
  

様式第２号の１－②【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の

１－①を用いること。 
 
学校名 専門学校 健祥会学園 
設置者名 社会福祉法人 健祥会 理事長 中村 太一 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

課程名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のあ

る教員等によ

る授業科目の

単位数又は授

業時数 

省令で定める

基準単位数又

は授業時数 

配

置

困

難 

社会福祉専門課程 

介護福祉学科 
夜 ・

通信 
1400単位時間 160単位時間  

保育福祉学科 
夜 ・

通信 
720単位時間 240単位時間  

保育学科 
夜 ・

通信 
1110単位時間 160単位時間  

医療専門課程 

理学療法学科 
夜 ・

通信 
1975単位時間 240単位時間  

作業療法学科 
夜 ・

通信 
1750単位時間 240単位時間  

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

https://www.kenshokai.ac.jp/disclosure 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学科 

学科名 

（困難である理由） 

 

  



  

様式第２号の２－②【⑵-②外部の意見を反映することができる組織への外部人

材の複数配置】 
 
※ 様式第 2号の２－①に掲げる法人以外の設置者（公益財団法人、公益社団法人、医療法

人、社会福祉法人、独立行政法人、個人等）は、この様式を用いること。 
 

学校名 専門学校 健祥会学園 

設置者名 社会福祉法人 健祥会 理事長 中村 太一 

 

 

１．大学等の教育について外部人材の意見を反映することができる組織 

名称 教育課程編成委員会 

役割 

教育課程編成委員会は、専門学校 健祥会学園の教育に相応しい授業科目の開

設または授業内容・方法の改善・工夫を行うにあたり、それが福祉・医療の

現場における新たな知識、技術、技能等を踏まえた実践的かつ専門的なもの

となるよう次のことを協議・検討する。 

(1)臨床現場において、必要となる知識、技術、技能について 

(2)教育課程(カリキュラム)の改善編成について 

(3)授業科目の内容(シラバス)と授業方法、教材について 

(4)新たな知識・技術・技能に関する教育研修について 

(5)その他必要な事項 

委員会は専門学校 健祥会学園校長の諮問に基づいて協議・検討するものと

し、その結果については直接校長に答申するものとする。 

委員は、校長が委嘱する外部委員５名以上、学内委員２名以上で構成される。 

教育課程編成委員会の意見等を教育課程の編成(授業内容・方法の改善・工夫

を含む)に活かすことで、より職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成す

る教育課程となるように努める。 

※教育課程編成委員会運営要領について、2020年４月１日までに学校長が構

成員の選任を行う旨確実に追記する。 

 

 

２．外部人材である構成員の一覧表 
前職又は現職 任期 備考（学校と関連する経歴等） 

徳島大学病院副病院長 

徳島大学病院リハビリテーション

部長 

2018年 4月  1日～ 

2020年 3月 31日 

学会や症例検討会等での理学療法士・作

業療法士・介護福祉士の指導的立場であ

る。本学園教員も各学会や職能団体等に

おいて指導を受けている。 

一般社団法人 

徳島県作業療法士会 監事 
2018年 4月  1日～ 

2020年 3月 31日 

本学園学生の臨床実習において、熱心に

指導していただいている。また卒業生に

対して職場で教育を行っている。 

（備考）その他外部人材である構成員 3名 

  



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 専門学校 健祥会学園 

設置者名 社会福祉法人 健祥会 理事長 中村 太一 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法や

基準その他の事項を記載した授業計画(シラバス)を作成し、公表している

こと。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

10月：学科ミーティングでカリキュラムの具体的な内容を打ち合わせる。 

11月：シラバスの作成スケジュールを提案する。 

        担当科目の教員案を作成する。 

シラバス案の作成と修正を行う。 

12月：非常勤講師の調整・配置を行い、内諾をもらう。 

     行事・試験期間・実習期間を検討し、決定する。 

1月：シラバスの整合性を最終確認する。 

     「実習の手引き」の変更点を確認する。 

2月：「実習の手引き」を作成する。 

3月：シラバスの誤字脱字を確認し、ホームページに掲載する。 

授業計画書の公表方法 https://www.kenshokai.ac.jp/visitor/students/syllabus 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定してい

