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自己評価結果（令和３年度版） 

令和４年６月２４日公開 

評価項目 学校関係者評価（昨年度） 自己評価 

（１）教育理念・目標  

・保護者とも対面やWEB面談を実施しているこ

とで、本校の教育理念やどのような人物・人

材となる教育をしているのか、理解していた

だける機会が持てたことは良い。 

・就職、大学編入にこだわらず、学生が将来

すすむ業界のニーズを踏まえた教育を提供す

ることに、邁進して欲しい。同じことを繰り

返し教育していくのではなく、時代とともに

教育も変革が必要である。 

 

・保護者面談を対面だけでなくWeb面談を実施

し、遠方の保護者とも面談の機会を設け、本

校の理念・教育の理解浸透に努めた。 

・「愛・汗・献」の浸透にむけ学生便覧の改

定を行った。 

 

○学校の理念・目的・育成人材像 

○職業教育の特色 

○地域社会等のニーズの反映 

○学校の理念・目的・育成人材などの教職員・

学生・関係業界・保護者等への周知 

○学科毎の教育目標・育成人材像が、学科毎

に対応する業界のニーズとのマッチング 

（２）学校運営  

・コロナ禍で、学校運営の変革が求められ、

より一層コンプライアンス遵守の徹底が必要

である。引き続き研修等で研鑽してもらいた

い。 

・定期的に外部評価委員が巡回することによ

り、常に意識し、よい緊張感を持って授業や

業務を遂行できるよう改善されていることは

継続してほしい。 

・評価システムを導入することで、質向上に

期待する。 

 

・外部評価委員（教育課程編成委員）による

授業視察などは今年度も継続され、頂いたア

ドバイスは「教育の質向上」の一助になって

いる。 

・令和３年度より評価制度が導入され、「教

育の質向上」を図ると共に、様々な研修を行

った。協働の体制づくり「学校、学生、保護

者との協働体制の構築」や、「人材育成」を

テーマに教員力アップを図った。また、多様

なセクシャリティであるLGBTQ＋を正しく理

解する研修を行い、コンプライアンス体制の

整備も進みつつある。 

○運営方針に沿った事業計画 

○学校の運営組織や意思決定機能について、

規則等の明文化と機能性 

○学校運営上の各種規程の整備状況 

○教務・財務等の組織整備など意思決定シス

テムの整備状況 

○地域社会等に対するコンプライアンス体制

の整備状況 

○教育活動等に関する情報公開 

○情報システム化等による業務の効率化 

（３）教育活動  

（目標設定等） 

・一部の学則科目の変更・追加およびシラバ

スの改定を行ったことで、教育のさらなる質

向上を図れたことは大変良い。 

・オンライン授業と対面授業のハイブリット

を実施し、学生の学びを止めることなく対応

できていることを評価する。 

（教育方法・評価等） 

・中国青島大学と提携しているのに、コロナ

禍で学生の派遣ができないことは、誠に残念

である。時機を見て継続的に取り組んで欲し

い。 

・期末試験未受験者への対応を厳しくし、追

試料・再試料を設定することはよいが、本当

に学生の出席率向上につながっているのか。

これだけで出席率低下を防ぐことができる訳

ではないため、登校できない場合には、オン

ライン等も利用したり、学生の教育機会の喪

失防止やメンタルケアにも配慮が必要であ

る。 

（資格試験） 

・反転授業やｅラーニング学習の実施は、大

変良い取り組みであるため、どの学生にも浸

透していくよう促すことが大事である。結果

的に検定試験や資格取得につながり、合格率

向上ができるのではないか。 

・リメディアル教育を実践しているのに、学

生にさせているだけになっているのではない

か。ツールを提供するだけでは、勉強が苦手

な学生は取組まず落ちこぼれてしまうため、

フォローアップが必要である。 

 

 

 

