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    不適切…1
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1-1
理念・目的・育成人材像は定められ
ているか

1-2
育成人材像は専門分野に関連する
業界等の人材ニーズに適合している
か

1-3
理念等の達成に向け特色ある教育
活動に取組んでいるか

1-4
社会のニーズ等を踏まえた将来構
想を抱いているか

2-1
理念に沿った運営方針を定めている
か

3-1
理念等を達成するための事業計画
を定めているか

4-1
設置法人は組織運営を適切に行っ
ているか

4-2
学校運営のための組織を整備してい
るか

5-1
人事・給与に関する制度を整備して
いるか

6-1
意思決定システムを整備しているか

7-1
情報システム化に取組み、業務の効
率化を図っているか
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福岡ウエディング＆ホテル・IR専門学校は、滋慶学園グループの学校として
ミッションである「職業人教育を通じて社会に貢献する。」を目的として教育活
動を行う。

「建学の理念」として
① 実学教育　②人間教育　③国際教育を掲げ
それを実践するため独自の産学連携教育システムを構築していく。

それらの活動を通し「４つの信頼」
① 学生・保護者からの信頼　　②　高等学校からの信頼
② 業界からの信頼　　　　　　　 ④　地域の信頼
を得ることを方針として学校運営を行う。

建学の理念に基づき、
福岡ウエディング＆ホテル・IR専門学校は、
ホスピタリティ業界とともに業界に必要な人材育成教育を行う。

産学連携教育を通し、業界が求める技術だけでなくお客様に喜んでもらえる
「おもてなし」までを身につけた人材育成を目指す。
就職するだけでなく、生涯サポートを構築しホスピタリティ業界の人材育成を
通して社会に貢献する。

「学校法人滋慶学園グループ」
昭和５１年の創立以来、「職業人教育を通じて社会に貢献する」ことをミッ
ションに掲げ、全国に専門学校・教育機関を設置し、業界で即戦力となる
人材育成のため、建学時から変わらない「３つの理念」（実学教育、人間
教育、国際教育）と「４つの信頼」（業界からの信頼、高校の先生からの信
頼、学生・保護者からの信頼、地域からの信頼）を実践することで、理想
の教育を目指す。目指せる職種は５００以上、北海道から福岡まで81校を
有する。

「実学教育」
スペシャリストが求められる時代に即し、業界に直結した専門学校
として、即戦力となる知識技術を教授する。一人一人の個性を活かし、そ
れぞれの業界で力が発揮できるように構築された『滋慶学園グループ独
自の教育システム』。

「人間教育」
開校以来、『今日も笑顔で挨拶を』を標語に掲げ、他人への思いやりの気
持ちやコミュニケーション能力、リーダーシップがとれる対人スキル等を身
につけ、同時にプロ・社会人としての身構え、心構え・気構えを養成する。

「国際教育」
コミュニケーション言語としての英語を身につけるだけでなく、日本人とし
てのアイデンティティを確立した上で、広い視野でモノを捉える国際的感
性を養う。
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運営方針は、明確な目標を定めた事業計画書（項目は右記特記事項参照）
の中で定められており、１年間の行動指針となっている。
　
またこの指針に沿って各部署（広報・教育・就職・総務経理）の方針も確定さ
れる事になっており教職員への周知もできている。

事業計画は中長期的な計画から、単年の計画まで、明確に定められており、
中長期の目標にむけて、単年度見直しながら、執行体制や業務分担を明確
に定め学校の運営は行われており、問題なしと思われる。

理事会をはじめ、学内における委員会など、学校運営に必要な組織は、す
べて適切に設置されており、規則・規制の整備ならびに、運営上大切な職員
の育成においても、研修を中心に行なわれている。

職員の意欲や業務改善の為の研修や給与の規定についても、明確に決め
られており、今後は、職員の意欲の向上の為に、この給与等の規定などの
開示にも更に積極的に取り組んでいく事も必要かと思われる。

意思決定に関しても、事業計画書の中で、決定案件に応じた数多くの決定
方法を整備しており、すべて円滑に運用されている。

情報データはグループ内のサポート企業により、システムの開発から運営管
理まで行っており、情報データーに関しては一元化で効率が図られると共
に、姉妹校との共有化も可能となっている。

