指導（資格外活動違反・出席率の向上） 

     ❶ 資格外活動違反者の恒常化防止 

      ① 資格外活動違反者に始まる不良留学生の続発と在籍管理の厳格化 

        2020年度は、度重なる資格外活動違反者のビザ拒否を受けて、在籍管理を学園の重視事項とし 

       て、その厳格化を図った。しかしながら、出入国在留管理局の取り締まりの強化や処分の厳格化 

       により学園全体で５０名を上回る在留資格更新申請において不許可者を出してしまった。更に、 

       覚せい剤取り締まり法違反で５名の逮捕者、破廉恥行為で１名、そのほか、学生同士の性交渉で 

       妊娠者が続発し、妊娠による退学者が例年に比べて顕著であった。 

        不良留学生に共通することは、在籍管理上に特徴があること、在籍管理に必要な資料を提出し 

       なかったり、その資料の中にその兆候と見られるものが確認されている。 

        このため、資格外活動違反者の撲滅と重大事案の発生を防止する学生指導を強化し、その方策 

       として在籍管理を引き続き厳格に実施する。 

      ② 資格外活動違反者の指導強化 

       ・ 違反者の特定率の向上 

         資格外活動違反者の発覚は、ほとんどが在留期間更新時のビザ更新指導間に明らかになった 

        り、出入国在留管理局の追加資料の提出や直接本人呼び出しによる指導などで発覚することが 
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        ほとんどで、在籍管理の調査で明らかになることは非常にまれである。 

