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基準３ 教育活動（鍼灸学科） 
 

点検大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

・鍼灸学科の学生に対する育成人材像などは未だ文章化されていない。 

しかしながら、各教員が理想とする業界人を描きながら教育に当たっている。 

 

・カリキュラムに関しては、資格取得後に臨床現場で活躍できる鍼灸師を養

成するため、1 年次から計画的に技術・能力を向上できる内容になっている。 

職業実践専門課程の認定を受け、業団の意見が反映されやすい環境を整備し

たため、定期的に情報交換を行う場を設けると、よりよい物になる。 

 

・法律を根拠に科目・時間数を設定し、過去の実績を元に適正に実施されて

いると共に、カリキュラムの作成および変更を行っているが、年度によって

学生の質にバラツキがあるため、その都度、授業進度など微調整する必要が

ある。 

 

・能力のある教員を備えているが未だ十分とはいえない。また、年度に応じ

て適宜講師の入れ替えを行っているが、インストラクションスキルの向上な

どは各教員に頼っている事が多く、組織的に体系化した研修の実施や地元業

団の講習会等に積極的に参加し、さらに研鑽してもらう必要がある。 

 

・鍼灸師の国家資格を取得することを第 1 目標として教育が行われている。 

 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 山口 大輔 

 

3-10 （1/1） 
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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 

各教員が国家資格取得を

第 1 目標とするとともに、理

想とする業界人を描きなが

ら教育に当たっており、各科

目の実施タイミングは毎年

最適と思われる時期に実施

している。 

また、実習や講習会などは

業団と協力し教育を進めて

いる。 

新カリキュラムでは臨床

応用力のある学生の育成を

目指した改訂を行っている。 

・学校協会編集教科書 

・業団講習会などに参加し

た実績 

・新カリキュラムにおける 

 演習時間の増加 

・学科長が鍼灸師会理事に 

就任し業界団体との意思 

疎通がスムーズになっ 

た。 

鍼灸学科の教育人材像や

カリキュラムの編成方針を

明確に設定する。 

・臨床実習計画書 

・講師一覧 

・学校協会編集教科書一

覧 

* 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） 

各教員が国家資格取得第一目標とするとともに理想とする業界人を描きなが

ら教育に当たっている。鍼灸学科独自の教育目標・アドミッションポリシー・

カリキュラムポリシーを設定し、具体的な育成人材像を描きながら教育でき

るようにする。 

 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 山口 大輔 
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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 

５ 

資格取得後に臨床現場で活

躍できる鍼灸師を養成する

ため、1 年次から計画的に技

術・能力を向上させるための

カリキュラムになっている。 

また、卒業年次においては

適宜試験を実施することで

知識・技術の両方を評価し卒

業に値するか判断している。 

教科の実施内容や学生の質

を見極めつつ、年ごとに指導

内容を改めながら最適な教

育に努めている。 

特に問題はない 卒業の要件、他 

* 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） 

資格取得後に臨床現場で活躍できる鍼灸師を養成するため、1 年次から計画

的に技術・能力を向上させるためのカリキュラムになっている。 

 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 山口 大輔 
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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 