■事業計画書の内容は以下の通り
　　Ⅰ．組織の目的
　　Ⅱ．組織の運営
(１) 計画体系
１． 運営方針
２． 目標（定量的目標、定性的目標）
３． 実行方針
４． 実行計画
① 組織図
② 職務分掌
③ 人事採用計画
④ 広報計画
⑤ 広報年間計画
⑥ 学科・専攻のイノベーション
⑦ 新規事業
⑧ 年間スケジュール
（２）仕組みとルール
１．インセンティブシステム
２．業績評価システム
３．意志決定システム
　　Ⅲ．５年後の将来
　　Ⅳ．自己点検・自己評価
　更に単年から5年後の収支予算書を持って事業計画書としている。

本校における事業計画は、広報・教務・就職など、学校における全ての部
署について立案され、コンセンサスを取る為、全ての部署が同じ方針・同
じ考え方をもって、全スタッフ協力の下、目標達成に向けて学校運営がな
される。

学校全体の運営あるいは各部署の運営が正しく行われる為に、様々な研
修や会議が設けられ、この研修・会議を通して各個人の目標設定や業務
への落とし込みを行い、また、方向性や位置づけ等を常に確認できるシス
テムを構築している。
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・グループ全体として明確な教育理念があり、学校としての
ミッションもしっかりと押さえられて人材育成を行う姿勢が見
られるので良いと思う。

・十分対応

・目標の人材として現場のスペシャリストが講師でいてくれる
ことはすごく安心感がありました。スペシャリストに学びスペ
シャリストから技を盗み、スペシャリストへの近道を暗示して
くれていたような気がします。

・「和術」、人に「言葉」を伝える力が必要

・組織のすみからすみまで理念や目標がいきわたるような会
議や研修プログラムが準備されているようであり、ぶれの無
い運営が行われていると思う。

・十分対応
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適切に対応・・・4
ほぼ適切に対応…3
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ほぼ適切に対応…3

やや不適切…2
    不適切…1
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8-1
理念等に沿った教育課程の編成方
針、実施方針を定めているか

8-2
学科毎の修業年限に応じた教育到
達レベルを明確にしているか

9-1
教育目的・目標に沿った教育課程を
編成しているか

9-2
教育課程について、外部の意見を反
映しているか

9-3
キャリア教育を実施しているか

9-4
授業評価を実施しているか

10-1
成績評価・修了認定基準を明確化
し、適切に運用しているか

10-2
作品及び技術等の発表における成
果を把握しているか

11-1
目標とする資格・免許は、教育課程
上で、明確に位置づけているか

11-2
資格・免許取得の指導体制はあるか

12-1
資格・要件を備えた教員を確保して
いるか

12-2
教員の資質向上への取組みを行っ
ているか

12-3
教員の組織体制を整備しているか

13-1
就職率の向上が図られているか

就職希望者全員の第一専門職への就職を目標とする。その為に、ｷｬﾘｱｾﾝ
ﾀｰｽﾀｯﾌが学生の就職活動状況を詳細に把握し、それをもとにひとり一人に
対応した就職支援を行うと共に、就職セミナーなどの支援イベントを実施して
いる。また、開校以来､ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰで全ての情報を管理している｡

14-1
資格・免許の取得率の向上が図られ
ているか

・ブライダルプランナー検定：34.7％　（17名/49名）
・アマデウス検定：50.0％　（4名/8名）
・ホテルビジネス実務検定：53.3％ （8名/15名）
・フォーマルスペシャリスト検定2級：50.0％（2名/4名）
・マナープロトコール検定64.7％（11名/17名）
・実用英語技能検定
　［2   級］　30.0％　（3名/10名）
　［準2級］  33.3％　（4名/12名）
　［3　 級］　42.9％　（3名/ 7名）

15-1
卒業生の社会的評価を把握している
か

「ひとり一人を大切に」をスローガンとし、担任制度のもと、ひとり一人をサ
ポート行っております。

3
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教育活動は、滋慶学園グループの理念、「実学教育」「人間教育」「国際教
育」をもとに、構築されている。

　
本校は教育システムとして、独自の「産学連携教育システム」を構築してお
り、このシステムにより、業界で即戦力となりうる人材を育成、輩出できてい
る。

　
教育目標達成のためのカリキュラムは、入学前から卒業まで、体系的に編
成されている。　カリキュラムは学科に関わるもののみならず、社会的・職業
的自立を目指し、「キャリア教育」の視点に立ったものになっている。