         このため、在籍管理の調査でその兆候を発見し、出席率の変化、居眠りなどの授業態度アル 

        バイト先企業や同居人などからの情報により資格外活動違反者を特定し、その指導にあたるこ 

        とが重要となる。これには、すべての通帳の提出や資格外活動先・住居の把握や関連企業との 

        連携を向上させ、資格外活動違反者の特定率の向上を図り、資格外活動違反者の撲滅を期した 

        い。 

       ・ 違反者の継続性のチェック 

         在留期間更新において、更新が認められなかったもののほか、警告を受けた学生や在留期間 

        を短縮されたもの、資格外活動違反者が多数発覚している。この学生たちは、出入国在留管理 

        局の立場では観察指導中の学生であると学園は受け取り、次の更新申請までの間、継続的にチ 

        ェックして、更新不許可にならないように指導を行う。 

         また、入管からは指導を受けなかったが、学校独自で資格外活動違反を認知した者なども同 

        様に継続して指導を行っていきたい。 

       ・ 企業情報の入手 

         資格外活動違反者の特定には、企業との連携も必要で、毎月の在籍確認により、就労先を明 

        らかにすること、学生の申告と実際の就労先が食い違ったり、学校紹介以外の就労先などを調 

        査し、現状を把握することで、資格外活動違反者が特定率が向上できる。 

         このためには、日ごろから関連企業との連携を向上させ、多くの企業から資格外活動に関す 

        る企業情報を入手できるシステムや関係構築を図る。 

      ③ 資格外活動違反の撲滅手段の強化 

       ・ 毎月企業からの在籍情報等を在籍確認時に活用・確認して、学校への報告内容をチェックす 

        るとともに、オーバーワーク発見の資とする。 

         この際、就労企業の労力を考慮して、電子化したファイルをメール交換して効率化を図る。 

       ・ 定期的な通帳点検を行い、あらゆる角度から資格外活動違反者情報を取得して、違反者の撲 

        滅を図る。この際、違反者が発生した場合には、全校生徒への校内放送等で通知し、同種事案 

        の再発や違反者の軽減につなげる。 

     ❷ 出席率指導 

      ① それぞれの指導目標（西日本:95％以上、貢献:95％以上）に基づいて、指導を実施する。また、 

       出席率の指導は、段階的に行い低下兆候や心情の変化をとらえた指導に心がけ、担任指導→（学 

       生指導課指導）→教務主任（課長）指導→学院長（学長）指導→役員指導の一例により是正を図 

       る。   

       ※ 出席率80％以下は、ビザ更新に影響すること、日本における勤勉さは出席率であること、ま 

        た、確実に就労ビザへの在留資格変更の許可を取得するためには95％以上が必要なこと、80％ 

        前後では就職や進学に大きく影響を及ぼすことを強調する。 

         また、出席率を向上させるためには、兆候の早期発見と早期指導の厳守が重要であり担任及

び指導課の教員との連携が必要とされる。 

      ② 出席率は、あらゆる指導に対するサインと受け止め、各月別に出席率を把握して、不良学生に 

       対しては、段階的に指導する。出席率の指導は、罰点指導と併用して行い低下兆候や心情の変化 

       をとらえた指導に心がけ、各種指導により是正を図る。 

    (ｲ) 重大事案の発覚に伴う学生指導の強化 

     ❶ 指導体制の充実 

       外国人材受け入れ・共生のための総合的対応策など外国人の受け入れを拡大する新制度を巡り、 

      日本語学校の留学生の指導、特に生活指導の強化が求められている。この中で昨年度、学園内で覚 

      せい剤に係る事案や破廉恥行為により逮捕された学生が後を絶たず、新聞報道もされ、学園の信頼 

      失墜につながってしまった。 
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       このため、学園内で指導体制を一体化するとともに、西日本・貢献の連携及び指導課と支援課の 

      連携を強固にして、学生への指導を強化する。 

       覚せい剤も破廉恥も違法性や悪質性を感じていないことから、違法薬物に対する教育や異性関係、 

      特に母国と日本との男女関係の差異などを学生へ周知し、倫理的な指導を教育に吻合したい。 

       また、妊娠する学生も多発することから性教育についても検討を図る。 

     ❷ 兆候の早期発見・早期指導 

       重大事案に発展する前には、その兆候や小さな事案が多発した後に起こるなど、学生や先生の気 

      の緩み、学校全体の雰囲気もその行為を抑止するといわれている。 

       このため、内容が小さいうちに改善を図り、小さな兆候を見逃さない、指導時にはしっかり悪い 

      ことだと認識させ、言い訳で終わらせないようにする。 

       その兆候は、出席率、授業中の居眠り、服装・容姿、先生への態度の急変などが兆候に表れるこ 

      とから、担任の先生の観察力や心情の把握が重要となる。 

     ❸ 教室巡回の強化 

       授業巡回を行い、居眠り者や授業態度不良者を指導する。居眠りを頻繁に繰り返す学生は検定合 

      格率の低下や資格外活動違反の兆候とも言えます。居眠りが顕著な学生は学生支援課を含めた指導 

      により居眠りの要因を排除するため、資格外活動との因果関係を面談し、必要に応じ資格外活動を 

      変更させる。このことにより生活習慣が良好となれば授業態度や検定合格率の向上につながる。 

   イ 就職支援・資格外活動支援 

    (ｱ) 協力企業との連携強化 

      留学生にとっての資格外活動は日本語の教育を補完すると同時に、日本での生活を充実したものに 

     するもので、学生にとっても非常に関心の高い事項である。 

      協力企業にはその趣旨を理解してもらい、また連携を強化して、求人票の獲得数の向上、就職内定 

     数の向上、就職説明会への参画を働きかける。 

      また、毎月の企業在籍確認とクラスの就業確認聞き取りの両輪で資格外活動状況を把握する。 

    (ｲ) 就職率の向上 

     ❶ 就労資格への在留資格変更許可申請（就労ビザへの変更）にあたって、十分に内容を認識し、対 

      応することが重要である。 

     ❷ 学生に対する就職率向上のための徹底すべき事項 

      ① 国民健康保険の滞納をしない。 

      ② 公共料金の滞納をしない。 

      ③ オーバーワークをしない。特に卒業直前の時期のオーバーワークは致命的である。 

      ④ 従前以上に出席率の向上に努める。 

      ⑤ 日本語能力試験及び日本留学試験等を受験して、日本語能力に係る資格の取得に努める。 

     ❸ 職員に対する就職率向上のための指導すべき事項 

      ① 各担任及び学生支援課（就職担当）・ファインプロデュースによる、学生個々の進路の早期把握 

       及び継続的な指導 

      ② 各担任及び学生支援課（就職担当）・ファインプロデュースによるシラバスと雇用理由書の関連 

       性などに関する知識の修得及び学生個々の特性に応じた把握 

      ③ 各学生への日本語能力検定取得に向けた指導及び重要性の喚起 

      ④ 出席率の重要性及び出席率低下者への向上指導 

      ⑤ 学生の就職先を前提とした協力企業の新規開拓及び協力企業会の再構築 

      ⑥ 入管法、特に就労ビザや特定活動ビザに関する知識の向上 

    (ｳ) コロナ禍での企業説明会・企業相談会の開催 

      コロナ感染症は、就職活動にも制限受け、内定取り消しや合同企業説明会の開催延期などは引き続 

     き、就職活動に大きな影響を及ぼすだろう。また、飲食業やホテル宿泊業など、コロナウイルス感染 
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     症の影響を大きく受けた業種から、コロナ感染症の影響を受けず、逆に業績が上向いた企業などがあ 

