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標題につき、以下の通り報告致します。 

 

１、目的 

｢専修学校における学校評価ガイドライン｣（平成 25年 3月文部科学省）に基づき、予め

選任された委員（以下第２項に記載）により、東京柔道整復専門学校（以下、学校と称す）

の『2019年度自己点検・自己評価報告書』につき、学校関係者評価を実施し、委員会報告

（別紙）を取りまとめた。 

 

２、委員 

＝委員＝ 

（1）風 祭 喜久夫 （地元町内会会長）＝新任＝ 

（2）西 岡 康 一 （学校在校生保護者）＝新任＝ 

（3）櫻 田 勝 久 （㈱教育企画センター代表取締役） 

（4）真 田 和 俊 （学校卒業生） 

（5）中 川 忠 典 （健向接骨院グループ代表） ・・・・・本委員会 委員長 

（6）三 浦 照 幸 （立教新座中学・高等学校元教頭） 

 

＝学校側出席者＝ 

（1）高 山 雅 行 （理事長） 

（2）有 賀 薫   （校長） 

（3）麓   康次郎 （教務課長） 

（4）吉 田 晋   （教育室次長） 

（5）中尾根 靖 司 （法人本部長） 

（6）内 山 啓 太 （法人事務局次長） ・・・・・本委員会 事務局長 

 

 



３、開催日時 

第 1回 2019年 6月 14日（金）18：00～20：00 

第 2回  同  12月 2日（月）18：00～20：00 

第 3回 2020年 3月 12日（火） ⇒ 紙面開催 

 

４、場所 

東京柔道整復専門学校会議室 

 

５、委員会報告 

別紙のとおり 

 

６、その他 

委員会での質疑・点検内容などについては、各回とも議事録を作成し、保管している。 

但し、本年度第 3回委員会は、コロナウイルス感染症対策として、紙面での開催とした為、

各委員からの意見は、同じく紙面回答として“審議結果記入票”に記載して提出としたが、

全委員から回答を得たので、それを議事録に代わるものとして保管している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

 

委員会報告 

１、概要 

東京柔道整復専門学校（以下、本校と称す）おいて、2017年度より活動を開始した学校

関係者評価委員会（以下、本委員会と称す）は 3年目に入り、2名の委員が任期（2年）に

より退任し、新たな委員 2名（別紙参照）が加入した。その他の委員は、全て 2期目の任期

となり、本校への理解度が増して学校側出席者（教員・職員）との関係性が深まり、委員会

運営が一層円滑化した。 

本委員会の審議内容については、本校の運営自体が好調で安定的に推移しており、特段の

新規もしくは特殊な取り組みなどがなかったことから、審議は、概ね順調に推移した。 

尚、本委員会は、年間スケジュール 3回開催する予定であったが、コロナウイルスの感染

が蔓延した為に、2020年 3月 12日（火）に開催する予定であった第 3回委員会については、

コロナウイルス感染回避を優先して紙面開催とした。 

 

２、前年度（2018年度）委員会審議（議事録記載事項）に関して 

 前年度に実施した委員会での審議議事録に基づき、委員長を中心に各委員から上程された

以下の 6項目に関して、再説明や進捗状況などを、学校担当者より回答があった。 

（1）臨床実習の独自性 

2018年度に大幅改編したカリキュラムでは、臨床実習の必修単位数が 1単位から 4単位

に増やしたことと、授業内容が、従来より実施してきた付属臨床実習施設（杏文接骨院）で

の臨床実習に加えて、提携した接骨院やクリニックでの臨地実習や、各種スポーツ大会など

での救護活動でも単位取得が出来るようになった。 

（2）東京オリンピックでの学校の関わり方 

 東京オリンピック委員会の方針で、ボランティア活動は、個人単位での参加を原則として

いる為、団体となる学校単位での関りはしていない。 

一方、これまで、学校の対外活動の一環として、教員が実施してきたミャンマー柔道協会

に対する継続的なサポート活動の結果、種目に関らずミャンマーから出場者が出た場合は、

学校から何らかの形で、サポート活動を行う可能性がある。 

また、杏文パフォーマンスセンターが継続実施して来た日本ゴルフ協会の選手育成・強化

事業に対する協力活動の延長線上で、東京オリンピックの日本代表にほぼ決定している女子

プロゴルファー畑岡奈紗選手に帯同することが決定している。 

学生には、ボランティア活動への積極的な参画を推奨しており、準備や研修なども含めて

ボランティアに関わる諸活動をする日は、公欠扱いにすることを公表している。 

（3）杏文塾 

杏文塾は、国家試験不合格者が再チャレンジして合格を目指す人向けの指導講座で、元々

本校卒業者を対象として開設したが、現在では他校卒業生も受け入れている。2018年度は、



受講生 31名中 28名が合格し、今年度の受講者は 42名（本校卒 4名、他校卒 38名）である。 

（4）奨学金 

学生約 500名のうち 205名（41%）が、日本学生支援機構の奨学金を利用している。この

奨学金の返還は、卒業後からが始まるので、自分の働いた収入から返済ができる。 

学校は、国が実施する高等教育の学費軽減措置の対象校になった。この制度では、基本的

に生活困窮世帯の子弟が対象で給付型と貸与型があり、教育の機会均等を目指すものである。 

（5）職業実践専門課程 

本校では、2019年 4月にこの認定を受けた。これは、専門学校が社会的に正当な認知を

得ることを目的とした文部科学大臣の認定で、「学校関係者評価委員会（年 3回）」と「教育

課程編成委員会（年 2回）」の実施が必須条件となる。 

（6）卒後研修講座 

学校は『卒業後も頼れる学校』とのコンセプトで、卒業生を対象とした講座を、大別して

「柔整」と「スポーツトレーナー」の 2つの柱で開講している。 

柔整の講座には、卒後 3年目までの卒業生を対象とした触診の講座と、卒後 4年目以降の

卒業生向けの上級技術を学ぶ講座を設けている。 

また、「スポーツトレーナー」に関しては、KATｓアスレティックトレーナー養成講座と、

アスリートのリハビリテーションを学ぶ講座を開講している。 

 