　
授業改善、教職員・講師の資質向上等を目的とし、授業評価を実施している
が、これを通して講師や学生の状況を正確に把握し、総合的な判断ができる
要因となっている。GPA評価も取り入れている。
　
 
成績評価・単位認定の基準を明確にし、学生指導を行っているが、明確な基
準と共に、柔軟な対応ができる余地を残すことで、すべての学生が学科の目
標を達成した上で、進級・卒業できる体制を作っている。
 
　

4
　
教
育
成
果

3
　
教
育
活
動

4

実学教育・人間教育・国際教育を基に、「学生・保護者からの信頼」「高等
学校からの信頼」「業界からの信頼」「地域からの信頼」に努め学校運営
を行っている。滋慶学園グループでは、全職員の目標として

　　１．専門就職率　　１００％　（就職者／専門分野就職者）
　　２．退学率　　　　　　０％　（入学者は全員卒業してもらう）

を掲げ、その達成のために構築した２つの重要なシステムを構築してい
る。

　第１のシステムは入学前の自己発見→自己変革→自己確立という、自
己３段階教育と、動機づけ・目的意識づけプログラムである。

入学前からの一貫した育成システムと目的意識をもって取り組むプログラ
ムの組み合わせにより、モチベーション向上を果たしている。

　第２のシステムは、即戦力としての実践的技術・知識、ビジネスマインド
等を身につけるための教育システム「産学連携システム」である。

　①企業プロジェクト　②ダブルメジャー・カリキュラム　③業界研修
　④海外実学研修　　　⑤特別ゼミ　　　⑥特別講義

教職員の授業改善におけるFD研修をグループ全体で取り入れ、
教員の専門性を向上させる努力をしている。

成績評価・単位基準に関しても年度ごとに見直しをしながらより的確な評
価が出来るようにしております。

・キャリア教育の視点から、入学前の指導から卒業に至るま
でのシステムが構築されている点は大変評価できる。

・コロナ禍で大変ではなるが、可能な限り「産学連携システ
ム」による経験の場を設定して頂きたいと思う。

・産学連携等十分に対応

・コロナ禍では研修やイベント（結婚式プロデュースやファッ
ションショー等）が行われている方だと思います。
結婚式では姉妹校の福岡キャリナリーとの連携ができれば
尚良いと思う。（ウェディングケーキや引菓子など・・）式場に
食品を持ち込むができないのであれば難しいが・・・。

・カリキュラムの中に「ホテルや結婚式場と連携して、「ブライ
ダルフェアの企画に参画できる」体制を構築してはいかがで
しょうか？

・高校側から見る場合は専門への就職率が気になる値なの
で、是非100％を目指す取り組みを続けて頂きたい。

・社会環境の激変から、入口戦略、出口戦略共に対応困難
な時代ですが、ピンチはチャンスの時期でもあり、今後重要
課題

・検定は必ず受験するのであれば、その必要性の説明をしっ
かりされた方が良いと思います。受験の意味を理解していな
い学生が多いように感じます。

・コロナの状況もあるので就職率の低下は否めないと思いま
すが、その中でも高い就職率を残すのは学生の努力はもち
ろん先生方の努力を感じました。

コロナの問題で求人数も減少したこともあり、現状（6/10　時点）
対象者77名　内定数66名　内定率85.7％
年度はまたいでいるが、希望者全員内定獲得までサポートする。

本校では第一専門就職率１００％を達成するため、キャリアセンターを中
心に、就職情報の管理等のシステムを構築している。

また就職支援のためサクセスナビシステムで姉妹校との情報共有や合同
企業説明会などでグループ力を活かしたサポートを行っている。

単独企業説明会面接会で学内選考できる機会の誘致を強化させている。

目指す業界に必要な資格はもちろん、プラスαの資格取得を目指し、ホ
スピタリティ業界に関わる幅広い知識・技能が身につくように指導してい
る。

3.2



令和2年度自己点検自己評価（令和2年4月1日～令和3年3月31日）による

自己評価 評　価

適切に対応・・・4
ほぼ適切に対応…3

やや不適切…2
    不適切…1

適切に対応・・・4
ほぼ適切に対応…3

やや不適切…2
    不適切…1
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【令和3年6月10日実施】

