
キャリア創造学科の　　つのポイント4

本校が選ばれる　　 つの理由4

❶ 起業家教育を柱とします
❷ 科目横断型の学びを実現します
❸ 学びの高度化を実現します
❹ 社会人や高校生も学べます

❶ 授業料が安い（しかも分割払い）
❷ 新しい修学支援制度の対象校
❸ 資格がたくさん取得できて、就職に強い
❹ ４年制大学の３年次編入学試験の受験も可能

１　なぜ起業家教育なのか？
学生全員が起業家を目指すとは思っていません。ほとんどの方は企業に就職することを
想定しています。けれども未来を生きる若者に必要な教育と考えています。
令和の時代の働き方や価値観は、かつて日本の高度経済成長を支えてきた雇用や労働の在り方、安定性を重視する

考え方とは全く異なっています。本校の学生さんと話をしていてもこのことを強く感じます。
これからは社会の急激な変化に対応し、今までにない新しい価値を生み出し、イノベーションを生み出す起業家精

神と起業家的資質・能力を持つ人が必要になっています。将来の予測が困難な時代に、このような学生を採用したい
という企業のニーズも高まっています。

２　コース制をやめる理由
これまでの情報ビジネスコース、経理ビジネスコース、観光サービスコースといった
コース制をなくしました。学科名も「キャリア創造学科」に変えました。
コース制は縦型の学びであり、コースという縛りの中で学ぶという特色があります。例えば現在、情報ビジネスコー

スの学生さんは、観光サービスコースの専門科目を学ぶことができません。同様に観光サービスコースの学生さんは
情報ビジネスコースの専門科目を学ぶことができません。経理ビジネスコースも同じです。しかし、コースの縛りをな
くすと、例えば、観光産業でドローンを活用する仕事をしたい人は観光系の科目である「熊本観光・産業」と情報系の
科目である「ドローン活用」を選択して履修できます。これが科目横断型の学びの例です。それぞれの将来の目標や、取
得したい資格に合わせて（時間割上の制約はありますが）、できるだけ柔軟に授業を選択できるように工夫しました。
自らのキャリアを自由に考え、創り出すことを目指します。

３　高度な専門性を持つ講師を増やします
ビジネスの現場で働く実務家教員の数を増やし、学びの内容を高度化します。
今まさにビジネスの最前線で活躍している実務家の方や大学等で研究に従事している方などに非常勤講師になっ

ていただき、学生のみなさんが、リアルタイムで高度な学びができるようにします。そのことによって、就職してもす
ぐに実務で活躍できるような実践力を身につけることを目指します。
もちろん、先生方は基礎・基本から丁寧に指導しますので、普通科出身の方で、専門の知識や経験がなくても心配あ

りません。

４　夜間部の「ＯＡ経理科」を廃止しますが、夜の授業は行います
社会人・高校生等を対象に、科目履修生や聴講生を募集します。
「ＯＡ経理科」の学生募集は終了しますが、一部の科目については授業を夜間に実施し、科目履修生や聴講生の募集
を行います。社会人、高校生を対象としますが、本校の学生も受講が可能です。詳細は別の募集要項でご案内します。

熊本市立
総合ビジネス専門学校
〒860-0079  熊本市西区上熊本3丁目25番5号
TEL 096-352-1768  FAX 096-352-5907

ホームページ Twitter

YouTube Instagram
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　本校は昭和24年に「熊本市立商業実務員養成所」として創設され、卒業生は8,400名を超え
ます。創立当初から地元熊本市に根差した人材育成を行ってきました。平成３年に「熊本市
立総合ビジネス専門学校」と改称し、今年で創立74年になる公立専門学校です。
　令和５年度からは、熊本市教育委員会の「市立高等学校・専門学校改革基本計画」（令和３
年６月）に基づき、改革の基本理念である「自ら考え、主体的に行動し、多様な人々と協働し
ながら、自らの人生とよりよい社会を創造する力を育てる学校」へ改革し、本校の教育理念
を「起業家育成を柱に、新たな時代に対応したビジネス教育を行う学校とする」ことになり
ました。
　このことを踏まえ、起業家教育科目を共通履修とし、これまでの情報、経理、観光といっ
た縦型のコース制を廃止し、科目横断型の柔軟な学びを実現します。実務家教員も充実し、
より専門性の高い授業を展開します。
　平成３年以来の大きな改革を行い、答えのない未踏の時代を乗り越える専門学校に生ま
れ変わりますので、変更点にご留意くださるようお願いいたします。