３、2019年度の評価基準項目ごとの評価 

（1） 教育目標と本年度の重点項目 

＜建学の精神＞ 

優れた柔道整復師の育成とその人財面における人格の陶冶 

＜教育理念＞ 

『知』を磨くあくなき探究心の醸成 

『情』を育む健全な心身の鍛錬 

『意』を明らかにする強い信念の確立 

＜教育目標＞ 

生きていく為の術を教授し、もって社会に貢献できる人財の育成 

＜2018年度重点目標＞ 

（1）1，2年次教育の充実 

 補足説明 

 補講を充実させ、落ちこぼれを無くす努力をしているが、一定数の退学者は出ている。 

（2）3年次教育の充実 

 補足説明 

2018年度の国家試験合格率は 95.1％、2019年度は 100%合格を目指す。 

（3）卒後教育の充実 

 補足説明 

同窓会との協同で、より一層充実した。 



（4）臨床教育の充実 

 補足説明 

『柔道整復師養成施設指導ガイドライン』の変更に伴い、臨床実習の単位数が増加 

（1→4単位）したが、滞りなく実施できた。 

＜学生募集活動（定員充足）＞ 

2018年度は定員充足率 100%となった。 

＜事業の拡充＞ 

単科経営の不安定さの解消を目指しているが、まだ準備段階で進捗していない。 

 

（2） 基準１ 教育理念・目的・育成人材像 

 ＝総括＝ 

本校は、1953年（昭和 28年）に東京都柔道接骨師会（現；公益社団法人東京都柔道整 

復師会）によって、創設された柔道整復師養成校の草分け的な存在である。 

教育事業では、業界から嘱望される人財育成を目指し、巣立った卒業生が、柔道整復師

の仕事を通して、自らの糧を得て、広く社会において貢献出来る人財を育成する。 

  柔道整復師国家試験合格を最低限の使命として、毎年『全員合格』を目指しているが、

治療家としての柔道整復師を育成する上で、臨床技術の習得を充実させることと、卒業後

（資格取得後）にも臨床研修（就職・勉強会）を行う体制を整備している。 

 

 1-1-1理念・目的・人材像 

① 長い歴史の中で培われた伝統・校風・思想などが凝縮されている。 

② 学生に配布されている学園生活ハンドブックなどにも明記されている。 

 1-1-2育成人材像の業界ニーズとの適合 

① 専門分野に関わる教員は全て日常的に接骨院などで臨床に携っており、現場のニーズ

や今日的な課題を日々の授業に反映させている。 

② きめ細かな国家試験指導体制は素晴しく、過去の実績がそれを物語っている。 

③ 卒業生に対して、より実践的な施術法やトレーナー活動の知識や技術を“卒後研修会”

として実施していることは、柔道整復師養成校の基本的な使命であり評価できる。 

 1-1-3理念に沿った特色のある教育活動 

① 2014年度より開設されている“柔整トレーナーコース（午後部）”は、柔道整復師の

新たな業務分野であるトレーナー活動に関する基礎的な知見を学べるもので、柔整師

の新たな業務分野開拓として先駆的な取り組みであり大いに評価できる。 

② 2015年度に開設された杏文パフォーマンスセンター（KPC）も同様の主旨を具現化す

る施設であり着実な取り組みである。 

③ 2014年度より授業科目として取り入れられている“老年ケア学”も、超高齢社会に向

かう日本の社会情勢を反映させたもので、柔道整復師の新たな業務分野である。 

 

 



＜2019年度委員会での主な質疑＞ 

質問 1 

『・・・業界でも注目度の高い新たな業務分野として導入したアスレティック・トレー 

ナーや介護分野などの授業は、概ね在校生の評価は高い』の詳細を教えて下さい。 

【補足説明】 

介護分野の授業は、カリキュラムの変更に伴い、現 3年生までで一旦終了しております。 

質問 2 

『KPAで実施のトレーナー資格（NSCA）取得の指導も年々着実に実績を上げている』と 

いう部分もお教えください。 

【補足説明】 

KPAは、トレーナーの勉強をする部活動であり、NSCAという世界的に認知度の高い 

トレーナー資格を取得することを一つの目標としています。2018年度は 11名受験し、 

8名合格した。2019年度は 6名受験し 3名合格しました。NSCAに合格した学生は、 

KPCインターン生として、各種スポーツ大会での選手との帯同や KPCでの学生に対する 

トレーニング指導などができます。 

 

 1-1-4将来構想 

① 柔道整復師養成校としての経営実績は、同分野はもとより、専門学校全般を見渡して

も比類ない実績を収めているが、単科校である面の将来的な安定度には問題があり、

第 2、第 3の事業経営の柱を打ち立てる必要がある。 

② 2020年東京オリンピックについては、同窓会や業界団体との連携を模索しているが、

ボランティア活動への参加は、原則個人単位での申し込みとなるので、学生や教員の

取り組みを促している。 

 

＜2019年度委員会での主な質疑＞ 

質問 

『2020年東京オリンピックに向けて、同窓会・業界団体と連携し、柔整師としての 

貢献策の具体化を図る』の詳細を教えて下さい。 

【補足説明】 

継続的に活動してきたゴルフ競技は、トレーナーとしてサポートできることが決定して 

います。ミャンマーの柔道についても、2年前より良好な関係を築き、トレーナー活動 

を行っていますが、オリンピックに出場できる可能性が低いです。 

障害者スポーツに対するトレーナー活動を地道に行っている教員がおり、その関係から 

パラリンピックのトレーナー活動を考えているところです 

 

