
  

様式第２号の１－②【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の

１－①を用いること。 
 
学校名 国際ことば学院外国語専門学校 
設置者名 学校法人国際ことば学院 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

課程名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のあ

る教員等によ

る授業科目の

単位数又は授

業時数 

省令で定める

基準単位数又

は授業時数 

配

置

困

難 

専門課程 

東アジア言語学科 
夜 ・

通信 
0 160単位時間 ※ 

 
夜 ・

通信 
   

 

 
夜 ・

通信 
 

 

 
 

 
夜 ・

通信 
   

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学科 

学科名 東アジア言語学科 

（困難である理由） 

英語・中国語・韓国語など外国語を学び言語能力を証明する各種試験の合格を目指す

という言語学科の特性上、特定の職業や職種に直結した授業科目ではないため、実務

経験のある講師を配置するのは、困難である。 

 

 

 

 

 



  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 
学校名 国際ことば学院外国語専門学校 
設置者名 学校法人国際ことば学院 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
http://sp.kotoba.ac.jp/self-assessment 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 元市議会議長 
2020.6.1 ～

2022.5.31 

組織運営に対する

助言 

非常勤 会社経営 
2020.6.1 ～

2022.5.31 
経営に対する助言 

    

（備考） 

 



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 国際ことば学院外国語専門学校 

設置者名 学校法人国際ことば学院 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法や

基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表してい

ること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

 

シラバスには、授業の概要と目的、到達目標、授業の方法と進め方、評価の方法を記載

している。授業計画についても、自由選択科目（試験対策・海外研修）以外は記載して

いる。 

授業シラバスは、前年度の授業シラバスと授業記録をもとに各授業を担当する講師が作

成する。ただし、複数の講師が担当している授業に関しては、言語科の主任または、代

表者が作成を行い、3 月末の講師会で内容の確認と共有を行う。新入生の状況を踏まえ、

シラバス作成担当者は授業開始から 2 週間程度で授業計画の調整を行い、4 月中に提出

する。5月中に PDFファイルにまとめ、学校のホームページ上で公開する。 

授業計画書の公表方法 http://sp.kotoba.ac.jp/courses 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定してい

ること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

 

講師による評価に関しては、担当講師がそれぞれの授業について授業シラバスに記載し

ているように複数の項目を設けて点数をつけ、それらを総合して 100点満点となるよう

に評価を行っている。講師が提出する評価表には、項目ごとの点数も記載することにな

っている。評価項目は授業科目により多少異なるが、出席や授業中の発話、課題などを

通して意欲の評価を行い、テストまたはレポート、プレゼンテーションなどの発表を通

して成果の評価を行っている。 

複数の講師が担当している科目（主に英語・中国語・韓国語・日本語などの言語科目）

については、担当する授業時間数に応じて評価に関わる割合を決めている。 

英語・中国語・韓国語・日本語の言語科目に関しては、各学期（2 年生の 3 学期以外）

に校内試験を行い、校内全体における実力や到達度をはかるとともに成績評価にも反映

させている。 

評価が A～Dであれば（Eは不可）、履修が認定される。 



  

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するととも

に、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

成績の評点（GP）を A＝４、B＝３、C＝２、D＝１、E＝０とし、評点の平均値（GPA）を

算出する。 

≪算出方法≫ 

評点の平均値（GPA）＝（【評点×単位数】の合計）÷取得単位数の合計 

※単位認定をされても評価がつかない科目（海外研修など）は平均値の計算に含まない。 

※自由選択科目の履修を希望したが、出席が 3分の 2に満たなかった場合、無効となり

成績表にも記載されない。 

評点の平均値（GPA）を用いて、コース内での順位を出す。 

ただし、順位については公表していない。 

上記の評点の平均値算出方法については、入学・進級オリエンテーションの際に配布す

る「Student Handbook」に記載してある。 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
http://sp.kotoba.ac.jp/courses 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施してい

ること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

本校では、語学を中心とした科目を文化的背景が異なる学生とともに学ぶことで、コミ

ュニケーション力を身につけ、多文化共生社会で活躍できる人材を育成することを目的

としている。 

このような教育理念を踏まえ、以下の①～③の進級・卒業条件を満たしていることとそ

の他問題がないことを、校長、事務長とクラス担任をしている常勤講師全員で審査・確

認し、進級・卒業の認定を行っている。 

① 出席時間数が 3分の２以上であること。 

② 成績評価に E（不可）がないこと。 

③ 定められた校内試験を受けていること。（※） 

（※）校内試験を受けなかった場合、追試を課す。ただし、特別な理由がなければ結果

は 8割となる。 

進級・卒業の認定に関しては、入学・進級オリエンテーションの際に配布する「Student 

Handbook」にも記載されており、説明も行っている。 

以上は、学則第 5章成績評価、課程の修了及び卒業の第 18条、第 19条に定めるところ

による。 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
http://sp.kotoba.ac.jp/courses 

 



  

 

様式第２号の４－②【⑷財務・経営情報の公表（専門学校）】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の

４－①を用いること。 
学校名 国際ことば学院外国語専門学校 

設置者名 学校法人国際ことば学院 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 http://sp.kotoba.ac.jp/self-assessment 

収支計算書又は損益計算書 http://sp.kotoba.ac.jp/self-assessment 

財産目録 http://sp.kotoba.ac.jp/self-assessment 

事業報告書 http://sp.kotoba.ac.jp/self-assessment 

監事による監査報告（書） http://sp.kotoba.ac.jp/self-assessment 
 

２．教育活動に係る情報 

①学科等の情報 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

文化・教養 専門課程 東アジア言語学科 ○  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

２年 

 

