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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、きゅう師等に関

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 

令和 ２年２月 28日  神奈川県横須賀市国際湘南村の研修施設を購入 

令和 ２年４月 １日  柔道整復学科昼間部２クラス制に変更 

令和 ２年４月 １日  １号館４～６階を購入、４階を柔道整復学科の教室等にて使用 

 令和 ３年４月 １日  信州スポーツ医療福祉高等学院を開設 

  

 

３ 制度等の指定状況 

 （はりきゅう学科・介護福祉学科） 

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 

 令和 ２年 10月   再指定 

  

（柔道整復学科） 

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 

   令和 ４年 ２月    再指定 
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４ 信州スポーツ医療福祉専門学校の学科・定員等 

 

５ 役員・教職員の状況 

役員名 人数    職 種 専 任 非常勤 

理事   ６名 教員 ２１名 ４４名 

監事   ２名 事務 １１名   １名 

評議員 １３名 技術  ６名 ― 

 

                        

Ⅱ 事業概要 

課   程  学   科 入学定員    総定員 修業年限 在籍数 

医療専門課程 
はりきゅう学科   ３０名   ９０名 ３年   ６７名 

柔道整復学科   ６０名 １８０名 ３年 １３４名 

教育・社会福祉専門課程 介護福祉学科   ４０名   ８０名 ２年   ３９名 

文化・教養専門課程 
スポーツトレー
ナー学科 

  ４０名   ８０名 ２年   ６０名 

主な事項 

役員会等の開催 

 

① ４月１日 臨時理事会 

・研修施設購入について 

②  ５月６日 理事会、評議委員会 

・新設予定学校法人信州長野学園への敷地、建物、校具、教具、

備品共有について 

③   ７月２７日 理事会、評議委員会  

  ・令和２年度事業報告 

  ・令和２年度決算報告 他 

 

高校教員説明会 

 

新型コロナ感染症の影響のより中止 

オープンキャンパス等 

  （全 28回） 

第 1回（4/29） 第 2回（5/9） 第 3回（5/16） 第 4回（5/23） 

第 5回（5/30） 第 6回（6/6） 第 7回（6/13） 第 8回（6/20） 

第 9回（6/27） 第 10回（7/4）第 11回（7/11）第 12回（7/18） 

第 13回（7/25）第 14回（8/1）第 15回（8/8） 第 16回（8/22） 

第 17回（8/29）第 18回（9/5）第 19回（9/12）第 20回（9/18） 

第 21回（10/24）第 22回（11/7）第 23回（11/28）第 24回（12/5） 

第 25回（12/19）第 26回（1/23）第 27回（2/6）  第 28回（3/21） 

 

コロナの状況を鑑みＷＥＢ開催も実施した 

令和３年５月１日現在 

令和３年５月１日現在 
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進学相談会 業者による高校内ガイダンス、ホテルガイダンス、学校見学を行う。 

 

広報活動 ①  高校訪問 

②  ユーチューブ、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 等 

全体教職員会 （4/1）開催 他 随時開催 

  

避難訓練等 新型コロナ感染症の影響により中止 

 

職業訓練生の受入れ 

     

 

介護福祉学科（2年 1名、1年 1名） 

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託 

生を受入中（受入期間２年間） 

自己点検評価等 教員授業内容・学習指導自己点検評価を実施 

学校関係者評価委員会 

 

9/25  第１回開催 

3/20  第２回開催 

教育課程編成委員会 はりきゅう学科 11/18 第１回開催 3/20 第２回開催 

柔道整復学科  12/2  第１回開催 3/28 第２回開催 

介護福祉学科  11/24 第１回開催 2/21 第２回開催 

社会貢献 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（6/9、9/18、9/20、9/23、10/20） 

・第二地区住民自治会の講座派遣を行う 

・淀ヶ橋健康クラブへの講師派遣を行う 

（5/18、7/20、9/14、11/16，1/18、3/15） 

・介護福祉学科学生による健康講座を地元自治区の高齢者を対象に

本学園にて実施 

各種スポーツ大会での救護活動 

・学生によるトレーナー部を主体に参加（高校柔道、ラグビー） 

・高校部活動のトレーナー 

・地元フットサルチーム、フィールドホッケー日本代表チームに帯同 

など 
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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 

信州スポーツ医療福祉専門学校に関する事項 

新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 3/25 実施 コロナ対策として学科ごとに実施 

入学式 4/2挙行 

（入学生） 

はりきゅう学科２５名、柔道整復学科５１名、介護福祉学科２０名 

スポーツトレーナー学科３６名      計１３２名 

健康診断（4/22） 栗田病院に委託し学校にて実施 

 

入学試験 

    

① ＡＯ入試（6/1～12/24） 

② 特待生入試（10/3、1/16、2/20、3/19） 

③ 指定校推薦（10/17、1/16、2/20） 

④ 推薦・社会人入試（10/17、11/14、12/12、1/16、2/20、3/19） 

⑤ 一般入試（11/14、12/12、1/17、1/16、2/20、3/19） 

解剖学実習 中止 

 柔 柔道整復学科 

外部臨床実習 

・県内の整骨院、整形外科病院等で実施（３年生） 

介護福祉士養成の 

施設実習等 

（施設・事業所） 

① １年生：居宅実習（11/24～12/7）  

施設実習（7/5～7/9、12/8～12/22） 

② ２年生：施設実習（5/31～6/29、10/7～11/4） 

スポーツトレーナー学科

における実習、研修につ

いて 

① 夏期宿泊型研修（車山高原：キャンプ研修）9/14～9/18 

② 冬期宿泊型研修（車山高原：スキー研修) 3/4～3/7 

③ 業界研修 コロナの影響により中止 

国家試験 

   

   

     

① はり師、きゅう師（試験日 2/27） 

 ・は  り 師：合格者 １５名（受験者数１５名）（合格率 100％） 

 ・きゅう 師：合格者 １５名（受験者数１５名）（合格率 100％）  

② 柔道整復師（試験日 3/6） 

         合格者 １９名（受験者数２９名）（合格率 65.5％） 

③ 介護福祉士（試験日 1/30） 

合格者１７名 （受験者数 19名）（合格率 89.5％） 
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オンライン授業実施 まん延防止重点措置期間中（1/27～3/7）実施 

その他、状況に応じて適宜実施 

事例研究発表 介護福祉学科 

  施設実習研究発表会 2年生のみ実施（コロナ対策のため） 

就職説明会 合同就職説明会 7/25 

 参加企業数 60社 

入学前教育 はりきゅう学科(コロナの影響により中止→課題対応に変更) 

柔道整復学科（1/23オンラインにより実施） 

介護福祉学科(1/15実施) 

スポーツトレーナー学科（コロナの影響により中止） 

卒業式 

 

3/13挙行 

卒業生  はりきゅう学科          １５名 

柔道整復学科            ３７名 

介護福祉学科            １９名 

スポーツトレーナー学科  ２３名 

              計  ９４名 

学友会 ① 新入生歓迎会（新型コロナ感染症の影響により中止） 

② 学友会総会（   〃   ） 

③ 体育祭（   〃     ） 

④ 光和祭 （    〃      ） 

⑤ 卒業記念祝賀会（     〃      ） 