（3） 基準２ 学校運営 

 ＝総括＝ 

  MVV活動（Mission；存在理由、Value；行動指針、Vision；あるべき姿）が定着してき



たことから、2014年に策定した 3カ年計画は 2016年度で終了とし、2017年度以降は、MVV

活動の中で次年度の事業計画を策定することとした。その達成度などを年 2回学校全体で

開催する事業計画進捗状況報告会で部門間相互に進捗状況を確認している。 

理事会および評議員会は、寄附行為に基づき適正に開催されている。また諸規程を整備

し適切に運用している。各種の規程・ルールの修正は、所定の手続きを経て見直している。 

全学体制の観点から業務の改善・改革を日常的に遂行している。部門内・部門間・業務

推進レベルなどに応じた会議の招集など、組織特性を活かした柔軟な対応をしている。 

人事諸施策は、学校運営に関する関連諸法令を順守し、安定的な労使関係などを背景に、

慣習的に組織を運営してきた。 

教員の採用は、柔道整復師養成施設指導ガイドラインに基づき実施、事務職員の採用は、

欠員募集で対処している。 

多様化する経営環境への対応として、将来検討委員会を立ち上げ、多角的視点から新規

事業の検討を行っている。 

業務のシステム化（IT化、OA化）を推進し、経理のシステムは、安全性を重視して、

他業務から独立させている。全システムは、インターネット接続環境にあるが、外部から

のウィルスの侵入などは防護されている。学内の情報処理システム（ハード、ソフト）は、

導入した業者などにより適切に保守管理されている。 

 

＜2019年度委員会での主な質疑＞ 

 質問 

 『MVV』とは、どういったものですか？ 

【補足説明】 

 本校の教職員で「日本一の柔整校になる！」というビジョンで取り組んで来た活動です。 

自部署の日々の活動をチェックしながら PDCAサイクルを回して、健全な事業運営を推進 

しています。MVVは Mission・ Value・ Visionの頭文字を取っており、基本的な考え方 

は以下の通りです。 

Mission；真の思いやりの心と生き抜く力で社会に貢献できる人財を育成する 

Value； 

「教育」職員全員が教育者の自覚を持ち学生を思いやる 

「共育」職員全員が学園を共に成長する場と心得、切磋琢磨し支えあう 

「鏡育」職員全員が周りに対しての言葉、態度や行動に責任を持つ 

「響育」職員全員が社会のニーズに対応できる柔軟性を持ち変化に挑戦する 

「協育」職員全員が情報共有でチームワークを固め全学体制で変化へ対応する 

Vision；2018年までに自他共に認める日本一の柔整校になる！ 

 

2-2-1理念に沿った運営方針 

① 本校の自己評価で“保守性を脱し”とあるが、単科運営を脱する意図とも相通じるも

のであり、一層の努力を期待する。 



 2-3-1理念達成のための事業計画 

① ＭＶＶ活動を基本として、年 2回の部門別事業報告会で進捗状況を確認している。 

② 昨年度立ち上げられた将来検討委員会は、社会動態に合せた学校運営の安定性を高め

ることを目的として引き続き活動している。 

 2-4-1組織運営は適切か 

① 寄付行為に基づき適切に運営されている。 

 2-4-2学校運営組織の整備 

① 寄付行為に基づき適切に運営されている。 

② 種々の規程も順次改正されており、旧体制からの刷新が着実に実行されている。 

 2-5-1人事・給与制度 

① 教員の採用は、柔道整復師養成施設指導要領に基づき厳格に実施されている。 

② 職員の定着率が高く、採用は頻回ではないが、ハローワークを活用して実施している。 

③ 給与や人事諸施策の面でも円滑に運営されている。 

 2-6-1意思決定システム 

① 組織がコンパクトであり、指示命令系統が明確で、意思決定に特段の問題はない。 

 2-7-1情報システム 

① 正確・適時・的確に種々の情報管理が実践察されている。 

 

（4） 基準３ 教育活動 

＝総括＝ 

教育方針に則り、目標を定め、学年ごとに授業方針や到達目標も明示し、国家資格の 

取得と臨床能力修得のための指導体制を整備している。同時に、臨床対応力を培った柔道

整復師の養成を重視している。学年別教育目標や、卒業までに修得すべき臨床技術や柔道

整復師としての心構えなども明示している。 

教育課程は、学則に則って編成し授業を行い、内容は、教務会議などで検討している。 

授業では、座学で理論を学び、臨床実技教育は、附属の臨床実習施設で行っている。これ

らを「学園生活ハンドブック」に明記し、学生に周知徹底を図っている。2017年度より、

業界団体役員や学術機関の有識者、教育現場の経験豊富な実務家や経験豊富な臨床家を外

部委員とした教育課程編成委員会を設置しカリキュラム改善などに反映している。 

成績評価、進級・修了認定などの基準を学則及び教務規程に定め、学生に明示している。

各科目担当の教員は基準に則って成績を評価し、進級・修了などの判定を行い、その結果

を教員会議で審議し、校長らの判断を加えて最終決定とする。2018年度より、他の教育

機関で履修した単位の互換を限定的に実施しているが、編入学希望者には、編入学試験の

結果により認定している。 

学生に対して、柔道整復師免許の内容・取得の意義について明示し、免許取得に関わる

授業科目や特別講義なども実施している。また、国家試験に不合格となった卒業生に対し

ても、特別指導体制（杏文塾）を整備している。各クラス担任による学生個々の状況把握

と、それに基づく個別指導や事前の問題把握と解消に対処し易い体制も整えている。 



教員資格等は、柔道整復師養成施設指定規則及び柔道整復師養成施設指導ガイドライン

により明確にしている。教員は、種々の研修会や勉強会を通じて、常に最新・最先端の医

学知識・医療技術の習得し、特に柔道整復の教員は、日々の臨床経験も活かして教授に当

っている。学校は、公益社団法人日本柔道整復師会役員兼務の教員を通して関連業界との

パイプを複数保っている。 

 

