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田北調理師専門学校学則 

 

第１章  総 則 

 

（目 的） 

第１条   本校は学校教育法及び調理師法施行規則及び「調理師養成施設指導ガイドライン」に基づき調理師に

関する専門知識及び技能を修得させ、併せて職業若しくは実際生活に必要な能力の育成と教養の向上

を図り、心身共に健全な調理師を養成することを目的とする。 

 

（名 称） 

第２条   本校は田北調理師専門学校という。 

  

（位 置） 

第３条   本校は大分県大分市府内町２丁目３番２３号に置く。 

 

（自己点検・評価） 

第４条   本校はその教育の一層の充実を図り、本校の目的及び社会的使命を達成するため、本校における教育

活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。 

 

第２章  課程、学科、修学年限、定員及び休業日 

 

（課程、学科、修学年限、定員） 

第５条   本校の課程、学科、修学年限、及び定員は次の通りとする。 

 

課程名 学科名 昼夜の別 修学年限 入学定員 定員 備考 

衛生専門課程 調理師科１年制 昼間 １年 ７０名 ７０名  

衛生専門課程 

（職業実践専門課程） 
調理師科２年制 昼間 ２年 ３０名 ６０名  

高等課程 調理師科 昼間 １年 ２０名 ２０名  

高等課程 調理師科 夜間 １年６ヶ月 ５０名 １００名  

（学年、学期） 

第６条   本校の学年は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

      専門課程及び高等課程の学期は次の通りとする。 

      第一学期 ４月１日から８月３１日まで 

      第二学期 ９月１日から１２月３１日まで第三学期 １月１日から３月３１日まで 
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（休業日） 

第７条   本校の休業日は原則次の通りとする。 

      （１） 土曜日並びに日曜日 

      （２） 国民の祝日に関する法律に規定する日 

      （３） 夏季休業７月２１日から８月３１日まで 

      （４） 冬季休業１２月２５日から１月６日まで 

      （５） 春季休業３月２１日から４月６日まで 

      （６） その他学校長が必要と認めた日 

 

第３章  教育課程、授業時数及び教員組織 

 

（教育課程・授業時数） 

第８条   本校の教育課程及び授業時数は別表１のとおりとする。 

２ 別表１に定める授業時数の１単位時間は５０分とする。 

３ 授業時数を単位数に換算する場合においては、３０時間をもって 

１単位とする。 

 

（始業及び終業） 

第９条   本校の始業及び終業の時刻は次のとおりとする。 

      昼間部 ；  ９：００～１６：５０ 

     夜間部 ； １８：００～２１：５０ 

 

（教職員組織） 

第１０条  本校には次の教職員を置く。 

      （１）校長    １名 

      （２）教員    ５名以上 

      （３）非常勤講師 ３名以上 

      （４）事務職員  １名以上 

    ２ 学校長は校務を掌り所属教職員を監督する。 

第４章  入学、在学年限、休学、復学、退学及び除籍 

 

（入学資格） 

第１１条  本校の入学資格は次のとおりとする。 

      （１）専門課程は、高等学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるとこ

ろにより、これに準ずる学力があると認められた者。 

      （２）高等課程は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところ

により、これと同等以上の学力があると認められた者。 
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（入学時期） 

第１２条  本校の入学時期は学年の始めとする。 

 

（入学手続） 

第１３条  本校の入学手続は次のとおりとする。 

      （１）本校に入学しようとする者は、本校の定める入学願書（別添）に必要事項を記入し第２５条に

定める検定料を添えて指定期日までに出願しなければならない。 

 

      （２）前号の手続きを終了した者に対して、必要に応じ次の選考試験を行う。 

        （ア）書類選考 

        （イ）学科試験 

        （ウ）面接試験 

        （エ）作文 

 

      （３）本校に入学を許可された者は、指定された期日までに第２５条に示す入学金を納入して入学手

続をとらなければならない。 

 

      （４）入学金はいかなる事情があっても返還しない。 

 