特記事項（特徴･特色･特殊な事情等）点検・評価項目 点検・評価項目総括 学校関係者評価委員よりの御意見大項目

学校関係者評価委員氏名　【　　　　　　　　　　　　　　　　】

16-1
就職等進路に関する支援組織体制
を整備しているか

17-1
退学率の低減が図られているか

18-1
学生相談に関する体制を整備してい
るか

18-2
留学生に対する相談体制を整備して
いるか

19-1
学生の経済的側面に対する支援体
制を整備しているか

19-2
学生の健康管理を行う体制を整備し
ているか

19-3
学生寮の設置など生活環境支援体
制を整備しているか

19-4
課外活動に対する支援体制を整備し
ているか

20-1
保護者との連携体制を構築している
か

21-1
卒業生への支援体制を整備している
か

21-2
産学連携による卒業後の再教育プ
ログラムの開発・実施に取組んでい
るか

21-3
社会人のニーズを踏まえた教育環
境を整備しているか

22-1
教育上の必要性に十分対応した施
設・設備・教育用具等を整備している
か

23-1
学外実習、インターンシップ、海外研
修等の実施体制を整備しているか

24-1
防災に対する組織体制を整備し、適
切に運用しているか

24-2
学内における安全管理体制を整備
し、適切に運用しているか
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【就職等進路】
専門分野での就職を第一に考え、就職の専門部署であるキャリアセンターを
設け、専門スタッフが個別指導から就職イベント開催まであらゆる就職支援
を行っている。また、インターネットによる求人アクセスや情報のメール送信、
就職指導ノートの作成まで、情報、ノウハウ体制の確立を行っている。

【学生相談】
学生の相談については、基本的には担任が行うが、担任にも相談できないと
考える悩みはJTSC（滋慶トータルサポートセンター）という部署を設け、その
解決にあたっている。留学生に対しては、担当を設け、在籍管理や生活指導
を行っている。

【経済支援】
学生支援機構の奨学金のほか、学園グループ独自の奨学金として、「滋慶
奨学金」を用意している、また「学費サポートプランのご案内」の冊子を作成
すると共に、分納や延納などすべての経済的支援ができるように努めると同
時にデータの管理もコンピュータ管理できている。

【健康管理】
毎年実施している健康診断の他に、健康面をサポートする目的で学校グ
ループで慶生会クリニックという歯科、内科の２診療科目のクリニックを運営
している。

【課外活動】
福岡の姉妹校合同でクラブ活動に取り組んでおり、予算管理から引率や大
会への参加や年間の成績管理などクラブ活動担当者により行われている。

【生活環境支援】
グループ企業のジケイスペース㈱により、専用寮を運営・管理しており、学生
指導をはじめ、利用状況や充足数などの情報も明確になっている。

【保護者との連携】
保護者から大切なお子様を預かって育てているということを忘れず意識し、
保護者への連絡と連携が重要である。本校では、４つの信頼というコンセプ
トを掲げているが、「学生・保護者の信頼」として、保護者の信頼を得ることも
その１つであり、そのためには適切な連携をとることが重要である。

【卒業生・社会人】
学校の評価は、卒業生が業界で活躍することに直結するため、まずは卒業
生の卒後動向をしっかりと管理できる体制が必要である。そのための同窓会
組織を作り、年に一回同窓会総会を実施して情報収集や卒業生間の交流を
図っている。2020年度に関しては、コロナの問題で開催を断念せざるを得な
い状況でした。
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【施設・設備等】
施設、設備は、業界の実情に合わせたものと、最新の機材を取り入れて、授
業使用において学生に充分に用意されており、不足があれば毎年の設備計
画の中で充足が計られている。

また、設備点検や補修なども、サポート企業と密接に提携した上で、毎年必
要に応じた整備がなされており、そのための予算の確保も長期的な計画を
たてて問題なく運営されている。

【学外学習、インターンシップ等】
学外実習、インターンシップ、海外研修は充分な体制をひいており、また学生
への案内も周知徹底し、研修後の教育効果の確認も出来ている。

【防災・安全管理】
常に、災害が起こりうる事を想定して、起きた場合の対策として、訓練の実施
とスタッフの体制をしいている。災害訓練だけでなく、心肺蘇生等の訓練も毎
年行っている。また事故が起きた場合の保険等の処置もできている。

【施設・設備等】
学園グループの関連企業のジケイスペース㈱は、学校施設の環境・衛
生・点検・補修・改修を担う企業であり、予算を含めて単年から中・長期的
な観点で学校のサポートを行っている。また同じ㈱ビスタアーツはPC環境
メンテナンスにおいて常に学校と共に整備を行っており、学生の学習環境
を支えている。

