
学校法人 福岡成蹊学園 福岡外語専門学校 令和３年度 自己評価表   

 

 

評価項目 

評価（昨年度） 

④適切 ③ほぼ適切 

②やや不適切 ①不適切 

課 題 今後の改善方策 特記事項 

教
育
理
念
・ 

教
育
目
標 

① 教育理念・教育目標が、毎年確認され職員に浸透しているか。 
4 

 

業績評価の導入を機に、朝礼や全体会を通して、本校

の教育理念や新たな教育目標を確認することができ

た。それらの整合性も確認し今後はそれぞれの部署

に落とし込んだ形で定着するよう取り組むことが必

要である。 

本校の大きな柱を教員全員で確認し

日々の具体的実践へとつなげていく

取組が必要である。定期面談の中で意

識改革に努める。 

今年度は朝礼や研修会を通じて理事

長の理念を職員と共有する場を増や

したことで一層浸透したと感じる。 

② 教育理念・教育目標は、社会のニーズに合っているか。 4（4） 

学
校
運
営 

① 学校の教育目標に沿った運営方針・事業計画を策定し、運営 

組織や意思決定機能は規則等において明確化されているか。 
4（4） 

We are a global family. を学校のコンセプトとして、

具体的な運営方針・事業計画が作成されている。諸会

議において実施状況を確認するだけではなく委員会

等での外部からの意見を参考に更なる教育目標実現

に努める。 

実施している学生アンケート、外部人

材からの意見等をもとに、次年度の改

善点を明確にすると共に専任及び非

常勤全職員で共通理解を図っていく。 

 

 

なし 

② 教育活動等に関する情報公開が適切になされているか。 4（4） 
取組やイベント等はホームページで積極的に公開し

ているが更に見やすくする工夫が課題である。 

引き続き情報を常にアップデートし

て、最新の情報を公開する。 

 

なし 

③ 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。 

また、オンライン授業等への対応は進んでいるか。 
4（3） 

管理システム S-Wing の入力は進んだが活用に工夫

が必要か。オンライン授業についても、一部の科目を

除いて対応は進んでいる。 

情報システムのみならず、あらゆる側

面から業務の効率化を図っていく。 

 

緊急事態においても一部を除くコー

スがすぐにオンライン授業対応がで

きる。 

教
育
活
動 

① 教育理念、育成人材像や業界のニーズを踏まえた学科の修業 

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（4） 

毎年学生の学力レベルが違う中、教育到達目標を具

体的な数値として計ることは難しいが、業績評価を

活用してコース毎に具体的な数値目標を掲げるよう

にしている。 

達成状況を確認しながら、目標が適切

だったか、達成できなかった場合は来

年度の目標達成の手段をどのように

するかを検討する。 

 

 

なし 

② 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

や教育方法の工夫・開発等が実施されているか。 
4（4） 

働くために求められる資質、能力を、授業や個別面談

の中で学生に教え指導する。ビジネスコース・キャリ

アコース・ホテルコースでは現場に近い講師陣の意

見を取り入れていく。 

外部人材を講師として授業に招聘し

直接学生たちに企業が求める人材に

ついて話をしていただく機会を多く

設定していく。 

来年度からは外部人材を活用した新

たな取組を行う予定である。 

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）が行われているか。 
3（3）  

特に国際ホテル観光ホスピタリティコースを科へ昇

格させるカリキュラム編成等が急がれる。 

関係機関と連携を図りながら、教育課

程の充実を目指す。 

引き続きホテルコースの「職業実践専

門課程」への認定に取り組んでいく。 

④ 授業評価の実施・評価体制はあるか。 3（3） 

学生からのアンケートによる授業評価や教員評価を

行いフィードバックしているが、その後の活用が課

題である。 

教員同士がお互いの授業を公開し合

い授業の工夫・改善に努めていく雰囲

気を醸成していく。 

 

なし 

⑤ 資格取得等に関する指導体制、カリキュラムの中での体系的な

位置付けはあるか。 
4（4） 

TOEIC・英検・情報処理・ワープロ検定・日本語能

力試験等はカリキュラム上で体系的に位置付けてい

る。業績評価の導入により指導体制も確立されつつ

ある。 

学生の資格取得状況を調査し、全教員

で取得率について検討し改善点等を 

共有していくことが必要である。 

業績評価と連動する形で安定した指

導体制を構築したい。 



 