 3-8-1教育課程の編成方針と実施方針 

① 教育理念に基づき、柔道整復師養成施設指導ガイドラインに沿って厳格に管理されて

いる。 

 

＜2019年度委員会での主な質疑＞ 

 質問 

『教育課程編成委員会を設置し年 2回開催している』とありますが、どの様な位置づけの

委員会ですか？ 

【補足説明】 

職業実践専門課程を取得する要件として、学校関係者評価委員会（年 3回）と、教育課

程編成委員会（年 2回以上）の実施が必要不可欠です。教育課程編成委員会は、業界団体

の役員や臨床現場で活躍している柔整師などをメンバーとして開催しています。様々な意

見を頂戴し活かすことによって、教育課程の充実に寄与しています。 

 

3-8-2教育到達レベルの設定 

① 学年別・科目別に到達目標が明確に定められている。 

② 加えて、国家試験指導に偏らず、柔道整復師本来の実技能力向上にも配慮している。 

 

＜2019年度委員会での主な質疑＞ 

 質問 

『・・・学年ごとの到達目標を明示して・・・』とありますが、具体的に教えてください。 

【補足説明】 

年度初めに配布する「学校生活ハンドブック」P1に以下の文章が掲載されています。 

〇第１学年生は、今後３年間の精進への「決意」をしっかりと踏まえ、各教科におけ

る授業の受け方やノートのとり方など、自身に合う学習方法と学習習慣を身につけ

るための努力をすること。 

〇第２学年生は、前年度の生活習慣を振返り、全てを「謙虚」に反省すること。そし

て修得した知識の確認を行い、決して後悔することのないよう、この１年間に学習

習慣を建て直すこと。 

〇第３学年生は、今年こそが修学の集大成の年であることを「覚悟」して、全力を注

入すること。 

そして、2021年 3月 7日（日）予定の国家試験に全員で合格を目指す。 



その達成のための具体的な取り組みは以下の通りです。 

各期終わりに定期試験を実施（年 3回）します。それだけではモチベーションの維持が

難しいので、5月 10月には実力試験を実施します。サポートが必要と認められた学生は

週 2回、授業以外で補講を実施しています。 

 3年生には、定期試験の他に毎月末に到達度試験を実施し、国家試験合格を目標に進め

ます。4月の山中湖一泊研修で全員の意思統一を図り、目標を明確化して 3月の国家試験

に臨みます。補講は、対象者と希望者に対して、月曜から金曜まで週 5回行います。 

 

 3-9-1教育課程の編成 

① 柔道整復師養成施設指導ガイドラインに基づき厳格に管理されているが、2018年より、

新たなガイドラインの施行により、大幅なカリキュラム改編の準備に取り組んでいる。 

② “学習の手引き”も作成され、教員や学生たちに周知徹底されている。 

3-9-2 教育課程の編成に関する外部意見 

① 昨年度、教育課程編成委員会と学校関係者評価委員会を立ち上げて、カリキュラムや

学校運営に外部の意見を反映しており、同時に、2018年度に職業実践専門課程認定を

取得した。 

 3-9-3キャリア教育 

① 本校では伝統的に接骨院などでの研修（修行）を推奨しており、就業・就学制度など

斡旋する体制も整えている。 

② 2015年から、トレーナー業務の活動・研究拠点として杏文パフォーマンスセンター

（KPC）を開設し、女子プロゴルファーなどのトップアスリートに対してトレーナー

活動を実施しており、トレーナー志向の学生達が見学や立ち会いにより、実践的な体

験を得ている。 

 3-9-4授業評価 

① 教育課程編成委員会を設置し、カリキュラムに業界など外部の意見を反映している。 

 3-10-1成績評価などの認定基準 

① 各種基準が明確であり適切に運用されているが、施行後かなりの年月が経過しており、

見直しを検討している。 

② 他の教育機関で取得した単位の互換は、予定どおり 2018年度より実施された。 

 3-11-1資格の教育課程での位置付け 

① 明確に位置付けられており、学生・教員などに周知徹底されている。 

 3-11-2資格取得の指導体制 

① 在校生への指導体制はもとより、卒業生の国家試験再チャレンジへの応援・指導体制

である“杏文塾”まで完備しており、万全の指導体制と評価できる。 

 

 3-12-1教員の資格要件 

① 厚生労働省系列の指導もあり万全に整備されている。 

 



 3-12-2教員の資質向上 

① 職種柄、個人ベースの学術研究会や技術講習会や、業界団体や柔道整復学校協会が 

実施している研修会への参加が多いが、学校独自の勉強会なども実施している。 

 3-12-3教員の組織体制 

① 教育内容や教授面ではもとより、学校運営面でも常勤・非常勤の教員が連携して活動

しているが、更なる組織化・体系化が計画されている。 

 