（在学年限） 

第１４条  本校での在学年限は各科の修学年限の２倍を超えることはできない。 

 

（休学、復学） 

第１５条  学生が疾病その他やむを得ない理由によって休学する場合は、診断書及びその事由を記し保護者連署

のうえ、学校長に願い出て許可を受けなければならない。 

    ２ 学校長は、前項の規定によるもののほか、健康上、その他必要があると認めるときは、休学を命ずる

ことができる。 

    ３ 休学期間は１年以内とし、在学期間には算入しないものとする。ただし、学校長が特別の理由がある

と認めるときは、更に１年以内の期間を限って休学を許可することができる。 

    ４ 前項の者が復学しようとする場合は、学校長に届け出て復学することができる。 

 

（退 学） 

第１６条  退学しようとする者は、その事由を記し保護者連署のうえ、学校長に願い出て許可を受けなければな

らない。 

 

（除 籍） 

第１７条  学校長は、次の各号の１に該当する者を除籍することができる。 

      （１）第１４条に規定する在学年限を超えた者 

      （２）第１５条に定める休学期間の限度を超えた者 

      （３）死亡、または長期間にわたり出席ままならず、並びに行方不明となった者 

      （４）学納金等の納入を怠り、督促してもなお納入しない者 
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（出席停止） 

第１８条  学生が感染症にかかり又はおそれがあるとき、その他必要があると認められるときは、その学生に対

し出席停止を命ずることがある。 

 

 

第５章  単位の認定・成績評価及び修了認定・卒業、称号 

 

（単位の認定・成績評価） 

第１９条  各学年ごとに修了すべき各教科科目について、１学期・２学期・３学期の定期学力試験を行う。ただ

し実習については、実習の内容をもって評価する。 

（２） 別表１に掲げる各科目の出席時間数が学則に定める時間数の８０％に満たない者については、当該科

目の定期学力試験を受験できない。したがって当該科目履修の認定はされない。 

   （３） 単位修得は、出席状況、課題レポート、講義ノート、授業態度等を資料として試験により評価し、認

定する。 

   （４） 試験の成績は点数で表し、各科目とも１００点満点としそれぞれ６０点以上をもって合格とする。 

   （５） 成績評価は次の４段階で評価する。 

       Ａ（優） １００点 ～ ８５点 

        Ｂ（良）  ８４点 ～ ７０点 

        Ｃ（可）  ６９点 ～ ６０点 

        Ｄ（不可） ５９点 ～  ０点（不合格で単位は認められない） 

   （６） 前項のいずれかを欠く場合は単位評定会議で審議し、その措置を学校長が決定する。 

 

（進 級） 

第２０条  次の各号を全て充たしている場合は、その教科科目の単位を認め進級できる。 

      （１）その教科科目の年間出席時数が学則に定める授業時間数の８０％以上であること 

      （２）単位認定がなされた者 

      （３）前項のいずれかを欠く場合、又学年において修了すべき科目を修了しなくても、学校長が進級

後の学習に支障がないと認める者 

 

（卒 業） 

第２１条  所定の修学年限以上在学し、第８条に定める全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与する。 

      卒業証書を授与された者には調理師免許取得資格が与えられる。 

 

（称号の授与） 

第２２条  前条により、衛生専門課程（職業実践専門課程） 調理師科２年制を修了した者は、専門士（衛生専門

課程）の称号を授与する。 
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第６章  賞罰 

 

（表 彰） 

第２３条  成績優秀、品行方正にして他の学生の模範となる者は表彰することがある。 

 

（懲 戒） 

第２４条  学校長は本校の学則に違反し、又は学生の本分に反する行為のあった者を懲戒することができる。 

    ２ 懲戒は、戒告、停学及び退学とする。 

    ３ 前項の退学は、次の番号の１に該当する者に対して行う。 

      （１）性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

      （２）学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

      （３）学校運営を不利に導く行為をした者 

      （４）学校の秩序や社会的秩序を乱し、学生としての本分に著しく反した者 

      （５）その他特に学校長が在校継続を不可能と認めた者 

 