評価項目 

評価（昨年度） 

④適切 ③ほぼ適切 

②やや不適切 ①不適切 

課 題 今後の改善方策 特記事項 

⑥ 職員の能力開発のための研修等が行われているか。 3（3） 

外部の研修会に積極的に参加するよう促しているが

希望職員が少ないのが現状である。専任だけでなく

非常勤講師も含めて学生対応等についての研修機会

を提供する必要がある。 

継続して外部の研修会への参加を促

していく。来年度は校内における研修

体制を確立し評価制度に組み込んで

いきたい。 

次年度に関しては、本校教育理念の研

修を計画しており、職員の意識改革を 

図りたい。 

学
修
成
果 

① 就職率・資格取得率の向上が図られているか。 3（3） 

業績評価の導入により、コース毎の TOEIC・英検・

情報処理・ワープロ検定・日本語能力試験・留学試

験受験率の数値目標を設定した。今後は就職率や進

学率のアップにつなげていくことが課題である。 

 

年度当初、学生たちに到達目標を知 

らせ、その実現に向けて努力させて 

いく。成績優秀者の貼り出しや表彰の 

機会をもっと増やす。 

自己評価目標の設定面談の中で、確認

するようにしている。 

 

 

② 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） 

卒業生との連携を図り、在校生に対して早い段階か

らのキャリアへの展望を持たせる取組が必要であ

る。 

同窓会組織の充実を促し、卒業生同士

のネットワークを生かした協力支援

を求めていく。 

 

なし 

学
生
支
援 

① 学生相談に関する体制は整備されているか。 4（3） 

担任による個別面談を定期的に実施しているが、学

生の抱える問題を早い段階で見つけ解決に向かうこ

とが課題である。 

今後も更に LINE 公式アカウントへ

の登録を促していき、全学生のサポー

ト体制を構築する。 

担任による学生面談を定期的に行っ

ている。 

② 学生に対する経済的な支援体制は整備されているか。 4（4） 

各種奨学金・修学支援新制度については、LINE等の

SNSも活用しながら学生への周知を図る。 

学生へはあらゆる手立てを用いて周

知を図り、教員と事務局とが連絡を密

にしてミスがないようにする。 

 

 

なし 

③ 保護者と適切に連携しているか。 4（4） 

留学生の場合、連携は難しい面もあるが出席率の変

化等を含めて随時保護者との連絡を図る。 

 

学生の状況に応じて、機を逃さず、 

保護者対応を行う。 

留学生については母語ができる教員

やアルバイトの援助を得て母国の保

護者と連絡を取るようにしている。 

④ 卒業生への支援体制はあるか。 3（3） 

卒業生の追跡が十分ではないと認識している。今後

は卒業生との連携を深める体制を整えていく。 

同窓会組織をもっと強固なものにし

学校と同窓会の連携を強化する。 

 

 

なし 

⑤ 高校・高等専修学校との連携によるキャリア教育・職業教育の

取り組みが行われているか。 
3（3） 

現在は特に行われていないので、今後は連携校を探

していく。 

 

高校生と本校留学生等の異文化交流

を設定し国際感覚の育成を助ける。 

 

なし 

教
育
環
境 

① 学内の実習施設・インターンシップ、海外研修の場等について

十分な教育体制を整備しているか。 
4（4） 

英語科においては新型コロナ感染拡大の影響で海外

研修が全く実施できなかった。ホテルコースのイン

ターンシップについては実施できたが内容の充実を

期していく必要がある。 

ホテルコースの「職業実践専門課程」

申請に向けてインターンシップ及び

教育体制の更なる整備を図る。 

ホテルコースを科へ編成し直すこと

と並行し教育課程の見直しも進めて

いく。最終的には「職業実践専門課程」

の認可を目指す。 

② 防災に対する体制は整備されているか。 4（4） 

監督庁の指示に従い防災訓練を計画実施しているが 

言語多様な留学生に対応した防災意識への啓発に工 

夫が求められる。 

命に関わる問題であり学生を指導

する職員の防災意識を更に高めて

いく取組が必要である。 

 

 

 

 

なし 



 

評価項目 

評価（昨年度） 

④適切 ③ほぼ適切 

②やや不適切 ①不適切 

課 題 今後の改善方策 特記事項 

学
生
の
受
入
募
集 

① 高校・高等専修学校等に対して情報提供等の取組が適切に行

われているか。 
4（4） 

福専各広報委員会が作成する「福岡県専門学校案内」 

の内容統一化・ホームページ化が実現したので閲覧 

を広く啓発していく必要がある。 

左記資料を活用し、国内外大学への編

入という本校の特色を更に広く周知

していく。 

 