【学外学習、インターンシップ等】
インターンシップは単なる学習効果だけではなく、社会人としての意識の
向上につながっており、また学生本人が自身のスキルをプレゼンテーショ
ンする場となっている。また協力企業においても人材確保の機会として協
力をいただいており、毎年インターンシップから多くの内定が生まれてい
る。
また、海外実学研修は、スイス提携校、ハワイ提携校のもとに国際教育
の一環として毎年実施している。

【防災・安全管理】
防災訓練は学内で行うだけでなく、福岡市と連携し近隣のコンベンション
センターでの実施や、関係機関からの特別講習も行い、行動のみなら
ず、心構えの面でも多くの対策を実施している。
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・進路相談をはじめとして十分な支援体制が整っていると思
う。高校の現場でもメンタルケアと経済手的な問題が解決課
題でもあるので、是非引きつづき丁寧な相談体制を行って頂
きたい。

・十分対応と認識。欠席の多い学生へのフォローアップ等各
学科講師もバックアップ致したい。

・私自身悩みが多く、たくさんの事を相談しました。今は留学
生の方がいると思うと先生方の労力、サポート力はすごいな
と感じます。

【就職等進路】
企業を校内へ招聘する「合同企業説明会」「単独企業説明会」や等の就
職イベントを開催。
また、業界研修指導まで、学生の為のあらゆる支援として、キャリアセン
ターが独自の活動を行っている。

【学生相談】
平成24年度から滋慶学園福岡8校で統一で運営し、滋慶トータルサポート
センター福岡として運営を行っている。ここは専用の場所を学校とは別の
場所に設け、相談しやすい環境を整えている。また自習スペースもここに
設けて、学校に来れないような学生が、ここで学習することが出来る環境
を整えている。また法にのっとり、必要であれば合理的配慮も行ってい
る。

【経済支援】
日本学生支援機構の奨学金紹介のみならず、高等教育の修学支援制
度、学園としての滋慶奨学金を用意している。また、災害支援策も行って
おり、熊本震災の被災者に関しては学費減免措置を実施。

【健康管理】
慶生会クリニックは、学生であれば診療料は、学生の健康管理費から負
担されるため、何度でも安心して受診することができる。

【課外活動】
姉妹校連携クラブ活動だけでなく、学生発案による同好会も発足してお
り、活発に活動している同好会も多くある。

【生活環境支援】
学生及び保護者から費用が高額であるとの意見が多く、全室埋まらない
寮がある。設備やサポート等、費用以上の価値をもっと伝えていく事が重
要である。

【保護者との連携】
担任は日頃から学生だけではなく、保護者とも連絡をとるように心がけて
います。また、保護者会、三者面談等も実施し、常に保護者と適切な連携
をとることを重要と考えている。今後は入学前からの連携も必要と考え
る。このようなことが、退学率の低減に結びついていると考えている。

【卒業生・社会人】
就職後の状況確認を行い、奨学金返還のサポートや再就職のサポートを
実施している。また、全国の求人を姉妹校と連携しているため、広い視野
での転職サポートも可能。

【退学率低減への取り組み】
2020度進級生DO数は、ブライダル総合科1／43（2.0％）エアライン科0／
25（0.0％）IR・ホテル＆リゾート科1／19（5.3％）ホスピタリティ科1／8
（12.5％）合計3／95（3.2％）のDO率であり、目標を達成することができた。

教務ミーティング及び講師会により、学生共有を図ると共に、教務、就職、
受付、広報スタッフ全員で1チームとして、学生一人一人の成長を育む環
境づくりを目指している。

・施設・設備は十分に備わっていると感じている。

・海外研修をはじめ難しいと思うが、時期が来たら是非再開
して欲しいと思っている。

・学内環境は十分と認識

・ノートパソコンやタブレットなどの取り入れを検討頂いている
ようなので、オンライン授業などのストレスも軽減できると思
う。

・ブルガリホテルやローザンヌなど海外との連携が教科され
て日本にとどまらないグローバルなところは学生にとっては
きっと強みになっていると思います。

3.8
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令和2年度自己点検自己評価（令和2年4月1日～令和3年3月31日）による