熊本市教育委員会事務局
学校改革推進課長　

松永　直樹

熊本市立総合ビジネス専門学校
校長　古家　幸生

　「起業家教育」×「専門教育」。熊本市立総合ビジネス専門学校は、新たな時代に対応し
たビジネス教育を行う学校へ大きく生まれ変わります。
　起業家マインドは、起業家や経営者のみに必要なものではなく、グローバル化や情報化等、
激変していく社会を生きるために必要な素養です。
　「市立ならでは」の魅力的なプログラムや大学等と連携した起業家教育、資格取得等の
実践的な専門教育を通じて、皆さんの人生がより実り多きものとなるよう、取り組んでい
きます。

校長からのメッセージ

学校改革推進課長からのメッセージ

１　本校の使命
起業家精神（チャレンジ精神、創造性、探究心等）をもって、地域の持続的な発展を支え、個人の幸せと
社会全体の幸せの実現を目指す人材を育成する。

２　目的
実務に必要な実践的かつ専門的知識及び技能を修得させるため、専門課程の教育を行うことを目的
とする。（学則第１条）

３　教育理念
本校の使命を達成するために、次の教育理念に基づいて教育を行う。
「 起業家教育を柱に、新たな時代に対応したビジネス教育を行う。 」
（1）起業家精神と起業家的資質・能力を育成し、ビジネスを通じて地域の課題を主体的、継続的に
解決し、新たな価値を創造する実践力を養う。

（2）時代の変化やイノベーションに対応しながら、ビジネスの実務に必要な実践的かつ専門的な知
識や技能を修得させる。

４　人材育成方針
次のような資質・能力をもった人材を育成する。
（1）起業家精神（チャレンジ精神、創造性、探究心等）と起業家的資質・能力（情報収集・分析力、判断

力、実行力、リーダーシップ、コミュニケーション力等）を持ち、地域の課題をビジネスを通じて
解決することができる人材の育成。

（2）ビジネスに必要な実践的かつ専門的な知識及び技能を修得し、高い志や意欲をもって、多様な他
者と協働しながら新しい価値を創造できる人材の育成。

（3）日本の文化や地域の特色を理解し、グローバルな視点で物事をとらえることができる豊かな人
間性を持った人材の育成。

教 育 方 針

国内に２校しかない
ビジネス系公立専門学校

熊本市立総合ビジネス専門学校

キャリア創造学科　新設

作：大城組の巨匠たちの会　冨田 涼帆

学 校 案 内

令和5年度（2023年度）



起業家

自分の夢は自分の手でつかもう

科目を決めるのはあなた自身です科目を決めるのはあなた自身です

熊本市立総合ビジネス専門学校で自分の夢を実現しませんか？

選
択
科
目

共
通
科
目

共通科目：全員が履修・修得する科目です。各学年で開設されます。

選択科目：将来の目標、就職したい業界・職種といった各自のゴールに
向けて、推奨モデル①②③や各科目群から、各自で学修する
科目を選択します。

アントレプレナーシップ入門、キャリアデザイン
サービス接遇、オフィス基礎、商業簿記
情報リテラシー、インターンシップ　など

夜間開講科目

日商簿記２級・３級
Excel
画像処理

大学3年次編入

論文指導Ⅰ・Ⅱ
プレゼンテーションⅠ・Ⅱ

英語Ⅰ・Ⅱ

推奨モデル①
（起業家）
起業演習

ビジネスモデル分析
会計ビジネスゲーム
eコマース　など

観光サービス科目群

ホテル総論
日本の歴史と文化
熊本観光・産業

情報科目群

ITパスポート
オフィス応用
など

簿記会計科目群

税務会計
工業簿記、簿記演習
建設業簿記　など

外国語科目群

観光英語
中国語、韓国語

その他の科目群

ビジネス実務
医療実務

推奨モデル②
（ウェブマーケター）
ウェブデザイン基礎
プログラミング
ウェブデザイン応用
アプリ開発　など

推奨モデル③
（メディアクリエイター）

ドローン活用、SNS活用
画像編集、音声編集
動画編集　など

１年次

キャリアデザイン、ビジネスプランニング
卒業研究　など２年次

メディアクリエイター

事務・ホテ
ル etc

ウェブマーケター

　専門学校を卒業して２５年が経ち、現在本校の同窓会事務
局に携わっております。思い起こすと高校時代、学校の先生
から「大学進学」を強く勧められました。高卒で学ぶ機会が
終わってしまうことの寂しさと、親に金銭的な負担を負わせ
ることの不安から大学進学を迷っていました。そのようなと
きに、学費の安さ、先生方の専門性の高さが魅力の本校に出