     り、本年度は優良企業への就職を重視する。 

    (ｴ) ＳＮＳを活用した就職活動 

      募集活動同様にコロナ禍においては、対面での就職活動や面接などに制限を受け、逆にＳＮＳを使 

     用した遠隔等による企業説明会や企業面接が常態化してくるだろう。このため、ＳＮＳを使用した各 

     種就職活動に柔軟に対応する必要がある。 

      このため、就職情報サイトへのエントリー、各企業の就職情報の入手、エントリーシートや企業求 

     人への履歴書のデータ送信、遠隔面接などの特性に応じた就職指導が必要であり、必要によりキャリ 

     アデザインや企業研究・就職対策の正規授業を含めて能力アップを図っていく。 

 

 ３ 各学校の概要（2021年度教育計画） 

  (1) 専門学校 国際貢献専門大学校 

   ア 育成するグローバル人材 

     学校が育成するグローバル人材は次の５項目を兼ね備えた人材が国際貢献に寄与できるものと考える。 

    ① 優れた語学力・コミュニケーション能力 

    ② 高度な専門知識                      

    ③ 多様な価値観                      

    ④ 思いやりの心                      

    ⑤ 異文化に対する理解と国境を越えた行動力 

   イ 職業実践専門課程認可申請 

     国際貢献専門大学校の教育の質の向上のため、2021年度は複数学科での職業実践専門課程の取得を目 

    指す。これを取得することは企業と密着してカリキュラムを作成し、実施していくことにもなるため、 

    学生にとっては高い専門スキルの習得につながり、就職の内定獲得にもつながってくる項目である。 

   ウ 複数資格の資格取得の推進 

     2020年度は日本語能力試験未受験者に対して、J-TESTの受講、情報処理技能検定の受講、TOEICの受 

    講など複数の資格所得を推進してきた。資格を取得することは社会一般では評価され、それは就職でも 

    有利に働く項目になってくる。 

     2021度は全員が３種資格を所得できるよう、これまで以上に資格の取得を推進する。 

   エ 管財・物品管理体制の強化 

    (ｱ) 備品の出入りについては、その都度、総務課の帳簿と現物を相互に確認し、現物は、日々点検、週 

     末点検、月末点検を実施し管理の徹底を図る。 

    (ｲ) 発注備品入荷の際の棚卸についても、総務課の帳簿と担当教員と相互に現物を確実に点検し管理を 

     徹底する。 

    (ｳ) パソコンの管理を適切に行い、不具合や機能低下、更には盗難・亡失による教育に及ぼす影響を少 

     なくさせるため、管理体制を万全にして、日々の状態をチェックする体制を整える。 

   オ 進学・就職指導の充実 

    (ｱ) 進路指導の授業を実施し、年間を通じて、就職・進学に対し学生に意識を付与し、学生の動向を把 

     握する。 

    (ｲ) ファインプロデュースと相互連携し、１年次からの早期就職活動を支援する。 

    (ｳ) 定期的かつ縦断的な進路調査を行い、学生一人ひとりの進路希望を把握し、他学校に先んじて履歴 

     書及び願書を作成させ、学生の目標達成に寄与する。 

    (ｴ) 学生指導課と情報共有を行いながら、規則正しい生活習慣の徹底化を図る。 

    (ｵ) 学生に対し、早期にアルバイト先企業へ新卒採用情報の収集をするよう促す。 

    (ｶ) 特定技能での採用希望の企業も増えてきており、各業種の特定技能の試験日程を早期に把握し、学 

     生に告知し、受講を促す。 
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   カ 高等教育機関への支援措置への対応 

