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ご意見

・教育理念・目的・育成人材像。しっかりされていると思います。		
・専門学校として、求められる社会的役割の実現に向けて適切な学校づくりを実践している。
・資格取得に向けた実学教育では専門性を高く、講師陣など環境も充実している印象を受けました。学内での人間教育において、コロナ禍で対面によるコミュニケーションの機
会が不足してしまうことを心配しています。		
・世界の情勢、コロナ・・・社会の変化が目まぐるしい現代においては、将来に希望や夢・目標を持てる若者が少なく、将来つきたい職業につけるかという不安も、とても大きなも
のになっていると思います。そんな中、医療や福祉・スポーツなどの分野で幅広い資格取得を目指せ、専門職で即戦力となる技術と知識を習得できることは、今後ますます社会
ニーズが高まると思います。好きなことを仕事にし、社会貢献できる人材の育成を今後も期待していおります。		
・年を変化する社会情勢を踏まえ、需要に応えられる育成を加え、根のしっかりしたブレない方針を期待します。		
・３つのポリシーもしっかりあり、ミッションとしては100点。ただし、実践となると「？」ではある。一番の問題は「国際教育」これに関しては0点と考える。授業の中で努力してくださ
い。		
・昨年度に続きまして今年度もリモートの参加となり大変申し訳ございませんでした。平成２６年度より学校関係者評価委員会に参加させて頂き、今年で９年目となりました。今
年度もお話を聞かせて頂きまして、「学校法人滋慶学園グループ」様が取り組んでおられます、「３つの理念」（実学教育、人間教育、国際教育）と「４つの信頼」（①業界の信頼
②高等学校の信頼 ③学生・保護者の信頼 ④地域の信頼）を実践することで、理想の教育実現を目指す　という内容に関しまして真摯に取り組まれていることをあらためて確認
をさせて頂きました。常にぶれることなく関係各位の皆様が熱心にとりくまれｔえいることによりまして、素晴らしい学生さんを社会に輩出されているのだと感じております。３つの
理念に関しましては、取り組まれている内容も真摯に取り組まれていることの継続性が重要であり学生さんの考え方の中に浸透して頂くことが重要であると感じます。継続して
いただき、より社会に役立立つ人間性を持たれた職業人、学ぶ精神をしっかりと育まれた職業人を輩出されることを願っておりますと伴に　昨今の教育現状も把握させて頂きな
がら　職場の立場よりご協力をさせて頂ければと思っております。		
・方向性として、適切かと思われます。		
・2005年に開校され、医療・福祉・スポーツ・美容の分野で職業人教育を通じて社会に貢献することをモットーとされた「産学連携教育」のもと、即戦力として活躍できるスペシャリ
ストを育成する専門学校として、高い国家試験合格率を維持されているということ。大学にはない多職種を理解し、自分の専門性を発揮できる人材を目指すための強い信念を
持つこと。スポーツやビジネス業界で夢と感動を届けるプロになるということを前面にでしておられるのが印象的でした。時代の最先端を先取りされているところが素晴らしいと
思います。		
・理念・特色として、使命を持って目的のために方針を定められています。学生に対して「社会貢献」という点が、どれほどのレベルで分かっていただいているのかが課題ではな
いでしょうか。		
・アドミッションポリシー（入学者受け入れ方針）に、2．仕事観、勤労観を備える人とある。しかし、それは、御校の「職業人教育を通して社会に貢献する」という教育を通して身に
付けていくものだと理解しています。しかもそれらを身に付けること自体決して簡単なことではないと思います。したがって、高校卒業間もなくまだ社会経験の無い学生に仕事
観、勤労観を備えた人をアドミッションポリシーとして要求するのはハードルが高いと感じました。		
・実習生を通じての印象ですが、社会人としての身構え・気構え・心構えがやや欠けていると感じます。		
・質の高い豊かな即戦力の人材を育成するには、知識・技術面の習得はもちろんのことですが、それと併せて、人格形成を含めた接遇対応も求められると思います。そのため、
学内教育において「ホスピタリティ教育」を全科に取り入れてはどうか？と考えます。また、即戦力の人材育成、学生のモチベーションや興味・関心を引き出すという観点から「専
門性」をキーワードにした少人数制のゼミやカンファレンス、グループワークなどの教育を取り入れてはどうかと提案します。　　　　		
・コロナ渦も依然続く中、学校教育についての難しさをあらゆる工夫で対応され、やはり「3つの教育理念」や、「滋慶学園グループの3つのポリシー」などで素晴らしい人材育成が
なされていると思います。		
・社会人・職業人としての心構えなどを身につけていくために学生に現場で働いている専門職と接する機会を多く提供できるよう考えられていることは、とてもすばらしいと思いま
す。そのために、学生がその場に上手く入れるように、先生方は事前準備や調整にとてもご苦労されていると思います。双方にとって活かし合える場となるよう、今後ともよろしく
お願いいたします。		
・明確でしっかりした理念のもとで専門職としての人材が育成されていると思われます。
・明確なポリシーがある		
・貴校の「教育理念・目的・育成人材像」は、左記のとおり明確に定めており、実際の教育内容とも合致しています。また、入学案内等のパンフレットにも明示され、教職員の言
動からも確認できます。		
・適切に対応されていると思います。	

(要約)

1　教育理念・目的・育成人材像

1-1
理念・目的・育成人材像は定め
られているか

1-2
学校の特色は何か

1-3
学校の将来構想を抱いているか

3.8

学校法人滋慶コミュニケーションアート 京都医健専門学校は、滋慶学園グループ
に属し、「職業人教育を通して社会に貢献する」ことをミッション（使命）としている。
　
「３つの建学の理念」（「実学教育」「人間教育」「国際教育」）を実践し、「４つの信
頼」（①業界の信頼 ②高等学校の信頼 ③学生・保護者の信頼 ④地域の信頼）を
得られるように学校運営をしている。

建学の理念に基づき、京都医健専門学校は、『スポーツ・医療・福祉・美容分野
で、人に喜びや感動を与えられる「即戦力」』となる人材育成を目的として学校運
営をしている。
　
現在、スポーツ・医療・福祉・美容業界を取り巻く社会の環境は大きく変化してい
る。
職業の現場で求められる知識・技術の高度化や多職種との連携、より付加価値の
高い人材の必要性を背景に、本校では、１年制課程から４年制課程までの10学科
を設置し、『産学連携教育システム』により、様々な変化にも対応できる人材の育
成をめざしている。

「職業人教育を通して社会に貢献する」
職業人教育は、専門職業教育とキャリア教育から成る。専門職業教育とは、即戦力としての高度な技術・知識の習得であり、キャ
リア教育とは、プロの職業人として必要な人間力、仕事に対する身構え・気構え・心構えの習得及び職業観・勤労観の確立を言う。
　
「実学教育」
スペシャリストが求められる時代に即し、業界に直結した専門学校として、即戦力となる知識技術を教授する。一人一人の個性を
活かし、それぞれの業界で力が発揮できるように構築された『滋慶学園グループ独自の教育システム』により人材育成を行う。
「人間教育」
開校以来、『今日も笑顔で挨拶を』を標語に掲げ、他人への思いやりの気持ちやコミュニケーション能力、リーダーシップがとれる
対人スキル等を身につけ、同時にプロ・社会人としての身構え、心構え・気構えを養成する。
「国際教育」
コミュニケーション言語としての英語を身につけるだけでなく、日本人としてのアイデンティティを確立した上で、広い視野でモノを捉
える国際的感性を養う。

「滋慶学園グループ３つのポリシー」
①ディプロマポリシー（卒業認定等の方針）
滋慶学園は、「建学の理念」と「４つの信頼」に基づいて、「即戦力となる学生を育成し、社会に貢献することを最終目標」とし、特定
の職業に従事するために必要な技術・知識、態度、考え方をもった学生を社会・業界に送り出すこととしています。
卒業までに身に付けるべき資質を以下に示します。
１．学内における様々な教育プログラムを通じて社会人基礎力が培われている。
２． 産業界との連携により職業人・業界人としての人間力を、また社会人としての身構え、気構え、心構えを身に付けている。
３．職種に応じ必要とされる知識・技術、国家資格等を取得することで身に付けている。
４．他者や異文化に対する理解を深め、自らの見解と高い視野を備えた国際感覚を身に付けている。