（目標設定等） 

・授業の充実及び教育内容の更なる質の向上

のため、シラバスの改定を行った。 

・コロナ禍での対応としてZOOMやYouTubeを利

用したオンライン授業、ならびに対面で受講

する学生と、オンラインにて同時に受講する

選択型授業を実施し、コロナ禍でも対面を望

む学生、望まない学生の両方のニーズを満た

し同時進行できる方法を取り入れた。 

（教育方法・評価等） 

・コロナ禍により青島大学への日本人学生の

派遣留学が今年度も実施できなかった。コロ

ナ禍が沈静化したのち学内推薦の学生を派遣

し単位互換を行う予定である。 

・期末試験未受験者への対応を厳しくしたが、

出席率向上と言う効果については良い結果が

出たとは言えないものとなった。出席率の向

上に向け新たな施策に取り組んでいくととも

に、オンライン授業の長期継続によるメンタ

ルケアを施していく。ZOOMを用いた学級活動

を行った。 

・日テレHRの動画を用いた授業を行い、「気

付き、思考し、判断し、表現する。」ことを

目的としたドラマロールプレイを用いたグル

ープディスカッションを行った。意見を色付

きチップで判定し、意見の傾向を見える化し

た。 

（資格試験） 

・反転授業について、計画はあったものの個

人差が大きく実施は難しかった。ｅラーニン

グについて、学生ごとの使用頻度はいまだに

差が大きく、勉強を嫌う学生には、強制をし

たが実力は付いていない様子である。 
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（目標設定等） 

○教育理念等に則した教育課程の編成・実施

方針等 

○教育理念・育成人材像等を踏まえた科の修

業年限に対応した教育到達レベルや学習時間

の適正性 

 

（教育方法・評価等） 

○カリキュラム上にある科目の相互性及び補

完性による体系化 

○キャリア教育等の視点に立ったカリキュラ

ムやシラバスの工夫や開発 

○科毎の関連業界（団体・企業等）との連携

によるカリキュラム・シラバス等の見直し 

○科毎の関連業界（団体・企業等）における

実践的職業教育の体系的位置付け 

○授業評価の実施及び評価体制 

○成績評価並びに単位認定、進級及び卒業判

定の基準の明確化 

 

（資格試験） 

○資格・検定取得等に関する指導体制及びカ

リキュラム上での体系的位置付け 

 