自己評価 評　価

適切に対応・・・4
ほぼ適切に対応…3

やや不適切…2
    不適切…1

適切に対応・・・4
ほぼ適切に対応…3

やや不適切…2
    不適切…1

学校法人　滋慶学園　福岡ウェディング＆ホテル・IR専門学校　学校関係者評価委員会　会議資料
【令和3年6月10日実施】

特記事項（特徴･特色･特殊な事情等）点検・評価項目 点検・評価項目総括 学校関係者評価委員よりの御意見大項目

学校関係者評価委員氏名　【　　　　　　　　　　　　　　　　】

25-1
高等学校等接続する教育機関に対
する情報提供に取組んでいるか

25-2
学生募集を適切かつ効果的に行っ
ているか

26-1
入学選考基準を明確化し、適切に運
用しているか

26-2
入学選考に関する実績を把握し、授
業改善等に活用しているか

27-1
経費内容に対応し、学納金を算定し
ているか

27-2
入学辞退者に対し、授業料等につい
て、適正な取扱を行っているか

28-1
学校及び法人運営の中長期的な財
務基盤は安定しているか

28-2
学校及び法人運営に係る主要な財
務数値に関する財務分析を行ってい
るか

29-1
教育目標との整合性を図り、単年度
予算、中期計画を策定しているか

29-2
予算及び計画に基づき、適正に執行
管理を行っているか

30-1
私立学校法及び寄附行為に基づき、
適切に監査を実施しているか

31-1
私立学校法に基づく財務公開体制を
整備し、適切に運用しているか
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【財務基盤】
財務は学校運営を行う上で重要な要素の一つである。特に予算（収支計画）
は学校運営に必要不可欠なものであって、いかに予算が正確でかつ実現可
能なものであるかが重要である。これについては、毎年事業計画書を作成
し、5ヶ年の収支予算を立てている。

その中で入学者数、在校生数、退学者等を勘案して学費明細を作成し、収
入予算の推移を把握しており、その中で入学者の減少があっても健全な学
校運営ができるように安定した財務基盤が築けている。

【予算・収支計画】
予算の編成は、中・長期収入に応じたバランスで編成しており、整合性が図
られている。また執行においても、執行の規定を設け、適正な執行がなされ
ており、予算項目ごとに予算が決められ、その項目予算が超過できない仕組
みになっており、適切なチェック体制も整っている。

【監査】
会計監査についてであるが、監査報告書は適正な計算書類を作成している
旨の意見が述べられており、適正な計算書類を作成していると考える。
監査を有効に実施してもらうために、証憑書類の整理、計算書類の整備、各
種財務書類の整理整頓に努めている。

【財務情報の公開】
財務情報公開については、平成17年からの私立学校法の改正に基づき整
備され、学校法人の財務情報公開を規定し、マニュアルに即した形で行って
いる。また認定を受けた職業実践専門課程の財務情報公開も適切に行って
いる。

予算を正確かつ実現可能にするために以下のような取り組みを行ってい
る。

①単年度の予算を綿密に作成している。
予算は、事業計画の時点で、各部署ごとの予算から、予算項目別に細か
く分類し、執行に関しても全て事前に、事務局長承認と常務理事承認が
必要で、金額によっては、本部承認を得る流れとなっている。また消化金
額は毎月の学内チェックと、サポート企業による3ヶ月ごとの修正と評価を
受ける。

②中長期（5ヶ年）での予算計画も組まれており、特に設備造作における
改装や改築などの大掛かりな支出が想定されるものは長期で計画を行っ
ている。

また、私立学校法上義務付けられている「監事による監査」を受けている
が、それに加えて、補助金対象ではない当学校において「公認会計士に
よる監査」も受けている。これによって適正な計算書類の作成とその信頼
性の確保に努力している。

「財務情報の公開」については、規程と「情報公開マニュアル」に則して、
情報公開に対処している点が特徴として挙げることができる。
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【学生募集活動】
ガイダンスやWebを柱とした資料請求者獲得、DM等配布資料、オープンキャ
ンパス、入学相談まで、コンプライアンスに配慮した適切かつ効果的な活動
を実施。広報活動を、将来の職業に向けての自己発見期間と位置づけ、対
象者、保護者、高校から賛同を得る。可能な限り多くの方に将来の職業発
見、職業意識を持っていただくためにも、様々な機会や高校訪問の機会を用
意している。
また、教育成果としての就職実績が明確となる資料を用意して配布・説明を
行っている。

【入学選考】
高校の学力や技能審査だけではなく、目的意識を重要視した面接と作文に
よる合否の判定を行なうことで、入学前の能力ではなく、将来の職業に向け
て意欲ある学生を求める内容となっている。本人の志向や資質を計りなが
ら、入学後の授業編成にも、活かされているものとなっている。