②カリキュラムポリシー（教育編成方針）
滋慶学園は、「建学の理念」と「４つの信頼」を実現するために、「専門職業教育」と「キャリア教育」を体系的に一体化した職業人教
育のカリキュラムと、海外研修等の国際教育を通じ国際感覚を身に付けるプログラムを提供します。プログラムの柱を以下に示し
ます。
１．産学連携による実習を重視したカリキュラムやインターンシップ等を提供します。
２．入学者一人ひとりの人間的成長とキャリア設計を支援します。
３．グローバル化の中、国際人としての基礎プログラムを提供します。
４．基礎学力の向上を図るプログラムを提供します。

③アドミッションポリシー（入学者受け入れ方針）
滋慶学園の「建学の理念」と「開校の目的」に共感できる入学者を国内、国外問わず受け入れます。求める人物像を以下に示しま
す。
１．目的、目標を持ち社会に貢献したいと考える人。
２．仕事観、勤労観を備える人。
３．自ら学ぶ姿勢と自己の課題を発見し解決するなど、キャリア意識を備える人。

3.8

3.7

諸環境の変化に対応できるように、運営方針を事業計画にまとめている。滋慶学
園グループとしては毎年、長期・中期・短期展望をし、事業計画を作成している。
それを受けて、短期事業計画を作成するが、毎年作成しているこの事業計画書が
京都医健専門学校における運営の核となるものである。
事業計画は、法人理事会・評議員会の決済を受け、承認を得ることになっている。
それを受け、本校では毎年３月に事業計画を全教職員へ周知徹底するための研
修を行っている。
事業計画においては、グループ全体の方針や方向性、組織、各部署における目
標や取り組み、職務分掌、各種会議及び研修等々についてが明確に示されてい
る。
運営組織は、事業計画の核をなす組織目的、運営方針、実行方針と実行計画に
基づいたものである。単年度の運営も、中期計画の視点に立って行われる。事業
計画書の組織図には学校に係わる人材が明記され、誰もが組織上の役割・位置
づけを理解できるようになっている。
学校がもっとも大切にしていることとして、滋慶学園グループの五か年計画の事業
計画に沿って、採用と人材育成を行い、様々な研修において目標達成に向け、ス
タッフのスキル面とマインド面の向上を図り、また関わるすべての人が学校の方向
性、学校の方針の実現に向けて同じ方向を向くために、各種研修や会議、ミーティ
ングにより、コミュニケーションの重要性を確認している。また滋慶学園グループ共
通システムである専門学校基幹業務システム（ＡＳシステム）により、学生情報や
総務情報、財務情報などの管理を行っている。

各学校における事業計画書は、広報・教務・就職と、学校におけるすべての部署について考えられ、すべての部署が同じ方針・考
え方を理解し、徹底している。

学校全体の運営、あるいは各部署の運営が正しく行われるために、様々な研修や会議が設けられ、この研修、会議を通じて、個
人個人の目標設定及び業務への落とし込みを行い、方向性、位置づけ等を確認できるシステムを構築している。

3.8

・事業報告の方もわかりやすくまとめてあり、しっかりされていることがわかります。	
・社会の変化、環境の変化に対して柔軟かつ迅速に対応し、学校を運営している。	
・適正に運営されています。定数確保に走りすぎると学習意欲のある学生に影響が出ることを懸念します。		
・全てが同じ方向に向くことは困難であり、第三者評価で修正を考えてください。	.
学校運営に関しまして、毎年すごく熱心に考えられており、しっかりと組織化された中で厳格に実施されていると思っております。このような対応は滋慶学園様ならではの強固な
取り組みであるといつも考えさせられております。このような取り組みを今後も継続して頂きたいと思っております。		
・計画に従って運営されていると思われます。			
・令和3年度学科コース数は、10学科19コース、スポーツ・医療・福祉・ビューティーのプロが目指せること、京都医健で学ぶ在校生数約1300人スポーツ・医療・福祉・ビューティー
業界で活躍する卒業生3000人以上という中で、「学校の雰囲気が良い」「専門的な知識や技術が身につく」「資格の合格率が良く就職に強い」と高評価をいただいていますが、
魅力の見える化とともに、職業の現場で求められる目指す業界のニーズから乖離しないよう戦略・強みをしっかりと打ち出していただくことを期待します。		
・運営のシステムとして分担されており、事業計画を中心に上手く管理されていると考えられます。		
・同じ方針を理解した上で、様々な考え方を受け入れ、その結果多様性を認めたユニークな事業計画が生まれていくことも今後は必要な気がしました。		
"理念実現に向けて運営方針を短期・中期・長期ビジョンに分けて明確にすることは大切だと考えます。その方針や考え方を部署全体で理解し、徹底されていることはすばらし
いことだと思います。	
・短期ではなく中長期の事業計画がなされており、目標設定も明確で素晴らしい学校運営がなされていると思いました。		
・各学科の枠を超えたラーニングスタジオの取り組みは、多方面の学科を持つ学校の特性を活かし、また各学科の考え方が同じ方向を向いていないと実現できないものだと思
います。分野が異なる学生と一緒に考え、学ぶ機会は、就職後に活かされてくると思います。
問題ないと思われます。		
・貴校の運営方針や事業計画は、学科校関係者評価委員会において丁寧に説明されている。また、運営組織や意思決定機能は、効率的かつ合理的になされており、人事・賃
金の処遇制度、意思決定システム、情報システム化等による業務の効率化等についても適切に定められ、実施されています。		
・適切に対応されていると思います。	

