（第 1 号議案）

（別紙１）

平成３０年度

事業報告書
平成３０年４月

１日から

平成３１年３月３１日まで

学校法人光和学園

Ⅰ 法人の概要
１ 教育理念・建学の精神
教育基本法の精神に則り、
「学校教育法」
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師
等に関する法律」
「柔道整復師法」及び「社会福祉士及び介護福祉士法」に従い、医療技
術者・介護技術者及びスポーツトレーナーとして必要な知識、技術、技能を修得させ、健
康な心身と豊かな人間性を養い、医療・保健・福祉及びスポーツの充実発展に貢献し得る有
能なはり師、きゅう師、柔道整復師、介護福祉士及びスポーツトレーナーの養成を行うことを
目的とする。
また、本校での学びをとおして「誠に生きる。物事に明るい。そして、この二つの徳を
実行できる精神的、肉体的健やかさ」を身に付けて欲しいと考え「誠・明・健」を建学の
精神に位置づけている。
２ 学校法人光和学園の沿革
平成１７年２月１５日 学校法人光和学園法人認可及び専門学校信州医療学院の設置認可
平成１７年４月１日

専門学校信州医療学院（はりきゅう学科・柔道整復学科）開校

平成１９年４月１日

学校名を信州医療福祉専門学校に改め、介護福祉学科を開設

平成２６年３月３１日 職業実践専門課程認定（はりきゅう学科・柔道整復学科・介護福祉学科）
平成２８年４月１日

柔道整復学科の入学定員を５０名から６０名に変更

平成２９年 11 月 24 日 スポーツトレーナー学科開設に向けた寄附行為変更認可
平成３０年４月 1 日

スポーツトレーナー学科開設

平成３１年４月 1 日

はりきゅう学科の入学定員を５０名から３０名に変更

〃

学校名を信州スポーツ医療福祉専門学校に改称

３ 制度等の指定状況
平成２６年８月 厚生労働大臣から教育訓練給付金（専門実践教育訓練）講座に指定
（平成 29 年 8 月再指定）

（はりきゅう学科・介護福祉学科）

平成２８年３月 厚生労働大臣から教育訓練給付金（専門実践教育訓練）講座に指定
（平成 31 年 1 月再指定）

（柔道整復学科）

４ 信州スポーツ医療福祉専門学校の学科・定員等
課

程

医療専門課程

学

科

入学定員

総定員

修業年限

在籍数

はりきゅう学科

３０名

９０名

３年

５６名

柔道整復学科

６０名

１８０名

３年

１２７名

教育・社会福祉専門課程

介護福祉学科

４０名

８０名

２年

５３名

文化・教養専門課程

ス ポー ツトレ ー

４０名

８０名

２年

３５名

ナー学科
令和元年５月１日現在
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５ 役員・教職員の状況
役員名

人数

職

種

専

任

非常勤

理事

８名

教員

２０名

３６名

監事

２名

事務

１３名

５名

評議員

１４名

技術

９名

－

令和元年５月 1 日現在
Ⅱ 事業概要
主な事項
役員会等の開催

①第１回理事会・評議員会（5/23）
・平成２９年度の事業報告及び決算報告の承認
・校舎の一部用途変更について
・養成施設外の施設での臨床実習について
②第２回理事会・評議員会（9/12）
・学則の一部について
③第３回理事会・評議員会（10/17）
・寄附行為及び学則の一部改正について
・校舎の一部用途変更について
④第４回理事会・評議員会（12/12）
・寄附行為及び学則の一部改正について
⑤第５回理事会・評議員会（3/22）
・平成３０年度収支予算の補正案について
・平成３１年度の事業計画案、収支予算案及び借入金の承認
・寄附行為及び学則の一部改正について

高校教員説明会

県下５会場及び県外 1 会場で学科の内容と就職状況を説明

（5/24～6/28）

参加校２９校（３０名）
（前年度３３校３８名）

オープンキャンパス等

第 1 回（4/22）
、第 2 回（5/13）
、第 3 回（5/20）、第 4 回（5/26）
、

（24 回）

第 5 回（6/2）、第 6 回（6/10）、第 7 回（6/23）、第 8 回（7/8）
、
第 9 回（7/21）
、第 10 回（7/29）、第 11 回（8/5）
、第 12 回（8/26）、
第 13 回（9/9）
、第 14 回（9/15）、第 15 回（9/22）
、第 16 回（9/30）、
第 17 回（10/20）
、第 18 回（11/18）、第 19 回（12/8）
、第 20 回（12/16）、
第 21 回（12/23）、第 22 回（1/20）
、第 23 回（2/2）、第 24 回（3/21）