ること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

 各科目の認定は、年２回(前期末及び後期末)を原則とする。認定は、その学習効果が

その科目の目標からみて満足できると認められる場合(評価が「不可」以外の科目)

に、校長が行う。 

 各科目の成績評価は、シラバスに明記された方法で行う。 

学期を単位とし 5段階で表示する。換算する基準は次表によるものとする。 

評 価 100点法による評定 

秀 100点～90点 

優 89点～80点 

良 79点～70点 

可 69点～60点 

不 可 59点以下 

※「不可」は不認定 



  

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するととも

に、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

成績は、授業科目毎に 100点満点で評価する。前期末、後期末において、学科・学年毎

に一覧表を作成し、各科目の平均点、各個人の全科目の合計点での平均を算出し、相対

順位を算出する。指標の数値は、下表のとおりとする。 

～ 49点 50～ 59点 60～ 69点 70～ 79点 80～ 89点 90～100点  
 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
https://www.kenshokai.ac.jp/disclosure 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施してい

ること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

 各学科のディプロマ・ポリシーでは、〈人間力〉〈専門性〉〈実践力〉について学生が

身に付けるべき項目を定め、ホームページに公表している。 

 各科目の到達目標については、シラバスに明記している。 

 卒業認定については学則に定めるとおり、当該学年の全開講科目が認定され、定める

全科目の単位を修得し、かつ卒業試験に合格した者に対して行う。 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
https://www.kenshokai.ac.jp/disclosure 

 

  



  

様式第２号の４－②【⑷財務・経営情報の公表（専門学校）】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の

４－①を用いること。 
学校名 専門学校 健祥会学園 

設置者名 社会福祉法人 健祥会 理事長 中村 太一 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 
https://www.kenshokai.group/kenshokai/disclosure/index.html 

収支計算書又は損益計算書 

財産目録 

法人総務部窓口にて閲覧可能です 事業報告書 

監事による監査報告（書） 

 

 

２．教育活動に係る情報 

①学科等の情報 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

教育･社会福祉 社会福祉専門課程 介護福祉学科 ○  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

２年 昼間 

1940 

単位時間／単位 

800 
単位時間

/単位 

690 
単位時間

/単位 

450 
単位時間

/単位 

0 
単位時間

/単位 

0 
単位時間

/単位 

1940単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

160人 86人 0人 5人 19人 24人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

10月：学科ミーティングでカリキュラムの具体的な内容を打ち合わせる。 

11月：シラバスの作成スケジュールを提案する。 

        担当科目の教員案を作成する。 

シラバス案の作成と修正を行う。 

12月：非常勤講師の調整・配置を行い、内諾をもらう。 

     行事・試験期間・実習期間を検討し、決定する。 

1月：シラバスの整合性を最終確認する。 

     「実習の手引き」の変更点を確認する。 

2月：「実習の手引き」を作成する。 

3月：シラバスの誤字脱字を確認し、ホームページに掲載する。 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

成績は、授業科目毎に 100点満点で評価する。前期末、後期末において、学科・学 

年毎に一覧表を作成し、各科目の平均点、各個人の全科目の合計点での平均を算出 

し、相対順位を算出する。 

卒業・進級の認定基準 



  