・教育活動状況では、中途退学者が前年度より悪化したと聞いて驚いています。どうすれば、リタイヤする人を少なくするか、今までのやり方を見直していただきたいです。	.
・多様な学科を備えているが、学科ごとの適切なカリキュラムが設定されている。
国家試験合格率に関して、全国平均レベル以上になることを期待します。中途退学に関して、一年生の割合が高いという説明があったので、入試面接などで適性や意志の確認
を改めてもらいたいです。		
・学校及び教員の先生方は、とても工夫されたり、研修等で研鑽されていると思います。
・学科を越えた学びが可能な「ラーニングスタジオ」のシステムはとても良いなぁと感じ、人数も314名と意欲ある学生が多くすばらしいです。解剖実習などの教職員研修が行わ
れているのも、さらなる専門性を向上でき良いと感じました。		
・国家試験合格率は学校運営にとって大切ですが、優良な臨床家を多く社会に送り出すかを重要視してほしいです。その中には、学生時代しか体験できないものなど、今の取り
組みに上積みしていただければと思います。		
・職業教育は業界と密接な関係とあるが、本当にこれを実践することは難しい現実がある。また、理学療法の学生で評価をすると「国試合格率」を意識するあまりに実地が伴わ
ない現実がある。そろそろ外来講師から内なる講師の教育を考えてください。		
・理学療法科の国家試験合格率は今年度も　最低ラインを維持されていると感じました。職業に就くために重要な試験でありますので１００％を継続していけるように更なる高み
を目指して頂きたいと思います。教員の先生方、学生さんも努力はされておられ応用能力も高まっておられることは素晴らしいことであると感じます。良くなってこられているの
は、教員のご努力、学生さんの取り組む姿勢の成果だとは思います。社会に役立つ方々を輩出されるにあたりまして、理学療法科も新たな取り組み（１年次からの実習など）を
お聞きしております。継続してご協力をさせて頂きたいと思っております。		
・適切な教育システムとなっていると思われます。		
・国家資格系学科においては、JESC国家試験対策センターとの連携で医療業界やスポーツ業界に詳しい先生方がたくさんおられるということで学生が興味のある進路の話を
聞ける機会が多いところは魅力的だと思います。しかしながら授業全般としては、教科による理解度に差が出ないよう改善に努めていただく必要はあると思いました。一人ひと
りの学生を大切に、学園全体で実施されている「学習能力チェック」「キャリアサポートアンケート」など十分活用して柔軟に対応できる雰囲気を示していただきたいと思います。		
・幅広いカリキュラムによって指導・教育がされていると感じます。資格と現場力の両輪で有能な人材が、さらに増えていくことを期待します。また、昨今言われているビジネスマ
ナー・一般教養については、力を入れても良いのではないかと感じます。		
・御校の業界の変化、動向を常にキャッチしようとする姿勢は素晴らしいものがあると感じました。一方、業界そのものが一般の企業、業界と比較して遅れている部分、改革すべ
き部分、閉鎖的な部分があることも否めないと思います。特にスポーツ業界で言えばこれまでの体育会的、軍隊的な指導からサイエンスを取り入れた育成、指導に大きく舵取り
をしている最中です。しかし現場においてまだ十分な理解と知識を有していないというのが実態です。そうした業界の問題点を理解し、少しずつにはなってしまうと思いますが、
より良い業界に変えていくための人材育成も重要だと考えます。業界の現状をキャッチするだけでなく業界のあるべき姿について考えられる人材、それを伝えられる講師陣とカ
リキュラムが大事になってくると思います。		
・入学前に、その職業に向いているかどうかの適性検査の導入はいかがでしょうか。	
・国試合格率がもう少し上がると良いかと思います。		
・業界への変化にも対応するために様々な取り組み、体制づくりをなされていると思います。		
・開校以来、教職員の目標として、１．国家試験合格率１００％（入学者＝合格者）２．専門就職率 １００％ （就職者／専門分野就職者）３．退学率 ０％ （入学者＝卒業者）・留年
者０名を掲げられており、その目標を達成するために学校全体の運営システムが構築されていることはわかりました。その他、各学科や部署独自の年度方針や行動計画などは
立案されているのでしょうか。		
・弊社も「産学連携教育システム」の取り組みで、関西コレクションのインターンシップなど、実践的な授業にも関わらせていただいております。このような実践的な取り組みで企
業が必要としている人材育成をされる取り組みが素晴らしいです。		
・コロナ禍で思うような授業ができなくなりましたが、そのような中でどうすれば学生を育てていけるのかと工夫され、その成果があって多くの国家試験合格者を出されたと思い
ます。しかし、どうしても例年より経験が少なく、新人教育期間が長くなっていると耳にします。今後も創意工夫していただけたらと思います。		
・コロナ禍の厳しい状況の中でも工夫しながら、良好な展開がなされていると思います。
・貴校の教育活動が他の模範となり得ている状況を卒業生の働く姿や実践状況からも伺い知ることができます。とりわけコロナ禍の中で様々な困難を乗り越え、ＩＣＴを活用しな
がら学生のニーズを中心に教育プログラムを充実させてこられた経緯があり、その成果も示せていると思います。また、職業教育の要でもある産学連携も職能団体等との協力
関係や連携が実現できていることで、学生の実践的な学びに結びついていると評価できます。
・適切に対応されていると思います。
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3　教育活動

2-4
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3.5

職業教育は常に業界と密接な関連を持たなければ、教育目標、育成人材像は正
しく方向づけられないと考えており、教育課程編成委員会を年二回開催している。
業界の動向・変化を常にキャッチし、その変化に対応して養成目的や教育目標の

見直しを毎年実施している。
本校は教育システムとして、独自の「産学連携教育システム」を構築しており、こ
のシステムにより、業界と乖離することなく、業界で即戦力となりうる人材を育成、

輩出できるように取り組んでいる。

教育目標達成のためのカリキュラムは、入学前から卒業まで、体系的に編成され
ているが、常に医療教育部会・スポーツ科学教育部会・福祉教育部会・美容教育

部会等で研究、見直し等を行っている。
カリキュラムは学科（専攻）に関わるもののみならず、社会的・職業的自立を目指

し、「キャリア教育」の視点に立ったものになっている。
授業改善、教職員・講師の資質向上等を目的とし、授業評価を年2回実施している

が、これを通して講師や学生の状況を正確に把握し、総合的な判断ができてい
る。

教員の授業力向上を目指し「公開授業」を定期的に行っている。
各教科においてシラバスを作成し、授業目的な計画を計画を体系的に行うとも

に、成績評価・単位認定の基準を明確にしている。進級・卒業判定について、基準
を設定すると共に、柔軟な対応ができる余地を残すことで、すべての学生が学科

の目標を達成した上で、進級・卒業できる体制を作っている。
資格取得については、業務を行う上で必要な資格、就職に有利な資格という範囲

で取得に向け、全面的に支援を行っている。

京都医健は、2005年の開設以来、教職員の目標として、
　
１．国家試験合格率１００％（入学者＝合格者）
２．専門就職率 １００％ （就職者／専門分野就職者）
３．退学率 ０％ （入学者＝卒業者）・留年者０名
を掲げ、その達成のために３つの重要なシステムを構築している。

○第１のシステムは入学前の自己発見→自己変革→自己確立という、自己３段階教育と、動機づけ・目的意識づけプログラムで
ある。
入学前からの一貫した育成システムと目的意識をもって取り組むプログラムの組み合わせにより、中途退学率低減・モチベーショ
ン向上を果たしている。
また、ポートフォリオを用いて、生活および学習習慣を作ることから始めている。
　
○第２のシステムは、即戦力としての実践的技術・知識、ビジネスマインド等を身につけるための教育システム－「産学連携教育
システム」である。
これには、次の6 つが挙げられる。
①企業プロジェクト ②ダブルメジャー・カリキュラム ③業界研修
④海外実学研修 ⑤特別ゼミ ⑥キャリアセンターである。
　
○第３のシステムは、国家試験・各種資格試験全員合格のための各種試験合格対策の構築である。

また教育システムのさらなる開発のため、滋慶グループ各校で構成する「医療教育部会・スポーツ科学教育部会・福祉教育部会・
美容教育部会」を設置し、システムの共有化、レベル向上化を図っている。
主な研究内容は、①教育指導法・技法の開発 ②カリキュラム検討 ③生涯教育プログラム ④教職員研修（FD研修） ⑤国際教育シ
ステム開発 ⑥イベント・卒業研究の運営　⑦国家試験・各種資格試験対策等である。

3.5

3-19
資格取得の指導体制はあるか

3-18
成績評価・単位認定の基準は明確
になっているか



・学生の募集と受け入れもしっかりされていると思います。		
・私自身も理学療法学科の卒業生として、数ある養成校の中から京都にある専門学校の強みが入学のきっかけでした。他の養成校に負けない特色も広報に期待したいです。	
学校の経営と学生の質を上げることと両立するのは難しいと思いますが、進級・国家試験・合格ができるレベルの学生が集まることを願います。		
・学校選びをする上で、パンフレットやオープンキャンパスも、もちろん大切ではありますが、一番はWeb・SNSかと思います。学校のサイトを拝見いたしましたが、教育内容や学
費・入試など、知りたい事がとても探しやすく、調べやすいサイトでした。AO入試での入学が24名増えたとのことですが、将来の目標や具体的な意識を確認するというのが学校
側の入試の目的であるのであれば、学力だけではない、入学希望者の個性ややる気を測れてメリットも多いと感じました。		
・少子高齢化の問題は、１年1年大きくなっておりまして非常に重要な課題であると感じております。そのような中で学校様の取り組みは凄いと感じております。ただ、AO入試で
入学される割合は今後の学業を進められる中で重要性が増しているのでは、とも考えております。私は、理学療法科として参加させて頂いておりますが、その割合が増えている
話もお聞きします。試験を実施の上で入学をして頂けた方が良いかとも思います。そのような中におきましても京都医健専門学校様は、今回のご説明におきましても昨年度以
上にしっかりと分析をされ、良い点をさらにアピールし、良い学生さんの確保に努めていると思っております。この自己点検・自己評価の中におきまして最も重要な項目であると
考えております。パンフレットも後日お送り頂きありがとうございます。さらに見やすく、良いものになっていると思います。		
・適切に広報されているように思います。		
・専門分野として詳しく学び、先生と学生との距離も近いということで分からないことがあればすぐに聞けたり雰囲気も良いということでした。資格取得には、苦手とする科目にお
いて、国試に向けた対策プリントなど、たくさんのフォローがあるということで楽しく学べているという在校生の安心を享受できるという校風が全面に出ていてよかったと思いま
す。		
・広告・広報ともに十分に整備されている。		
・入学選考の基準が「目的意識」という考え方に賛同します。それと同時に「医療人としての心」＝「相手を思いやる心」をもっているか？また、人格形成における笑顔や挨拶、礼
儀など基本姿勢を持ち合わせているか？そういった視点も大事だと考えます。
・学校の運営上、学生募集は非常にどの学校に於いても重要だと思います。しかしながら退職・離職率が高ければ、適正な募集活動とは言えないかもしれません。御校に於か
れましては、面接や書類に頼らず「目的意識」を重要視されているところが素晴らしいと思いますので、継続していただきたいです。		
・学校の案内に卒業生の職場で働いている写真が多く掲載されているのは、職業のイメージがつきやすく、特に学生の年齢に近い卒業生の写真だと身近で自分の将来像を描
きやすく良いと思います。		
・わかりやすい広報（ホームページ）になっていると感じました。		
・学生募集活動は、適正に行われており、教育成果についても的確に伝えられています。また、入学選考は適正かつ公平な基準に基づき行われています。学納金についても
様々な助成金とともに掲載されており、適切だと思います。		
・ターゲットに合わせた集約方法の検討を継続していく必要があると思います。またニーズ調査などを十分に行ったうえで開講時間等の調整もしていただけるとより多くの集客に
つながるかもしれません。	