会いました。みなさんも
本校でチャレンジし専門
性と自信を付けて社会へ
出てみませんか？

「専門性と自信を付けて
　社会へ出てみませんか？」

　学生自治会は、本校学生が主体的に学校運営に参画できる
ように設立された組織です。主に学生主催行事の企画・運営や、
お弁当販売などの福利厚生事業を行っています。中学・高校
の生徒会活動とは異なり、自ら予算を立案しその予算を基に
活動していきます。自主性があるため、自分たちがやってみ
たいことに対して非常に取り組みやすいのが特徴です。

　学校改革を見据え、自
立する学生づくりを本会
は目指しています。

「自立する学生づくりを
　本会は目指しています」

　高校時代、資格を何も持っていなかった私ですが進学先では、
将来のことを考え沢山の資格、知識を得たいと思っていました。
そんな中、先生から本校の学生推薦があることを教えていただき
ました。同じ高校から進学した先輩から学校の雰囲気や授業内
容など伺い、学生推薦があると知り入学を希望しました。最初は、
何もわからなかった私ですが、先生や先輩・友人にサポートして

もらいながら切磋琢磨して
います。入学に不安や心配
を感じなかったのは、進学
した先輩から話をしっかり
聞けたことが大きいです。

「先輩から話をしっかり
　聞けたことが大きいです」

　専門学校入学当時は、事務系の資格を中心に取得し、それを
活かせる仕事へ就くことを考えていました。しかし勉強を進める
うちに、より深く学びたいという思いが湧き、進学を志すに至りま
した。３年次編入学が可能な経済学部のある大学を受験し、現
在は新しい知識に触れながら充実した毎日を過ごしています。パ
ソコンの技術や人前で発表をする経験など、専門学校で学んだ

ことは大変役に立ってい
ます。
　やる気があれば、視野
が広がります。みなさんも
ぜひ挑戦してみてください。

「やる気があれば、視野が広がります」

学生自治会長
2年情報ビジネスコース

　三角  亮太　　　同窓会会長　

　管  俊宏

　
大学編入　下國  朋

１年情報ビジネスコース　

　井  敬吾
（湧心館高校出身）

（必由館高校出身）

令和3年経理ビジネスコース卒業
国立大学経済学部3年次在学

■就職先一覧（過去3年間）  

卒業生の進路は？
就職内定率

97.2%

■令和３年度　職種別進路状況
（令和４年４月末現在）

事務
44.4%

営業・販売
16.7%

専門・技術
13.9%

総合
8.3%

サービス
11.1%

その他
2.8%

■令和３年度　業種別進路状況
（令和４年４月末現在）

卸売･小売業
14.2%

教育･医療･福祉
22.8%

サービス業
11.4%

製造業5.7%

情報通信業
2.8%

不動産･物品賃貸業
8.5%

専門･技術サービス業
22.8%宿泊･飲食サービス業

2.8%

生活関連サービス･娯楽業
8.5%

97.2%96.1% 96.1% 100.0% 93.3%

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

■各年度の内定率（4月30日現在）
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100%　多くの卒業生が、熊本市内を中心に県下企

業の第一線で活躍しています。
　ハローワークと連携し、就職支援キャリア・
アドバイザーと全職員で、きめ細かな就職指導
を行っています。

（令和３年度）

［建設業］
・岸工業九州
・協和清掃企業
・辻組
・SYSKENテクノ
・山本建設
・多田産業
・橋口組
［製造業］
・アイ･ビー産業
・モリシマ
・田中材木店
・ホーチキ
・山清工業九州
［情報通信業］
・熊本計算センター
・ベアールートステム
・マーキュリー
・アルテクス
・熊本計算センター
・ナトーコンピュータ
・熊本放送
・フェイス
［卸売･小売業］
・ナカムラ
・ビックカメラ

・九黄
・ハウディ
［金融･保険業］
・西日本チケット
［不動産･物品賃貸業］
・アズマシティ開発
・アイ･ティ･エックス
・中村不動産
・明和不動産
［専門･技術サービス業］
・竹下博貴税理士事務所
・千歳公認会計士事務所
・ＥＴＯＤ
・西日本コントラクト
・山内ユリ子税理士事務所
・熊本東会計センター
・バド･プレスト
・近代経営
・藤本知也税理士事務所
・吉冨智子税理士事務所
［宿泊･飲食サービス業］
・黒川温泉歴史の宿御客屋
・熊本ホテルキャッスル
・グリーンリッチホテルズ
・松尾旅館
・東横INN