各科目の繋がりを勘案し実

施時期が決定されている。 

毎年、実施および進捗状況

を勘案し、会議にて効果的な

時期の実施について検討さ

れている。 

数年ごとに業界ニーズに

応じた人材育成、および資格

取得に向けた授業内容の充

実を図るため、検討が必要で

ある。 

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 

５ 

業界団体と密接に連絡を取

り、業界が求める人材像を適

宜把握する等情報収集を行

っている。また、職業実践専

門課程の認定を受け、教育課

程編成委員会および学校関

係者評価委員会を設け、それ

ぞれ業団役員に委員を委嘱

し、業団の意見が反映されや

すい環境を整備した。 

各教員が業団の小委員会の

委員を務め活動を行ってい

るとともに、職業実践専門課

程の認定を受けた。 

現時点では十分と思われ

るが、今後は、業団と情報交

換を定期的に行う場を増や

していくなど、より良いシス

テムにしていく必要がある。 

小委員会委嘱状 

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 

毎年、内容や実施時期に関

しては微調整されている。 

学科長を中心に学科会議で

話し合われると同時に、教育

課程編成委員会の意見を参

考に編成されている。 

授業進度や内容、実施時期

に関して毎年学生の質の変

化などにより見直しが必要

である。 

教務委員会議事録 

教育課程編成委員会議

事録 

3-12-6 カリキュラムを

定期的に見直している

か 
４ 

3 年間実施し、根本的な問題

を抽出し変更を加えている。 

年々学生の質の変化に合わ

せ変更が必要になる。 

どの運営方法が最適か、結

果が出るまで時間がかかる。 

教務委員会議事録 

* 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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点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学生の質の変化に合わせ適正なカリキュラムになるよう微調整を行ってい

る。職業実践専門課程の認定を受け、業団の意見が反映されやすい環境を整

備したため、定期的に情報交換を行う場を設けると、よりよい物になる。 

 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 山口 大輔 
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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 

あん摩マッサージ指圧師、

はり師、きゅう師等に関する

法律を根拠に科目・時間数を

設定し、過去の実績を元に適

正に実施されていると共に、

カリキュラムの作成を行っ

ている。 

岡山県保健福祉部医療推進

課の指導に従い実施してい

る。 

特になし 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 

４ 

シラバスを作成し記載して

ある。しかし、科目によって

は内容の画一化が難しく、明

記するのが困難な場合もあ

る。 

 年度によって学生の資質

にバラツキがあるため、その

都度、授業進度など微調整す

る必要がある。 

毎年、担当教員にシラバス

の微調整を行って頂き、校正

後のシラバスを毎年開示す

る。 

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 

４ 

シラバスを作成し記載して

ある。しかし、科目によって

は内容の画一化が難しく、明

記するのが困難である。 

同上 同上 シラバス 

講義記録 

* 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） 

法律を根拠に科目・時間数を設定し、過去の実績を元に適正に実施されてい

ると共に、カリキュラムの作成を行っているが、年度によって学生の質にバ

ラツキがあるため、その都度、授業進度など微調整する必要がある。 

 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 山口 大輔 

 

 

3-14 （1/1） 
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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。 

各科目の最終授業時に 24

～25 問の設問によるマーク

シート方式により実施して

いる。 

授業の実施内容・性質に合

致した設問項目の設定が必

要。また、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 

シラバスや教授法などは適

宜講師と調整し、不備などあ

れば改善の依頼を行ってい

る。科目の常勤担当率を上げ

ることにより把握や評価を

行いやすくしている。 

学科会議で検討し講師会な

どを通じて学校と講師との

共通認識を持っている。 

授業評価アンケートの結果

をもとに校長が面談を行っ

ている。 

改善・修正の指示を行って

いる頻度はまだ少なく、今後

さらに密な指示が必要と思

われる。 

 

* 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） 

学生による授業評価を実施している。 

 

 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 山口 大輔 
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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 

能力のある教員を備えてい

るが、未だ十分とはいえな

い。 

また、年度に応じて適宜講

師の入れ替えを行っている。 

法律上の講師要件を満たし

た人員を確保している。た

だ、その能力や実績は十分と

はいえない。 

法令遵守はもちろん、教授

能力の高い教員の育成が必

要である。 

辞令簿 

履歴書 

 