なし 

② 学生募集活動において、資格取得・就職状況等の情報は、正確

に伝えられているか。 
4（4） 

学生募集活動に有効活用するために、資格取得や就

職状況の正確な把握に努めるとともに、厳しい状況

ではあるが就職決定率１００％を目指す。 

新たに導入した業績評価における目

標シートの意義の定着を図る。 

コロナ禍によりここ数年学生募集が

厳しいことを銘記して情報発信に努

める。 

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。 4（4） 

コロナ禍前は学生数も伸びてきて健全な財務状況に

あったが、長引くコロナ禍の影響で今後については

経営方針を含めて検討していく必要がある。 

継続的に安定した学生数を確保する

には、コロナ終息後に国内・海外での

広報活動を更に充実させていく。 

 

なし 

② 予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか。 4（4） 学校ホームページで公開している。 職員等への説明を今後も継続する。 
なし 

法
令
等
の 

遵
守 

① 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（4） 

監督官庁である私学振興課及び出入国管理局に適宜

適切なアドバイスを求めるとともに連携を深めてい

く。 

関係行政機関等への早期の報告・相談

を心がけていく。 

福専各会長校として模範的運営を心

がけている。 

② 自己評価の実施と問題点の改善を行っているか。 4（4） 

2015 年から実施している学校自己評価の結果に基

づき毎年改善を行っている。今後は課題を全職員で

共有し、スピーディーに改善策を実行に移していく。 

全体会の場で本校の成果と課題を共

有し、評価・改善に対する職員の意識

を更に高めるようにする。 

 

なし 

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。 
4（4） 

留学生の派遣依頼に対しては積極的に参加奨励する

と共に授業措置についても配慮していく。 

異文化交流を起点とした社会貢献・地

域貢献を更に充実させる。 

恵まれた教育環境を更に活かす取組

にチャレンジしたい。 

 

② 学生ボランティア活動を奨励・支援しているか。 3（3） 

外部との交流イベントやボランティア活動参加は学

校として積極的に奨励しているが、バイトとの兼ね

合いを解決する必要がある。 

 

日本語のスキルアップや自己の成長

につながる良い機会であるので積極

的に参加するよう促していく。 

 

なし 

国
際
交
流 

① 留学生の受け入れ・派遣について戦略をもって行われている

か。 

4（4） 

 

コロナ禍で留学生の入国が厳しい中、収束の機を見

極めて海外・国内営業を強化する。特定の国籍に偏

らない本校の特色を浸透させて行くことが重要であ

る。日本人学生の海外大学編入についても、1＋1で

海外の大学に編入ができるような相手校を開拓す

る。 

各国の日本語学校や送り出し機関を

定期的に訪問することにより、信頼関

係を深めた募集を行う。日本人学生の

海外大学編入に関しては、本校１年、

海外の学校１年で両方の「専門士」の

資格が取れる相手校を探す。 

コロナ禍で充分な取組ができなかっ

たので、今後はしっかり取り組めるよ

う準備は進めておく。 

 

 

② 留学生の学習・生活指導等について学内に適切な体制が整備 

されているか。 
4（4） 

本校は担任制に基づいた学習指導と生活指導を基本

としているが、教務部と事務局が連携を図りながら

充実した指導を目指す。 

学生が困ったことを相談できるサポ

ート体制は確立されつつあるが更な

る整備が必要である。 

 

なし 

 



福岡外語専門学校 

 

学校関係者評価委員会運営規程 

 

 

（趣旨） 

第1条 専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規定に基づき

福岡外語専門学校（以下「本校」という。）に学校関係者評価委員会（以下   

「委員会」という。）を設ける。 

 

（目的） 

第2条 委員会は、本校の教育活動全般に関し、学校長に助言することを目的とする。 

 

（委員会の構成） 

第3条 委員は５人以上７人以内をもって組織する。 

 

   2 委員は次の各号に掲げる者とする。 

一  認定過程における業界関係者  1名 

二 卒業生 １名 

三 保護者 １名 

四 地域住民 １名 

五 中学校、高等学校の校長、進路指導担当者等 １名 

六 学校運営に関する専門家 １名 

七 地域の地方公共団体等の関係者 １名 

 

3 委員会に委員長を置き、学校長をもって充てる。 

 

（委員会の任命） 

第4条 委員の任命は学校長が行う。 

 



（委員の任期） 

第5条 委員の任期は任命の日からその年度末までとする。 

 

      2  委員は再任することができる。 

   3  学校長は、特別の事情があるときは、任期満了前に当該委員の任期を解くこと      

     ができる。 

     4  委員に欠員が生じた場合には補充することができる。ただし、その任期は     

前任者の残任期間とする。 

 

（委員会の開催） 

第 6条 委員会は毎年少なくとも 2回以上開催しなければならない。 

 

（個人情報等の保持） 

第7条 委員は職務上知り得た個人情報の中に個人情報等の内容が含まれる場合、  

それらを漏らしてはならないものとする。なお、委員を退いた後も同様とする。 

 