（教職員） 

○人財育成目標の達成に向けた教員の要件 

○関連業界との連携に関連した、優秀な教員

の確保体制 

○教員に求められる、関連業界で必要とされ

る先端的知識・技術等の習得に向けた研修体

制等 

○教職員の能力開発のための研修等 

（教職員） 

・コロナ禍であることを踏まえ、教職員研修

の回数は減少したものの、内部研修が充実し

ていることは喜ばしい。教員全員が参加する

と業務に支障が出る場合もあるため、参加し

たものが欠席したものに知識の定着にもつな

がることから伝達講習を行ってはどうか。 

・上司の業務指示に従わないことは、遺憾で

ある。令和３年度より評価制度導入予定のた

め、改善に期待する。 

・学生の成績については、進学や就職の進路

に大きく関わってくるため、公平公正に評価

すべきである。統一ルールの設定を求める。

教育の質向上を図るためにも、授業視察や巡

回の頻度を増やすべきである。 

・教職員は学生の手本となるため、職場であ

ることを自覚し、友達感覚を払拭することが

必須である。教職員室内の今までの悪しき慣

習を排除していかなれば、組織としての未来

はない。 

・中小企業BANTO認定試験の促進を行い教員も

検定を取得した。また、シラバス改定により

次年度以降は1年次に授業を配当することを

決定した。 

・編入志望者に対してもｅラーニングは継続

しており、対象授業のスコアアップなどの一

定の成果があった。 

（教職員） 

・外部研修のオンライン開催が増えたことで

コロナ禍以前のペースになり、延べ２６回の

研修（前年度１４回）となった。また、外部

研修１５回については内部への伝達講習も行

った。 

・本校のビジョン・ミッション・指針の振り

返り・本校の今後のあるべき姿を考える研修

を行い、本校の未来像をOST（オープン・スペ

ース・テクノロジー）にて共有した。そこで

出た意見を基に取組むもの、実施完了したも

のにそれぞれ印を付け見える化した。 

・学生の成績、期末試験の実施などについて

学生便覧にて統一ルールを設けた。 

・授業視察については、教育課程編成委員の

みではなく、教員同士でも授業視察を行い、

相互の授業改善や教員の質および教員力の向

上に努めたい。 

 

 

（４）学修成果  

・コロナ禍であるのに、快くインターンシッ

プを受け入れていただいた企業に感謝する。

コロナ前は、本校も他企業や大学等よりイン

ターンシップ受け入れを行っていたが、来年

度以降再検討してはどうか。 

・就職試験や編入試験もコロナ禍で対応・対

策が変化しているが、昨年度よりも内定や大

学編入合格の実績を上げられたことは、素晴

らしい。留学生に関しても、コロナ禍で帰国

できない状況であっても、６名就職できたこ

とは、喜ばしい。 

・コロナ禍で退学者が増加したことは致し方

ないこともあるが、入学後のミスマッチによ

る退学をなるべく防ぐよう継続して取組んで

欲しい。 

 

・インターンシップ参加についてコロナ禍前

ほどとはいかないが、前年度より受け入れ企

業数が増加し１８社の企業にてインターンシ

ップを実施した。受け入れて頂いた企業に感

謝している。 

・就職の面接試験、編入試験ともにWebを用い

た試験を採用されている会社・大学が半数程

度続いている。遠方での試験では移動・宿泊

に費用が掛かるが、それを気にせずに受けら

れると学生は前向きに捉えている。 

・学内企業説明会、合同企業説明会はオンラ

インで実施されるものが増加した。 

・退学者６名であった。健康上・精神上の問

題が理由のほとんどを占めており、コロナ禍

が続くことも要因として挙げられる。 

・留学生に関して、卒業・除籍・退学後の学

生を勘案する制度変更に伴い、入国管理局か

ら「非適正校」となった。この機会に学習カ

リキュラムの見直し及び管理の徹底を行っ

た。 

・留学生の就職に関して、本校独自で就職ビ

ザの申請が可能となったことで、留学生の就

職先新規開拓のきっかけとなった。 

 

○就職率の向上体制 

 

○資格取得率の向上体制 

 

 

○退学率の低減対策 

 

○卒業生及び在校生の社会的な活躍等の把握 

 

○卒業生のその後のキャリア形成の把握と教

育活動への改善活用 
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評価項目 学校関係者評価（昨年度） 自己評価 

（５）学生支援  

・学生への連絡頻度に差が生じ、基準を明文

化したことはよいが、作成した基準は徹底し

てもらいたい。 

・新型コロナウイルス対策として、各教室に

空気清浄機を設置し、安全・安心に授業がで

きるようにしたことは、素晴らしい。今後も

感染予防対策継続に努めて欲しい。 

・留学生は、高等教育の修学支援新制度 

の対象外のため、学生支援緊急給付金を活用

し支援を行えたことは良かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・近畿大学産業理工学部と「編入学に関する