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 

３ 

臨床経験者や大学院修了

者、大学教員、歯科医師、医

師など、専門的知識を持ち合

わせた教員を確保している。 

一部の教員が地元業界団体

との交流を持ち、その求めて

いるところを把握している。 

教員間での教育内容およ

び教授レベル、臨床能力にバ

ラツキが見られるため、十分

に意思疎通を行うと同時に、

各教員にはインストラクシ

ョンスキルの向上などを求

める必要がある。 

教員履歴書 

3-15-14 教員の専門性

を適宜把握し、評価し

ているか 

３ 

学生による授業評価や教員

間における情報交換を行い

把握に努めている。 

校長主導の元、アカデミッ

クな職場環境、学習環境が推

奨されている。 

附属施術所の患者数が伸

びない。教員としての質を保

つため、地元業団の講習会等

に積極的に参加し、さらに研

鑽してもらう必要がある。 

教員履歴書 

3-15-15 教員の専門性

を向上させる研修を行

っているか 
４ 

必要と思われる学術集会や

学校協会教員研修会などに

参加させている。 

学会や研修会で専門的な知

識および最新情報を収集し

教育に役立ている。 

学会や研修会には参加し

ているが、参加して得た知識

が学生や臨床に還元されて

いるか、確認が必要である。 

学校協会教員研修資料 

* 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 

評価している。 模擬授業の実施、学生によ

る授業評価の実施により把

握し評価している。 

授業評価を定期的に行い、

実施状況を記録として残す

必要がある。 

授業評価アンケート結

果 

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 
３ 

行っている。 模擬授業による意見交換や

学校協会の教員研修などに

参加している。 

教員の質を向上させるた

めにも計画的に実施するべ

きである。また、授業評価を

利用し教員を指導していく

必要がある。 

学校協会教員研修会資

料 

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 

教員間で連絡を密に取り、

情報交換を行う中で教育を

効率よく行う努力をしてい

る。 

非常勤講師も含め実力試験

の問題作成や、小テストを実

施している。 

教員と非常勤講師との連

絡や意見交換をもっと密に

する必要がある。 

 

3-15-19 非常勤講師間

で適切に協業している

か ３ 

講師会などを設定し、非常

勤講師間でも情報交換が出

来る場を設けている。 

非常勤講師が一同に会する

ことにより全体的な意思の

疎通が図れる。 

非常勤講師間の情報交換

の場が少ないため十分とは

言えない。今後、積極的に情

報交換の場を設けなければ

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 
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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。 あん摩マッサージ指圧師・

はり師及びきゅう師に係る

学校養成施設認定規則に準

じ採用している。 

特になし 教員調書 

学校養成施設認定規則 

* 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） 

能力のある教員を備えているが未だ十分とはいえない。また、年度に応じて

適宜講師の入れ替えを行っているが、インストラクションスキルの向上など

は各教員に頼っている事が多く、組織的に体系化した研修の実施や地元業団

の講習会等に積極的に参加し、さらに研鑽してもらう必要がある。 

 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 山口 大輔 
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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 

学則に則り行われている。 成績確認会議が行われてお

り、会議の議事録も完備され

ている。 

特になし 教員会議議事録 

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 

４ 

単位互換制度を設け実施し

ている。 

年度初めに認定試験などを

実施し、認定されればその科

目は免除される。 

学外の授業履修科目を評

価する基準はない。 

免除認定会議資料 

* 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） 

学則に則り適正に行われている。  

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 山口 大輔 
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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 

明確に定められている。 鍼灸師の国家資格を取得す

ることを第一目標として効

果的な教育を行うため、2 年

次よりセミナーの時間を利

用し国家試験受験に対応し

た授業を行っている。 

 

特になし  

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 

基本事項をまとめたワーク

ブックを作成し配布するこ

とで学生に自主学習を促し

ている。その上で、学力に不

安がある学生に対し、授業時

間外に補習などを開講しレ

ベルアップを図っている。 

体系化されたワークブック

や時間外の国家試験対策補

習の実施など。 

100％の合格率に近づける

ように努力している。 

学生間の学力の差が補習

などを行う上で障壁となっ

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） 

鍼灸師の国家資格を取得することを第 1 目標として教育が行われている。  

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 山口 大輔 
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基準４ 教育成果（鍼灸学科） 
 

点検大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

・教育および学生生活に関しては、担任制を敷くことで各クラスを取りまと

め、日頃学生の動向に気を配っている。その中で個別の対応を取ることによ

り退学率の低減に努めている。また、資格取得 100％を目指し、国家試験合

格に向けた模試、体系化されたワークブックを用いた自己学習の促進、時間

外補習や国家試験対策授業を行い、日々努力している。 

 