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会運営上必要な事項は、学校長が別に 

    定める。 

 

附則 

1  この規程は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

 



令和３年度 第１回 福岡外語専門学校 学校関係者評価委員会 議事録 

 

１． 開催日時 

令和３年６月２２日（火）１0 時半～１1 時半 

 

２． 場所 

福岡外語専門学校 １０１教室 

 

３． 報告事項 

（１） 職業実践専門課程について 

（２） 本校の学科・コース等について 

（３） 学校自己評価について 

（４） 令和 3 年３月卒業生の進路実績について 

 

４． 議事の経過 

（１）職業実践専門課程について 

   副校長が、本校の国際ホテル観光ホスピタリティコースについて、本年度文部科

学省の職業実践専門課程に申請を考えている旨説明し、職業実践専門課程とはど

のような内容のものなのかについて説明を行った。 

（２）本校の学科・コース等について 

   副校長が、本校のパンフレットを使いながら、本校の学校の学科・コース等の説

明を行うとともに、学校行事やイベントについての説明も行った。 

（３）学校自己評価について 

   副校長が、令和３年度の学校自己評価表を使いながら、本校の教育理念・学校運

営・教育活動・学修成果・社会貢献・国際交流等について説明を行った。 

（４）令和３年３月卒業生の進路実績について 

副校長が、全学科・コースの令和 3 年３月卒業生の進路状況について資料を使

いながら説明を行った。 

 

５． 外部委員からの意見 

委員：評価制度を導入したということであるが、校長の理念はどう落とし込んでい

るのか。本校でも自己評価を実施しているが、学校目標と関係ないことを目

標に挙げてくる職員が多い。そこが一番肝心だと思う。 

理事長：全く仰るとおりで本校もその擦り合わせに時間を割いている。難しいとこ

ろであるがやっていく。 



令和３年度 第２回 福岡外語専門学校 学校関係者評価委員会 議事録 

 

１． 開催日時 

令和４年３月２５（金）１０時３０分～１１時３０分 

 

２． 場所 

福岡外語専門学校 ２０１教室 

 

３． 報告事項 

（１） 令和 3 年 3 月卒業生進路状況・取得資格等について 

（２） 学生アンケート結果について 

 

４． 報告事項の経過 

（１）副校長が、３月に卒業した学生の進路状況と取得資格等（３月１３日現在）につ

いて昨年と比較しながら説明を行う。（３月３０日付は来年度公表） 

（２）副校長が、２月に実施した学生アンケートの集約結果を報告及び分析する。 

 

５． 議事 

（１）学校自己評価表について 

 

６． 外部委員からの質問・意見 

    委員：技能実習生と専門学校生に経済的な差はあるか。 

理事長：やはり専門学校生の方が裕福である。技能実習生は現地の中学校卒業生等

が希望しているようだが、専門学校は高卒が当たり前で大卒もいる。 

理事長：日本の学費はアメリカに比べれば安いので、日本を希望する東南アジアの

留学生は多い。欧米からの留学生も最近はマンガブームなどもあり増えて

いる。東南アジアはやはり生活のためという感じで来ている。 

委員：コロナ後の留学生入国の可能性をどう考えるか。 

理事長：日本に来たがっている留学生は多いのが現状である。コロナ後は再び増加

する可能性は充分にあり対象地域を開発することも必要になると考える。 

委員：ロシアやウクライナからの留学生はいるか。 

理事長：在校生にはいないが新入生にロシア人が１名いる。私としては本校のコン

セプトから受け入れたいと考えている。 

委員：「学校自己評価表」の中に、同窓会組織を強固にするとあるが、同窓生の中か

らオピニオンリーダーを作り出すことが重要である。同窓生の活躍が在校



生の励みになる。 

理事長：本校には同窓生が勤務しており、今後は彼らを中心に同窓会活動を活性化

させたい。 

委員：ボランティア活動はどういう感じか。 

法人本部長：まず職員の考え方を変える必要があるかと思う。ボランティアに参加

することでアルバイト料を支払おうとする先生が多い。 

理事長：来年度については「ボランティアの日」みたいな日を設定して、全員がボ

ランティアに取り組める時間を設けたい。 

委員：コロナ禍で海外からのインバウンドが激減したが、ここにきて回復の兆しが

見え始めている。日本が欧米のように観光立国に近づくチャンスであると

思うが観光業界は不安定である。今回ＡＮＡクラウンに内定をいただいた

ということで大変嬉しいことである。今後は専門学校から採用すべきであ

り、企業側にもビザが取れるように研修を施す必要があるのではないか。 

理事長：今後もより社会から必要とされる学校を目指して進んでいく。 

 


