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基準３ 教育活動（柔道整復学科） 
 

点検大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学内の教職員で構成する「教務委員会」にて、法令順守の下、業界のニー

ズに応じた人材育成が行えるカリキュラムであるかを随時検討している。平

成 24 年度入学生から新カリキュラムを導入して運用を開始した。 

 

法令順守のカリキュラムで、業界のニーズに応えるに十分な教育が達成で

きているかについては、卒業生や業界の意見を取り入れて、適宜見直してい

きたい。毎年カリキュラムの見直しを行っており、また、講師の入れ替わり

も頻繁にあることから、逐次点検を行っていかなければならない。 

 

授業評価は、学校全体の取り組みとして実施している。 

 

教員の質としては、必要十分な人材をそろえていると認識しているが、学

生が求めるもの，業界が求めるもの，法令順守の観点からは、そのニーズに

は若干のズレがあり、すり合わせが必要である。 

 

単位互換に関して、他校にて受けた教育科目の内容レベルが、国家試験合

格に通用するレベルであるかを見極めた上で、当校の科目と合致するかを検

証している。単位互換が認められても、できるかぎり、授業には出席してほ

しい。 

 

国家試験合格率が 100％に達しない限り、サポートが十分行き届いている

とはいいがたい。また、学生本人のモチベーションによるところも大きい。 

 業界のニーズに応えるに十分な教育を提供するため、業界主催の研修会・

勉強会・懇親会、柔道整復学校協会主催教員研修会等への積極的参加を促し

ている。 

 

学校全体が行う授業評価の他に、各科目担当の講師が自己研鑽のため独自

の形態で実施している状況もあり、教員の質の向上に関して積極的である。 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 小倉 啓史 
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3-10 （1/1） 

3-10 各学科の教育目標、育成人材像は、その学科に対応する業界の人材ニーズに向けて正しく方向付けられているか 

 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
ア 現状認識・評価等 イ アの根拠 ウ 課題とその解決方向 参考資料 

3-10-1 各学科の教育目

標、育成人材像は、そ

の学科に対応する業界

の人材ニーズに向けて正

しく方向付けられているか ４ 

業界の動向を見ながら、適

宜そのカリキュラムを見直

している。平成 24 年度入学

生から新カリキュラムを導

入して運用を開始した。 

日本柔道整復師会、岡山県

柔道整復師会、日本柔道接骨

医学会に入会し情報収集を

行っている。岡山県柔道整復

師会においては教員が執行

部に加わっており、会の運営

に携わることで業界のニー

ズをとらえている。 

卒業後に本当に学生に有

益で即戦力となる教育が提

供できているか検討する。 

学生便覧 

学校案内パンフレット 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学内の教職員で構成する「教務委員会」にて、法令順守の下、業界のニー

ズに応じた人材育成が行えるカリキュラムであるかを随時検討している。 

平成 24 年度入学生から新カリキュラムを導入して運用を開始した。 

 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 小倉 啓史 
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3-11 （1/1） 

3-11 各学科の教育目標、育成人材像を構成する知識、技術、人間性等は、業界の人材ニーズレベルに照らして、また学科の教育期間を

勘案して、到達することが可能なレベルとして、明確に定められているか 

 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
ア 現状認識・評価等 イ アの根拠 ウ 課題とその解決方向 参考資料 

3-11-2 各学科の教育目標、育成人材像

を構成する知識、技術、人間性等は、業界の

人材ニーズレベルに照らして、また学科の教

育期間を勘案して、到達することが可能なレ

ベルとして、明確に定められているか 

４ 

明確に定めている。 法令順守のもとカリキュラ

ムを編成している。 

業界からどのようなニー

ズがあるか、常に情報収集

し、カリキュラム編成に反

映。 

学生便覧 

学則 

シラバス 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

法令順守のカリキュラムで、業界のニーズに応えるに十分な教育が達成で

きているかについては、卒業生や業界の意見を取り入れて、適宜見直してい

きたい。 

 業界主催の研修会・勉強会・懇親会、柔道整復学校協会主催教員研修会等

への積極的参加するように努めている。 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 小倉 啓史 
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3-12 （1/1） 