・退学率の高さには改善の必要がある。		
・卒業生の立場から、現時点では、学校と卒業生のつながりは一部限定的に感じます。より強いネットワーク構築を期待しております。		
・就職率も大切だと思いますが、学生さんが一生懸命に学習に取り組め、100％の学生さんが退学なく進級し、国試に合格できるような取り組みやシステムの再構築が急務だと
思います。		
・鍼灸科のはり師・きゅう師国家試験合格率が全国平均と比較して、かなり低いように思われます。３年次の一層の国家試験対策の実施が望まれます。鍼灸科の1年次の退学
者が多いです。オープンキャンパスや入学相談の機会に、入学希望者に対して、授業内容の説明（ついていけるか？）や職業適正（マッチング）等の評価も必要ではないかと思
います。専門職（鍼灸施術所）への就職については、鍼灸院の小規模化の傾向等、受け入れ側の鍼灸業界の課題もあります。		
・1年生の中途退学者が7.8％から10.6％に悪化してしまったとの事で、一人ひとりの学生を大切にした初年度教育の在り方を再検討する必要があると感じました。この2年間は、
コロナ禍だった事もあり、オンラインが多い授業構成だと、先生方も学生さん達の事がどうしても見えづらい部分があったと思います。今年度はかなり対面授業も戻ってきている
ようですし、退学者の減少を期待いたします。		
・国家試験→就職という壁がある。入学→就職100％を目指すことは、大変重要なことと理解します。国家試験に合格する教育に偏って行くことなく、総合的な医療従事者教育を
期待します。		
・才能のある子がいるのに、見逃しているように感じてならない。修学成果は、教え方・考え方で決まります。今一度再考を。		
・２０２1年度は全体で、退学者の増加があったことは残念に感じますが、コロナ禍の影響も少なからずあると感じました。しかし、上記にも記載させて頂きましたが、国家試験合
格率の向上に向けまして教員の皆様のご尽力はすごいと感じております。さらなる改善が求められると同時に令和４年度はより上を目指した目標を達成できるものと思っており
ます。教育現場・保護者様・施設（会社）が三位一体となって、学生さんのために努力をしていければと思っております。今後ともどうぞ、よろしくお願いいたします。		
・引き続き、キャリア支援に力を入れていただきたい。		
・国家試験合格などの実績は素晴らしいと思いますが、コロナ禍でのオンライン授業などは、淡々と進められることでしんどい学生も出てくるのではないでしょうか。入学してくる
学生たちのニーズに応じて経験の幅を広げてあげることは重要であると思いますし、国家試験以外の資格についてもレベルアップが図れ、志望する職に就けるだけの研鑽が得
られることが、これからの少子化によって入学生が減少する時代に貴学に入学を決めていただける戦略の1つとなる強みであると考えられると思います。		
・退学率については、原因分析のレベルはどのようになっているのでしょうか。また、体調関係等、防ぐことができなかった退学も含まれているのでしょうか。		
・国家試験合格率及び就職率等の最終アウトプットの数値目標は自分たちの教育の成果を測るために非常に重要だと思います。同時に最終結果前の教育の質の評価を定期
的に行う事も重要だと思います。学生の授業に対する満足度、物足りない点等についてフィードバックを受け点数化するような仕組みがあっても良いように感じました（既にある
場合はご容赦下さい）。		
・コロナ禍で学生も不安定になる中、すべての学生が卒業できるよう対応できていると思います。卒業生の活用やSNSなどによるネットワーク構築も時代に合わせた良い取り組
みだと思います。		
・学生が目的意識をもって就職ができるよう、学生の強みや興味・関心分野を引き出すような教育サポートも必要ではないかと考えます。その１つに「専門性」を切り口とした環
境整備を検討に組み入れていただけたらと思います。また、卒業生の就職先に定期的なアンケート聴取を実施し、実情把握を行った上で課題面を教育カリキュラムに還元して
はどうかと考えます。　　　　　　　　　　　　　　		
・我々企業にとっても、御校のような専門学校から優秀な人材が社会に出ることを期待しております。卒業生に対して同窓会の開催、卒後教育を通じて（卒後はゴールではなく、
スタート）と、捉えて、離職率０を目指せる教育をお願いいたします。		
・作業療法科では、合格率が低い時代がありましたが、そこから97.4％まで上がってきたのは、すばらしい成果だと思います。100％の科もありますが、全国平均を大きく下回る
学科もあったので、協力し合える体制を作り、今後より成果を上げてくる事を期待しています。		
・コロナ禍という厳しい状況下にありながらも、学生さんも含め、創意・工夫・努力をよくなされていたと思います。		
・退学率が増加した要因は複数考えられると思いますが、専門職養成においては、一定やむを得ないところもあると思います。		
・合格率が高く、その合格率を維持されているところが素晴らしいと思います。	
・コロナ禍による様々な影響のためか退学者が10％程度に増加したとの説明があり、修学支援が一つの課題であるが、国家試験の合格率も一貫して上位であり、様々な就職
支援とともに卒後生へのキャリア支援も実施しており、今後の改善を期待できると思います。	
・適切に対応されていると思います。精神保健福祉士は合格率100%と言うことで素晴らしい成果だと思います。引き続きご尽力いただきたいと思います。	

