
自己評価及び学校関係者評価結果（平成２９年度版） 

平成３０年１１月１日公開 

評価項目 自己評価 学校関係者評価 

（１） 教育理念・目標・ 

育成人材像 
 

〇育成人材像と関連業界ニーズとの

適合性 

 

１．関連業界が求める知識・技術・

技能・人間性などの明確化 

 

２．教育課程・授業計画等の策定に

おける関連業界との協力関係 

 

３．実習実施における関連業界の協

力・支援体制 

 

 

� 業界の専門性・人材要件を明確にし、社会の動向を注

視しつつ業界ニーズに応じたカリキュラムを構成して

いる。 

� 教育課程編成委員会による企業の意見をカリキュラム

に反映し、業界の人材ニーズに適合したものになるよ

う見直しを行っている。 

� 全員に企業実習を義務付けており、全国各地で短・長

期間にわたり現場実習を行っている。企業実習につい

ては、日本国内や海外の企業とも連携し潤沢に用意し

ている。「企業実習要綱」を整備し、実習中は教職員が

実習先を巡回して状況の把握に努めている。実習にお

ける成績評価は、実習先企業の評価と報告書をもとに

判定している。多方面にわたる多くの企業との連携に

より、良質な実習先の確保ができている。 

 

� 近年 IT 化が進み、業界が求める人材像

は変化している。IT 教育を強化し、企

業のＷｅｂ戦略にも対応できる人材の

育成も視野入れた教育課程・授業計画

を策定して欲しい。 

� 教育課程編成委員会は、教育向上に繋

がっている。今後も委員会を活性化さ

せ、学校教育の向上を図ってほしい。 

� 実習は、企業と連携し、教育効果を高

めるプログラムを計画・実行している。 

 

（２）学校運営 

 
〇学校運営の組織整備 

 

１．学校運営に必要な事務及び教育
組織の整備 
 

２．組織規定、組織図等の整備 

 

３．各部署の役割分担、組織目標等
の明確化 

 

４．教職員の意欲及び資質向上への
取組 

 

� 学校の運営方針については、部署ごとの校務内容を明

示して役割と責任を明確にし、それぞれのミッション

を果たすべく全体・各部室の校務分掌のもとで行って

いる。 

� 現状の組織を体系化した規定・組織図を整備している。 

� 校務分掌については、毎年見直しを行っている。 

校務遂行上、支障がある場合は状況に応じて担当者を

変更又は追加するなど柔軟に対応している。 

� 教職員の資格取得や外部研修など推奨している。 

規定や校務分掌等を明確に定めているが、組織として

効果的に機能させることが課題である。 

 

 

� 円滑な校務運営のための校務分掌等の

見直しがなされている。今後も円滑な

校務運営のために、全教職員の資質の

向上を図り、改善に努めて欲しい。 

（３）教育活動 

 

○授業評価 

 

１．授業評価体制の整備 

 

２．授業評価の実施における関連業

界等との協力体制 

 

３．授業評価結果の活用 

 

� 前期・後期に分けて科目ごとに学生が授業評価を行う

授業アンケートを実施している。 

� 授業評価の実施において、関連業界等との協力体制の

構築が必要である。 

� 評価結果については、担当教員に結果を通知するとと

もに話合いの場を持ち、改善を図っている。責任者も

各人の授業評価を把握している。 

 

� 授業アンケート等の制度を維持・継続

し、学生の声を授業改善に結びつけ、

教授法の見直しや工夫を行い、教育の

質向上を図ることを期待する。 

（４）学修成果 

 
○資格・免許の取得率向上 
 
１．資格・免許取得率の目標設定 
 
２．授業を補完する学習支援の取組 
 

３．合格実績、合格率の向上 
 

４．指導方法の改善 

 

� 主要資格の取得については、数値目標を設定し、目標

達成に向けた取組みを行っている。 

� 集中講座、補習等の学習支援を実施している。 

� 主要資格の結果について検証を行い報告書にまとめ、

その検証結果を基に合格実績を向上させるための指導

方法の見直し等を行い、学習支援の向上に努めている。 

 