3-12 カリキュラムは体系的に編成されているか 

 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
ア 現状認識・評価等 イ アの根拠 ウ 課題とその解決方向 参考資料 

3-12-3 学科のカリキュ

ラムは、目標達成に向

け十分な内容でかつ体

系的に編成されている

か 

４ 

法令順守の下、平成 24 年度

新入生から新カリキュラム

を導入。 

学内の教務委員会にて検討

している。 

過不足があれば法令の範

囲内で適宜見直しを行う。 

学生便覧 

学則 

シラバス 

3-12-4 カリキュラムの

内容について、業界な

ど外部者の意見を反映

しているか ４ 

反映している。 県医療推進課の指導によ

る。 

日本柔道整復師会、岡山県

柔道整復師会に所属し、業界

の意見に触れるようにして

いる。 

法令順守を最優先。 学生便覧 

学則 

シラバス 

3-12-5 カリキュラムを

編成する体制は明確に

なっているか ４ 

明確である。 学内の教務委員会、学科会

議を編成し、カリキュラムの

見直しを行っている。 

法令順守を最優先。 学生便覧 

学則 

シラバス 

3-12-6 カリキュラムを

定期的に見直している

か ４ 

随時見直しを行っている。 県医療推進課の指導の下、

学内の教務委員会、学科会議

にて実施している。 

運用上、問題点が見つかれ

ば次回のカリキュラムを更

新する。 

学生便覧 

学則 

シラバス 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

法令で定められた単位数を満たすカリキュラムの整備は非常に難しい作業

であるが、おろそかにすることなく取り組んでいかねばならない。 

近年中に柔道整復師養成カリキュラムが変更される予定である。概案が出て

いるのでその内容を徐々に取り入れるように検討中である。 

 



5 

最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 小倉 啓史 

3-13 （1/1） 

3-13 学科の各科目は、カリキュラムの中で適正な位置づけをされているか 

 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
ア 現状認識・評価等 イ アの根拠 ウ 課題とその解決方向 参考資料 

3-13-7 学科の各科目

は、カリキュラムの中

で適正な位置付けをさ

れているか 

５ 

適正である。 校長，教務部主任，学科長，

学科長補佐,および学内の教

務委員会にて確認している。 

特になし 学生便覧 

学則 

シラバス 

3-13-8 各科目の指導内

容、方法等を示したシ

ラバスが作成されてい

るか 

５ 

作成されている。 各科目担当の講師に作成を

依頼している。 

特になし 学生便覧 

学則 

シラバス 

3-13-9 各科目の一コマ

の授業について、その

授業シラバスが作成さ

れているか 

５ 

作成されている。 各科目担当の講師に作成を

依頼している。 

特になし 学生便覧 

学則 

シラバス 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 毎年カリキュラムの見直しを行っており、また、講師の入れ替わりも頻繁

にあることから、逐次点検を行っていかなければならない。 

年度初めに各講師によるシラバスの説明をしっかり行っている。 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 小倉 啓史 
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3-14 （1/1） 

3-14 授業評価の実施･評価体制はあるか 

 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
ア 現状認識・評価等 イ アの根拠 ウ 課題とその解決方向 参考資料 

3-14-10 学生による授

業評価を実施している

か ４ 

学生による授業評価を実施

している。 

授業の実施内容・性質に合

致した設問項目を設定して

いる。 

各科目の最終授業時に 19

～25 問の設問によるマーク

シート方式、および自由記述

式により実施。 

結果をどのように活用す

るかは各教員に委ねられて

いる。 

授業アンケート結果 

3-14-11 授業内容の設

計や教授法等の現状に

ついて、その適否につき

学科や学校として把握・

評価する体制があるか 

４ 

教務委員会、教員会議、学

科会議で常に把握する様に

している。 

学科会議は週１回、教務委

員会、教員会議は適宜実施さ

れている。 

評価項目や実施方法など

の内容を検討しなければな

らない。 

 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学校全体の取り組みとして実施している。 各科目担当の講師が自己研鑽のため独自の形態で実施している状況もあ