【学納金】
業界が求める即戦力を育成するための授業運営・学校経営に向け、最適な
金額設定ではあるが、近年学費を理由とした、入学断念の傾向が見られる
が修学支援制度も整備され、各種教育ローンや奨学金を柱に様々な学費サ
ポートプランを用意し、入学から卒業までの学費面を支える準備ができてい
る。

【学生募集活動】
・学校認知強化
・Web・ガイダンスからの資料請求者獲得
・進路決定の早期化に対応すべく高校2年生以下へアプローチ
・校内、会場ガイダンス等、志望者との直接的な接触を重点に、
そこからイベント参加者を獲得
・高等学校からの信頼獲得（高校先生説明会、高校＆部活動支援等）

【入学選考】
・進路選択早期化に応じ、本人の意欲を重視するAO入学を実施
・出願者本来の目的意識を引き出すための面接を実施
・遠方からの出願者に向け、各地方選考会を開催
・障害者差別解消法の実践の一つとして、入学予定者の合理的配慮の対
応を滋慶学園本部組織の滋慶トータルサポートセンターと連携して実施し
ている。

【学納金】
・募集要項に卒業までに必要な学納金をすべて明示
・学費サポートプランのツールを用意
・学費ファイナンシャルプランナーを配置し、個々の状況に応じた対応
・修学支援制度を積極的に告知し使用している。
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・貴学だけではないが、学びの内容についてカタカナ英語に
よる標記であるため、保護者の理解が難しい事が多いように
思う。より具体的に学びの内容が分かると良いと思う。

・Z世代に対するPRにSNS活用も含め工夫されていると思い
ますが、変化の時代、専門学校PRの手法も少子化の中大変
だと思います。日本の学生と共に留学生確保の為の推進は
いかがでしょう。日本に留学したいと願う発展途上国の若者
は多いと思います。

・在学中の学生さんの満足度が次の入学希望者に対しての
安心や期待につながるのでオープンキャンパスなどに、もっ
と学生さんを取り入れても良いのでは？と思います。

・私が在学中と比べても学生は多くなっているなと感じます。
分野が多いにも関わらずすべての分野に対する力の入れ
方、プロフェッショナルへの育て方は素晴らしいと思います。

・Stay　Ｋｙｕｓｙｕ　→九州の学生の地元の就職を応援するサ
イトがあります。

・財務に関しては、特に問題点は無いと思われる。

3.2
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令和2年度自己点検自己評価（令和2年4月1日～令和3年3月31日）による

自己評価 評　価

適切に対応・・・4
ほぼ適切に対応…3

やや不適切…2
    不適切…1

適切に対応・・・4
ほぼ適切に対応…3

やや不適切…2
    不適切…1

学校法人　滋慶学園　福岡ウェディング＆ホテル・IR専門学校　学校関係者評価委員会　会議資料
【令和3年6月10日実施】

特記事項（特徴･特色･特殊な事情等）点検・評価項目 点検・評価項目総括 学校関係者評価委員よりの御意見大項目

学校関係者評価委員氏名　【　　　　　　　　　　　　　　　　】

32-1
法令や専修学校設置基準等を遵守
し、適正な学校運営を行っているか

33-1
学校が保有する個人情報保護に関
する対策を実施しているか

34-1
自己評価の実施体制を整備し、評価
を行っているか

34-2
自己評価結果を公表しているか

34-3
学校関係者評価の実施体制を整備
し評価を行っているか

34-4
学校関係者評価結果を公表している
か

35-1
教育情報に関する情報公開を積極
的に行っているか

36-1
学校の教育資源を活用した社会貢
献・地域貢献を行っているか

36-2
国際交流に取組んでいるか

37-1
学生のボランティア活動を奨励し、具
体的な活動支援を行っているか
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滋慶学園グループの『職業人教育を通して社会に貢献する』というミッション
のもと、本校が行うあらゆる活動は常に社会に貢献することを念頭に置く。

グループでは真の役割を果たすために、
『4つの信頼』・・・①学生・保護者からの信頼、②高等学校からの信頼、③業
界からの信頼、④地域からの信頼　を掲げるが、まさにここに挙がる各方面
からの信頼を得ることが、社会貢献に直結すると考えており、運営に当たっ
ている。