進学相談会

業者による高校内ガイダンス６３回、ホテルガイダンス１５回
学校見学５校

広報活動

①テレビ CM（７月～フリースポット）
（11 月～提供及びＰＴ）
・テレビ信州「嵐にしやがれ」毎週土曜 21:00
・ NBS 長野放送「めざましテレビ」毎週月曜 7:00
②大会等協賛広告（パンフレット広告など）
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③ＨＰリニューアル
④フェイスブック、インスタグラム、ツイッター等 SNS 情報発信開始
信州医療福祉専門学校
開校記念特別講演会
（9/29）

・講師 東京健康リハビリテーション総合研究所所長/東京大学名誉
教授/日本転倒予防学会理事長

武藤芳照

・演題 『健康スポーツ医学の実践と教育
―スポーツ医学、転倒予防から舞台医学までー』
・場所 長野市芸術館３階アクトスペース

全体教職員会議

（4/1、10/6、3/19）開催

教員研修

各種教員研修会への参加
・長野県はり灸マッサージ協会夏季大学（本校、7/29）
・東洋療法学校協会教員研修会（神奈川県 8/6.7）
・全国柔道整復学校協会研修会（東京都 8/18.19）
・日本介護福祉施設協会関東信越ブロック教員研修（千葉県 9/13）
・東洋療法学校協会学術大会（東京都 10/5）
・教員研修会（講堂 10/7）
・長野県鍼灸師会信州大学医学部講座（松本市 10/14）

避難訓練等

学生及び教職員全員参加による避難誘導訓練（6/14）

職業訓練生の受入れ

介護福祉学科
長野技術専門校から離職者等の求職申込者を対象とする職業訓練委託
生４名を受入中、受入期間２年間）(平成３０年度は受入はゼロ)

自己点検評価等

①自己点検評価報告書をまとめ、公表（７月）
②授業アンケートの実施（１２月）
③教員の授業内容・学習指導自己点検評価を実施（３月）

学校関係者評価委員会

①第 1 回学校関係者評価委員会（9/26）
・平成３０年度学校関係者評価報告書について
②第２回学校関係者評価委員会（2/27）
・高等教育段階の教育費負担軽減について

教育課程編成委員会

①第 1 回教育課程編成委員会 はりきゅう学科（12/3）、柔道整復学科
（11/28）、介護福祉学科（12/12）、スポーツトレーナー学科
（11/28）
・教育課程編成要領の一部改正について
・学科別取組方針について
・平成 31 年度カリキュラム編成方針について
②第２回教育課程編成委員会 はりきゅう学科（2/27）、柔道整復学科
（2/27）
、介護福祉学科（3/5）
、スポーツトレーナー学科（3/5）
・教育目標について
・平成 31 年度カリキュラムの特徴について
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・課題に対する取組みについて
・委員意見に対する対応について
無料公開講座

・長野市専修学校各種学校協会の生涯学習講座「いきいき生涯学習を
本学園にて実施（9/16、10/8、1/27、2/17）
・地元自治区の高齢者を対象とした健康に対する取組みに対し、講師
を派遣して「介護要望に資する体操」や「医療的知見に基づく健康
法の紹介」等健康講座を開設している。
・校友会と共催で「はりきゅう体験治療と学校を知ろう」を開催長
野市権堂ナガノイーストプラザ（8/20）

附属臨床実習施設

施設の利用者

９,６４４人（はりきゅう院１,６３５人、接骨院８,

００９人）
その他

主務官庁から求められる「学校基本調査」「学校法人等基礎調査」
「私
立専修学校調書」「私立学校等実態調査」
「医療関係機関養成施設認定
（指 （指定）規則に基づく報告」
「介護福祉士養成施設変更届及び報告」
「医
療機関養成施設自己点検票」等について報告

信州医療福祉専門学校に関する事項
入学式（4/2）

（入学生）
はりきゅう学科１９名、柔道整復学科４６名、介護福祉学科２６名
スポーツトレーナー学科２０名

健康診断（4/26）

栗田病院にて実施

入学試験

①ＡＯ入試（7/3～9/22）

計１１１名

②特待生入試 （10/8,1/8）
③推薦・社会人入試 （10/15）
④一般入試（10/29、11/26、1/8、1/28、2/18、その他受験生の都合に
より随時実施)
解剖学実習（3/11～15） はりきゅう学科・柔道整復学科の希望者を対象に日本歯科大学新潟校
の協力を得て実施（参加学生：はりきゅう学科８名、柔道整復学科２
０名、計２８名）
柔 柔道整復学科臨床実習