り、積極的である。 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 小倉 啓史 
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3-15 （1/3） 

3-15 育成目標に向け授業を行うことができる要件を備えた教員を確保しているか 

 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
ア 現状認識・評価等 イ アの根拠 ウ 課題とその解決方向 参考資料 

3-15-12 学科の育成目標

に向け授業を行うことがで

きる要件（専門性・人間性・

教授力・必要資格等）を備え

た教員を確保しているか 

４ 

確保している。 各講師は教員資格またはそ

れに準ずる資格を有するも

のを配置している。 

各資格は更新制ではない

ため、適格であるかの評価を

定期的に実施する必要があ

る。 

 

3-15-13 教員の専門性

レベルは、業界レベル

に十分対応しているか ５ 

対応している。 教科書に準拠した内容の授

業ができる講師を配置して

いる。 

特になし。  

3-15-14 教員の専門性

を適宜把握し、評価し

ているか ４ 

実施している。 学科長の推薦を受け、教務

委員会にて承認している。 

評価基準の整備，実施計画

が必要である。 

 

3-15-15 教員の専門性

を向上させる研修を行

っているか ５ 

実施している。 業界主催の研修会，勉強会

や柔道整復学校協会主催教

員研修会、関連業種の学会へ

の参加を推進している。 

特になし。  

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 
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3-15 （2/3） 

 

 

 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
ア 現状認識・評価等 イ アの根拠 ウ 課題とその解決方向 参考資料 

3-15-16 教員の教授力

(インストラクション

スキル)を適宜把握し、

評価しているか 

４ 

常勤が授業中に教室に入り

講義の様子を確認するよう

にしている。 

学生による授業評価を実施

している。ＦＤとして教育専

門家を招聘している。 

授業中に、常勤教員が講義

を聴講することを、授業担当

者に理解を得るように努め

る。 

 

3-15-17 教員の教授力

(インストラクション

スキル)を向上させる

研修を行っているか 

４ 

十分とはいえないが努力し

ている。 

柔道整復学校協会主催の教

員研修会や学園で実施する

教員研修に参加している。 

教育学を修めている教員

ばかりではないため、フォロ

ーアップが必要である。 

 

3-15-18 教員間(非常勤

講師も含めて)で適切

に協業しているか 4 

必要なときに適宜、ミーテ

ィングを実施している。 

月１回の教員会議、週１回

の学科会議を開催している。

個別で教員間の打ち合わせ

も実施している。 

非常勤講師の要望を聞け

るように常勤が絶えず声を

かけるように努める。 

 

3-15-19 非常勤講師間

で適切に協業している

か ４ 

非常勤講師間ではコミュニ

ケーションをできる限りと

れるように年に数回話し合

いの機会を設けている。 

個別で教員間の調整も実施

している。 

非常勤講師は時間的な制

約もあるため、一堂に会する

機会を持てるように調整す

る。 

 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 
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3-15 （3/3） 

 

 

 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
ア 現状認識・評価等 イ アの根拠 ウ 課題とその解決方向 参考資料 

3-15-20 非常勤講師の

採用基準は明確か 

５ 

明確である。 各講師は教員資格またはそ

れに準ずる資格を有するも

のを採用している。 

特になし。  

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 教員の質としては、必要十分な人材をそろえていると認識しているが、学

生が求めるもの，業界が求めるものを調査してできる限り改善して行きたい。 

オムニバス形式を導入し、さまざまな教授方法を学生に体験させるようにす

る。同じ科目でも講師が違うことで、印象が違うことを学生に体験させ応用

の効く人材に成長させる。 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 小倉 啓史 
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3-16 （1/1） 

3-16 成績評価・単位認定の基準は明確になっているか 

 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
ア 現状認識・評価等 イ アの根拠 ウ 課題とその解決方向 参考資料 