 昼 1740 

単位時間／単位 

1740 

単位時間

/単位 

975 

単位時間

/単位 

0 

単位時間

/単位 

0 

単位時間

/単位 

0 

単位時間

/単位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

200 人 189人 142人 7人 29人 36人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）シラバスには、授業の概要と目的、到達目標、評価の方法、授業計画を記載

している。前年度の授業記録などをもとに作成し、特に複数の講師が担当している科

目に関しては 3月の講師会で内容の確認と共有を行う。その結果をもとに 4月中に作

成し、提出。5月中には PDFファイルにまとめ、学校のホームページ上で公開する。 

成績評価の基準・方法 

（概要）本校の教育の柱となる言語科目（総合英語・総合日本語・総合韓国語・総合

中国語）に関しては、複数の講師が授業を担当し評価を行っている。さらに、校内試

験を課しその結果も算入している。それ以外の科目に関しては講師による評価のみだ

が、講師評価に際しては、複数の項目（３～４項目）を設定することで適正な評価が

行われるようにしている。評価項目については、授業シラバスに記載している。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）以下の①～③の進級・卒業条件を満たしていることとその他問題がないこと

を、校長、事務長とクラス担任をしている常勤講師全員で審査・確認し、進級・卒業

の認定を行っている。 

① 出席時間数が 3分の２以上であること。 

② 成績評価に E（不可）がないこと。 

③ 定められた校内試験を受けていること。 



  

学修支援等 

（概要）入学前の特別奨学生制度を設け学費の減免を行っている他、公的支援制度の

案内や相談受付も行っている。希望者には相談の上、学費の分納も認めている。 

また、突発的な病気や事故の際は一時的に『ことば奨学会』からの援助も受けられる。 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 80人 

（100％） 

4人 

（5.0％） 

44人 

（55.0％） 

32人 

（40.0％） 

（主な就職、業界等） 

貿易、通訳、物流、サービス、ホテル宿泊、製造等 

（就職指導内容） 

個別就職相談。ハローワークと連携した面接指導、履歴書指導。インターンシップ。 

学内企業説明会の実施。留学生に対しては、在留資格変更の手続きのフォロー。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

TOEIC 700-800：５名 800-900：1 名 900 以上：2 名 

S-TOPIK 5 級：3 名  ハングル検定 準 2 級：3 名 

JLPT N1：2 名 N2：11 名 

（備考）（任意記載事項） 

卒業者のうちその他には、留学準備中の者、就職活動中の者、帰国者（留学生）を含む。 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

   

182人 20人（退学 14+除籍 6人）  11.0％ 

（中途退学の主な理由） 

就職・帰国・体調不良など 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

週 1 回定期的に行われる担任会議などで学生の状況については常に情報共有してい

る。個別相談や欠席者の自宅訪問なども行っている。 

 



  

②学校単位の情報 

ａ）「生徒納付金」等 

学科名 入学金 
授業料 

（年間） 
その他 備考（任意記載事項） 

東アジア

言語学科 
40,000 円 600,000円 60,000円 教材費、施設費 

   

 
円 円 円   

修学支援（任意記載事項） 

① 高等学校の成績が優秀で、学校長が推薦した人（留学生の場合は、日本語学校の出席・

成績優秀者で、学校長の推薦がある人） 

② 各種資格取得者（実用英語検定・TOEIC・ハングル検定・中国語検定・日本語能力試

験など） 

③ 経済的支援が必要な世帯の方（生活保護世帯・非課税世帯・震災に伴う被災世帯など） 

※ 教務と協議して決定する 

 

 

ｂ）学校評価 
自己評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

http://sp.kotoba.ac.jp/self-assessment 

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制） 

「自己点検・自己評価」の結果に基づき決定した教育、学生支援、組織運営に関する

各年度の重点目標とその達成状況について報告し、様々な視点から意見や助言をいた

だき、学校の運営と教育活動に活かす。委員の構成は、卒業生 1 名、在校生の保護者

1名、地域住民 1名、業界関係者 4～6名（2020年度 6月現在は 5名）。委員会には学

校側から校長、事務長、教務主任が出席し、いただいた意見や助言を基本的には年度

内の取り組みの中で反映させていく。委員会は年 3回行い、授業見学会も年 1回行う。 

第 1回学校関係者評価委員会：6月下旬～7月初旬 
・前年度の重点目標に関する最終報告、前年度卒業生の進路状況に関する報告 

・新年度授業開始時の学生状況等の報告と今年度の重点目標と達成計画について 

授業見学会及び第 2 回学校関係者評価委員会：10 月～11 月 

・今年度の重点目標に関する取り組みの進捗状況の報告 

・上半期の学校行事、学外コンテスト、国際交流活動と就職支援状況の報告 

第 3 回学校関係者評価委員会：3 月下旬 

・今年度の重点目標に関する取り組みと達成状況の報告 

・学生募集の状況と卒業生の進路状況の報告 

学校関係者評価の委員 

所属 任期 種別 

八幡 3丁目自治会会長 2020.6.1～2022.5.31 地域住民 

在校生父兄 2020.6.1～2021.3.31 保護者 

レストラン「ナマステ・フジ」経営者 2020.6.1～2022.5.31 卒業生 

（有）アミュージングデザインイトウ 

      代表取締役 

2020.6.1～2022.5.31 業界関係者 



  

学校関係者評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

http://sp.kotoba.ac.jp/self-assessment 

第三者による学校評価（任意記載事項） 

 

 

ｃ）当該学校に係る情報 
（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

http://sp.kotoba.ac.jp/ 

 