・就職率や就職状況は学生部が適宜把握し、適正に対応されている。 

 

・卒業生の動向に関しては朝日会が中心となり把握に努めているが、卒業生

の諸活動については十分なサポートは出来ていない。 

 

 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 山口 大輔 
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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 

４ 

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。 

求人は卒業者数を上回る約

400 件が集まっている。 

就職ガイダンスなどを実施

し、学生の就職希望調査を行

うと同時に、毎年 6 月、広島・

岡山・鳥取・島根・徳島・香

川・愛媛・高知・兵庫各県の

約 1000 もの医療機関、治療

院に求人票を送付し求人を

募っている。 

また、約 200 件の治療院を

訪問し、求人採用等の情報収

集を随時行っている。 

岡山県内の求人は決して

多いものではないので、今

後、就職先の更なる開拓が必

要である。 

 

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。 

就職率などは記録として保

管してある。 

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） 

就職率や就職状況は学生部が適宜把握し、適正に対応されている。  

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 山口 大輔 
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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 

３ 

図られている。 国家試験合格に向けた模

試、体系化されたワークブッ

ク、時間外補習や国家試験対

策授業が行われている。 

合格率 100％をめざし、効

果的な授業展開に努める必

要がある。 

実力試験 

模擬試験 

時間割 

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。 受験者数や合格者数を示す

教務資料が存在する 

特になし 受験合格率一覧 

* 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） 

国家試験合格率 100％を目指し、国家試験合格に向けた模試、体系化された

ワークブックの実施、時間外補習や国家試験対策授業を行い、日々努力して

いる。 

 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 山口 大輔 
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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 

退学率を低減させる対策は

十分に図られている。 

担任制を敷き、日頃学生の

動向に気を配っている。金銭

面に関しては奨学金や学資

ローンの紹介を行うと同時

に、その他の理由で進路変更

の場合には面談を行い対応

している。 

学生の動向をできる限り

把握し、対応を行っている

が、目の届かないところもあ

り完全ではない。 

学生指導記録 

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 学籍簿がある。 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） 

担任制を敷くことで各クラスを取りまとめ、日頃学生の動向に気を配ってい

る。その中で個別の対応を取ることにより退学率の低減に努めている。 

 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 山口 大輔 
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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 ５ 

卒業生においては朝日会を

中心に開業や就職先を把握

し、情報収集を行い、在校生

においては教務課で情報収

集を行っている。 

学校パンフレットでの紹介

や学生部の治療院訪問を行

っている。 

特になし 学校パンフレット 

学校ホームページ 

朝日会ホームページ 

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 

学校および朝日会ホームペ

ージおよび学校パンフレッ

ト上で卒業生を紹介してい

る。 

学校ホームページ・パンフ

レットに記載がある。 

特になし 学校パンフレット 

学校ホームページ 

朝日会ホームページ 

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 

４ 

鍼灸学会全国大会や学校協

会学術大会などで学生発表

を奨励している。 

学会抄録集に発表実績が残

っている。 

意欲的な学生をサポート

する教員側の体勢が未だ不

十分である。 

全国大会抄録 

学校協会学術大会抄録

集 

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 
４ 

学校協会や全日本鍼灸学会

学術大会にて学生発表を行

っている。全日本鍼灸学会で

は受賞し、その他受賞まで至

らないまでも、評価委員から

はお褒めの言葉を頂いてい

る。 

学会抄録集に発表実績が残

っている。 

意欲的な学生をサポート

する教員側の体勢が未だ不

十分である。今後、十分なサ

ポートが出来るよう研究指

導可能な教員の拡充などが

必要である。 

全国大会抄録 

学校協会学術大会抄録

集 

* 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） 

朝日会を中心に卒業生の動向の把握を行っている。在校生においては、教職

員全体で把握に努め、随時新しい情報に更新されている。 

 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 山口 大輔 
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基準１０ 社会貢献（鍼灸学科） 
 

