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第 2 回学校関係者評価委員会報告書 

 

学校法人国際ビジネス学院金沢 

スーパースイーツ製菓専門学校 

 

 

学校法人国際ビジネス学院金沢 スーパースイーツ製菓専門学校の「令和３年度自己評価点検報告

書」に基づいて、学校関係者評価を実施しましたので、以下の通り報告いたします。 

 

記 

 

開催日時：2023(令和 5)年 2 月 16 日（木）15:00～16:00 

開催場所：スーパースイーツ製菓専門学校 ３階会議室 オンラインにて 

 

 

１．学校関係者評価委員 

＜出席委員＞ 

・関係業界委員 ：加藤 髙聖 氏（株式会社ぶどうの木 管理本部 総務部 部長） 

・卒業生代表委員：沼田 和志 氏（株式会社レグレット）    

      

＜欠席委員＞ 

・企業等委員  ：金岩 重典 氏（株式会社ふらん・どーる 石川県洋菓子協会 会長）  

 

＜本校職員＞ 

・本校教職員  ：梶聡司、村田直樹、土居千恵美                   

・司  会   ：村田直樹 

・議事録作成  ：土居千恵美 

 

 

２．学校からの報告事項 

入学者の推移 

 

就職状況報告 

自己点検より 

質疑応答 
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＜現在までの取り組み、反省について行なった。＞  

① 入学者の推移 

資料参照 

2023 年度 PB 学科 67 名 SE 学科 6 名 

昨年同様定員に近くになった。 

 

② 就職状況（内定状況）  

資料参照 

PB 学科、SE 学科ともに就職希望者率 100％ 

就職活動状況としては例年より遅い動きとなった。 

就職に関して時間のかかる年度でもあった。次年度は、人数も多くいるので早めにかつどうしてい

きたいと思う。 

 

３．自己点検評価報告書の評価項目ごとの評価・意見等 

項目 評価・意見等 

１ 教育理念・目的・ビジョン 特になし 

２ 学校運営 特になし 

３ 教育活動 特記にて記入 

４ 教育成果 特になし 

５ 学生支援 特になし 

６ 教育環境 特になし 

７ 学生の募集と受け入れ 特記にて記入 

８ 教職員組織 特になし 

９ 社会貢献 特になし 

 

 

４．総合的なご意見、改善事項等 

【特記】 

３－８ 教育活動について 

教育目標、育成人材像についてご意見頂戴できればと思う。 

指導内容、現場からの要望を伺えたらと思う。特に、スキル、知識について 

 

加藤様＞職人さんからしたら専門用語や道具の名前を理解しておいてほしいと感じる。 

ただ、職場によってかなり違うので、一概には言えない。 

ナッペはどこの世界も一緒なので、それぐらいは欲しいなと感じる。 

「物が腐る」ということを知らない。悪くなる状態やどこまで行ったら悪くなるのかを知っておくこと

とより経験値が高くなる。保存方法や原理原則があるからこそ、管理方法の種類など知識として知って

おく必要がある。 
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沼田様＞すべてできるに越したことはないが、ナッペならナッペ、丸く絞るなど 

一つでもスキル上げてきてほしい。だだ、人間性な部分が一番大事なので仕事をする 

上で内面を強化しておいてほしい、感謝が大切になってくると感じる。 

 

4－13 就職率について 

就職率について今年度も希望者は全員内定をいただくことができたのだが、 

次年度の学院の方針として、就職課を設けることになった。その中で、求人票を精査して 

ランク付けをしながらより技術のある学生を優良企業へ紹介をしていく流れとなる。 

就職をするにあたって、要望がございましたらご意見いただければと思います。 

 

加藤様＞なぜ就職課を立ち上げることになったのか？ 

要望としては、全員うちでインターンをする。職場を見てほしい、実際に見てももらって 

体験したうえでお互い知ったうえで、選んでいただけるとよいと感じる。 

見学ツアーなどは時期にもよるがいつでもできる。 

沼田様＞いろんな店舗があるので、様々な業務形態がある企業であること。知ってもらったうえで 

選んでほしいと感じた。自分も就職したときは漠然としたイメージしかなかったので、しっかりと 

働くイメージをもって進めてほしいと思う。 

 

6－23 施設・設備について 

施設設備は教育上の必要性に十分対応できるように整備されているか。 

最新の設備やプロ向けの設備など学生に向けて技術指導をしておいた方がよいものがあれば 

ご教示していただきたいです。 

 