・ホテル日航熊本
・ホテル竜宮
・九州産交リテール
・ANAクラウンプラザホテル
　　熊本ニュースカイ
・ホテルオリオン
　　モトブリゾート＆スパ
［生活関連サービス・娯楽業］
・上野商事
・セドナエンタープライズ
・ゆとり旅
・JTB
・九州中央トラベル
・熊本旅行
・サンワールド九州
［教育・医療・福祉］
・緒方脳神経外科医院
・こぼり苑
・井伊産婦人科病院
・行徳眼科
・くまもと森都総合病院
・熊本泌尿器科病院
・さくら幼稚園
・南郷谷リハビリテーション
　　クリニック
・うきクリニック

・菊池園
・熊谷耳鼻咽喉科医院
・ひろやすにし保育園
・松橋保育園
・保田窪整形外科病院
・田尻歯科
・ニチイ学館
・まつもとこどもクリニック
[サービス業]
・エイジェック
・加藤神社
・くまもと共済
・ライフジャパン
・全国軽自動車協会連合会
・日本自動車販売協会連合会
・JTBコールセンター販売部
・ジャパンクリエイト
・ヒューマンアイズ
・セントメディア
・日本郵便九州支社
・粟嶋神社
［公務員等］
・熊本市役所
・陸上自衛隊

※その他の質問や相談などはこちらへ

■必要経費
　（参考） 5,200円

58,000円

100,000円

18,000円/月

60,000円

約439,200円

約376,000円

金　　額

入学考査料

入学料

教材、資格試験料(前期)等

授業料等

教材、資格試験料(後期)等

1年次合計

2年次合計

内　　容

入学試験申込時

入学手続時

月払い

10月頃

時　　期

　ドローンの授業は座学と実技が交互に行われます。実技で
は最初上手くドローンを操縦できませんでしたが、回を重ね
るごとに自分の思うよう操縦することができました。
　ドローン検定は、過去問や練習問題を何度も解き試験に備
えました。将来は、取得した資格をもとにドローンを使って
映像作品を制作し、仕事に活かしたいです。

　ドローンを触ったこと
がない方や操作が苦手な
方でも楽しく取り組むこ
とができるので安心して
ください！

「苦手な方でも楽しく取り組めます」
　情報セキュリティマネジメント試験は、情報セキュリティ
マネジメントの計画・運用・評価・改善を通して組織の情報
セキュリティ確保に貢献し、脅威から継続的に組織を守るた
めの基本的なスキルを認定する国家資格です。本校でもITパ
スポート試験合格者を対象にこの資格の取得を目指したカリ
キュラムがあり、私も先生方に教えていただいた結果、無事

合格しました。現在は更
に広くて専門的な知識が
求められる「基本情報技
術者試験」の取得に向け
て学び続けています。

「国家資格の合格を目指して
　学び続けています」

　私は、物心ついた頃から英語に関心があり、いつかは英語圏
の国に行くことが夢でした。私はこの夢の実現に向けて、高校
から精力的に勉強を始めました。授業の休み時間に単語帳を
見たり、放課後先生と問題を解いたりして、毎日英語を見るよ
うにしていました。スケジュール管理を徹底してどこが苦手
なのか把握して分析し努力することが成功の道であることに

気づきました。英語の勉
強を始めとする様々なこ
とにこの知見を活かし、
確実にステップアップに
励むつもりです。

「夢の実現に向けて、
　努力することが成功への道」

　以前から会計事務所への就職を希望していたので、１年生
の頃から日商簿記２級取得へ向けて勉強をしていました。過
去問題を繰り返し解くことで理解を深めた結果、無事合格す
ることができました。現在は税理士を目指しているので、日
商簿記１級取得に向けて日々勉強中です。

「日商簿記１級の取得に向けて
　日々勉強中です」

２年情報ビジネスコース
　藤本  将悟

２年情報ビジネスコース

　朝熊  七彩

２年経理ビジネスコース

栗山  敬士郎
２年経理ビジネスコース　

永椎  太一郎

（九州学院高校出身）（必由館高校出身）

（湧心館高校出身）（人吉高校出身）