（5） 基準４ 学習成果 

 ＝総括＝ 

  本校の使命は、柔道整復師の養成で、学生が柔道整復師国家資格を取得し、それによっ

て生涯に亘る職に就く事である。従って就職率は常に 100％を目指しているが、現状ほぼ

目標通りに推移している。 

就職活動支援には専門の窓口を設け、本校卒業生の接骨院などを中心とする業界での求

人先を開拓して求人を獲得するとともに、学校に寄せられた一般の求人情報などと合せて

在校生に開示している。また就職率の向上を図るため、就職相談会の実施・外部就職セミ

ナー受講・在校生に対して就職に関するアンケートなどを実施している。 

柔道整復師になる為の第一関門は柔道整復師国家試験だが、その合格率は、常に 100％

を目標とし、受験者数は入学者全員を目指しているが、中途退学者などは、皆無になって

はいない。   

国家試験対策としては、各学年での通常授業の理解促進のための補講から、長期休暇を

利用した特別補講、更には、3年生を対象とした国家試験対策講座などかなりきめ細かく

実施している。また学生同士のグループ勉強会の実施を促している。 

学生の卒業後の活躍状況を把握することは、学校としての責務であり、卒業生の就職先

へ状況調査を行うなど実態を把握する。卒業後に実践的な治療技術を体得する過程を見極

めることも柔道整復師養成施設の責務である。その様な認識に基づき、就職先を訪問し、

学校や卒業生に対する評価を直接聴取している。 

 

4-13-1就職率の向上 

① 卒業生の就職は、転職も含めて、ここ数年の間、好調に推移している。 

 4-14-1資格取得率 

① 実績ベースで見て、絶好調に推移している。事実上、日本一と評価できる。 

 

＜2019年度委員会での主な質疑＞ 

 質問 

『国家試験対策としては、補講や特別補講、3年生対象の国家試験対策講座など実施して

いる』とありますが、詳細を教えてください。 

【補足説明】 

3年生になると、これらの授業で教員は休みがない状態です。国家試験対策講座は年明



けから始まり、さらに国家試験に特化した授業を行っていきます。その他、試験の後など

には必ず各担任が学生と面談をし、心情面にも寄り添った教育を行います。 

 

 4-15-1卒業生の評価 

① 卒業生としての体験から、在校生に対する就職への意識付けの必要性が指摘された。 

② 保護者の意見としては、就職とは各自が自主的に取り組むものとの指摘もあった。 

③ 現状では不足している卒業生の勤務状況の把握などに取り組む計画である。 

 

（6） 基準５ 学生支援 

 ＝総括＝ 

  就職相談会や専任担当者による個別相談などを通しての就職支援や、同窓会や外部の人

材斡旋業者との連携も図っている。学校独自に立ち上げた求人・求職マッチングサイトも

順調に稼働している。インターンシップ制度の導入も検討している。 

学生が中途退学する要因は、学習内容に対する入学前後の認識ギャップや経済的困難、

進路の変更、生活習慣の不適応など様々である。それらへの対処は、入学前の学校説明の

徹底と個別進路アセスメントなどと、入学後の学生が抱える様々な問題に対して、クラス

担任制や学生相談室を活用した早期対処を目指している。 

学生の健全な就学のためには、私生活や身体的・心理的な不具合にも対応できる体制を

整え、学生相談窓口の設置や心理カウンセラーの選任、近隣の医療機関との連携も確保し

ている。 

入学金減免制度や学費の分納制度、奨学金などの公的支援体制を活用し、学生に対する

経済的な支援を拡充させている。大規模災害などの被災者に対する就学支援は、必要に応

じて制度化して対応している。遠隔地から入学する学生の支援として、学生寮や学生用の

賃貸物件を斡旋する業者との提携がある。 

現在、柔道部、野球部、杏文パフォーマンスアカデミー（KPA）、バスケットボール部が

活動している。他に、クラス対抗フットサル大会や校内柔道大会の打上を兼ねた懇親会は、

学校関係者が一堂に会して盛り上がり、学生たちの記憶に残る校内イベントである。 

本校は伝統的に、雇用主（研修先）や保護者との連携を図りつつ学生の就学支援、生活

指導を展開してきたが、学生の低年齢化を踏まえ、より一層の充実と同窓会や関連業界と

の連携も密接に図っている。 

卒後研修や社会人の再教育プログラムなどの充実を図り、社会人が働きながら就学し易

い夜間コースの存続させている。また、学生が種々の公的支援措置を受給できるよう対処

をしている。 

 

 5-16-1就職支援 

① 就職相談会や個別コンサルティングなどに加えて、求人・求職マッチングサイトも 

整備されており、充分な体制と評価できる。 

 



 5-17-1退学率の低減 

① 入学前教育や補講・個別面談など、退学率低減措置は色々と取り入れられているが、

いずれも顕著な効果は表れていない。今後の打開策に期待する。 

 5-18-1学生相談 

① 学生相談室や専任カウンセラ―などを整備しており、体制は整っているが、教員間の

カウンセリング能力に個人差があるようで、改善を要する。 

 5-18-2留学生に対する相談体制 

① 東京都入国管理局発行の「申請取次者証明書」を持つ職員を配備しているが、現状、

本校には台湾からの留学生が 1名在籍している。 

 5-19-1学生に対する経済的支援 

① 日本学生支援機構などの公的奨学金制度や、雇用保険制度からの訓練給付金などひと

通りの支援制度が利用可能な体制整備が出来ているが、本校独自の奨学金制度や、成

績優秀者に対する特待生制度などの支援制度はなく、今後の課題とされる。 

 