3-16-21 成績評価・単

位認定の基準は明確に

なっているか ５ 

明確である。 出席日数，定期試験の得点

が一定基準以下の場合、単位

不認定としている。 

特になし。 学生便覧 

学則 

シラバス 

3-16-22 他の高等教育

機関との間の単位互換

に関する明確な基準が

あるか 
５ 

明確である。 他校にて受けた教育科目の

内容レベルが、当校の科目と

合致するのか、随時検討して

対応している。 

授業日数，内容，単位数が

一定基準以下の場合、単位互

換と認められない場合もあ

る。 

特になし。 学生便覧 

学則 

シラバス 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

他校にて受けた教育科目の内容レベルが、国家試験合格に通用するレベル

であるかを見極めた上で、当校の科目と合致するかを検証している。単位互

換が認められても、できるかぎり、授業には出席してほしい。 

 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 小倉 啓史 
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3-17 （1/1） 

3-17 資格取得の指導体制はあるか 

 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
ア 現状認識・評価等 イ アの根拠 ウ 課題とその解決方向 参考資料 

3-17-23 目標とする資

格はカリキュラムの上

で明確に定められてい

るか 

５ 

明確である。 柔道整復師の国家資格取得

養成校である。 

特になし。 学校案内パンフレット 

学生便覧 

学則 

シラバス 

3-17-24 目標とする資

格の取得をサポートで

きる教育内容になって

いるか 

４ 

なっている 成績不振者に対して補習や

課題および授業の聴講など

を実施している。 

適正・適切なフォローがで

きているか、随時検証が必要

である。 

学校案内パンフレット 

学生便覧 

学則 

シラバス 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 国家試験取得へのシステムは経年毎に改善されある程度の合格率を確保で

きるようになった。 

100％の合格率でないと卒業生、その家族、就職先に迷惑が掛かる。在学中

よりその認識を、学生、教職員が認知し目標に向かって着実な日々を送れる

ように努める。 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 小倉 啓史 
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基準４ 教育成果（柔道整復学科） 
 

点検大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

業団，地域がどのような人材を求めているかを把握する必要がある。その

上で、適正な人材を育てるための教育・カリキュラムを見直し、人材育成に

生かしたい。 

 

開校 16 年目を迎え、過去の学生の成績データの蓄積がなされ、適切な学力

指導が可能となってきた。 

 

退学理由は成績不振のほかに、学生本人のモチベーションや生活環境、経

済的理由など、多岐にわたる。担任が相談窓口となり、学生、保護者の三者

間で就学継続困難の理由が何であるのかを探り、意思疎通を図りながら対策

をとることが必要である。 

 

卒業生の動向を知る手段が乏しく、卒業生自身の申告アピールに頼ってい

るのが実情。 

岡山県においては、柔道整復師の養成専門学校としては唯一である。独自

性を生かせるように柔軟な姿勢でカリキュラムを作成し、学生の将来のため

速やかな改善、進歩を毎年進めている。 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 小倉 啓史 
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4-18 （1/1） 

4-18 就職率(卒業者就職率・求職者就職率・専門就職率)の向上が図られているか 

 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
ア 現状認識・評価等 イ アの根拠 ウ 課題とその解決方向 参考資料 

4-18-1 就職率(卒業者

就職率・求職者就職

率・専門就職率)の向上

が図られているか ５ 

学生部が毎年求人票の発

送、就職ガイダンスを実施し

ている。 

求人は卒業者数を大幅に上

回る約 500 件が集まってい

る。 

毎年 7 月、広島･岡山･鳥取

島根･徳島･香川･愛媛･高知･

兵庫の各県の約 1500 医療機

関，治療院に求人票を送付。 

約 300 の治療院を訪問。求

人採用等の情報収集を随時

行っている。 

整形外科病院への希望者

も多くなっている。既卒者と

の連絡を密にして当校との

関係が深い医療機関を増や

す必要がある。 

 

4-18-2 就職成果とその

推移に関する情報を明

確に把握しているか ５ 

学校が斡旋した就職先への

就職率は 100％である。 

学生部が把握している。 学生が病院、施術所を見学

した時の報告、内定した学生

の調査を漏れなく把握する。 

 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 業団，地域がどのような人材を求めているかを把握する。その上で、適正