加藤様＞冷凍！いろんな冷凍の方法があるので、ただ冷凍といっても多種多様がある。その機能がある

ということを知っておいたほうが良いかなと感じる。また、冷凍方法などの知識も知っておいたほうが

良い。ここから、冷凍がメイン技術になってくるので、そこの知識が必要だと感じる。 

沼田様＞アイスクリームマシンなど特殊な機械は触らせてもらえるとよい経験値になると思う。デモだ

けではなく触ることが大事かなと感じる。 

 

＜質疑応答＞ 

特になし 

 

次回開催日 

令和５年度第１回学校関係者評価委員会 令和 5 年６月頃開催予定 

 

 

 

 

 



4 

 

第１回学校関係者評価委員会報告書 

 

学校法人国際ビジネス学院金沢 

スーパースイーツ製菓専門学校 

 

 

学校法人国際ビジネス学院金沢 スーパースイーツ製菓専門学校の「令和３年度自己評価点検報告

書」に基づいて、学校関係者評価を実施しましたので、以下の通り報告いたします。 

 

記 

 

開催日時：2023(令和)4 年 8 月 25 日（木）15:00～16:00 

開催場所：スーパースイーツ製菓専門学校 ３階会議室 オンラインにて 

 

 

１．学校関係者評価委員 

＜出席委員＞ 

・企業等委員  ：金岩 重典 氏（株式会社ふらん・どーる 石川県洋菓子協会 会長）  

・関係業界委員 ：加藤 髙聖 氏（株式会社ぶどうの木 管理本部 総務部 部長） 

・卒業生代表委員：沼田 和志 氏（株式会社レグレット）         

＜欠席委員＞ 

無し 

＜本校職員＞ 

・本校教職員  ：梶聡司、村田直樹、土居千恵美                   

・司  会   ：村田直樹 

・議事録作成  ：土居千恵美 

 

２．学校からの報告事項 

入学者の推移 

就職状況報告 

自己点検より 

質疑応答 

 

＜現在までの取り組み、反省について行なった。＞  

③ 入学者の推移 

資料参照 

今年で 10 周年を迎えました。定員をほぼ達成することができた。次年度も昨年同様集まってきてい

る状況である。今後も SNS 等の活動を通して募集活動に力を入れていこうと思う。 



5 

 

④ 就職状況（内定状況）  

資料参照 

製菓衛生師学科はまだ動きが遅くここから始まるところ。 

2 年制のパティシエブーランジェ学科では、ようやく夏休みに動きがあり、内定率としては３０％ 

例年より遅い動きとなっている。結果待ちも含めて 9 月ごろをめどに 8 割を目指して動いていく。 

動きの遅い原因としては、求人はあるものの選択肢が多く決めきれない、去年 1 年間はコロナの影

響もあり、なかなかショップリサーチができておらず、遅い動きとなっている。 

 

３．自己点検評価報告書の評価項目ごとの評価・意見等 

項目 評価・意見等 

１ 教育理念・目的・ビジョン 特になし 

２ 学校運営 特になし 

３ 教育活動 特記にて記入 

４ 教育成果 特になし 

５ 学生支援 特になし 

６ 教育環境 特になし 

７ 学生の募集と受け入れ 特記にて記入 

８ 教職員組織 特になし 

９ 社会貢献 特になし 

 

４．総合的なご意見、改善事項等 

【特記】 

基準 9：社会貢献について 

5 月 30 日にゴミゼロ運動を実施した。近隣の掃除などを行った。 

8 月 10 日は教職員全員で、近隣の公園などのトイレ掃除のボランティアを行った。 

今後の予定として、9 月 27 日にゴミゼロ運動の実施予定。学生約 800 名と教職員で実施をする予定です。 

毎年実施している内容ですので、今後も回数など検討しながら力を入れていきたいとおもう。 

 

基準３：教育活動について 

3－9 カリキュラムについて 

最近、採用試験の算数・国語、一般常識などの筆記試験を実施している企業様が多くなってきている。

企業様が求める学校として、どう行った指導を今後求めるのか伺いたい。 

また、筆記試験の内容に関して採用の基準がどのように設けているのか、伺いたい。 

金石様＞ 

質問として、入学前の入学試験はどういったものなのか？ 

→入学試験に関しては、調査書、欠席数、部活動などの経歴の確認、および面接を行っている。成績

に関してはあまり評価にかからないような仕組みになっている。 

金石様＞ 
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一般教養、計算問題、漢字問題などの筆記試験を設けている。その目的としては、原価計算をすること