＜2019年度委員会での質疑＞ 

 質問 

『独自の奨学金制度や成績優秀者に対する特待生制度などを設け、学生に対する経済的支

援制度のより一層の充実を図る』とありますが、具体的に教えてください。 

【補足説明】 

現状では、学校独自の奨学金制度はありませんが、2020年度よりスタートする高等教

育修学支援制度の適用申請を行っていますので説明します。 

 2020年 4月から①授業料等の減免②給付型奨学金制度の拡充という 2本柱でスタート

し、本校もその支援を受けられる認定校として認可されております。主に非課税世帯が対

象となりますが、①授業料等の減免は 3年間で最大 193万円の免除が受けられます。また、

②給付型奨学金制度は、こちらも 3年間で最大 272万円の給付が受けられます。詳細は別

紙資料をご確認ください。 

 このような公的な支援制度として、雇用保険制度の一環である教育訓練給付金制度は、

既に適応対象校となっています。 

 

 5-19-2学生の健康管理 

① 定期健康診断は、学校保健安全法に従って適法に実施されている。 

 5-19-3学生寮や生活支援 

① 本校独自の学生寮はないが、外部の学生寮や学生専用のマンション斡旋業者との連携

が取られている。 

 5-19-4課外活動 

① 柔道部・野球部など４つの運動部が常設されており、学生達の希望に基づく自主運営

による各種イベントも実施されている。 

 



5-20-1保護者との連携 

① 学生の就学に関わる場合などには、保護者や雇用者（研修先）との密接な連携が取ら

れているが、保護者会などはない。 

 5-21-1卒業生・社会人 

① 今年度重点目標の一つである“実技教育の充実”に従って、卒後研修制度が整備され

ている。原則として、実技の習得は、資格取得後に臨床において実践的に実施される

べきものであり、この観点からも、卒後研修は理にかなったものとして、本校では、

柔道整復師養成校として当然の機能と位置付けている。 

 

＜2019年度委員会での主な質疑＞ 

 質問 

『同窓会との連携が密接であり、各種勉強会や就職相談会、更には卒後研修など様々な事

業を共同で実施している』とありますが、具体的にどのような活動をされていますか。 

【補足説明】 

就職相談会を開催しています。同窓生の先生方を中心に、50社ほど相談会に参加して

いただき、学生の就職とマッチさせています。 

他に『卒業後に頼れる学校になろう』をスローガンに、卒後研修の充実を図っています。 

「柔整」「スポーツ」「介護」を 3本柱に、同窓会より援助を受け卒業生向けの勉強会を

開催しています。 

 

 5-21-2産学連携と再教育プログラム 

① 本校教員には、業界団体の役員を兼務している者や関連学会に所属している者が多く、

業界の現況には機敏に対応している。 

② 本校では、医療資格保持者（卒業生）に対するトレーナー講習会を実施しているが、

この講師には、日本スポーツ協会 AT養成コースにも携わっている講師が多く、内容的

には、それに匹敵するものとの定評がある。 

 5-21-3社会人のニーズに対応した教育環境 

① 本校の夜間部は、創立以来のコースであり、伝統の根幹と捉えていると同時に、昨今

の学生募集困難により夜間部を閉鎖する学校が多い中で、社会人のキャリアチェンジ

に対応すべく、その維持・継続に尽力している。 

② 夜間部での就学を支援すべく、今後の更なる対応に期待する。 

 

【注釈（重要事項）】 

 本報告に頭書した１、概要にも記した通り、以下の基準６から基準１０は、書面にて実施

された第 3回委員会で審議された項目である。通常の対面開催と異なり、書面での一方的な

提示であった為、特段の質問や意見などはなく、全委員より全ての項目に対して“賛同する”

との回答を得た。 

 



（7） 基準６ 教育環境 

 ＝総括＝ 

本校の施設・設備は、柔道整復師養成施設指定規則及び養成施設指導ガイドラインに基

づき整備し、毎年施設・設備の整備状況を所轄官庁に報告している。 

就学しながらの接骨院での研修は、学外実習の一環として柔道整復師養成課程において 

重要な機会であることから、学校は、卒業生の接骨院などを中心に学業優先で受け入れる 

研修先を学生に紹介している。具体的には、学校に届いた求人情報を、学生が随時閲覧で 

きる求人・求職マッチングサイト（前出）に掲載し、学生たちの要望に応じて求人先との 

折衝の支援も行っている。 

  海外研修は、柔道整復師養成に直接的な要件ではないが、一社会人としての素養・見識 

を高める目的で機会を提供している。具体的には、米国ハワイで異文化を体験する研修や

学内では実施できない解剖や介護の実習などを行なっている。 

年間を通して本校最大の学校行事で、全学生が参加する校内柔道大会は、企画・運営・

実行など学生主体で運営し、教職員がサポートする形で実施している。その他の行事など

でも、出来る限り学生たちの自主運営を尊重・支援し、学生と教職員、および学生相互の

連帯感醸成にも役立てている。 

火災や地震などの災害に備え、学生と教職員の安全を第一に、周辺住民への支援も視野

に入れた防災対策を目指して組織体制を整備して、法令に則った消防計画を作成している。 

また災害時に不可欠となる救急救命、緊急支援を提供する体制を、附属の杏文接骨院を

中心に再整備している。消防点検や建物検査、電気工作物点検などを実施して安全管理に

努めている。また ALSOK（綜合警備保障株式会社）と契約し、防災防犯対策もしている。 

 

 6-22-1施設・設備 

 ① 柔道整復師養成施設として求められる種々の法令基準に則って適正に設置されている。 

 ② 施設・設備のメンテナンスは、複数社から見積もりを取り妥当なコストで実践されて

いる。 

6-23-1学外実習など 

① 附属臨床実習施設や提携先の接骨院での研修や、ホノルル・八丈島などでのスポーツ

イベントでの救護活動補助のボランティア活動など、本校では、学生に対して様々な

学外実習機会を提供している。 

② インターンシップは、いくつかの接骨院などとの検討は継続しているものの、未だ、

実施には至っていない。実現に向けて更なる努力を期待する。 

 6-24-1防災組織 

① 水・非常食・保温シートなど、独自の非常時対応物資は備蓄されている。 

 6-24-2安全管理体制 

① 法令に則って、各種設備点検を実施している。 

② 防犯・防災などの安全管理として ALSOK（総合安全保障㈱）と契約している。 

 