     2019年に高等教育機関への支援措置への認可の承認を得ている。これにより給付型奨学金や授業料・ 

    入学金の減免が受けられるようになった。これを維持していくために、やるべき項目を確認し、対応し 

    ていく。 

  (2) 日本語学校 西日本国際教育学院 

   ア 教育分析 

    (ｱ) 昨年度は毎月の定期試験により、授業内容の理解度が図れるようになり、より学生のレベルや理解 

     度に応じた指導が可能になった。このため、本年度も継続して実施する。 

    (ｲ) 2020年度の日本語能力検定の取得者数は215名、２回受検した結果の取得率は66.3％であった。 

     コロナ感染症の影響で対面授業に制限があり、時差授業や登校日の設定で感染予防を講じたため感染 

     者の減少には繋がらなかったが、その分取得者数は前年度と比較すると 145名の減少となった。 

      2021年度からCEFR A2レベルの資格取得者の公表が義務づけられており、学校の格付けが行われ 

     る。３年制化で残った学生に対しては、卒業までに必ずＮ４に合格するように継続して受験対策を実 

     施する。 

    (ｳ) 日本語能力試験や日本留学試験など外部試験対策の教材を共用し、効果的な学習を目指す。日本事 

     情の時間を活用して、日本語能力試験の漢字対策、日本留学試験の総合科目の試験対策授業の充実を 

     図る。 

   イ 学園独自の教育教材の活用 

     2019年度に新入生の日本語能力向上、N4、N5レベルの語彙、文法の能力アップを目指し、問題集も併 

    せて４冊の学園独自の教材を活用する。 

   ウ 行事企画力の向上 

     年間に各種行事を企画して、どんたく港まつりへの参加、スポーツ大会、学習成果発表会の実施、各 

    種地域イベントへの参加などにより、日本語の教育以外に体験・体得させる。 

     このため、行事目的を追求する創造力、多くの学生を統制する統制・指導力など、行事目的を達成す 

    るために考えなければならない事項が多く、計画立案から役員等への報告、会議運営や最終的な実施後 

    の反省会までの一連の業務手順を実施し、計画立案が効率的に実施できるよう、部門長を含めて、担当 

    する教員の行事企画力の向上が必須である。 

     ◇ 具体的な実施要領 

      ① 慣例の行事は簿冊ごとに整理して、前回の成果や問題点・次回に反映する事項を整理する。 

      ② 学園全体の行事や学校全体の行事は、１ヶ月前に実施の大綱（計画概要、日時、場所、実施要 

       領）を指導受けして、実施計画や実施要項の作成につなげていく。 

      ③ 実施業務予定表を作成させ、必ず上長や部門長の指導を受けて計画立案を実施する。 

      ④ 必ず部門長会議等を設定して、準備するとともに、各部門と連携して行事に臨む。 

      ⑤ 最終段階では、学生への徹底や担任が計画の中身を理解する時間的な余裕を考慮して、一週間 

       前には計画を確定して、役員への報告や稟議書の決裁を受ける。 

      ⑥ 実施後は、必ず反省会を計画して、問題点や次回に反映する事項を明らかにして報告書をまと 

       め、簿冊に編綴する。 

      ⑦ この実施間、部門長は適宜に計画の進捗状況を見ながら適切な指導を行う。 

   エ 教員の授業評価による教育の質の向上 

     これまで日本語教育機関として求められている教員の授業評価の項目が教員任せの教育となっており、 

    実施されていなかった。今年度は、学生への教育でのサービス向上と教員の更なるスキル向上を目的と 

    して、教員の授業評価を検討していく。 

 

 