・学生支援はしっかりされていると思います。保護者との連携もこれまで以上にお願いします。		
・一人ひとりの学生を手厚く支援する体制が適切にとられている。		
学業や実習・就職など、ストレスや不安が強い中で新たに相談室が創設されたことに安心しています。学生の支援やケアに期待します。		
・学修相談室での対応を1名から12名へ増員されたとの事で、学生へのサポートがより強化されて良かったです。スマートフォンからも相談できるというのも時代の流れに合わせ
た対応をされていると思います。4･5月の相談者の人数が5名⇒50名と10倍にも伸びたとのこと。窓口が見えやすくなった表れですね。誰かに不安を相談できる場があるというこ
とは、退学者の減少にもつながると思っています。		
・貴校の特色を生かした取り組みをされていると思います。		
・個々人での教育を目指しておられるのは理解できるが、そのためには教育のチームワークが必要となります。1学生に聞いてみましたが、頭を傾けていました。時間をかけて
実行してください。		
・例年感じさせて頂いていますが、学生支援の充実は、京都医健専門学校様は他校と比べて秀でていると思っております。特に今回のご説明でお聞きしました、一人ひとりをみ
るシステム、学びの場所づくりはこの時代背景におきまして非常に重要な取り組みであると思いますし、先生方の熱い思いを感じさせて頂きました。現在のサポート体制を継続
して頂き、学生さんが就学に集中できるようにして頂ければと思っております。		
・支援体制が整っていると思われます。		
・社会で即戦力となる人材の育成、技能を身につけさせることや各業界において現在もっとも求められている知識・技術の教育を行うため、滋慶学園グループ力を活かした国家
試験対策が行われ、学生の能力把握をされているところが素晴らしいと感じました。そうした活動を元に模擬試験やeラーニング、オリジナル教材などを用いた対策を行い、国家
試験が不合格となったとしても、卒業後のフォローが充実している点は生徒・保護者にとって安心できるところだと思いました。		
・まだコロナウイルス対策もあり、身体面でのフォローは継続して実施する必要があります。また、精神面での支えも重要です。ドロップアウト、無気力といったところをどのように
フォローするかが課題と考えます。		
・「学修相談室」の創設は素晴らしいことだと思います。専門学校は、低学力者も多く、それが原因で退学される方も少なくないと思います。これからの更なる充実を願います。	
学生に対する支援体制はしっかり整備されていると感じました。		
・社会に出ても、物心両面を整えることが非常に重要だと思います。限られた時間の中での知識や技術の習得をしなければならない状況の中、課外活動や同窓会活動なども活
性化されていることが素晴らしいと思います。		
・今の学生に合わせて、時代の変化にも合わせて、学生自身が自分から声を上げやすい工夫をし、何らかの変化に気がつき、教員が学生に声をかけてあげた方が良いタイミン
グを逃さず対応をされている柔軟性や努力されている点は、すばらしいと思います。	
・適切な体制が確立されており、良好な支援がなされていると思います。		
・学生支援に関しては手厚いと感じます。		
・細やかな学生支援、一人一人に合わせた対応をされていると感じました。		
・貴校が学生支援に力を入れていることは、非常勤講師や卒業生などの感想からも確認できます。また、学修相談室を開設され、個別サポートと教職員のチームによる支援を
充実されたことは大いに評価できるところです。常日頃、教職員が一丸となって学生への丁寧な説明や関わりを続けておられることに敬意を表したいと思います。		
・各教科の先生方やキャリアセンターの先生方が協力して個々の学生に合わせた支援をされているなと感じました。昨今では発達障害の学生や精神保健福祉手帳を所持して
いる学生が増えている等の話も聞いています。そういう方々への合理的配慮と言う視点からもより一層個々の状況に合わせた、個別の教育支援が必要であると感じます。また
学生が孤立しないよう、学生同士のつながり、卒業した後も繋がり合える関係性、卒業した後も気軽に先生に会いに行って相談できる関係性などに関してもぜひ興味を持って
取り組んでいただけるといいなと思います。		

・教育環境もしっかり整っていると思います。コロナ禍の中、大変だとは思いますが、よろしくお願いします。		
・他学との差別化という意味も含め、学外実習の頻度やバリエーションの拡大を期待したい。		
・コロナ対策に万全な設備だと感じました。オンラインの強みを活かして系列校との繋がりや業界との繋がり強化を期待します。		
・学生の学力・能力・性格等によって格差が出ます。それぞれに対応が必要だと考えます。前年度より改善されていますが、まだ不十分。先は見えませんが、改善をお願いしま
す。実習に関しては、協力を惜しみません。		
・コロナ禍の中、授業のオンライン化、感染症対策、さまざまな教育環境の早急な整備が必要になり、柔軟な変化が求められることになったと思いますが、全国展開されている
グループ力と企業連携により、業界内でもトップレベルでスピード感のある変化ができたのではないかと感じています。時代の変化を常にキャッチアップし、ニーズに応じていく
姿勢が、そこに学ぶ学生の皆さんにも伝わっていると思います。		
・総合的にサポートされていることは評価され、今後も継続していただければと思います。
ハードがあってもソフトで弱い面があるのではと感じます。使うことにより、値打ちがあるのです。この点は検討してください。		
・コロナ禍になる前は、京都医健専門学校様をご利用させて頂く機会が大変多かったのですが、学生さんがじっくりと勉学に励む環境が整っていると感じております。交通の利
便性も非常に良く、実習施設も良い施設を確保されておられると思っております。また、今回の説明の中で学生さん一人ひとりに向き合われておられる姿勢は、大変かと思いま
すが非常に重要なことであると感じております。この対応は卒業時に大きな影響となると思います。これからますます私自身もご協力をさせて頂ければと思っております。よろし
くお願いいたします。		
・場所的に狭いのは、いたしかたないが、地域との交流を通して、物理的な枠を超えた教育環境の充実に努力を続けていただきたい。		
・新型コロナの感染拡大により、海外研修が中止になるなどご苦労があったと思います。医療機関での実習や特に産学連携におかれては、プロスポーツや美容・福祉・医療現
場での貴重な体験を通じて実習が成長できる場を量産できることは、卒業生をはじめとする教職員のご尽力の賜物であると感じました。オンライン授業での授業の満足度が個
人的に低いということでは、WiFi環境の改善が必要かと思います。
・DXという観点から、インターンや体験などもオンラインで開催できたり、特別講座も実施できると考えます。長期のインターンは、学生と社会を繋ぐためにあっても良いと考えま
す。		
・DXとはICTと異なりテクノロジーの進歩と、その活用で業務のやり方そのものを抜本的に変えていくものですが、単にツールのIT化という印象を受けます。DXについては今後よ
り重要度を増すため大きなプロジェクトして取り組んでいくべきことだと思います。
コロナ禍でいろいろ制限がある中、できる限りの対策は取られていると感じました。アフターコロナとなり、平時の日常に戻った際には、より一層の学外実習や海外研修の充実
を図っていただきたいと思います。		
・コロナ渦、様々な研修などの取り組みが難しくなっている中、御校に於かれては、教育環境である施設・設備・機材等、最新最良の物を整備されている環境だと思います。その
最強の環境の中で更なる「オンリーワン」を目指していただきたいです。		
・コロナ禍で学びの場を閉ざさないためにDX化を進め、また臨床実習地確保のために奔走され、学内実習なども行ってこられ、とても努力をされた事と思います。実習はやは
り、とても貴重な機会だと思うので、今は実施が非常に難しい状況だと思いますが、継続して工夫を重ねながら、より多くの実習の機会が得られるよう期待しています。		
・教育環境については、ハード面での環境整備だけでなく、ソフト面においても新たな取り組みを導入されており大いに評価できます。また、日々の教育実践の中でＩＣＴの活用を
試みており、学生のニーズに合致するものと考えます。

2.9 3.0

数字では測れない修学成果もあるとは思うが、我々もプロの教育人である以上、数値目標を明確に持って教育に取り組む。
もちろん、数値目標はあくまで「目標」であって、「目的（ミッション）」は「職業人教育を通して社会に貢献する」である。「社会に貢献
できる人材を本当に養成できているか」を常に第一に考える。

修学成果の１つである就職は年々、専門職種就職率が向上しているが、100％を達成すべく努力を続けている。
また、できるだけ多くの学生が、夢をかなえて就職するよう、就職対象者率の向上も大きな課題である。
学生が目標を達成できるように、保護者と三位一体となり、支援する体制作りを行っている。

国家試験対策・退学率対策等は滋慶学園グループのネットワークを最大限に活用し、対策を取る。

卒業生に対して同窓会の開催、卒後教育も行っている。卒業生の動向把握、「卒業はゴールではなく、スタート」と捉え、３年以内
の離職率０％という目標も掲げ、キャリア支援も行うようにしている。

教育成果は目標達成の努力の結果であるが、本校では、国家試験合格率１００％
（入学者＝合格者）、専門職種就職率（就職者／専門分野就職者）１００％、退学
者０名 （入学者＝卒業者）・留年者０名を教育成果の最終目標に学校運営を行っ

ている。

国家試験合格率では、対象9学科の内、100％到達学科は精神保健福祉科とTB
科美容師コースの２学科であった。100％ではないが、全国平均を上回った学科は
社会福祉科・作業療法科の２学科で、理学療法科・柔道整復科・言語聴覚科・視
能訓練科・鍼灸科は全国平均とほぼ同等であった。鍼灸科においては全国平均