（8） 基準７ 学生の募集と受入れ 

 ＝総括＝ 

  高等学校の進路指導部訪問や、高等学校内で行われる進路説明会への参加などで、本校

の教育活動や学修成果を伝え、高等学校との交流を密にしている。東京・埼玉・千葉は、

専任の担当者を決めて高校を訪問し、埼玉県立ふじみ野高校とは交換授業、地元の光が丘

第一中学校とは職場体験を受け入れおり、入学生の出身校や地域社会との相互信頼関係の

強化を図っている。 

学生募集に関しては、公益社団法人東京都専修学校各種学校協会の指針に沿って適正・

適切に遂行している。広報活動には、web（SNS）を活用しているが、誇大な表現を避け、

就職実績、資格取得実績などの学修成果を正確に伝えると同時に、学校の特徴を分かり易

くまとめ紹介する為に表現やデザインなどをチェックし、閲覧者に適切に伝わる様に努め

ている。入学検討者が参加するオープンキャンパスなどでは、卒業生や教員による模擬授

業などでイベント内容を工夫している。 

受験者の志向や、競合校の施策を考慮し、以下の募集方法を実施している。 

・ＡＯ募集 ・一般募集 ・同窓生推薦募集 ・学校推薦募集  

・医療系資格者特別募集 ・後継者育成特別募集 

入学選考は、その基準・方法を明確に定め、募集要項などに記載した上で、柔道整復師

養成施設指導ガイドラインにも準拠して、公平かつ適正に実施している。入学選考に関す

る諸数値を把握し、入学後の指導などに活用することは大切だが、多くがＡＯを含む推薦

募集で受験している現状を考慮し、入学前プログラムの採点結果も含めて活用し、入学後

の授業や指導に活かす。 

応募者・合格者・入学者などの様々な予測値を、財務計画などの策定に活用するが、 

学生募集目標はコース別の定員とし、前年度実績を参照しながら、財務計画などの立案に 

活用している。 

各種納付金（入学金、授業料、実習費など）は、教育内容や必要経費を基に算定し、 

入学生の家計状況も勘案した総合的な見地から妥当な水準に設定している。主な学納金は、 

募集要項などに明示している。 

入学辞退者に対する授業料、施設費、実習費は、2006年文部科学省通知に則り、既納 

の金額を、費用などを控除した上で、全額もしくは一部を返還している。 

  

7-25-1高等学校等への情報提供 

①  進学実績がある高等学校の多い東京都・埼玉県・千葉県に関しては、担当者を決めて 

定期的に学校訪問をし、相互信頼関係の醸成に努めている。 

② 埼玉県立ふじみ野高校には、テーピングなどの授業を提供している。 

③ 近隣の中学校とは、生徒の職場体験などを受け入れている。 

 7-25-2学生募集活動 

① 東京都専修学校各種学校協会指針に則って、内容や時期について適切に実施している。 

② WEBや SNSなどのインターネット機能を活用した先駆的な募集活動を展開している。 



③ オープンキャンパスや授業見学などの諸活動は、綿密に計画されて、かなりの頻度で

実施されており、入学検討者に対して充分な機会を提供できていると判断する。 

 7-26-1入学選考基準 

① 適切に運営されている。 

 7-26-2入学選考に関する把握 

① 現状、大半が AOや同窓生推薦での入学である。 

 7-27-1学納金 

① 各種納付金は、実際に経費などと、競合他校の学納金とも比較した上で、適正に設定

されている。 

 7-24-2入学辞退者への返金 

① 適切に処理されている。 

 

（9） 基準８ 財務 

 ＝総括＝ 

1．財務基盤 

近年の応募（入学）状況は定員充足しており、収支バランスは安定している。事業活動

収支差額比率（基本金組入前当年度収支差額÷事業活動収入）も高く、人件費率（人件費

÷事業活動収入）も適正な割合で、経常的な活動から安定した経営原資を生み出している。 

また現在の貸借対照表の数値を基にした財務分析（貸借対照表関係比率）でも、流動比

率（流動資産÷流動負債）、前受金保有率（現金預金÷前受金）は共に高く、財務の健全

性は保たれている。しかし専門学校を含む高等教育機関を取り巻く募集環境は厳しさを増

しており、今後を見据えた中長期計画を実現させる為のさらなる財務基盤の強化が必要。 
2．予算・収支計画 
予算・収支計画に関しては、教育目標・中期計画との整合性を図り、各部門の要求内容

と前年実績等を基に策定している。今後の事業展開に伴う組織規模の拡大も考慮し、予算

規程及び経理規程に基づいたチェック体制を整備している。 
3．監査 

  外部監査、内部監査については監事による会計監査を適切な時期に実施している。 
4．財務情報の公開 

  私立学校法の改正に伴い、財務情報公開の体制を整え、ホームページに公開している。 

 

 8-28-1中長期的な財務基盤の安定性 

① 順調な学生募集状況を反映して収益性が高く、借入金はなく、不動産や設備などの 

高額な資金需要も無いので、財務体質は極めて良好である。 

 ② 柔道整復学科だけの単科経営は、運営のやり易さに大きなメリットがあるが、収入源

が単一である点で、経営の安定度に不安がある。 

 8-28-2財務分析 

 ① 各種財務指標は、全国平均を上回っている。 

 8-29-1予算・収支計画 

 ① 予算編成は、各分門からの要求を管理者会議で査定し策定している。 



 8-29-2予算及び計画に基づく執行管理 

 ① 事業形態に大きな変化はなく、長年に亘って、収入・支出とも予算・計画に沿って 

執行されている。 

8-30-1監査の実施 

 ① 毎年適法に監査を実施ており、監査結果は記録に残し、適切に処理している。 

 8-31-1財務情報の公開 

 ① 情報公開規程に基づき開示している。 

 