（概要） 

各科目の到達目標については、シラバスに明記している。 

卒業認定については学則に定めるとおり、当該学年の全開講科目が認定され、定め 

る全科目の単位を修得し、かつ卒業試験に合格した者に対して行う。  

学修支援等 

（概要） 

 入学前の学習支援（課題学習）、ポートフォリオの活用、オフィスアワーの設置、 

実習前オリエンテーション及び実習後報告会の実施、海外研修及び報告会、新入 

生歓迎会の実施、入学時オリエンテーション、学年間交流会、継続的な個別面談、 

家庭(保護者)との連絡及び面談、実習施設との連携した支援、国家試験対策、遅 

刻・欠席時の電話連絡。 

 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 35人 

（100％） 

0人 

（ 0％） 

33人 

（94.3％） 

2人 

（5.7％） 

（主な就職、業界等） 

 介護保険施設・事業所、病院、介護医療院、障害者支援施設等 

（就職指導内容） 

挨拶・礼儀・マナー指導、求人票一覧の作成及び求人票閲覧室の設置、求人情報の 

伝達、就職希望調査、就職希望施設への見学調整、履歴書・内定礼状の書き方及び 

面接指導、就職活動についての個別指導。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

 介護福祉士国家試験受験資格、ゲートボール 3級審判員 

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  94人 13人  13.8％ 

（中途退学の主な理由） 

 進路変更、就職等 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

1)入学前からの学習支援（課題学習）の実施、2）合格者説明会の実施、3)入学時 

オリエンテーションの実施、4)教育の質の改善：わかりやすい教育（グループ学習、 

仲間で教えあう学習、アクティブラーニングの導入等）、5）教員のレベルアップ： 

学内外の教員研修への参加、6)教育環境の改善：禁煙の徹底、休憩スペース（ラウ 

ンジ）の設置、7)実習施設との連携：実習指導者には、実習説明会に参加していた 

だき、実習目標及び学生の状態等を理解してもらい、根気強く指導していただける 

ように説明している、8)休学者及び中退者に対して、健祥会グループでのアルバイ 



  

ト及び就職の紹介、9）ポートフォリオを用いての個別面談、10）オフィスアワー 

を設置し、学習指導や相談に応じる 

 

 

①学科等の情報 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

教育･社会福祉 社会福祉専門課程 保育福祉学科 ○  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

３年 昼間 

2475 

単位時間／単位 

240 
単位時間

/単位 

300 
単位時間

/単位 

285 
単位時間

/単位 

0 
単位時間

/単位 

0 
単位時間

/単位 

825単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

20人 2人 0人 1人 12人 13人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

10月：学科ミーティングでカリキュラムの具体的な内容を打ち合わせる。 

11月：シラバスの作成スケジュールを提案する。 

        担当科目の教員案を作成する。 

シラバス案の作成と修正を行う。 

12月：非常勤講師の調整・配置を行い、内諾をもらう。 

     行事・試験期間・実習期間を検討し、決定する。 

1月：シラバスの整合性を最終確認する。 

     「実習の手引き」の変更点を確認する。 

2月：「実習の手引き」を作成する。 

3月：シラバスの誤字脱字を確認し、ホームページに掲載する。 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

成績は、授業科目毎に 100点満点で評価する。前期末、後期末において、学科・学 

年毎に一覧表を作成し、各科目の平均点、各個人の全科目の合計点での平均を算出 

し、相対順位を算出する。 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

各科目の到達目標については、シラバスに明記している。 

卒業認定については学則に定めるとおり、当該学年の全開講科目が認定され、定め 

る全科目の単位を修得し、かつ卒業試験に合格した者に対して行う。  

学修支援等 

（概要） 

講義内容の理解を確認するため、アクティブラーニングを取り入れながら、主体

的に授業に取り組めるよう工夫をしている。また、定期試験後のフィードバックな

どを通して学修支援をしている。 

 

 

 



  

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 2人 

（100％） 

0人 

（ 0％） 

2人 

（100％） 

0人 

（0％） 

（主な就職、業界等） 

 病院、児童養護施設 

（就職指導内容） 

就職試験に向けて、履歴書の書き方の指導や模擬面接等の支援もしている。内定後は、

お礼状や内定式等、就職するまでの研修においての姿勢等について指導している。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