を大きく下回った。100％を達成できなかった学科についてはグループ国家試験対
策センターや教育分科会の協力も得て、次年度の対策を取っている。

退学率については昨年度5.0％から6.0％に悪化した。次年度も学校全体で対策を
強化する。

就職では、開校以来、最終的には就職希望者全員就職を達成しているが、専門
職種就職率、就職対象率の向上も課題として取り組んでいる。

例年最終的には就職志望者の就職率は100％となっているが、できるだけ学生の
希望にあった良質の就職先を斡旋できるよう、その年の動向に合わせた就職先と

就職希望者のマッチングを図りたい。

尚、卒業生の就職先をキャリアセンタースタッフが定期的に訪問し、卒業生の状況
把握を行なっている。　その情報を踏まえ、業界企業・学科教員と情報共有を行な
い、今後の同窓会や卒後教育などに活かしていく。また、昨年度より卒業生ネット
ワークをSNSツールを使用して新しく構築し、より学校と卒業生との繋がりを強化し

ている。

4-20
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

4-21
資格取得率の向上が図られて
いるか

4-22
退学率の低減が図られているか

4-23
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

5-25
学生相談に関する体制は整備さ
れているか

5-24
就職に関する体制は整備されて
いるか

3.46　教育環境

本校は、業界で即戦力となり得る人材育成を目的としており、そのための教育環
境（施設・設備、機材等）の整備は重要であるが、完備されていると考える。

今年度はコロナ禍の中、①DX化と②感染症対策の2面について教育環境の整備
が急速に必要になった。①DX化についてはMicrosoftの Teamsを全校に導入し、
オンライン授業だけでなくICTを用いたより効率の良い学びが提供できるように環
境整備を進めた。②の感染症対策については体温モニターの設置、アクリル板の
設置、学生全員に消毒用アルコールスプレーを配布するなどの対応を行った。

学内の教育環境に留まらず、学外の環境（業界研修、学外演習、海外実学研修・
臨床実習）も十二分に整備することが必要であるが、キャリアセンター、教務部、
国際部が一丸となって、その整備を行い、教育効果につなげている。
臨床実習については、コロナ禍により、学内実習となる学生もいたが、全学生が、
少なくとも1度は学内実習が体験できるよう、関係機関のご協力も頂きつつ、実施
した。

海外実学研修は中止となったが、海外講師によるオンデマンド教材を提供したり、
オンラインでの講義を行うなど、国際教育を推進している。
　
防災訓練・避難訓練・救命講習等も計画的に実施しており、安全対策を日頃から
啓発している。防災訓練・避難訓練については午前・午後・夜間と全学生が1回は
参加できるように年3回実施している。京都市消防局の協力も得て、消火器訓練
等も含めて実施している。また、同じく京都市消防局指導のもと、教職員は2年に1
回は、普通救命講習を受講するようガイドラインを定めている。

5　学生支援 3.9

本校では、学生が目標を達成できるように、物心両面の環境を整備していくことで
支援に繋がると考える。
しかし、支援はあくまでも支援である。支援しつつも学生の自立的行動を促し、卒
業時には自主自立した職業人を養成することを目的とする。キャリア教育・生涯教
育の観点から卒業後の支援についても継続するが、卒業後は社会人として相互
協力できる関係を構築する。
学生支援には、①就職 ②学費 ③学生生活 ④健康等の分野で行っているが、そ
れぞれの分野で対応できる担当部署及び担当者を置いている。
①就職については、専門部署であるキャリアセンターを設置し、担任との強い連携
をとりながら、就職の相談、斡旋、面接他各種進路指導などの支援をしている。
②学費については、相談窓口として事務局経理部を置き、提供できる学費面での
サービスをアドバイスするファイナンシャルアドバイザーにより支援している。ま
た、奨学金サポートを貸与・在学中・返還・卒業後と強化している。
③学生相談については、担任及び副担任制により行うが、それ以外にもSSC（ス
チューデント・サービス・センター）として臨床心理士（公認心理師）が相談を受ける
窓口を置いている。また、心理サポートに長けた教員を中心に「学修相談室」を創
設し、さらに一人ひとりをサポートできる体制を作る。
④健康については、滋慶学園グループのクリニックである慶生会クリニック大阪が
担当し、在学中の健康管理を支援している。また、臨床実習が必須の学科におい
ては昨今問題になっている感染症対策として、全学生に抗体検査を行い、その結
果に基づきワクチン接種を行うように指導している。

また、課外活動については、学生の自主活動組織である学友会を組織し、学校が
年間予算を計上し、担当者を配置・支援している。学生主催イベントである医健祭
やスポーツ大会は学生主体で運営し、例年盛りあがりを見せている。また、クラブ
活動では全国専門学校大会に多数のクラブが出場し、好成績を残している。

保護者との連携については、定期的に保護者会を実施し、学科スケジュールや卒
業・進級規定についての説明を行っている。成績不良の学生へは事前に連絡を行
い、保護者と学校が協力して学生をサポートできる関係性を構築している。オンラ
イン化が進み、遠方の保護者も参加しやすくなった。

尚、卒業生支援体制の一環として、卒業生向けHPをリニューアルし、より卒業生
が母校を利用しやすい環境作りを行なっている。

滋慶学園グループでは、「学生はゲスト」というコンセプトの下、学生満足の向上のため、様々な支援体制を整備している。
＜主な支援機関＞
① 滋慶トータルサポートセンター
② SSC・スチューデントサービスセンター
③ 慶生会クリニック（内科・歯科）
④ 鍼灸院・接骨院
⑤ キャリアセンター
⑥ 事務局会計課
⑦ ファイナンシャルアドバイザー
⑧ 進路変更委員会

＜主な支援制度＞
① 進路変更システム
② 学費分割納入制度
③ 担任制度
④ 聴講生制度（研究生制度）
⑤ 既修得単位認定制度
⑥ 教育訓練給付金
⑦ 長期高度人材育成コース
⑧高等教育の修学支援新制度対象校

＜その他＞
① 守衛さんの配置による安全確保（ジケイスペース）
② 各種クラブ活動

<新規支援機関>
学修相談室

オンリーワンを目指す本校にとって、教育環境である施設・設備・機材等は非常に重要な要素であり、それゆえ、どこにも負けない
最新・最良のものを整備している。

毎年、事業計画で計画し、予算計上の上、計画通りに購入・更新等を行えているが、これ以外の学外教育環境も教務部、キャリア
センター、国際部が一丸となって整備しており、これは本校の大きな強みと考えている。

3.8

6-32
施設・設備は、教育上の必要性
に十分対応できるよう整備され
ているか

6-33
学外実習、インターンシップ、海
外研修等について十分な教育
体制を整備しているか

3.9

5-31
卒業生への支援体制はあるか

5-30
保護者と適切に連携しているか

5-29
学生寮等、学生の生活環境へ
の支援は行われているか

5-28
課外活動に対する支援体制は
整備されているか

5-27
学生の健康管理を担う組織体制
はあるか

4　修学成果

7-35
学生募集活動は、適正に行われ

ているか

7-37
入学選考は、適正かつ公平な基

準に基づき行われているか

7　学生の募集と受け入れ 3.7

本校は、京都府専修学校各種学校協会に加盟し、同会の定めたルールに基づい
た募集開始時期、募集内容（AO 入試等も）を遵守している。
また過大な広告を一切廃し、必要な場合は根拠数字を記載するなど、適切な学生
募集ができるように配慮している。
さらに、広告倫理委員会を設置し、広報活動の適切さをチェックしている。

広報・告知に関しては、各種媒体、入学案内、説明会への参加やホームページを
活用して、学校告知を実施し、教育内容等を正しく知ってもらうように努めている。
これらすべての広報活動等において収集した個人情報・出願・新入生の個人情報
等本校に関わるものの個人情報は、校内に個人情報委員会を設置し、厳重に管
理し、流出及び他目的に使用しないように、管理の徹底を図っている。

