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教育目標と本年度の重点目標の評価 
 

学校の教育理念・目標 

 

総括 

令和４年度重点目標 達成計画・取組方法 

  

【教育理念】 

医の東西を問わず豊かな知識と技術

を備え、全人的医療を施すことのでき

る医療人を育成すること。 

 

【教育目標】 

全人的医療を施すことができる医療

人を育成するために、卒前・卒後を一

貫した教育体系として捉え、教育施設

並びに附設する医療施設を有機的に活

用しながら、東西医療への理解を深め

ると同時に医療実践能力を修得する完

結的教育を施していく。また、知識・

技術の修得と併せて人格形成の教育に

も力を注いでいくことを本校の教育目

標とする。 

 

教職員が一丸となって課題解決に取り組みな

がら、理念等の達成を目指す体制   を強化する

ため、次の 3点を本年度の重点目標として掲げる。 

１．【担当教科の１コマ以上に能動的学習法（ア

クティブラーニング）を取り入れ、学生の学習意

欲を継続させ、学習目標達成を促進する。】学生

の主体的な学びの場を提供するため、能動的学習

法を各科目に適宜取り入れる。当該授業は事前に

作成したコマシラバスにそって実施するととも

に、教員間の授業改善活動に活用する。 

２．【自主性を重んじた支援を充実させて、成功

体験を積ませることによって学生の達成感を高

める。】従来の与え続ける教育ではなく、自ら学

ぶ授業スタイルを確立させる取り組みや環境を

用意することで、生徒が「自分ごと」として自ら

学び始め、自信をもって行動するよう促す。それ

らの取り組みの中で幸福感や達成感を体験させ

ることで、自ら学び始め、自信をもって行動する

ようにする。 

３．【入学定員 100％とともに卒業率 100％】 

卒業生や就職先企業等の協力を得ながらキャ

リア教育を進めて学生支援体制の充実を図り、学

生の学習意欲を高めるとともに、学習支援講座も

開催して学業不振に起因する中途退学者を減ら

し、卒業率の向上を目指す。また、外部臨床実習

や就職支援活動を通じて、本校の教育方針等への

理解を得ることによって、卒業生や業団体等の学

校関係者を通じた学生の募集を促進する。 

 

 令和４年度の重点目標を達成するため、次の取組を行う。 

１．学習目標達成の取組 

【鍼灸科・鍼灸マッサージ科】カリキュラムの見直しや新し

く出版された教科書のシラバスを作成し、アクティブラーニン

グを含む授業を実施する。【柔道整復科】担当教科の１コマ以

上に能動的学習法（アクティブラーニング）を取り入れ、学生

の学習意欲を継続させ、学習目標達成を促進する。  

２．学生の達成感を高める取り組み。 

【鍼灸科・鍼灸マッサージ科】担任および教科担当者は、適

切な課題を提示し、成功体験を積ませることによって学生の達

成感を高める。【柔道整復科】学生へ成功体験を積ませる手段

の実施計画を立案する。 

３．入学定員 100％とともに卒業率 100％ 

【鍼灸科・鍼灸マッサージ科】新入生獲得の為の方略（オー

プンキャンパス・学校説明会・個別説明・高校訪問などの際）

を具体的に立案し、達成度の評価を加えて実施する。学力不振

者に対する方略を具体的に立案し、達成度の評価を加えて実施

する。【柔道整復科】Ⅱ部柔整科入学充足率の向上と早期から

の学生フォロー体制の充実を図る。  

４．その他事務局の取組 

①学生の主体的な活動を促す就職支援策を展開して、上半期

の就職先決定率（内定取得・開業など）50％を達成する。②各

種学生支援事業に携わって（協力して）得た知識や経験を募集

活動に活かすことによって、来校者数及び受験者数（受験対象

者数の歩留 50％）の目標を達成する。③書類（データを含む）

を整理（マニュアル化）して事務局内での業務の共有化を進め

るとともに、ICTを活用して業務の効率化を図る。 
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基準１ 教育理念・目的・育成人材像 

