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評価項目別結果 

（1）教育理念・目標（教育理念、目標、育成人材像） 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

4 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

るが、学科としての人物像が

確立されていない。 

学科としての人物像の確立をして

いく。 

共通理解をするよう心掛ける

必要がある。 

特記事項  

人物像に教育目標や育成人材のポリシーを社会情勢やニーズに合わせていくことも必要。 

（2）学校運営（運営方針、運営組織、情報管理） 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

4 理事会・評議会で決定した経

営方針や事業計画をもとに学

校長の指示の下、組織的に運

営されている。また情報管理

については、情報管理委員会

を設置し、校長の諮問機関と

して活発に運営されている。 

学校長を主に学校運営を行い、各

種委員会や会議を実施し、学科長

の責任において、学科運営を行っ

ている。委員会運営・学科運営の

充実を行う。 

各種課題に対して、今後も改善

を行っていくこと。 

特記事項  

教育企画対策会議主催の FD 研修、情報管理委員会主催の IT リテラシーに関する学内研修等も積極

的に行っている。 

（3）教育活動（目標設定、カリキュラム編成、成績評価・単位認定、資格取得の指導） 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 



４ 法改正に伴うカリキュラム変

更に取り組む。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・能力を習得で

きる内容としている。年度に

より学生の質にばらつきがあ

るため、進度など微調整が必

要。 

柔軟的な対応に努める。 

国家試験対策にも力を入れる。 

適宜カリキュラムの変更が必

要。  

即戦力となる知識と技術の習

得システムが必要。 

低学力者を含む国家試験対策

に期待する。 

特記事項 

国家試験合格を第一目標として教育を行っている。 

（4）教育研究（研究業績・教育研修・講習会、教育研究システム、業務実践能力） 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

4 学科長の指示の下、キャリア

に応じた研修に参加し、指導

力を高めている。教員の質と

しては十分な人材を揃えてい

ると認識しているが、学生や

業界の求めるものに摺り合わ

せが必要である。 

継続して自己研鑽に取り組んでい

く。 

今後も積極的に取り組んでほ

しい。 

特記事項 

業界ニーズに応える教育を行うため、各種研修会に積極的に参加している。 

（5）学生指導（就職・進学、中途退学者、学生相談、学生生活、保護者との連携、卒業生） 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

5 就職についてはキャリア支援

センターが適正に対応してい

る。国家試験全員合格に向け

国家試験対策を行っている。 

問題発生時の早期対応を行っ

ている。 

相談室、カウンセラーを設置

している。 

 

キャリア支援センターを中心に、

卒業生就職先の治療院訪問などを

実施し、就職先の確保を行う。 

国家試験に向けては継続して取り

組む。 

学生指導は、専任教員が、一人

一人の学生をよく見ている。 

国家試験合格率は高く、退学率

は低いが入学者に対する率を

明確にした方がいいのではな

いか。 



 

 

 

特記事項 

国家試験合格率 100％を目指し、時間外補習、国家試験対策授業を行っている。 

（6）特別活動（特別活動の支援） 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

5 鍼灸学会全国大会や学校協議

会学術大会などで学生発表を

行っている。また岡山マラソ

ンなどの鍼灸ボランティア活

動にも参加している。 

 

意欲的な学生をサポートする教員

側の体制が不十分である。 

 

 

全国鍼灸学科での受賞など誇

らしいことである。今後も指導

をお願いしたい。 

 

特記事項 

 

（7）学習成果（就職率、資格取得率、退学率、学生の社会的評価 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

4 求人数は、卒業生数を大幅に

上回っており、学校が斡旋し

た就職先への就職は 100％で

ある。 

 

岡山県内の求人は決して多くはな

い。今後は鍼灸整骨院のみでなく、

病院や介護福祉施設など就職先の

更なる開拓が必要である。 

就職率と同様に離職率も把握

してもらいたい。 

特記事項 

就職率・就職状況はキャリア支援センターが適宜把握し、適正に対応している。 

（8）生徒・学生支援 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

5 担任制を敷くことで各クラス

を取りまとめ、日頃の学生の

動向に気を配り、個別対応も

行っている。相談室の運用や

カウンセリングなどサポート

体制も充実してきた。 

退学率の減少のためにも、担任に

よるきめ細やかな指導、学校環境

に馴染むための学科を超えてのレ

クリエーション企画などの設定が

重要と考える。 

低学力者への具体的対策を提

示してもらいたい。 

特記事項 



1 年次は動機づけの教育に重点を置き、2・3 年次は 1 年次に学習した基礎学習を臨床で応用できる

知識・技術の修得と国家試験受験レベルの学力修得を目指す。 

（9）教育環境 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

4 学生指導対策会議、教育企画

対策会議にて審議・決定し、

実習スペースの確保、図書室

の運用マニュアルの整備を行

い、教育環境は、大幅に改善

した。 

意見箱の投書内容や授業アンケー

ト、学校満足度調査結果を踏まえ、

キャリア支援センターや教育企画

対策会議等で改善方策について協

議・決定する。 

運営整備もなされているよう

である。 

特記事項 

教育環境および防災・安全対策について、マニュアルなども整備されている。 

（10）生徒・学生の募集と受け入れ 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

4 募集は苦戦しているが、多様

性に富んだ学生の受け入れは

学校としてのシステム化がな

されている。 

 

 

今回行われている募集のやり方を

分析し、今後の改善点を明確にし

たい。 

定員の確保に向けて早急に手

を打つ必要がある。 

特記事項 

募集広報の在り方等の検討がひつようである。 

（11）財務 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

5 財務情報はホームページに公

開しており、公認会計士の監

査を受けている。 

 

 

財務基盤安定のために、募集活動

を教職員全員で行う。予算・収支

計画については、募集状況や予測

を踏まえ計画を立案する。 

共通認識を持つ。 

特記事項 

 

 

 

 

 



(12)法令等の遵守 

評価 現状報告・課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

5 

 

 

 

 

 

情報管理委員会を中心に、個

人情報の管理向上を行ってい

る。 

インターネットや SNS など、個人

情報流出の危険性を研修した。ま

た、学生に対しても必要な個人情

報の取り扱いと守秘義務について

徹底した指導、管理を徹底する。 

研修がなされている。 

特記事項 

法令を踏まえた研修会が企画・運営されている。 

(13) 社会貢献・地域貢献（ボランティア活動） 

評価 現状報告・課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

5 

 

 

 

 

鍼灸ボランティアに関して、

募集があれば掲示し参加者を

募っている。 

各種ボランティアの要請を受け

て、積極的に参加している。 

鍼灸ボランティアを引き続き

積極的に行っていただきたい。 

特記事項 

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。 

 

4．学校評価の具体的な目標や計画の総合的評価結果 

業界では離職率が重要である。卒後に就職し独立するなどの流れをしっかり系統づけることができているの

かが入学者の確保にも繋がると思われる。可能であれば卒後の追跡調査を行い、離職率の公表などもできる

ような学校になってほしい。はり師･きゅう師の資格取得後のイメージを保護者、高校関係者にも共有して

もらうような仕組みが必要となってくるのではないか。 

 