入学選考に関しては、出願受付及び選考日を学生募集要項に明示し、決められ
た日程に実施しているが、入学選考後は、「入学選考判定会議」により、合否を決
定する。
なお、本校における入学選考は、学生募集要項にも明示している通り、「面接選
考」及び「書類選考」「学科試験」「小論文」であるが、その基準となるのは、「目的
意識」である。将来目指す業界への職業意識や具体的な目標がしっかりしている
かを確認すると共に、その目的が本校より提供する教育プログラム及びカリキュラ
ムにおいて実現可能かを確認するものである。

学納金や預かり金、教材等の見直しを毎年行っており、学費及び諸経費の無駄な
支出をチェックしている。
保護者への授業料及び諸経費の提示についても、入学前の段階において、年間
必要額を学生募集要項に明記し、基本的に途中で追加徴収を行わない。

学生募集については、募集開始時期、募集内容等々ルールを遵守し、また、過大な広告を一切排除し、厳正な学生募集に配慮し
ている。

広報活動では「目標・目的を明確にしてもらう」ことを強化している。本校は専門就職を果たしてもらうことを第一目標としているた
め、入学前に職業イメージがどれだけ明確になっているかが大切と考え、体験入学や説明会への複数回参加を促し、充分に理解
し、疑問を解消した上で出願してもらうことを心がけている。

教育成果として、高い専門就職実績と卒業生の活躍の打ち出しを強化しており、学生募集上の効果はかなり高いと考えるが、そ
れゆえ、過大な広告にならないよう、学内に広告倫理委員会を設置し、事務局長、広報スタッフ等が常にチェックしている。
　
また本校は、一般社団法人日本プライバシー認証機構「ＴＲＵＳＴｅ」の国際規程の認証を受けている。

3.9

7-38
学納金は妥当なものとなってい

るか

7-36
学生募集活動において、教育成
果は正確に伝えられているか



・18歳人口減少期に備え、学科編成の見直し等、検討が必要である。		
・適正に運用されていると思います。		
・中身まではわかりませんが、外から見ていると問題なしと思います。		
・毎年ではございますが、財務内容をご確認させて頂き、適切で厳格にチェックされていると思います。		
・適切に管理されているように思います。		
・財務の収支決算書等に関する資料が学校ホームページに公開されており、経費支出管理が徹底され、人材の適材適所化と運営の合理化が図られていますので、引き続き健
全な学校運営に努めていただくとともに、内外から評価されるより一層強固な組織と財務基盤の確立を目指していただきたいと思います。		
・少子化による入学数減少については、対策として、具体的なものはあるのでしょうか。予算編成はそれを加えてのものになっているか。		
・予算策定の際、非常に重要な収入の部分の精度が高いのは学校関係者の皆様の努力の賜物だと思います。その後支出に関しても予算の範囲内での運営も同様に素晴らし
いことだと思います。今後は予算策定時に今後の業界、学校の発展のためにどのような投資を行っていくべきかという投資ポリシーの考え方がより重要になってくると感じてい
ます。	
・学校運営を行う上で重要になる財務に対して、短期・中長期を視野に入れ四半期ごとのチェック体制は素晴らしい取り組みだと思います。		
・財務状況については、コロナ禍による様々な影響を受ける中、適切に行われていると承知しています。		
・適切に対応されていると思われます。

・特に問題ないと思われる。		
・特に医療機関で知りえた個人情報などの取り扱いなど、実学教育の中で徹底されている印象であるが、違反があった場合などの周知・啓発など行ってもらいたい。		
ITリテラシー教育は、自己を守るためにも、学校を卒業してからも、今の時代には必須の学びだと思います。年1回のテストということですが、もう少し頻度を増やしても良いよう
な気がします。		
・適正に運用されていると思います。		
・コンプライアンスは大事なことなので、見える化を計ってください。ITリテラシー教育は簡単にはいきません。		
・「法令等の遵守」におきましても、適切に計画されてることが読み取れました。引き続きよろしくお願いしたいと思います。		
・安全管理・個人情報保護・情報開示及び危機管理体制などに対応するガイドラインの強化など透明性、公平・公正性の確保が実現できています。併せて学校教育活動の基盤
においても、現在スポーツ団体で謳われているガバナンスコードの活用等によって、経済界においてもインテグリティの向上が図られることを参考に、今後学校教育現場におい
ても、女性役員の比率を高めていただけることを期待します。		
・SNSやオンライン関係を多用するため、個人情報の取り扱い、またそれによるトラブルについても、想定しておくべきである。		
・法令や設置基準の遵守に対応する体制作りは完全に整備できている。とあるが、体制作りにおいて完全なものは存在しないため、自己評価で敢然としてしまった瞬間「改善」
の意識を無くしてしまうためそのような表現、考え方はしない方が良いと感じました。	
・人としての基盤となる法令遵守など完璧なチェック体制で取り組まれていると思います。また、毎年の監査もしっかり行われており、速やかな問題改善に努められていると思い
ます。これからも「3つの教育」「4つの信頼」を軸としたコンプライアンスの徹底を期待しております。		
・問題なく遵守できていると思います。		
・コンプライアンスは、ますます重要になると思います。今後は、SDGSなども意識していく必要があるかと思います。		
・コンプライアンスについては、コロナ禍による様々な影響を受けながらも適切に行われています。		
・適切に対応されていると思われます。		

・慈善のためだけではなく、イメージ向上や宣伝効果を鑑みて、さらに拡大させていく必要があると思われる。		
・京都府鍼灸師会では、地域のイベントやスポーツ大会等で鍼灸の体験ボランティアを行っています。学生さんにも受付や補助業務に参加いただければ有難いです。		
・業界の信頼を得るためにも良質な医療従事者の教育をお願いいたします。		
もったいないと感じるのは「見える化」になっていないと感じます。積み重ねが大事になります。将来に役立つ社会貢献を。		
・いつも感じているところでありますが、「業界の信頼」、「地域の信頼」、「高等学校の信頼」、「学生・保護者の信頼」という「４つの信頼」は、非常に大切だと思います。またこのよ
うな時代であるからこそ、益々重要になっているかと感じております。昨年度に続きまして、コロナ禍ではございますが、なお一層の連携強化、信頼の強化が必要であると感じて
おります。これらがしっかりと実行できるように頑張って頂きたいと思うとともに、新型コロナウイルス感染症の状況も現場で徐々に理解できてきており、防ぐ方法も徹底させて頂
いているところであります。今後ともご協力もさせて頂ければと考えております。	
・社会情勢を含めて、近年は、命と向かい合う事象が多く目の当たりにするため、学生の心の状態が気になるところであります。大人であっても不安定になりがちですが、広い
心を持ち、学んでもらいたいと思います。スポンジに水が吸収されるように、若者の心は、柔軟であるがゆえに傷つきやすい面もあるため、より社会での多くの経験がその後の
活動に役立ちますので頑張ってもらいたいと思います。		
・地域や自治体との取り組みはもちろん、業界とのパートナーシップも十分に行われている。取り組みの中で、学校に対して、各業界や団体も協力的になり、露出は増やしていく
べき。		
・現在スポーツビジネスで最もユニークで先進的な取り組みのひとつにAmazon社がシアトルのアイスホッケーチームのホームアリーナの命名権を購入し、「Climate Pledge
Arena(気候誓約アリーナ)]と名付けたことがあげられます。自社の名前や製品を宣伝するために命名権を購入するのではなく、企業がスポーツを活用して今行うべき事のメッ
セージを伝えようとしているという今までにない流れが生まれて来ています。つまりスポーツ業界の発展はスポーツ業界を超えた他業界との共同作業という新たな枠組みによっ
て達成できるという時代になってきたという事だと思います。そう考えると「地域」「学校」「保護者・学生」の信頼」得るためには「業界の信頼」と等しく「業界外（他業界）の信頼」を
えることも重要になってきたと思います。		
・卒業生の社会貢献（府士会への参加）が低いように思います。		
・特に「地域社会への貢献」という視点は大事ではないかと考えます。ぜひ推進して欲しいと思います。		
・学生が社会出る前に何らかの形で社会貢献に繋がる活動をすることは非常に重要だと考えます。滋慶学園グループが掲げる「4つの信頼」を軸に今後も多様な社会貢献の発
展が楽しみです。		
・地域をはじめ、関連機関等も積極的に交流を持たれ、貢献度は大きいと思われます。	
・学校内だけでなく、現場や地域との連携、社会貢献を意識して取り組んでおられると感じました。		
・社会貢献については、地域社会や職能団体との協力・連携に力を入れており、卒業生を核としたネットワークが生かされていると感じています。毎年、新たな取り組みを実施さ
れており、多大な成果を上げていると思います。		
・適切に対応されていると思われます。	