� 資格取得については今後も積極的に推

奨してほしい。 

� 資格や検定結果の振り返りを行い、学

習成果を検証することは大事である。 

� 業界が推奨する資格は変化しているた

め、適切に対応していくことを望む。 

（５）学生支援 

 
〇保護者との連携体制 

 
１．保護者会の開催 
 
 
２．個人面談の実施 

 

 
３．学力不足の学生、心理面等の問

題を抱える学生への対応 

 

 

� 1 年次に保護者会を開催し、クラスの状況や目指す業

界の就職状況等について懇談の機会を設けている。 

� 各期末に出席状況と成績表を送付するとともに、定期

的に学校情報誌「ＩＢＣ通信」を送付して情報の共有

化を図っている。 

� 学生に問題が発生した場合には、その都度連絡を取り、

問題解決に向けて担任及び担当者が保護者と協力して

対処している。 

� 毎学期に担任が個人面談を行い、学生の将来の希望や

おかれている状況等、個人の把握に努めている。面談

内容は詳細に記録し、厳重に管理している。 

� 語学系の科目においては、スキルに応じたクラスを編

成し理解度向上に努めている。 

� 心理面で問題を抱える学生には担任が個別相談に応じ

るとともに、スクールカウンセラーと連携して問題解

決に取組んでいる。 

� 学生の諸状況の早期把握、保護者との連携強化により

早期対応に努め、問題解決を図っている。学生の心疾

患など対応困難な事例が増えてきており、今後の対応

方法が課題である。 

 

 

� 保護者と問題を共有し、スクールカウ

ンセラーを有効的に活用していくこと

は重要。今後もスクールカウンセラー

との協力・支援体制を維持し、更に強

化してほしい。 

� 近年はメンタル面の弱い若者が増加し

ており、個別面談の重要性が増してい

る。今後もきめ細やかな対応を望む。 

� 基礎学力の低下は社会的な問題に発展

しており、義務教育のあり方が問われ

ているところであるが、基礎学力の不

足には十分に対応してほしい。 

 



 
４．緊急時の連絡体制 
 

 

� 教職員の緊急時連絡網を整備している。 

� 学生については、ホームページでの告知、個人メール

アドレスの登録により、緊急時連絡が一斉にとれる仕

組みを構築している。ホームページ等による迅速な周

知に努めているが、周知時間の短縮が課題。 

 

� 近年急激な天候不良などもあるため、

緊急時対応の迅速化と適切な対応を望

む。 

（６）教育環境 

 
〇施設・設備・教育用具等の整備 
 
１．施設、設備の整備体制 
 
 
２、施設設備のバリアフリー化 
 
 

３．施設設備等の改築改修計画 

 

� 校舎設備は、各学科の特性を活かした実習室を設置し、

職業訓練に適した環境づくりを行っている。 

必要なメンテナンスを随時行うとともに、教育効果を

高めるための設備投資も計画的に取り組んでいる。 

� 車椅子を利用する学生も在籍するため、入り口のスロ

ープや身障者用トイレ、教室までの導線等を見直し、

改善した。 

� 施設や設備の維持・投資については、計画的に実行し

ている。本年度は、レストラン実習室の改装、教育効

果を高めるためにホテルシステムや INFINI システム

を導入した。 

 

� 職業訓練に適した環境作りは今後も十

分に行ってもらいたい。 

� 企業実習は、働くうえでミスマッチ防

止となる。企業と連携した教育内容の

充実に継続して取り組んで欲しい。 

� 昨今業務の IT 化が進んでいるため、学

校で指導していただくのはありがた

い。 

 

（７）学生の受入れ募集 

 
〇学生募集の適正化 

 

１．学生募集活動（願書の受付） 

 

２．入学案内書の掲載内容 

 

３．オープンキャンパスの実施頻度、

内容の工夫 

 