 ４ 運営基盤 
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  (1) 募集・広報  

   ア 募集広報 

    (ｱ) 海外募集計画 

     ❶ 昨年度はコロナ感染症の影響で、海外での現地募集ができなかった。今年度もその状態が継続す 

      る可能性が高い、このため SNS主体の営業を行いつつ、入国制限が緩和されれば直ちに出張営業が 

      できるように準備する。 

       ◇ 募集計画に反映する事項 

        ① それぞれの国の募集環境に合わせた募集方法の具体化を図る。 

        ② 不交付理由の分析と分析要因からの対策資料の作成と仲介業者と情報共有する。 

        ③ ＳＮＳを活用した募集広報を充実させる。 

        ④ 説明会での一貫教育の強みを生かした当校の紹介や募集活動を実施する。 

     ❷ 海外現地募集能力の向上 

       技能実習制度の変更や新たな在留資格の新設などで日本への留学機運が高まり、現地の日本語学 

      校が急増している。このため、競合他者との競争も厳しくなっており、出張広報では、現地の日  々

      変化する状況も把握できず、優秀な人材を安定的に確保できなくなる状況になりつつある。現行の 

      現地事務所のほか、獲得数の増大を見込める海外事務所の設立及び現地職員の採用で国外での募集 

      体制を強化する。 

    (ｲ) 国内募集計画 

      2020年度の日本人の入学生は皆無であった。しかしながら、コロナ感染症の影響で日本語学校の卒 

     業生が激減したため、日本人の募集を強化するより、留学生に対する募集を重視することとした。 

      このため、SNS主体の重視地域や縁故による効果的な募集広報に心がけ、効率的な募集活動を行う。 

   イ 一般広報 

    (ｱ) メディア戦略 

     ❶ パンフレット、ホームページ、雑誌（財界九州、ふくおか経済等）、新聞、テレビ、ラジオ、イン 

      ターネット等のメディアを効果的かつ有効に利用して、学園の魅力アップのため宣伝・広報に努め 

      る。また、日本で発信したメディア戦略を海外への募集材料として活用し、翻訳等を行って、仲介 

      業者等へ情報発信する。 

     ❷ 2019年にホームページの運営を外部業者委託から学園管理に変更した。これによりタイムリーな 

      情報発信ができるようになる。これにより全体的なホームページの充実を図る。 

       また、動画を活用した海外への多言語での情報発信に着意する。 

    (ｲ) 宣伝・広告の強化（パンフレット含む） 

     ❶ 既存の広報媒体を効果的かつ有効に利用して、学園の魅力アップのため宣伝・広報に努める。パ 

      ンフレットに関しては、学科変更などの内容を更新し、1000部増刷を計画する。 

     ❷ 広報誌の現状復帰 

       学園報である「道」は、コロナ感染症の影響による事業の見直し、行事の中止により内容の充実 

      が図れないため計画的な発行ができない状況にある。 

       通常の校務運営に戻れば、例年通りの発行計画に基づいた取材により現状を復帰する。 

    (ｳ) ＳＮＳ対策（不利な情報の排除） 

      現地仲介業者や留学希望者が日本語教育機関に対する情報を軽易にチェック閲覧できる環境になり、 

     有為な情報は積極的に発信するとともに、不利な情報は努めて発信されないように情報を統制する必 

     要がある。 

      ◇ 海外情報発信強化施策 

       ① ホームページの更新（海外向けにＰＲ動画の充実と多言語への対応。） 

       ② ＳＮＳを活用したブログや Facebook投稿サイトの開設 

       ③ 在校生を通じた海外への好意的な情報発信を奨励 
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       ④ 母国の両親や経費支弁者へ定期的な情報発信、特にコロナ対策等を軽易に発信してコロナに 