 保育士、幼稚園教諭(2種)、社会福祉主事(任用)、社会福祉士国家試験受験資格 

 ゲートボール 3級審判員 

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  4人 0人  0％ 

（中途退学の主な理由） 

 退学者なし 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

日頃から学生の特性を把握し、早期に学生の面談や必要に応じた保護者への連絡を 

行い、学生の不安軽減や問題解決に向けて一緒に考えていく機会をつくっている。 

 

 

①学科等の情報 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

教育･社会福祉 社会福祉専門課程 保育学科 ○  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

２年 昼間 

1620 

単位時間／単位 

465 
単位時間

/単位 

855 
単位時間

/単位 

270 
単位時間

/単位 

0 
単位時間

/単位 

30 
単位時間

/単位 

1620単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

60人 51人 0人 6人 20人 26人 

 

 

 

 

 



  

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

10月：学科ミーティングでカリキュラムの具体的な内容を打ち合わせる。 

11月：シラバスの作成スケジュールを提案する。 

        担当科目の教員案を作成する。 

シラバス案の作成と修正を行う。 

12月：非常勤講師の調整・配置を行い、内諾をもらう。 

     行事・試験期間・実習期間を検討し、決定する。 

1月：シラバスの整合性を最終確認する。 

     「実習の手引き」の変更点を確認する。 

2月：「実習の手引き」を作成する。 

3月：シラバスの誤字脱字を確認し、ホームページに掲載する。 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

成績は、授業科目毎に 100点満点で評価する。前期末、後期末において、学科・学 

年毎に一覧表を作成し、各科目の平均点、各個人の全科目の合計点での平均を算出 

し、相対順位を算出する。 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

各科目の到達目標については、シラバスに明記している。 

卒業認定については学則に定めるとおり、当該学年の全開講科目が認定され、定め 

る全科目の単位を修得し、かつ卒業試験に合格した者に対して行う。  

学修支援等 

（概要） 

学生個々の気質や性格を分析し、それぞれに対応した指導を行っている。基本的な 

生活習慣や知識・技術の修得不足の学生に対して、担任を中心とした学科教員の連 

携による根気強い個別指導を行う。学生にわかりやすい教育、仲間で教え合う教育、 

アクティブラーニングを取り入れ、学生が主体的に授業に取り組めるよう工夫をし

ている。また、定期試験後、フィードバックを行い学修支援をしている。 

 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 14人 

（100％） 

0人 

（ 0％） 

14人 

（100％） 

0人 

（0％） 

（主な就職、業界等） 

 保育所（園）、認定こども園、幼稚園、児童発達支援センター、放課後等デイサー 

ビスなど 

（就職指導内容） 

挨拶・礼儀・マナーの指導、求人票の掲示・情報伝達、求人票閲覧室の設置、就職 

希望調査、履歴書の書き方及び面接指導等を行っている。内定後は、お礼状や内定 

式等、就職するまでの研修における姿勢等について指導している。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

 幼稚園教諭(2種)、保育士、社会福祉主事(任用)、ゲートボール 3級審判員 



  

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

 40人 4人  10.0％ 

（中途退学の主な理由） 

 進路変更 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

入学前のオリエンテーションで良い人間関係を作り、入学時オリエンテーション、 

教員間の連携（情報共有）などにより、日頃から学生の特性を把握し、早期に学生 

の面談や必要に応じた保護者への連絡を行い、学生の不安軽減や問題解決に向けて 

一緒に考えていく機会をつくっている。 

 

 

①学科等の情報 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

医療 医療専門課程 理学療法学科 ○  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

３年 昼間 

3005 

単位時間／単位 

1825 
単位時間

/単位 

120 
単位時間

/単位 

1000 
単位時間

/単位 

0 
単位時間

/単位 

60 
単位時間

/単位 

3005単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

120人 110人 0人 6人 40人 46人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

10月：学科ミーティングでカリキュラムの具体的な内容を打ち合わせる。 

11月：シラバスの作成スケジュールを提案する。 

        担当科目の教員案を作成する。 

シラバス案の作成と修正を行う。 

12月：非常勤講師の調整・配置を行い、内諾をもらう。 

     行事・試験期間・実習期間を検討し、決定する。 

1月：シラバスの整合性を最終確認する。 

     「実習の手引き」の変更点を確認する。 

2月：「実習の手引き」を作成する。 

3月：シラバスの誤字脱字を確認し、ホームページに掲載する。 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