【大項目総括】 

 理念・目的・育成人材像については、以下の観点から自己評価を実施した結果、概ね適切に対応していた。 

１ 理念・目的・育成人材像は、定められているか 

   ほぼ適切に対応しているが、理念等の浸透度を卒業時に確認したところ、昨年度に続き半数が理解していなかったことを課題とする

とともに、この度参画した全国調査を参考にしながら、教務会を通じて原因の究明と対策を講じていくこととした。 

２ 育成人材像は専門分野に関連する業界等の人材ニーズに適合しているか 

 鍼灸マッサージ科、鍼灸科及び柔道整復科を設置し、教育課程編成委員会等を開催し外部の意見を取り入れながら関連する業界等の

ニーズに適合させられるように努めている。 

３ 理念等の達成に向け特色ある教育活動に取組んでいるか 

附設した医療機関や学外の施術所及び医療機関等での臨床実習を実施する等、実践的な教育を積極的に実施して理念等の達成に向け

た取り組みを行っている。 

４ 社会のニーズ等を踏まえた将来構想を抱いているか 

 ほぼ適切に対応しているが、学校の将来像について非常勤講師への周知が不十分だった。事業計画書を配付することによって周知を

図ることとした。 

【特記事項】 
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姉妹校や法人の組織として、法人事務局管轄の東洋医学臨床研究所、教育センター、教員養成科、Kuretake 塾などの施設を設置して

いる他、令和元年度より新たに臨床教育研究センターを設置して、臨床教育の充実を図る取り組みを強化した。 

 

基準２ 学校運営 

【大項目総括】 

 学校運営については、以下の観点から自己評価を実施した結果、概ね適切に対応していた。 

１ 理念等に沿った運営方針を定めているか 

  適切に対応している。 

２ 理念等を達成するための事業計画を定めているか 

  ほぼ適切に対応しているが、予算、事業目標等については、事業計画書に掲載している予算が一部に留まっているため、予

算明細書の充実を図ること、事業計画の執行体制において、欠員補充を速やかに行うことや業務分担の見直しを速やかに行う

こと、事業計画の執行管理については、教務会において重点目標を中心に進捗管理することとした。 

３ 運営組織について 

  次の内容について、適切に対応している。 

（１） 設置法人は組織運営を適切に行っているか 

（２） 学校運営のための組織を整備しているか  

４ 人事・給与に関する制度を整備しているか 
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  適切に対応している。令和４年度からの本格導入を目指して、人事評価制度マニュアルを作成し、教職員への周知を行った。 

５ 意思決定システムを整備しているか 

  意思決定方法を規程等に定めている。 

６ 情報システム化に取組み、業務の効率化を図っているか 

  学籍管理システムを更新し、専任の教職員がアクセス権を管理された中でシステムを利用できる環境を整えた。学生に関す

る出欠情報の更新を円滑に行うことや出欠席に関する指導をシステムの活用によって速やかに行えるようにすることを課題と

している。  

【特記事項】 

  呉竹メディカルクリニックは本校に附設されおり、本校の理念等の達成に欠かせない存在となっている。 

 

基準３ 教育活動 

【大項目総括】 

 教育活動については、以下の観点から自己評価を実施した結果、概ね適切に対応していた。 

１ 目標の設定について 

  次の内容については、概ね適切に対応している。 

（１） 理念等に沿った教育課程の編成方針、実施方針を定めているか  
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（２） 学科毎に修業年限に応じた教育到達レベルを明確にしているか 

    概ね適切に対応しているが、補習や補講などの資格取得支援を担当する教員も明らかにしたうえで実施を決定するように改める。 

２ 教育方法・評価等について 

（１） 教育目的・目標に沿った教育課程を編成しているか 

   教育課程の編成は適切に行われている。 

（２） 教育課程について外部の意見を反映しているか 

   教育課程編成員会を開催する等により適切に対応している。 

（３） キャリア教育を実施しているか 

ほぼ適切に対応しているが、引き続き意義・指導方法等に関する周知を徹底すること、学外臨床実習先をより多く確保することを

課題としている。 

（４） 授業評価を実施しているか 

ほぼ適切に対応しているが、授業評価結果を授業改善に活用しているか確実に確認することを継続課題としている。 

３ 成績評価・単位認定等について 

  次の内容について、適切に対応している。 

（１） 成績評価・修了認定基準を明確化し、適切に運用しているか  

（２） 作品及び技術等の発表における成果を把握しているか 



6 

 

