
別紙 学校関係者評価報告 

Ⅰ重点目標について 

 平成 30年度重点目標                                                           

１ 国家試験合格率１００％、２ 中途退学率 ５％以内 ３ 就職率 １００％以上（卒業時）４ 教員の教育力向上 ５ 学生募集の強化 

達成目標・取組方法 

１について 

① 学習の動機づけを促進させるよう学生を支援し、学習の成果が向上するよう指導する仕組みを構築する。 

② 各学年で個別学力の分析と指導を計画的に実施できる体制を更に強化する。 

２について 

① 休退学者の原因分析により、有効な対策を検討し実施する。 

② 各学科、学年に応じた指導計画を策定する。 

③ 教員の学生カウンセリングスキルの向上を図る。 

３について 

① 3年間の就職活動支援活動支援計画を示し、学生自らのキャリアデザインへの意識を向上させる。 

② 企業説明会や各種就職講座を定期的に開催し就職を支援する。 

③ キャリアデザイン支援室の就職支援体制の充実を図る。 

４について 

 ① 目標を定め、スキルアップするための自己評価シートを有効活用する。 

 ② 学生による授業評価を実施し授業内の改善を図る。 

 ③ 教員の各種研修会参加や学科内勉強会で教育力の向上を図る。 

５について 

① ホームページ・インターネット媒体・高校訪問・ガイダンスを強化し入学希望者の来校促進を図る。 

② オープンキャンパスを強化し来校者の出願促進を図る。 

③ 職員及び教員の広報スキルの向上を図る。 

自己評価  

１ 国家試験合格率 

  はり師   93%  きゅう師  93%  柔道整復師  98%   歯科衛生士 100％ 

鍼灸学科及び柔道整復学科の国家試験合格率が 100%に至らなかった。来年度に向けて、指導体制を策定し学習計画を立てて指導を実施する。 

２ 中途退学率 

  鍼灸学科  10%  柔道整復学科 5%  歯科衛生学科 7% 

  全体    7％ 

中途退学率は、目標より超過した。休退学者の原因分析により、有効な対策を検討し実施する。 

３ 就職率 

  鍼灸学科  100％  柔道整復学科 100％  歯科衛生学科  100％ 



  全体    100％ 

全体として、目標数値を達成した。11月までの就職内定率向上が課題である。 

４ 教員の教育力向上 

  自己評価シートで教科指導の目標設定を行い、PDCAサイクルによる改善を行った。授業評価を実施し内容の改善を図った。 

  講師会議を開催し、情報の共有化を図った。 

５ 学生募集の強化 

  新入生の定員充足率、鍼灸学科 90％、柔道整復学科 100％、歯科衛生学科 74％であり、歯科衛生学科の実習教室に鑑み、定員を 141名を 120 
名へ削減申請を行う。歯科衛生学科午後部の定員充足への取組みが課題である。 

学校関係者評価  

１ 歯科衛生学科は、目標を達成したが、鍼灸学科、柔道整復学科は、目標の 100％に至らなかったが、今年度の合格率は評価される数値である。 

２ 中途退学率については、目標が達成されておらず有効な対策が必要である。 

 

Ⅱ各評価項目について 

基準１ 教育理念・目的・育成人材像 

自己評価 学校関係者評価 改善方策 

教育理念、教育目的及び育成人材像については、

学則及び新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校における専

門学校教育実現のための方策として定め、教育理念

と教育目的を実現するための到達目標を本校全体と

しての卒業認定・称号授与の方針（ディプロマポリ

シー）として定め、育成人材像を明確化した。 

各学科は、各関連業界との交流や教育課程編成委

員会からの意見を反映させ、学科に求められている

人材要件を、卒業認定・称号授与の方針（ディプロ

マポリシー）教育課程の編成・実施の方針（カリキ

ュラムポリシー）として明らかにしている。 

 理念・目的・育成人材像は、学校案内やホームペ

ージに適切に表現されている。 

 

理念・目的・育成人材像を、卒業認定・称号授与の方

針（ディプロマポリシー）、教育課程の編成・実施の

方針（カリキュラムポリシー）として、広報媒体等を

通して保護者、企業、関連業界等に周知する必要が

ある。また、役に立つ医療人を育成することが必要

である 

 

 理念・目的・育成人材像を、卒業認定・称号授与

の方針（ディプロマポリシー）、教育課程の編成・実

施の方針（カリキュラムポリシー）として、広報媒体

等を通して保護者、企業、関連業界等に対して個別

に周知を図る。 

 

 

  

 

 

 

基準２ 学校運営 

自己評価 学校関係者評価 改善方策 

理事会・評議員会は寄付行為に基づき適切に開催

され、審議は、議事録に残されている。寄付行為の

改正は、適正な手続きを経て為されている。学校運

 理事会・評議会は適切に開催されている。学校運

営も適切である。 

  

 



営に必要な事務及び教学組織は整備されている。 

運営会議は、定期的（月 4 回）に開かれ、ここで

組織図、組織規定を策定し下部会議体へ伝え、各会

議体と委員会は各部所の責任を明確にしている。各

会議体は議事録を開催ごとに作成し、決定事項を執

行している。 

  

 

会議も定期的に開かれており、議事録も作成されて

いる。 

 

 