成績は、授業科目毎に 100点満点で評価する。前期末、後期末において、学科・学 

年毎に一覧表を作成し、各科目の平均点、各個人の全科目の合計点での平均を算出 

し、相対順位を算出する。 



  

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

各科目の到達目標については、シラバスに明記している。 

卒業認定については学則に定めるとおり、当該学年の全開講科目が認定され、定め 

る全科目の単位を修得し、かつ卒業試験に合格した者に対して行う。  

学修支援等 

（概要） 

入学前の学習支援（課題学習）、実習前オリエンテーション及び実習後報告会など 

を実施している。講義内容の理解を確認するため、アクティブラーニングを取り入 

れながら、主体的に授業に取り組めるよう工夫をしている。また、定期試験後のフ 

ィードバックなどを通して学修支援をしている。 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 28人 

（100％） 

0人 

（ 0％） 

26人 

（92.9％） 

2人 

（7.1％） 

（主な就職、業界等） 

 一般病院、クリニック、介護保険事業所、障害者支援施設等 

（就職指導内容） 

挨拶・礼儀・マナー指導、求人票一覧の作成及び求人票閲覧室の設置、求人情報の 

伝達、就職希望調査、就職希望施設への見学調整、履歴書の書き方及び就職活動な 

どについて非常勤講師により講義を行い、求人募集施設を招いての合同就職ガイダ 

ンスを開催している。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

 理学療法士国家試験受験資格、ゲートボール 3級審判員 

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

 119人 8人  6.7％ 

（中途退学の主な理由） 

 学業不振、就職などの進路変更等 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

1）入学前からの学習支援（課題学習）の実施、2）合格者説明会の実施、3）入学時 

オリエンテーションの実施、4）教育の質の改善：わかりやすい教育（グループ学習、 

仲間で教えあう学習、アクティブラーニングの導入等）5）休学者及び中退者に対 

して、健祥会グループでのアルバイトおよび就職の紹介 

 

 

 



  

①学科等の情報 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

医療 医療専門課程 作業療法学科 ○  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

３年 昼間 

3020 

単位時間／単位 

1840 
単位時間

/単位 

150 
単位時間

/単位 

1000 
単位時間

/単位 

0 
単位時間

/単位 

30 
単位時間

/単位 

3020単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

120人 76人 0人 6人 50人 56人 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

10月：学科ミーティングでカリキュラムの具体的な内容を打ち合わせる。 

11月：シラバスの作成スケジュールを提案する。 

        担当科目の教員案を作成する。 

シラバス案の作成と修正を行う。 

12月：非常勤講師の調整・配置を行い、内諾をもらう。 

     行事・試験期間・実習期間を検討し、決定する。 

1月：シラバスの整合性を最終確認する。 

     「実習の手引き」の変更点を確認する。 

2月：「実習の手引き」を作成する。 

3月：シラバスの誤字脱字を確認し、ホームページに掲載する。 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