４ 資格・免許の取得の指導体制について 

  次の内容について、概ね適切に対応している。 

（１） 目標とする資格・免許は、教育課程上で、明確に位置づけているか 

（２） 資格・免許取得の指導体制はあるか 

    柔道整復科における国家試験合格率は大きく低下していることから国家試験指導体制を再度見直す。 

５ 教員・教員組織について 

（１） 資格・要件を備えた教員を確保しているか 

ほぼ適切に対応しているが、職員の募集や昇格等について、規程を整備することを課題としている。 

（２） 教員の資質向上への取組みを行っているか 

ほぼ適切に対応しているが、教員の教授力の把握・評価については試行錯誤の段階としていること、教員の育成方針を明文化する

こと、関連業界等との連携による研修・研究に参加する教員を増やすことなどを課題としている。 

（３） 教員の組織体制を整備しているか 

適切に整備している。 

 

 

基準４ 学修成果 

【大項目総括】 
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 学習成果については、以下の観点から自己評価を実施した結果、概ね適切に対応していた。 

１ 就職率の向上が図られているか 

  ほぼ適切に対応しているが、12 月時点の希望者の就職率が目標を下回ったことから、卒後の支援も含めて目標設定や支援方法の見

直しを課題とした。 

２ 資格・免許取得率の向上が図られているか 

  ほぼ適切に対応している。選択科目や特別講座などを受講したことが負担になって必須授業が疎かになった学生が見受けられたこと

から、選択科目や特別講座については、学生自身の学習計画に沿って申請するように指導することを課題とした。 

３ 卒業生の社会的評価を把握しているか 

臨床実習協力企業等との意見交換会を実施して、卒業生の評価等の情報収集を試みた。今後この取り組みを充実させることを課題

とした。 

 

 

基準５ 学生支援 

【大項目総括】 

学生支援については、以下の観点から自己評価を実施した結果、概ね適切に対応していた。 

１ 就職等進路に関する支援組織体制を整備しているか 
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  概ね適切に対応している。就職に関する個別の相談については学籍管理システム上の個人カルテ等にて共有することを課題としてい

る。 

２ 退学率の低減が図られているか 

  適切に対応いている。 

３ 学生相談について 

（１） 学生相談に関する体制を整備しているか 

    適切に対応している。 

（２） 留学生に対する相談体制を整備しているか 

留学生は在籍していないため、相談体制は整備していない。 

４ 学生生活について 

次の内容について適切に対応している。課外活動については、感染防止策を講じながら徐々に平常化していくことを課題としている。 

（１） 学生の経済的側面に対する支援体制を整備しているか  

（２） 学生の健康管理を行う体制を整備しているか  

（３） 学生寮の設置など生活環境支援体制を整備しているか  

（４） 課外活動に対する支援体制を整備しているか 

    課外活動の支援体制は整備されているが、コロナ禍による感染対策のため、同好会活動は一部行われたのみであった。 
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５ 保護者との連携体制を構築しているか 

  適切に対応している。 

６ 卒業生・社会人に対する支援ついて 

  卒業生や社会人に対する支援体制は概ね整備されているが、コロナ禍により多く活動において中止や制限などの措置が行われた。 

（１） 卒業生への支援体制を整備しているか 

    適切に対応している。 

（２） 産学連携による卒業後の再教育プログラムの開発・実施に取組んでいるか 

    ほぼ適切に対応しているが、卒業生の参加を促す取り組みを合わせて実施することを課題としている。 

（３） 社会人のニーズを踏まえた教育環境を整備しているか 

 ほぼ適切に対応しているが、中高年の学生に対する就職支援策についてハローワークとの連携により対応していくことを課題と

している。 

【特記事項】 

 就職支援においては、埼玉県産業労働部、埼玉キャリアサポートセンター及びハローワークの協力を得ながら学生指導に当たっている。 

学生支援の一環として、公認心理士を週 1回配置して、心理的な相談に対応している。 
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基準６ 教育環境 