・川上村（1 年生）7/2~6
・野沢温泉村（2 年生）3/11~14

介護福祉士養成の施設

（５８施設・事業所）

実習等

①１年生：施設見学（5/11）、居宅実習（10/10～10/20）、施設実習（7/24
～28、1/10～24）
②２年生：施設実習（6/12～7/11、11/16～12/4）
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スポーツトレーナー学

①スクールトレーナー実習

8/1～9/7

科における実習、研修

②夏期宿泊型研修(中津川村キャンプ場：キャンプ研修) 9/11～14

について

③冬期宿泊型研修(白馬八方尾根スキー場：スキー研修) 1/8～11
④業界研修 2/28～3/27

定期試験等

①はりきゅう学科 前期試験（9/3～14）
、後期試験（1/28～2/8）
・３年生：学力判定試験（4/3）
、卒業見込判定試験（10/10・11/14）、
国対模擬試験（1/11）、卒業実技判定試験（10/25・26）
、
・１・２年生：学力判定試験（１年生：6/24、8/24、12/12、２年生：
4/3、 8/24、12/12）
②柔道整復学科 1 年生：定期試験 1 回目（9/3～7）
、定期試験２回目
（2/18～22）
2・3 年生：定期試験 1 回目（7/4.12.13.17.19）、
２回目（11/14.19.29.30.12/4）
、
３回目（2/12.15.18.20.21）
・３年生：学力判定試験（4/21）
、卒業見込判定試験（10/13、1/8）
、
認定実技審査（11/24）
・１・２年生：学力判定試験（１年生 9/15、3/8、２年生 5/12、12/15）
③介護福祉学科
・１年生：中間試験（5/29～30）
、定期試験（9/4～8、2/13～16）
総合学力判定試験（3/4）
・２年生：定期試験（9/3～7、12/18～20）
、学力判定試験（7/17,10/17）
日本介養協学力評価試験（12/3）
、国家試験模試（12/12）
卒業見込判定試験（1/9）
④スポーツトレーナー学科
・１年生：前期試験期間（7/9～30）
、後期試験期間（12/10～2/4）

国家試験

①はり師、きゅう師（試験日 2/24）
・はり師：合格者 １５ 名（受験者数１７名）
（合格率 88.2％：全国 94.6％）
・きゅう師：合格者１６名（受験者数１７名）
（合格率 94.1％：全国 94.2％）
②柔道整復師（試験日 3/3）
合格者 ２９ 名（受験者数３１名）
（合格率 93.5％：全国 86.1％）
③介護福祉士（試験日 1/27）
合格者 ２２ 名（受験者数３１名）
（合格率 70.9％：全国 73.7％）

学生研究発表会（8/4） 第５回学生研究発表会を開催（講堂）
関係業団体代表から発表に関する感想・意見を頂き、報告書としてま
とめた。
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東洋療法学校協会学術

学生研究発表「肩井穴に対する灸刺激が及ぼす筋硬度と血圧・心拍数

大会（10/5）

の変化について」・・・カナケン賞受賞

事例研究発表

介護福祉学科

（東京都）

施設実習研究 1・2 年生合同発表会（2/28・3/1）
就職説明会

はりきゅう学科及び柔道整復学科 2、3 年生、スポーツトレーナー学科
1 年生（長野市生涯学習センター：参加企業 7/22 ７１社）

入学前教育

はりきゅう学科・柔道整復学科（12/15）、介護福祉学科・スポーツト
レーナー学科（1/12）
、

卒業式（3/10）

（卒業生）
はりきゅう学科１８名、柔道整復学科３４名、介護福祉学科３１名
計８３名

ボランティア活動

①トレーナー部
高校ラクビー部、高校サッカー部、高校バトミントン部、高校バス
ケット部、高校バトン部、ＫＯＢＥＬＣＯカップ、トレールランニ
ング等各種大会等でトレーナー活動
②長野マラソンボランティア（4/15 はりきゅう・柔道整復学科１・２
年生）
③小布施見にマラソンボランティア（7/15 介護福祉学科１年生）

部活動

①柔道部
全国柔道整復学校協会柔道大会（東京都：男子３部準優勝、女子２
部３位）
②野球部
長野県専門学校軟式野球大会 代表決定戦：準優勝
③ バスケット部
長野県専門学校バスケット大会 女子優勝
④バトミントン部
⑤陸上部
・トラック、長距離部門：菅平トレイルラン、長野マラソン、松本
マラソン等（陸連を通じ出場）
・フィールド部門：男子ハンマー投げ、実業団大会（東海選手権大
会）等出場
⑥フットサル部
マイチャンカップ出場

学友会

①学友会総会・体育祭（4/28）
②学友会主催新入生歓迎会（4/2）、卒業記念祝賀会（3/10）
③光和祭（9/30）
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