        対する不安感を排除する。 

       ⑤ 仲介業者への学校の近況や在校生の情報提供 

      ◇ 不利益な情報の排除施策 

       ① 不利益な情報発信が自己の就職等へ及ぼす影響を周知する。 

       ② 不利益な情報とは、どのようなものかを教育・徹底する。 

       ③ 授業中の携帯電話の預かりを徹底する。 

       ④ 学内において、無許可での写真撮影や動画撮影を禁止する。 

       ⑤ 動画サイト等へ学校に関する情報を公開する場合は、事前に学長の許可を受ける。 

       ⑥ 動画サイトへ投稿した場合の記事の削除及び自己投稿サイトを閉鎖させる。 

       ⑦ 違反者への罰則規定を確立する。 

  (2) 総務・人事 

   ア 総務 

    (ｱ) 規則・規定の整備  

      学園内の規則・規定は、十分に整備されていない。このため、学校法人として必要な規則類を検討 

     して逐次規定に向けた準備を推進する。特に大学設置を見据えた指定の整備に留意する。 

    (ｲ) 危機管理体制 

      学園において不測の事態が起きた時に迅速・的確にその初動を発揮するために、自衛消防組織の設 

     置、防災管理者の選任、防災管理に係る消防計画の作成など体制を確立する。 

      学園としては、消防法に基づいた防火管理体制を整備するとともに、地震災害に備えた防災体制を 

     見直し、避難誘導や各種計画を整備する。 

      また、コロナウィルス感染症に対する感染防止対策など、学園で予期しない事態への対応が必要に 

     なることも発生している。このような流行性の疾患また天災に対しての早急に対応できる危機管理体 

     制の構築も必要となっている。早急な対応が取れるようなルール策定など対応体制を検討する。 

    (ｳ) 車両の事故防止 

      車両別に管理者（正・副）を任命して責任の所在を明確化し、運行前の始業点検を徹底させ、不特 

     定多数の職員が多数の車両を運転しない様にルール決めをして事故防止に努める。また、管理者が適 

     切に運行管理を行うことにする。 

      不安全行為や車両事故の皆無を全員で誓い合って、不必要な支出を削減するとともに私有車両を含 

     めた全職員の安全運転意識の高揚を図り、交通三悪はもとより交通ルール・マナーを厳守して、車両 

     事故ゼロを推進させる。 

   イ 人事   

    (ｱ) 働き方改革への対応 

      国策により働き方改革による、勤務時間管理の徹底や業務のやり方の見直しが示されている。学園 

     においても、労働実態の把握や学校及び教職員が担う業務の明確化のため校務分掌の整理や役割分担 

     を行って、教育の質を向上させ、教職員自らが生活の質を豊かにして人間性や創造性を高め、効果的 

     な教育活動を行うことに寄与する。 

    (ｲ) 人事管理・労務管理の的確化 

      学園組織の変更や経年変化に対応して就業規則等の整備を実施する。 

      退職社員の手続きにおいて、就業規則の記述内容があいまいで誤解を与えたり、経年変化や組織改 

     編などから、就業規則の変更が必要となった。このため、就業規則に連接した賃金規定や福利厚生、 

     各種規則類の制定化もあわせて年間を通じて推進させる。 

      時間外労働やサービス残業が慣例化しないように、管理者が行う労働時間管理を徹底するとともに、 

     毎週水曜日のノー残業デーの完全実施を定着させる。 
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    (ｳ) 教職員の質の向上及び後継者の育成 

      日本語教育においては、資格取得が厳命され、専門教育においても教育の魅力化が求められている。 

      このため、より多くの経験や幅広い知識を保有した教職員が必要かつレベルアップする必要があり、 

     求人情報の条件を高くして質の高い講師を求めるとともに、在籍している教職員に対しては部外研修 

     等により資質の向上を目指す。 

      日本語教員不足は学園の運営に大きな影響を及ぼし、学園で日本語教員の養成は図っていくが大卒 

     の新卒社員の登用を重視して、日本語教員を養成している大学等へ早期に就活情報の提供や就職担当 

     職員への面談、できれば担当教授との接触を図り、将来学園を支える優秀な生え抜き職員の育成を図 

     りたい。 

      また、2022年９月30日より、告示基準の移行期間が終了し、専任教員の定員が２割増となるため、 

     本年より逐次専任教員の採用を強化する。また、能力性、教育コマ数及び各部門の業務実施の特性や 

     時期的な煩雑周期に応じた教職員の人事評価制度の改善を推進して、適正評価によるやりがいと離職 

     率の削減を図る。 

  (3) 施設維持管理  

   ア 長期修繕計画 

     学園保有の施設の長期修繕計画を作成して、施設の長期安定使用に心がけ、施設の老朽化等で教育環 

    境の不備や教育施設として使用できなくならないように着意する。 

   イ 防火・防災態勢の確立 

     近年国内において、大きな災害が発生して多くの方が被災されることが続いている。 

     学園としては、引き続き消防法に基づいた防火管理体制を継続して実施するとともに地震災害に備え 

    た防災体制を見直し、避難誘導や各種計画を整備する。 

   ウ 不良個所の早期改善 

     学園施設は、学生の学習・生活の場であるとともに、非常災害時には職員・学生の安全を担うもので 

    あるため、日常のみならず災害時においても十分な安全性・機能性を有することが求められる。建築当 

    初には確保されているこれらの性能も、経年劣化等により必要な性能を満たさなくなっているおそれが 

    あることから、学園施設が常に健全な状態を維持できるよう、適切に維持管理を実施していく。 

   エ 寮 

     学生指導及び寮監の管理のもと、寮内での規則を遵守させ、設備の美化維持に努めるとともに、機能 

    維持（原状回復）のための修繕改修事業及び定期的な施設環境チェック、退寮時の清掃を実施して、施 

    設環境を維持する。また、コロナ禍の受入態勢を整備するため、施設全体のＷｉ-Ｆｉ化を進めるととも 

    に未活用の高木寮の美化清掃を定期的に実施する。 

 

 

Ⅲ 財務の概要 

 １ 資産収支計算書（2021年 4月1日から2022年3月31日） 

 

 

 ２ 事業活動収支計算書（2021年4月1日から2022年3月31日） 

 

 

 ３ 貸借対照表（2022年3月 31日現在） 

 

 

 ４ 財産目録（2022年3月31日現在） 