 

第７章  学納金、入学金、入学検定等 

 

（学納金、入学金、入学検定料等） 

第２５条  本校の授業料、入学金、入学検定料等は次のとおりとする 

      入学検定料   ： 20,000円 

      入学金     ：200,000円 

      授業料（年額） ：520,000円 

      実習費（年額） ：300,000円 

      施設費（年額） ：110,000円 

 

第２６条  既に納付した学納金等は、原則として返還しない。但し、入学前の入学辞退者は入学金を除いて返還

する。 

 

（休学・復学の場合の学納金） 

第２７条  休学期間中の学納金は徴収しない。ただし、学期途中に休学し、又は復学する場合は、休学又は復学

の日の属する期分の学納金を納入しなければならない。 

 

（退学又は停学等の場合の学納金） 

第２８条  退学又は停学若しくは停学解除の場合は、退学又は停学若しくは停学解除の日の属する期分の学納金

を納入しなければならない。 

 

（学納金の特例） 

第２９条  学校長は経済的理由により修学困難な学生、その他やむを得ない事情があると認められる学生に対し、

学納金の特例を定めることができる。 
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第８章  その他 

 

（健康管理、その他） 

第３０条  学生の健康管理に関して、健康診断は毎年１回実施する。その他健康管理に関する規定は、学校長が

別に定める。 

 

第３１条  学生は本校所属の営造物もしくは財政を破損、又は亡失した時は相当の代価で弁償させることがある。 

 

第９章  附帯教育事業 

 

（附帯教育事業） 

第３２条  本校の附帯教育事業は、次のとおりとする。 

    ２ 通信教育課程（教育連携制度）製菓衛生師コース 

 

附帯事業の種類 コース名 修業期間 面接指導時間 収容定員 入学資格 

通信教育課程 製菓衛生師コース １年 ２０４ ６０名 中学以上を卒業した者 

 

費用 

入学金 レポート指導費 授業料 実習費 合計 

８，０００円 ５０，０００円 ５０，０００円 １００，０００円 ２０８，０００円 

 

    ３ フードサービス実習（タキタ学生食堂） 

      厚生労働省より示された調理師法施行規則、「調理師養成施設指導ガイドライン」（昭和３３年厚生省

令第４６号）平成２７年４月１日施行されることに基づいて教科科目の１つにフードサービス実習が

新設された。その一環として本校では「タキタ学生食堂」を附帯教育事業として行う。 

 

目 的：フードサービス産業の成り立ち及び動向を理解し、フードビジネスの運営管理を理解する。 

    また、飲食店等を想定し、メニュー開発、企画等を含めたシミュレ―ション実習を通して、

実践的な技術を習得すると同時に学生の福利厚生にも寄与する。ただし、営利目的ではなく

学習の一環として実施することを目的とする。 

      対 象：学生及び一般の方々 

      メニュー：別に定める 

      価 格：別に定める 
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第１０章  細則 

 

（細 則） 

第３３条  この学則の実施に必要な細則は、学校長が別に定める。 

 

附 則 

（施行日） 

１  この学則は昭和５５年４月１日より施行する。 

（改 正） 

・ この学則改正は平成８年４月１日より施行し、第二十条に関しては、平成７年より適用する。 

・ この学則改正は平成１７年４月１日より施行する。第六条、第九条に関して変更する。 

・ この学則改正は平成２０年４月１日より施行する。第十五条、第十六条、第十七条、第十八条に関して追

加変更する。 

・ この学則改正は平成２１年４月１日より施行する。第十二条四項に関して変更する。 

・ この学則改正は平成２２年４月１日より施行する。留学生に関する附則を追加変更する。 

・ この学則改正は平成２３年４月１日より施行する。平成２３年６月２０日に行われた臨時理事会にて第十

条に関して現行の教育基本法に基づく変更を承認する。 

  ・ この学則改正は平成２６年４月２日より施行する。第七条に関して変更する。 

  ・ この学則改正は平成２８年４月１日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 