点検大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

・教育機関や業界団体との交流は、岡山大学歯学部解剖学教室協力による解

剖見学実習や、岡山県鍼灸師会協力による学術集会への学生参加などでなさ

れている。 

 

・学校施設の開放を行い、各種セミナーなどに活用して頂いている。 

 

・留学生のための相談窓口はあるが、積極的に留学生を受け入れているわけ

ではない。 

 

・学内禁煙に取り組んでいる。また、献血運動など社会問題や社会貢献に関

する啓蒙を行っている。 

 

・地球温暖化などの環境問題に関する啓蒙活動は十分とは言えないが、組織

としてクールビスやエアコン温度の集中管理などで省エネに取り組んでい

る。 

 

・学生のボランティア活動支援に関し、鍼灸学科や岡山県鍼灸師会スポーツ

委員会等の諸イベント運営ボランティア募集の案内を学生に行い、積極的な

参加を促している。 

 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 山口 大輔 
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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 

岡山大学歯学部解剖学教室

協力による解剖見学実習や、

岡山県鍼灸師会協力による

学術集会への学生参加など

行っている。 

 

実習企画書および実習書 

学術集会の案内などがあ

る。 

特になし。 臨床実習書 

学術集会の案内 

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 

正規カリキュラム以外に鍼

灸学科ゼミやスポーツトレ

ーナーゼミを実施している。 

実施企画書があり、実施実

績もある。 

特になし。 実施企画書 

参加学生名簿 

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 

学校施設の外部への貸出規

定があり、実際に貸し出して

いる。 

貸出規定がある。 特になし。 教育財産使用申請書 

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 

３ 

随時対応している。 留学生のための相談窓口は

あるが、積極的に留学生を受

け入れているわけではない。 

免許取得後の就労に関する

情報等を伝え対応している。 

資格の問題などで、資格を

取っても就労ビザが取得で

きないなど身分は保証され

ないが、そのことを十分理解

の上受け入れを行っていく。 

 

* 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 
４ 

行っている。 原則、学内禁煙としている。

喫煙する場合には申請が必

要であり、定期的な禁煙セミ

ナーが実施され、学生の健康

に対する意識向上に努めて

いる。 

献血など定期的に学校で行

っている。 

より一層の社会問題対策

に取り組むよう啓蒙に努め

る必要がある。 

 

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 

４ 

 取り組んでいる。 クールビスやエアコン温度

の集中管理などで取り組ん

でいる。 

また、献血運動などを行い

地域社会への貢献に少しで

も寄与しようとしている。 

業務に支障のない範囲の

消灯、エアコンの停止、エレ

ベーターの運転回数削減に

努める等、エネルギー消費に

ついて適正な管理、エネルギ

ー使用量の把握に努める。 

 

* 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） 

各教育機関や関係団体と連携しながら教育内容の充実を図ると共に、学校施

設を開放し、地域社会との連携を図っている。また、献血など定期的に行い、

社会貢献に対する啓蒙活動を行っている。 

地球温暖化などの環境問題に関する啓蒙活動は十分とは言えないが、組織と

してクールビスやエアコン温度の集中管理などで省エネに取り組んでいる。 

 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 山口 大輔 
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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 

 支援している。 鍼灸学科や岡山県鍼灸師

会スポーツ委員会が行って

いるケアステーション運営

ボランティア募集の案内を

学生に行っている。 

教員が率先して業界団体

が実施するボランティア活

動に参加していく必要があ

る。 

学生告知用案内文 

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 

 把握している。  岡山県鍼灸師会などへの

学生ボランティア参加は鍼

灸学科が取りまとめ調整を

行っているため、各学生の参

加状況などは常に把握され

ている。 

学生個人が単独で行って

いるボランティア活動まで

は把握できていない。 

 

* 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） 

鍼灸学科や岡山県鍼灸師会スポーツ委員会などが運営するボランティア活動

を広く学生に告知することにより、積極的な参加を促している。 

 

 
最終更新日付 平成 28年 3月 31日 記載責任者 山口 大輔 

 

 

 