8　財務 3.8 3.9

予算を正確かつ実現可能なものにするための２つの要素がある。
　
①正確かつ実現可能な予算の作成
予算は短期的、中長期的の２種類がある。短期的は次期１年間のもの、中長期的は２～５年間のものである。
当学校法人及び学校では、短期的と中長期的の両方を事業計画書として作成し、短期的視野と中長期的視野の２つの観点から
予算編成している。
短期的な予算編成は当年度の実績を基礎に次年度に予定している業務計画を加味して行われる。
中長期的な予算編成は主として大規模な計画を視野に入れた上で、業界の情勢を読み取りながら行われる。
正確かつ実現可能な予算作成のためには、一旦作成した予算が現実のものと乖離した場合はそれを修正する必要が出てくる。そ
のために短期的な予算においては期中に「修正予算」を組み、中長期的な予算においては毎年編成しなおすことにしている。
これにより、短期的にも中長期的にも正確かつ実現可能な予算編成を組むことができる。
　
②①のための体制作り
①のように実現可能な予算作成するためには、その体制作りが必要になる。
事業計画・予算は学校責任者が協議して作成し、滋慶学園本部がチェックし、修正して最終的に理事会・評議員会が承認する体
制を整えている。さらに、予算に基づいて学校運営がなされているかどうかは四半期ごとに予算実績対比を出し、学校責任者と学
園本部が協議し予算と実績が乖離しているようであれば修正予算を編成し、理事会・評議員会の承認を得る。作成した決算書、・
事業報告書については、情報公開の対象となり、利害関係者の閲覧に供することとなる。

財務は、学校運営に関して、重要な要素の１つである。その中で予算（収支計画）
は学校運営に不可欠なものであって、その予算を正確かつ実現可能なものとして
作成する必要がある。

毎年、次年度事業計画を作成し、その事業計画の中に５ヶ年の収支予算を立てて
いるが、次年度の収支予算はもちろんのこと、中長期的に予算を立てることによっ
て、学校の財務基盤を安定させるための計画を事前に組んでおくのが目的であ
る。

５ヶ年の予算は、５ヶ年を見越した中長期的事業計画内で、新学科構想、設備支
出等について計画し、将来の学生数、広報・就職計画を鑑みながら予測し、収支
計画を作成するが、学校、学園本部、理事会・評議員会と複数の目でチェックする
ため、より現実に即した予算編成となっており、健全な学校運営ができていると考
えている。

会計監査は、法人及び学校の利害関係者に対して、法人等の正確かつ信頼でき
る情報を提供するために、第三者による監査人が法人とは独立し計算書類が適
切かどうかを監査することを意味する。

平成１７年４月から私立学校法が改正され、学校法人の財務情報公開が義務づ
けられたが、これに迅速に取り組み、「財務情報公開規程」及び情報公開マニュア
ルを作成し、現在に至っているので、財務情報公開の体制は整っている。

8-42
財務情報公開の体制整備はで

きているか

8-４１
財務について会計監査が適正

に行われているか

8-40
予算・収支計画は有効かつ妥当

なものとなっているか

8-39
中長期的に学校の財務基盤は

安定しているといえるか

9　法令等の遵守 3.9

法令を遵守するという考えは、滋慶学園グループ全体の方針として掲げ、各校の
教職員全員でその方針を理解し、実行に努めている。
法人理事会のもとに、コンプライアンス委員会で学校運営が適切かどうかを
判断している。

現状では、学校運営（学科運営）が適切かどうかは次の各調査等においてチェック
できるようにしている。
①学校法人調査 ②自己点検・自己評価 ③学校基礎調査④専修学校各種学校調
査 等である。
また、組織体制強化やシステム構築にも努め、次のようなものがある。

（A）組織体制
①財務情報公開体制（学校法人）
②個人情報管理体制（滋慶学園グループ）
③広告倫理委員会（滋慶学園グループ）
④進路変更委員会（滋慶学園グループ）
（B）システム（管理システム）
①個人情報管理システム（滋慶学園グループ）
②建物安全管理システム（滋慶学園グループ）
③防災管理システム（滋慶学園グループ）
④部品購入棚卸システム（滋慶学園グループ
⑤コンピュータ管理システム（COM グループ）

滋慶学園グループのスケールメリットを活かし、各委員会、体制、システムにより、
各校が常に健全な学校（学科）運営ができるようにしている。法令や設置基準の
遵守に対する方針は明文化し、法令や設置基準の遵守に対応する体制作りは完
全に整備できている。

3 つの教育（「実学教育」、「人間教育」、「国際教育」）で「職業人教育を通して社会に貢献する」という建学の理念の実現を目指し、
４つの信頼（「業界の信頼」、「高等学校の信頼」、「学生・保護者の信頼」、「地域の信頼」）を確保するためにもコンプライアンス推
進をはかる。

具体的には、すべての法令を遵守するとともに、社会規範を尊重し、高い倫理観に基づき、社会人としての良識に従い、行動する
ことが私たちの重要な社会的使命と認識し、実践する。

方針実行のため、学内にコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスを確実に実践・推進に当たらせることにした。
委員長は、統括責任者としての学校の役員が就任する。委員は学校の現場責任者である事務局長と実務責任者の教務部長で構
成される。
主な任務は、行動規範・コンプライアンス規程の作成、コンプライアンスに関する教育・研修の実施、コンプライアンス抵触事案へ
の対応及び再発の防止対策の検討・実施、コンプライアンスの周知徹底のためのPR、啓蒙文書等の作成・配布である。

また、監事による毎年の監査に際して、業務監査の対象として、コンプライアンスの実施状況についても監査してもらっている。
今後は、コンプライアンス相談窓口の設置が必用であると考える。

近年ではITリテラシー教育を強化しており、SNSやネットワークを使用した際の注意事項等に関する「IT理解度テスト」を年一回、学
生・講師・全教職員に行っている。

9-44
個人情報に関し、その保護のた
めの対策がとられているか

9-45
自己点検・自己評価の実施と問
題点の改善に努めているか

3.9

10　社会貢献 3.3

本校には、滋慶学園グループの「4つの信頼」（①業界の信頼 ②高等学校の信頼
③学生・保護者の信頼 ④地域の信頼）というコンセプトがある。

この「4つの信頼」の獲得を目指すことが社会貢献に繋がると考えている。

業界企業や団体、あるいは中・高等学校等の教育機関とタイアップして行う各種
教育関連イベント・スポーツイベント・障害者イベント・市民イベント・授業支援等を
通じ「業界の信頼」、「地域の信頼」「高等学校からの信頼」を獲得し、社会貢献に
繋がっていると考える。
コロナ禍の中、例年実施している活動が実施できないことも多々あった。その中で
「中・高等学校への授業支援」「各種トレーナー活動」「TBイベントサポート」「オンラ
インで運動指導」等を実施した。高齢者施設へのオンデマンド動画の配信は今年
度ならでは取り組みで好評であった。

以上のように、滋慶学園グループが掲げる「4つの信頼」の獲得を目指すことが、
すなわち社会貢献を果たすことに繋がっていると考えている。

本校では、左記に記入したように、教職員及び学生が「業界の信頼」、「地域の信頼」、「高等学校の信頼」、「学生・保護者の信頼」
という、滋慶学園グループの「４つの信頼」獲得し、それによって社会貢献を果たすということを常に意識して様々な活動を行ってい
る。

今後は、学校の施設やこれまで培った教育ノウハウ等を活かし、多様な社会貢献へ発展させていく考えである。
3.6

10-４８
学生のボランティア活動を奨
励、支援しているか

10-47
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

9-46
自己点検・自己評価結果を公開
しているか

9-43
法令、設置基準等の遵守と適正
な運営がなされているか