協定書」を締結。初年度は９名が同学部へ編

入した。 

・県外から来た下宿生に対して３日以上欠席

の場合は家庭訪問をするなど生活状況の把握

をしたが、一部学生は連絡が付かないなど、

担任によって差が発生する結果となった。 

・学生面談・保護者面談・家庭訪問等による

学生相談に関する支援を継続している。 

・健康管理は年に一回校医による健康診断を

実施。事務部に看護師経験者（常勤）を配置

し教務部・校医等と連携し健康状況把握に努

めた。 

・新型コロナウイルス感染症対策として検

温・消毒・換気の徹底を継続している。自動

検温測定器を新たに追加設置し、登校して来

る学生がスムーズに検温できる体制にでき

た。ウイルス対応の空気清浄機を各教室へ設

置をしているが、さらに、手を触れる箇所に

は抗菌コートを半年に１回塗布し、接触によ

る感染拡大防止に努めた。北九州市の「学校

における新型コロナウイルス感染症への対応

について」をもとに感染予防に努め、学内ク

ラスターは発生しなかった。 

・課外活動は今年度実績なし。福岡県専修学

校各種学校協会の体育大会もコロナ禍により

３年連続で中止となった。 

・コロナ禍により合宿・修学旅行・体育大会

などが一度も実施されていない２年生に向け

日帰りバスハイクを企画し、日本人学生・留

学生全員参加の関門海峡ツアーを実施した。 

・コロナ禍における、文部科学省・学生支援

緊急給付金(学びの給付金)を活用し、日本人

学生・留学生共に経済的支援を行った。 

・本校独自の食の支援として「フードパント

リー」を２回実施。コロナで収入が減少した

学生に対し、米やパン、野菜や麺類、レトル

ト食品などを配布した。 

 

○進路・就職に関する支援体制 

○学生相談に関する支援体制 

 

○学生に対する経済的な支援体制 

○学生の健康管理に対する体制 

 

 

 

○課外活動に対する支援体制 

 

 

○学生の生活環境への支援体制 

 

○社会人のニーズを踏まえた教育環境整備に

ついて 

○高等学校との連携によるキャリア教育・職

業教育の取組 

 

○関連業界との連携による卒業後の再教育プ

ログラム体制 

（６）教育環境  

・実習施設およびインターンシップ等の整備

は十分に行われている。 

 

・インターンシップの実施を行い、企業側か

らのニーズ、学生のキャリア構築のマッチン

グを行い、編入希望者・就職希望者を問わず

インターンシップの情報開示について努め

た。 

・２名の学生がインターンシップの受入企業

への採用に至った。 

・実習設備に関しては引き続き衛生上の管理

の徹底を遵守した。 

 

○施設・設備の整備体制 

○実習施設・インターンシップ・海外研修等

の教育体制の整備状況 

○防災等に対する整備状況 

 

（７）学生の受入れ募集  

・HPによる情報提供体制は充実を図れている。

コロナ禍でWEBでの情報収集はより進むので、

高校生にもわかりやすいようなHP作成を今後

も続けて欲しい。 

・個人情報保護法を遵守した上での、学生の

資格や進路状況の開示は徹底されている。 

 

・HPにおける情報開示の見直しとその充実を

行った。 

・コロナ禍を考慮してオンライン説明会の充

実を図り、約3割のオープンキャンパスをオン

ラインにて実施した。 

・世界標準のWeb出願システムであるTAOを使

用しての出願が全入学者の半数以上とWeb出

願の増加が顕著であった。 

 

 

 

 

 

 

○高等学校等への情報提供等の体制 

 

 

 

 

○学生募集活動の適正性 

 

 

○学生募集活動における、資格取得・就職状

況等の情報の正確性 

○校納金の適正性 
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評価項目 学校関係者評価（昨年度） 自己評価 

（８）財務  

・理事会の議事録を確認。 

・予算書の確認。 

・監査報告書を確認。 

・収支状況等は、決算書関係書類と監査報告書

により確認。及び、公開情報も確認。 

 

・理事会による決議。 

・予算書に則した収支実行（経理規程による）。 

・理事会監事による監査実施。 

・収支状況の公開は学校関係者評価委員会の承認

後、HPにて公開。 

 

○学校の経営基盤体制 

○予算・収支計画の適正性 

○財務監査 

○収支状況の公開体制 

 

○収支状況（令和3年度分） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※奨学費の過去5か年実績（単位：千円） 