� 募集活動は規程に則り適切に実施している。 

願書の受付は 10 月 1 日より行っている。 

� 入学案内書の掲載内容については、学校の特徴や教育

内容、学修成果、学費などについて正確に分かりやす

く紹介している。 

� 体験入学は毎月１～２回、春季や夏季といった高校生

の長期休暇期間は回数を増やして実施している。内容

は、学校の様子や目指す業界の仕事内容が分かるよう

工夫している。 

 

� 職業実践専門課程に認定された専門学

校には良質な学生の確保を期待する。 

� 教育内容や学修成果を正確に情報発信

することは重要。 

� 職業実践専門課程認定校の発信を十分

に行い、入学者増に繋げることを期待

する。 

 

（８）財務 

 
〇財務基盤の安定 

 

１．学校の財務基盤体制 

 

２．予算・収支計画の適正性 

 

３．会計監査 

 

４．収支状況の公開体制 

 

 

� 借入はなく、財務状況は健全である。 

少子化による財源の確保が厳しくなっており、将来に

渡り安定して入学者を確保するための計画・戦略を実

施して、財務基盤の安定化を図ることが課題。 

� 予算の執行は職務権限規程に基づいて行われ、毎月の

予算実績対比表に基づき収支予測を作成して予算管理

を行っている。 

� 会計監査については、学園監事の審議を経て学園理事

会で承認を受けている。 

� 収支状況は学校関係者評価委員会で報告。委員会開催

日以降にホームページにて公開している。 

 

� 予算管理のもとに健全経営が実行され

ており、財務基盤は安定している。 

 

（９）法令等の遵守 

 
〇個人情報保護対策 

 

１．個人情報保護に関する取扱方針 
 
２．個人データの取扱規定 

 

３．情報漏えいの対策 

 

４．学生・教職員に対する個人情報管

理に関する啓発及び教育 

 

� 個人情報保護については、個人情報管理規則を定め、

適正な管理に努めている。また、具体的な事例を常に

収集し、事例研究を「個人情報管理規則」に記載して

教職員への周知徹底を図っている。 

� 個人データの取扱については規定を設け、漏洩するこ

との無いよう厳正に行っている。 

� 情報の発受信については、西鉄本社による監視・管理

体制のもと、情報漏えいのないよう最大限注意を払っ

ている。 

� 教職員に対してはＷｅｂサイトによる「コンプライア

ンスセルフチェック」を実施し、意識の醸成を図って

いる。併せて、差別等が発生しないようコンプライア

ンスに関する教職員の啓発教育も実施している。 

学生についても、法令に関する啓発講座を実施し、規

範意識を高めている。 

 

� 法令遵守と啓発活動に日々取り組み、

相談しやすい環境を整備し、公益通報

者保護の仕組みも整備されている。 

� 個人情報は適正に管理されている。 

� 継続して情報の徹底管理をお願いした

い。 

 

（１０）社会貢献・地域貢献 

 
〇社会貢献の取組み 

 
１．社会貢献、地域貢献の実施 
 

２．ボランティア活動の奨励と支援 

 

� 「博多どんたく祇園まつり」や「博多祇園山笠」など

博多を代表する地域イベントにも参加し、地域との交

流を深めている。 

� 学校周辺の道路等公共施設の清掃活動を毎日続けてい

る。また、募金活動にも積極的に取り組んでおり、ボ

ランティア活動の意義は定着しつつある。 

� ボランティア活動支援制度を設置し、単位を付与する

など、組織的な活動を推進している。 

 

� ボランティア活動に取り組む人材を企

業も求めている。活動が活発に行われ

るよう、学生支援に十分に取組んでほ

しい。 

（１１）国際交流 

 
〇国際交流の取組み 

 

１．留学生の受け入れ・実施状況 

 

 

� 留学生の受け入れを積極的に推進している。 

� 海外の教育機関との海外交流については、韓国の専門

大学やニュージーランドの観光系専門学校と提携し学

生交流や留学生の派遣、研修を行っている。 

また、海外の観光関連企業との連携により、インター

ンシップを実施している。併せて、海外の教育機関か

らの学校見学や学生交流の要望にも積極的に応じてい

る。 

 

� 海外の教育機関と連携し、グローバル

人材を育成することは重要。更なる発

展を期待する。 

 