な人材を育てるための教育・カリキュラムを見直し、人材育成に生かしたい。 

 毎年、9 月に施術所、介護施設等 40 施設程度を当校校舎に招き、就職説明

会を実施している。さまざまな施設管理者と学生が直接話すことで仕事への

意欲向上と国家試験までの目的意識を高める。また、この説明会で内定とな

るものも数多く存在する。 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 小倉 啓史 
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4-19 （1/1） 

4-19 資格取得率の向上が図られているか 

 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
ア 現状認識・評価等 イ アの根拠 ウ 課題とその解決方向 参考資料 

4-19-3 資格取得率の向

上が図られているか 

４ 

図られている。 成績不振者に対しては補習

や課題及び授業の聴講など

を実施している。 

補習講義のなかで到達レ

ベルを設定し、指導に生かし

ている。 

 

4-19-4 資格取得者数と

その推移に関する情報

を明確に把握している

か 

５ 

把握している。 国家試験の合格者，不合格

者および得点を把握し、例年

と比較している。 

特になし。  

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 開校 16 目になり、過去の学生の成績データの蓄積がなされ、適切な学力指

導が可能となってきた。 

3 年生には、授業後に 1 時間 30 分程度の補習を週 4 回実施している。また、

成績不良者に対しては、朝 10 時 30 分より 1.2 年の科目の復習を同じく週 4

回行っている。担当者もさまざまのため幅広い知識を習得できる。 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 小倉 啓史 
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4-20 （1/1） 

4-20 退学率の低減が図られているか 

 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
ア 現状認識・評価等 イ アの根拠 ウ 課題とその解決方向 参考資料 

4-20-5 退学率の低減が

図られているか 

４ 

図られている。 担任により適宜学力指導，

生活指導が行われている。 

欠席、テストの結果などか

ら早期に保護者への連絡を

行っている。 

1 年時に目的意識をしっか

り持たせる。免許の重要性を

認識させる。成績不振者の底

上げが必要である。 

学生名簿 

個人カード 

4-20-6 入退学者数とそ

の推移に関する情報を

明確に把握しているか ５ 

把握している。 教務部、事務部により管理

されている。 

学生部も含め教職員の連

絡を密に行う。 

学生名簿 

学内回覧 

サイボウズ 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

退学理由は成績不振のほかに、学生本人のモチベーションや生活環境、経

済的理由など、多岐にわたる。担任が相談窓口となり、学生、保護者の三者

間で就学継続困難の理由が何であるのかを探り、意思疎通を図りながら対策

をとることが必要である。 

定期試験や実力試験の際には必ず面談を行い、家庭状況、アルバイト状況な

ど的確に記録している。 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 小倉 啓史 
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4-21 （1/1） 

4-21 卒業生・在校生の社会的な活躍及び評価を把握しているか 

 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
ア 現状認識・評価等 イ アの根拠 ウ 課題とその解決方向 参考資料 

4-21-7 卒業生・在校生

の社会的活躍及び評価

を把握しているか ４ 

同窓会が中心となって把握

している。また、学会や業団

等の機関誌などから情報収

集している。 

卒業生のうち、約 80％の者

に関しては就業先を把握し

ている。定期的に動向確認を

行っている。 

一部、消息が確認できてい

ない卒業生がある。同窓会が

随時調査を実施し全員把握

を目指す。 

 

4-21-8 卒業生の例とし

て特筆すべきものを記

述できるか ５ 

同窓会活動や同窓会会報

誌、学校案内パンフレット、

学校ホームページなどで紹

介している。 

学会や業団等の機関誌など

に掲載されることで確認で

きる。 

特になし。  

4-21-9 在学生や卒業生

の作品や発表が、外部

のコンテスト等で評価

されたか 

５ 

学会や業団等での発表多数

あり。 

学会での発表や学会誌、機関

誌等に多数掲載されている。 

特になし。  

4-21-10 在学生や卒業

生の作品や発表が、外

部のコンテスト等で評

価された例として特筆

すべきものを記述できるか 

５ 

同上 同上 特になし。  

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 卒業生の動向を知る手段が乏しく、卒業生自身の申告アピールに頼ってい