学校の教育資源や施設から創造されるもので社会貢献を行っており、企業
に対する貢献から、地域のプロジェクトを毎年行っている。
　
ここで掲げる「社会」とは、グローバルな視点で捉える広義なものから、地域
に密着したローカルなものまで、ありとあらゆるコミュニティを意味し、そこに
広く貢献していくことが必要であると考えており、今後は「学生のボランティア
活動」を「人間教育」の一環としてさらに拡充させていきたいと考える。

産学連携教育の一環で取り組む「企業プロジェクト」は毎年、企業からの
制作依頼で取り組んでおり、一つの社会貢献・地域貢献となっている。

2020年度実績
有限会社クロフネブライダル：結婚式のプロデュース
株式会社サウスポイント：「ドレスアプリ」の制作
社会福祉法人　自立の里：ドレスショーの開催
ケン不動産リース株式会社：快眠特化宿泊プランの開発
旭酒造株式会社：獺祭を活用した新しいホテルウェディングの提案
ベルクラシック福岡大濠：ドレスショーのプロデュース
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法令遵守については、滋慶学園グループ全体の方針として掲げ、各校の教
職員全員でその方針を理解し、実行に努めている。法人理事会のもとに、コ
ンプライアンス委員会で学校運営が適切かどうかを判断し、また学校運営
（学科運営）が適切かどうかは次の各調査等においてチェックできるようにし
ており、評価結果、教育情報の情報公開を行っている。
　
①学校法人調査
②自己点検・自己評価
③学校基礎調査
④専修学校各種学校調査
⑤学校施設認定規則に基づく報告等　　である。
　
また、組織体制強化やシステム構築のために以下のようなシステムならびに
組織体制の運営がなされている。
　
■組織体制
①財務情報公開体制（学校法人）
②個人情報管理体制（滋慶学園グループ）
③広告倫理委員会（滋慶学園グループ）
④進路変更委員会（滋慶学園グループ）

■管理システム
①個人情報管理システム（滋慶学園グループ）
②建物安全管理システム（滋慶学園グループ）
③防災管理システム（滋慶学園グループ）
④機材購入棚卸システム（滋慶学園グループ）
⑤コンピューター管理システム（滋慶学園グループ）
　
滋慶学園というグループ力、スケールメリットを活かし、各委員会、体制、シ
ステムを構築、稼働させることで、各学校が健全に運営できるようにしてい
る。法令や設置基準の遵守に対する方針は明確化されており、体制作りに
ついては完全に整備されている。

法令や専修学校設置基準の遵守に対する方針は、文章化し、法令や設
置基準の遵守に対応する体制作りを整備している。

教職員へは、法令や設置基準の遵守に関する教育または研修を実施し、
周知徹底を図っており、今後も継続して行う。

本校は、一般社団法人 日本プライバシー認証機構「TRUST－e」の国際
規定の認証を受けている。
　
また、職業実践専門課程の規定ならびに滋慶学園の情報公開規定に則
り、公開していき、情報公開の方法は、ホームページへの掲載を通じて広
く社会に公開できている。

保護の観点から個人情報保護委員会を設置し、対策をとっている。

教職員には教育と研修を通じて周知徹底できている。

学内のネットワークに関しては、情報の漏洩が生じないよう、アクセス権
の設定やグループ内サポート企業のみでの使用措置をとってる。

法令や設置基準の遵守に対する方針は明文化し、法令や設置基準の遵
守に対応する体制作りは完全に整備できており、
さらに、学校評価に関しては、「職業実践専門課程」の認定に際し、学校
関係者評価委員会の設置がなされており、適切に評価を受け、また適切
に情報公開もなされている。
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・法令などの遵守のため取り組みも徹底されていると思われ
るので問題ないと感じている。

・十分に対応されています。

・コロナ禍にも関わらず様々な企業プロジェクトが実施できて
いることは評価に値する。高校との協働も是非お願いしたい
ところである。

・供給過剰と化したビジネスホテルのコンバージョンプラン等
の事業計画がプレゼンできると面白いと思います。

・ブライダル・ホテルなどの業界に向けてプロジェクトは充実
していると思いますが、社会貢献（地域の方に向けて）がプラ
スされるとより良いと思います。

・議題にもなっていましたが、FSMの骨髄移植のミュージカル
を見させて頂いたことがありますが、今では学校の象徴に
なっていると感じました。学校でも各分野が一体となった学
校の象徴になるような社会貢献に期待しております。

3.2
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