（10）基準９ 法令等の遵守 

 ＝総括＝ 

  関係法令を順守し、学校運営を適正・適切に行うに当たり、必要に応じて関係法令など 

を参照しながら日常の業務に当たっており、学校の運営上必要となる諸届や報告も適時・ 

適切に実行している。学校運営と業務執行に必要な規則・規程などを整備し、適切に運用

する。セクシャルハラスメントなどの防止の為に対応マニュアルを策定し、学校に対する

コンプライアンス上の疑義が生じた場合に備え、相談窓口を設け、全教職員および学生に

周知徹底を図る。 

学校が保有する個人情報については、2014年度に整備した規程と、そこに明記した 

個人情報保護方針（プライバシーポリシー）に基づき、適正・適切に対処している。また 

大量の個人データを蓄積した電磁記録の取扱いに関し、規程を定め適切に運用している。 

また、学校が開設したサイトの運用にあたっては、情報漏えい等防止策を講じている。 

本校は、東京都柔道整復師会が設立した学校であるため、日本柔道整復師会や日本柔道

整復接骨医学会などの業界諸団体との繋がりは強く長く深い。そのような背景から、本校

の学校運営には自然と多くの業界関係者からの貴重なアドバイスが至る所に反映されて

いるが、そのような繋がりも、恣意的・不定期的な感は否めない。今後は、第三者評価を

踏まえ、学校関係者評価も実施し、時代に即した、より透明性の高い学校経営を目指す。 

当面必要とされる情報公開は実施しているが、様々な学校評価制度を経て、より一層の

情報公開を推進していく方針である。 

 

 9-32-1関係法令、設置基準等の遵守 

 ① 医療系の学校であり、基本的な学校運営に関しては、法令遵守が徹底している。 

② 各種ハラスメント行為の防止や、法人としてのコンプライアンスの保持・推進にも、 

組織的に取り組んでいる。 

9-33-1個人情報保護 

 ① 個人情報保護方針（プライバシーポリシー）に則り、適切に取り扱っている。 

 9-34-1学校評価 

 ① 2008年度から実施している自己点検自己評価に基づき、各種学校評価を適切に実施 

している。 

 



 9-34-2自己評価結果の公表 

 ① 本校ホームページで開示している。 

 9-34-3学校関係者評価の実施 

 ① 2016年度より、組織内に学校関係者評価委員会を位置付け、年 3回実施し、年間を通

した報告書を作成し、校長に提出している。 

 9-34-4学校関係者評価の公表 

 ① 本校ホームページで開示している。 

 9-35-1教育情報の公開 

 ① 各種学校評価の報告書等を通して、公開している。 

 

（11）基準１０ 社会貢献・地域貢献 

 ＝総括＝ 

埼玉県立ふじみ野高校との教育連携や、地域のお年寄りや地域の小学生を対象とした 

少年柔道教室などを定期的に開催している。また近隣町内会の秋祭りに在校生をボランテ

ィア参加させ、その運営に人的貢献をしている。柔道整復師の実技能力向上や業務分野の

拡大を目指して各種卒後研修を開催している。業界関係者が開催する種々の研究会や勉強

会、更には近隣町内会などへ学校施設を貸出している。 

国際的には、柔道整復師の直接的な活躍のチャンスは少ないが、その技術の活用により

貢献できる場面もある。ホノルルマラソン公式マッサージブースでのボランティア活動は、

2003年度から始めたが、現在は、異文化体験と解剖実習を中心に行っている。 

学生が、自治体や町内会に参加して、祭りの神輿担ぎ、設営準備、子供神輿の警護等に 

参加している。一部の教員は、現在でも継続的に東日本大震災のボランティア活動に参加 

している。2018年度よりサイパンマラソンのボランティア活動(マッサージブース運営) 

に参加しており、ミャンマー柔道協会への協力で、柔道競技の救護活動を行っている。 

 

 10-36-1学校の教育資源を活かした貢献 

 ① 埼玉県立ふじみ野高校に対して、教育提携に基づき、講座を提供している。 

 ② 東京コンドルタクシー㈱に対して、ドライバーの健康維持を目的とした体操教室を提

供している。 

 ③ 近隣の高齢者向けの健康体操教室を実施している。 

 ④ 地域の祭礼に際して、本校の学生や教職員の有志が、地元町内会（仲２町会）が出す

神輿や山車の担ぎ手として参加している。 

 ⑤ 地域の商工会や法人会、地元民のサークル活動、柔道整復師の業界団体の会合などに、 

   教室や附属の施設などを貸し出している。 

 10-36-2国際交流 

 ① 毎年秋に実施するホノルル研修時に、地元の高校で交流会を実施している。 

 ② 講道館で行われる柔道の国際合宿で、各国の選手に対する救護活動を実施している。 

 



 10-37-1学生のボランティア活動 

 ① 学生が、自治体や町内会に参加して、祭りの神輿担ぎ、設営準備、子供神輿の警護等 

   に参加している。 

② 一部の教員は、現在でも継続的に東日本大震災のボランティア活動に参加している。

③ 2018年度よりサイパンマラソンのボランティア活動(マッサージブース運営)に参加 

しており、ミャンマー柔道協会への協力で、柔道競技の救護活動を行っている。 

 

 

以上 