平成29年度；17,220  平成30年度；19,470  令和元年度：20,140  令和2年度：22,349  令和3年度：32,436 
 
（９）法令等の遵守  

・法律改正に伴う関連規則等の改正は今後も行

って欲しい。 

・コンプライアンスおよび個人情報保護の遵守

を徹底して欲しい。 

・「選挙権に関する学生への講習会」で市議会

見学が中止になったのは残念である。感染状況

を踏まえ今後、実施可能に向けた検討をして欲

しい。 

 

・令和３年６月２１日公開 

 

・著作権法・個人情報保護法について研修を行い、

法令遵守している。 

・「選挙権に関する学生への講習会」で市議会見

学を２年ぶりに実施。 

・授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)

へ加入し、オンライン授業等の双方向性の授業を

円滑に進めることが出来た。 

・自己評価結果の公開については、令和４年６月

公開予定。 

○コンプライアンス（法令等）の適正性 

○個人情報の保護対策 

 

○自己評価の実施と改善計画 

 

○自己評価結果の公開 

（１０）社会貢献・地域貢献  

・コロナ禍であるが、清掃活動など近隣への活

動は継続して欲しい。 

・コロナ禍のため、公開講座や職業訓練等の実

施が減少していることは致し方ないが、with

コロナで開催可能に向けた検討をして欲しい。 

 

・フードパントリーお礼活動として清掃活動など

近隣へのボランティア活動の推進を行った。 

・モザンビークいのちをつなぐ授業の後、ＳＤＧ’

ｓの考えに則り古着の回収をし、授業内にて仕分

け作業をしたのちＮＰＯ法人を通して寄付を行

った。 

・コロナ禍ではあるが、地域貢献の一環として、

近隣住民を対象とした無償の、Javaを用いたプロ

グラミング講座、確定申告講座を実施した。201

7年以来5年ぶりの開催となった確定申告講座は、

今年度初めてWeb申告に対応できるようにしたこ

とで、多数の参加があった。 

・職業訓練等の実施は出来ていない。 

○学校を活用した社会貢献・地域貢献に

ついて 

○学生のボランティア活動等 

○地域に対する公開講座や職業訓練等

の実施状況 

 

（１１）国際交流  

・コロナ禍により留学生の受け入れ減少や、中

国の青島大学への派遣留学の機会喪失で、国際

交流が難しい現状である。 

 

 

・コロナ禍により留学生の受け入れは減少してい

る。日本へ留学できない状況が続いており、来年

度はさらに厳しい状況になると予想できるため、

新たな受け入れ制度を検討する必要がある。 

・コロナ禍のため、提携校の中国・青島大学への

派遣留学については、再開の目途が立たず保留

中。実現できるよう、継続検討していく。 

・学習成果の海外における評価は上記理由により

実施していない。 

○留学生の受け入れ・派遣への戦略 

 

○留学生の受け入れ・派遣の実施状況 

○留学生（受け入れ・派遣）の学習体制

及び評価・生活指導についての学内指導

体制 

○学習成果の国内外での評価体制 

    

令和 3 年度 
   

単位：千円 

収
入 

区分 金額 割合 
 

支
出 

区分 金額 割合 

自己収入（Ａ） 203,359 81.0% 
 

教育研究経費支出（Ｄ） 53,647 22.5% 

 授業料等収入（Ａ-1） 197,710 78.9% 
 

（※内奨学費） 32,436 （13.5%） 

 その他収入（Ａ-2） 5,649 2.2% 
 

人件費支出（Ｅ） 104,366 43.6% 

事業収入（Ｂ） 4,775 2.0% 
 

一般管理費支出（Ｆ） 52,402 21.9% 

補助金等収入（Ｃ） 32,463 12.9% 
 

施設・設備関係支出（Ｇ） 14,891 6.2% 

借入金（Ｄ） 10,000 4.0%  その他支出（Ｈ） 13,922 5.8% 

合計 250,597 100% 
 

合計 239,228 100% 

 