ができない、仕事において生菓子の売り上げの平均を出せない方も中にいるので、ある程度の小学生レ

ベルの学力は必要と感じている。 

作文に関しては、お客様に手紙を書く、企画表の作成が仕事内容としてあるので、試験として入れてい

る。試験結果が悪いと内定はいただけないと感じている。入社までにはそのあたりの知識は必要と感じ

るので、身に付けてきてほしい。 

携帯で調べるのは許可をしているので、計算方法などを知っておいてほしい。 

加藤様＞ 

ブドウの木では、面接のみの採用となっている。ただ、仕事に入った後に足し算引き算できないなどを

気づくことがあるので、できることなら学校で、製造でも原価計算や平均値、取れ数など仕事における

知識は知っておいてほしいと感じる。菓子の道に進むうえで附随していることは知っておいてほしい。

現場でも教えていくが、教える手間が省けるので、お願いしたいと思う。 

実習などで行う原価計算を逃げてしまうとそもそも社会人としなれないと思いますよ。 

沼田様＞ 

採用試験は、面接のみとなっている。学校の授業でもっとやっておけばよかったと感じること、教えて

もらえていて今は良かったと感じる。 

 

3－9 カリキュラムについて② 

当校では、専攻の授業が行われている。そこで、3 つのうち 1 つを選んでより深く学んでいく授業を設

けている。他校では、3 つのことを広く浅く学ぶことを広報としてやっている学校がありまして、 

どちらのほうが、より求める人材としてあるのか伺いたい。 

 

金石様＞ 

今の御校の取り組みはとても良いと感じている。講師陣も素晴らしいし、そういった方から職業につい

てより深く学んでいく、技術以外のお菓子やパンの考え方について直接学べるのは学生にとって素晴ら

しいと思う。それが、直接会社に入ってからの人材、育成に関してはつながらないかもしれないが、学

校での勉強としては充実していると感じる。 

 

加藤様＞ 

今年度の入学者数を見ると、今後も深く学べる授業が良いと思う。広く浅く学んでいる人と話をしても

深みがないので、専門的なことを何か一つでも深く学ぶことは今後の社会人としてもよいと思うし、大

切だと思う。 

沼田様＞ 

自分の時は好きなこと、興味があることに対してはとてもワクワクした、授業が楽しみだった記憶があ

るので、専攻授業は楽しかった。学校を通う目的にもなった。 

 

基準７：学生募集広報について 

各店舗でも SNS の活用が多くされている中で、会社での社内ルールとかありますか？担当者を設けてい

るなど、伺いたい。また、SNS のこだわりやポイント、活用方法など伺いたい。 
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金石様＞ 

うちの会社は大したことやっていない。インスタグラムの担当は、販売促進担当が総務の中にあるので

そこで運営している。インスタグラムなどはネタを準備する、そのうえでプロのカメラマンが月に 1 回

写真撮りに来るので、2 か月先の商品物撮りをしてアップしている。特に、戦略とかはあまりない。 

見てくれる人が楽しめるように工夫はしているが特段力を入れているわけではない。 

ルールとしてはアップする場合は、映っている人の許可を取ること。 

使用しているＳＮＳは、インスタとＦＢ 

プロカメラマンの写真は、店舗で配布しているチラシや媒体紙用で撮影している。 

今後は、求人につながればいいなと感じている。求人広告費が一番馬鹿にならないので、そこがＳＮＳ

でフォローしていきたい。 

加藤様＞ 

ＳＮＳは専門のチームがいるので、そこで運営している。4 名所属している。フォロワーを増やしてい

ることを目標としているが、求人とかにはつなげていない。カメラマンも自社で行っている。ブランド

が 4 つ展開しているので、それに合わせてアップしている。 

最低でも週 1 回、できれば週 3 回のアップを行っている。 

使用しているＳＮＳは、インスタ、ツイッター、ライン、ＦＢ（ブランドによる） 

ファンづくりとしてアップしているので、求人とはまた違うと感じる。結果売り上げにつなげられるよ

うにしていくのが今後の目標となっている。担当している年齢層としては、30 台前後で実働している。 

沼田様＞ 

店舗のインスタグラム担当が社内 2 名外部 1 名計 3 名で動かしている。 

ルールとしては、ストーリーは毎日頻繁に更新する。新商品は、随時アップしていくようにしている。 

投稿は週 1 回以上のルールがある。アップの内容としては、生菓子を中心にアップしている。 

ＳＮＳを見てこれありますか・とお客様からの問い合わせが多い。辻口シェフからももっと活用してい

くように言われている。 

使用しているＳＮＳは、インスタグラム、ＦＢ，ライン（クーポン） 

質疑応答＞ 

特になし 

 

次回開催日 

令和４年度第２回学校関係者評価委員会 令和 5 年２月頃開催予定 

 

 