るのが実情。 

 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 小倉 啓史 
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基準１０ 社会貢献（柔道整復学科） 
 

点検大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

地域住民との交流に学校祭を開催している。業団の勉強会や同窓会活動を通

じて、生涯教育や社会問題について取り組んでいる。 

学生のボランティア活動参加は、学生のスキルアップにとっては良い機会で

あると認識している。 

学業がおろそかになり、成績不振に陥ることのないよう、学生の動向を常に

把握しておく必要がある。 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 小倉 啓史 
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10-45 （1/2） 

10-45 学校の教育資源や施設を活用した社会貢献を行っているか 

 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
ア 現状認識・評価等 イ アの根拠 ウ 課題とその解決方向 参考資料 

10-45-1  広く教育機

関、企業・団体、およ

び地域との連携・交流

を図っているか 

５ 

学校祭の開催や、業団や地

域住民に対しての教室の貸

出を実施している。 

各施設、教室ごとの使用料

金表を作成し、公表済み。 

特になし。 施設使用料金表 

10-45-2 学校の資源を

活用し、生涯学習事業

や附帯教育事業を行っ

ているか 

５ 

業団の勉強会や同窓会活動

に教室施設を貸出ししてい

る。 

各施設、教室ごとの料金表

を作成し、公表済み。 

特になし。 施設使用料金表 

10-45-3 学校の施設・

設備を開放するなど、

地域社会と連携してい

るか 

５ 

地域住民に対しての教室の

貸出を実施している。 

各施設、教室ごとの料金表

を作成し、公表済み。 

積極的な利用はない。  

10-45-4 諸外国の学校

などと連携し、留学生

の相互の受け入れ、共

同研究・開発を行って

いるか 

NA 

留学生のための相談窓口は

あるが、取得する柔道整復師

の特異性から積極的に留学

生を受け入れてはいない。 

留学生が柔道整復師の免許

を取得する事はできるが、そ

の免許を利用して国内で勤

務する事が現法律の中では

困難である。 

さらに、柔道整復師は日本

国内のみで利用できる免許

であるため、留学生が自国に

帰っても免許を取得したこ

とによる有利性がない。 

  

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 
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10-45 （2/2） 

 

 

 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
ア 現状認識・評価等 イ アの根拠 ウ 課題とその解決方向 参考資料 

10-45-5 重要な社会問

題について、学生や教

職員に対し啓蒙活動を

行っているか 

５ 

業団の勉強会や同窓会活動

を通じて、実施している。 

定期的に開催している。 特になし。  

10-45-6 学校として重

要な社会問題に具体的

に取り組んでいるか ５ 

業団の勉強会や同窓会活動

を通じて、実施している。 

定期的に開催している。 特になし。  

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

地域住民との交流に学園祭を開催している。業団の勉強会や同窓会活動を通

じて、生涯教育や社会問題について取り組んでいる。 

学校としては積極的な取り組みはしていない。 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 小倉 啓史 
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10-46 （1/1） 

10-46 学生のボランティア活動を奨励、支援しているか 

 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
ア 現状認識・評価等 イ アの根拠 ウ 課題とその解決方向 参考資料 

10-46-7 学生のボラン

ティア活動を奨励、支

援しているか ４ 

奨励、支援している。 業団からの学生の依頼があ

り、機会を利用している。 

さらに機会を増やしてい

る。 

 

10-46-8 学生のボラン

ティア活動の状況を把

握しているか ４ 

学校が関係した活動につい

ては把握している。 

業団主催の生涯学習活動が

単位制になっていることも

ある。 

さらに機会を増やしてい

る。 

 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

ボランティア活動に関しては、学生のスキルアップにとっては良い機会であ

ると認識している。 

学業がおろそかになり、成績不振に陥ることのないよう、学生の動向を常に

把握しておく必要がある。 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 小倉 啓史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