【大項目総括】 

教育環境について、以下の観点から自己評価を実施した結果、概ね適切に対応していた。 

１ 教育上の必要性に十分対応した施設・設備・教育用具等を整備しているか 

  適切に整備している。 

２ 学外実習、インターンシップ、海外研修等の実施体制を整備しているか 

  ほぼ適切に対応しているが、コロナ禍により実習生を受け入れられない施設があったため、病院、介護施設の実習先の拡充を課題と

している。 

３ 防災・安全管理について 

（１） 防災に対する組織体制を整備し、適切に運用しているか 

    ほぼ適切に対応しているが、コロナ禍の感染防止対策として教室やロッカーでの密集を防ぐため、一時的に利用方法を変更して

いる。コロナ後に教室や更衣室のロッカーの固定等、消防計画を更新することを課題としている。 

（２） 学内における安全管理体制を整備し、適切に運用しているか  

ほぼ適切に対応しているが、学外実習先や実習の機会を増加させるため、学外実習の安全管理体制について、見直すこと課題と

している。 
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基準７ 学生の募集と受入れ 

【大項目総括】 

学生の募集と受入について、以下の観点から自己評価を実施した結果、適切に対応していた。 

１ 学生募集活動について 

  次の内容については、適切に対応している。 

（１） 高等学校等接続する教育機関に対する情報提供に取組んでいるか 

（２） 学生募集を適切、かつ、効果的に行っているか  

２ 入学選考について 

  次の内容については、概ね適切に対応している。 

（１） 入学選考基準を明確化し、適切に運用しているか 

（２） 入学選考に関する実績を把握し、授業改善等に活用しているか 

    財務の計画数値と応募者数の予測値との整合性が図られていなかったので、予算要求作成時の項目として加えて反映させること

を課題としている。 

３ 学納金について 

  次の内容については、適切に対応している。 

（１） 経費内容に対応し、学納金を算定しているか  
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（２） 入学辞退者に対し、授業料等について、適正な取扱を行っているか 

 

 

基準８ 財務 

【大項目総括】 

財務について、以下の観点から自己評価を実施した結果、概ね適切に対応していた。 

１ 財務基盤について  

  次の内容については、適切に対応している。 

（１） 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か 

（２） 学校及び法人運営に係る主要な財務数値に関する財務分析を行っているか  

２ 予算・収支計画について 

  次の内容については、適切に対応している。 

（１） 教育目標との整合性を図り、単年度予算、中期計画を策定しているか 

（２） 予算及び計画に基づき、適正に執行管理を行っているか 

３ 私立学校法及び寄附行為に基づき、適切に監査を実施しているか 

  適切に対応している。 
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４ 私立学校法に基づく財務情報公開体制を整備し、適切に運用しているか 

  適切に対応している。 

 

 

基準９ 法令等の遵守 

【大項目総括】 

法令等の遵守について、以下の観点から自己評価を実施した結果、概ね適切に対応していた。 

１ 法令や専修学校設置基準等を遵守し、適正な学校運営を行っているか 

  適切に対応している。 

２ 学校が保有する個人情報保護に関する対策を実施しているか 

  ほぼ適切に対応しているが、個人情報の保護について教職員に対する啓発機会の創出や大量の個人データを蓄積した記録の取扱に関

する規程について、対応班を設けて課題の洗い出しや規程案を見直すことを課題としている。 

３ 学校評価について 

学校評価については、以下の観点について概ね適切に対応しているが、実施体制については事務局の欠員により業務の偏りが生じた

ため、人員補充や業務の効率化により対応することを課題としている。 

（１） 自己評価の実施体制を整備し、評価を行っているか 

（２） 自己評価結果を公表しているか 
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（３） 学校関係者評価の実施体制を整備し評価を行っているか 

（４） 学校関係者評価結果を公表しているか 

４ 教育情報に関する情報公開を積極的に行っているか 

  適切に対応している。 

 

 

基準１０ 社会貢献・地域貢献 

【大項目総括】 

社会貢献・地域貢献について、以下の観点から自己評価を実施した結果、概ね適切に対応していた。 

１ 社会貢献・地域貢献 

（１） 学校の教育資源を活用した社会貢献・地域貢献を行っているか 

    ほぼ適切に対応しているが、コロナ禍により施設開放や協力予定の行事の中止など、実質的な活動が行えなかったことから、感

染対策を行いながら平常化に向けた取り組みを行うことを課題とした。 

（２） 国際交流に取組んでいるか 

国際交流については、海外研修生の受け入れなどの対応は十分でなく、コロナ禍の収束とともに本校学生の短期留学を実施する

とともに、海外からの研修生の受け入れ態勢について検討することを課題としている。 

２ 学生のボランティア活動を奨励し、具体的な活動支援を行っているか  
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 ほぼ適切に対応しているが、コロナ禍によりボランティア活動が中止となり、実質的な活動を実施していないため、感染防止策

を徹底しながら徐々に平常化することを課題としている。 

【特記事項】 

学生が参加したボランティア活動については、課外活動として特待生選考時の評価に加えている。 

 