基準３ 教育活動 

自己評価 学校関係者評価 改善方策 
理念等に沿った教育課程の編成・実施方針は明確

である。また、学科毎の教育レベルは、免許取得と
いう目標が明確であり、その指導・支援体制は整っ
ている。 

教育活動の有効性の判断として、授業評価アンケ
ートを実施し、授業の改善に繋げている。 

理念等に沿った教育課程の編成・実施方針は明確

であり、教育目的・目標に沿った教育課程を編成し

ている。関連業界等との協力体制が必要である。 

関連業界等との協力体制の構築を図る。 

 

基準４ 学修成果 

自己評価 学校関係者評価 改善方策 

鍼灸学科、柔整学科、歯科衛生学科ともに全員合

格を目標にしている。鍼灸学科及び柔整学科は目標

を達成する事が出来なかった。歯科衛生学科は合格

率 100％である。 

全員合格のため指導計画、実行、評価及び改善を

さらに進める必要がある。 

各就職先に訪問して現状の活躍を把握、確認をし、

積み重ねの資料を作成することが必要である。 

同窓会と連携を取りながら就職先の開拓が必要で

ある。 

鍼灸学科は、はり師 93％、きゅう師 93％、柔整学

科は、98％であったが全国平均を上回っており評価

される。歯科衛生学科の 100％は、目標を達成して

おり十分評価される。 

各学科共に就職率については、目標を達成してい

る。今後各就職先に訪問して現状の活躍を把握、確

認し、資料を作成することが必要である。 

早い時期に内定を取る為に、動機づけや意識づけ

を行う必要がある。 

学科ごとの国家試験受験に向けた指導体制策定し 

学習計画を立て指導を実施し、3学科とも国家試 

験合格率 100％を目指す。 

 

 

11月までの就職内定率向上を図る。 

 

 

 

 

 

 



基準５ 学生支援 

自己評価 学校関係者評価 改善方策 

中途退学の要因・傾向、退学者数及び指導経過に

ついては、把握し記録を保存している。 

中途退学低減に向けた取り組みとして、「学力不

足」を改善するため、新入生に対する「導入期の指

導経計画」を策定している。またメンタル面の指導

や就職に対する意識強化の指導体制も整備している 

 

中途退学低減に向けた取り組みとして、学生の学

力及び心理面の状況に応じた低学力対策及びメンタ

ル面の指導をさらに進める必要がある。 

また、新１年生向けの意識付け、動機付けも必要で

ある。 

中途退学低減に向けた取り組みとして、「学力不

足」を改善するため、新入生に対する「入学前基礎勉

強会」を実施した。 

授業欠席数が多い学生を適宜指導する。 

休退学者の原因分析・今後の対策を検討する。 

 

基準６ 教育環境 

自己評価 学校関係者評価 改善方策 

施設・設備・教育用具等の整備は十分であり、日常

点検等は適切であり、改修等も適切に行っている。 

平成 29年は、教職員の避難訓練を実施した。新入

生に対しては、毎年新入生オリエンテーションに時、

避難経路の確認と非常出口の確認を行っている。 

 

 施設・設備、日常点検も適切である。また、防

災マニュアルも作成し、周知もされている。 

建物の耐震化、転倒防止は適切である。 

  

 

基準７ 学生の募集と受入れ 

自己評価 学校関係者評価 改善方策 

高等学校への情報提供は、進学相談会に参加し、

高等学校の進路担当へ個別に訪問して積極的に情報

提供を行っている。学生募集に関しては、適切に行

っており、学校案内やパンフレット・ホームページ

には特色を分かり易く標記している。週１回程度週

末にオープンキャンパス等を行い、さらに、平日は

随時個別相談会を実施している。 

 

 学生募集、入学選考については、適切に行われて
おり、問題は無い。今後さらに取り組みを推進して 

入学者数を計画数に近づけることが課題である。 

 体験入学等への企画・内容を検討し応募数値が

計画数値になるよう学生募集対策を行う。 

オープンキャンパス実施後にフィードバックを行

い、改善するべきことは改善する。 

 高校訪問等で高等学校等の教職員への情報提供 

に今後も積極的に取り組む。 

 

 

 

 



基準８ 財務 

自己評価 学校関係者評価 改善方策 

学校及び法人運営の中長期的な財務基盤は安定

している。 

応募者数等の数字の把握は毎年行っている。法

人としての収支バランスはとれており、本校にお

いては入学生確保に係る学生募集行動計画を策定

し、コスト管理をしながらも新たな取り組みを実

施し、前年度以上の入学生確保に注力できた。 

 財務基盤は安定しているが、収支バランスを取

れるよう次年度も今年度と同様に入学生確保に注

力する。 

 入学生確保に係る学生募集行動計画を策定し、

コスト管理をしながら新たな取り組みを実施し、

次年度も入学生数の確保に注力する。 

 

基準９ 法令順守 

自己評価 学校関係者評価 改善方策 

関係法令等を遵守し、適切に学校運営を行ってい

る。また、必要な諸規定を整備しているが、セクシ

ャルハラスメント等ハラスメント防止の対応マニュ

アルや、コンプライアンスに関する相談窓口を設置

した。 

 学校評価を適切に行っている。今後は、学校改善

につながるようにして欲しい。 

 PDCAサイクルを軌道に乗せ、学校改善へ取組

む。 

 

基準１０ 社会貢献・地域貢献 

自己評価 学校関係者評価 改善方策 

卒業生の卒後研修のため、施術所及び図書室を解

放している。 

学校の施設を開放して、業界のセミナーや研修会

等を行っている。 

学生のボランティア活動を積極的に奨励していな

い。 

業界で行っているセミナー・研修等を奨励して欲し

い。 

 業界で行っているセミナー・研修等を奨励する。 

 