成績は、授業科目毎に 100点満点で評価する。前期末、後期末において、学科・学 

年毎に一覧表を作成する。各科目の平均点、各個人の全科目の平均点を算出し、相 

対順位を把握している。 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

各科目の到達目標については、シラバスに明記している。 

卒業認定については学則に定めるとおり、当該学年の全開講科目が認定され、定め 

る全科目の単位を修得し、かつ卒業試験に合格した者に対して行う。  

学修支援等 

（概要） 

入学前の学習支援(課題学習)の実施、実習前オリエンテーション及び実習後報告会 

の実施、新入生歓迎会及び入学時オリエンテーションの実施、継続的な個別面談と 

保護者との連絡(面談)、実習施設との連携した支援、国家試験対策、遅刻・欠席時 

の電話連絡など。 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 16人 

（100％） 

0人 

（ 0％） 

13人 

（81.3％） 

3人 

（18.8％） 

（主な就職、業界等） 

 一般病院、クリニック、介護保険事業所、障害者支援施設等 

（就職指導内容） 

非常勤講師による就職活動前接遇研修、校内接遇指導、求人票一覧の作成、求人情 

報の伝達、就職希望調査と各施設への見学日程調整、求人募集施設を招いての合同 

就職ガイダンスの開催など。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

 作業療法士国家試験受験資格、ゲートボール 3級審判員 

（備考）（任意記載事項） 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

 84人 10人  11.9％ 

（中途退学の主な理由） 

 学業不振、進路変更、経済的問題。 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

入学前からの学習指導、ホームルームや放課後を利用した担任による個別指導とコ 

ーチングを用いての面談の実施、保護者に対する定期的な連絡と面談の実施、休学 

者及び中途退学者に対する健祥会グループでのアルバイト及び就職の紹介など。 

 

 

②学校単位の情報 

ａ）「生徒納付金」等 

学科名 入学金 
授業料 

（年間） 
その他 備考（任意記載事項） 

介護福祉学科 200,000円 600,000円 300,000円 実習費、施設整備費 

保育福祉学科 -円 400,000円 150,000円 実習費、施設整備費 

保育学科 200,000円 400,000円 150,000円 実習費、施設整備費 
理学療法学科 500,000円 700,000円 500,000円 実習費、施設整備費 
作業療法学科 500,000円 700,000円 500,000円 実習費、施設整備費 

修学支援（任意記載事項） 

①兄弟姉妹親子配偶者入学金半額免除制度 

 入学志願者の兄弟姉妹親子配偶者が本学園に在籍もしくは卒業生の場合、入学金を半

額免除する 

②遠隔地通学支援助成金 

 遠隔地から本学園に通学、または本学園に通学するために、アパート等で生活する者

に対し、初年度前期授業料より 10万円減額する 



  

ｂ）学校評価 
自己評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

https://www.kenshokai.ac.jp/disclosure 

 

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制） 

学校関係者評価委員会は、関係団体、同窓会、保護者及び教育に知見を有する者から校 

長が委嘱する委員により構成される。委員は５名以上とする。委員会は自己評価の進捗

状況に応じ次年度の計画策定までの間に２回以上開催するものとする。委員長は、学校

関係者評価委員会による評価結果をまとめ、報告書を作成する。教職員は、学校関係者

評価の結果を活用し、教育活動及び学校運営等の質の保証と向上に継続的に努めなけれ

ばならない。校長は、学校関係者評価結果について、理事長の承認を受け、公表しなけ

ればならない。 

 評価項目 （１）教育理念・目標 （２）学校運営 （３）教育活動 （４）学生指導

等 （５）学修成果 （６）学生支援 （７）教育環境 （８）学生の受入れ募集 

（９）財務 （１０）法令等の遵守 （１１）社会貢献・地域貢献 

学校関係者評価の委員 

所属 任期 種別 

徳島大学病院副病院長 

徳島大学病院リハビリテーション部長 
2018年 4月  1日～ 

2020年 3月 31日 企業等委員 

一般社団法人 

徳島県介護福祉士会 会長 
2018年 4月  1日～ 

2020年 3月 31日 企業等委員 

専門学校 健祥会学園後援会 会長 
2019年 4月  1日～ 

2021年 3月 31日 保護者 

専門学校 健祥会学園同窓会 会長 
2018年 4月  1日～ 

2020年 3月 31日 卒業生 

社会福祉法人 鴨島ひかり会 理事 
2019年 4月  1日～ 

2021年 3月 31日 
企業等委員 

学校関係者評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

https://www.kenshokai.ac.jp/disclosure 

第三者による学校評価（任意記載事項） 

理学療法学科･作業療法学科 一般社団法人リハビリテーション教育評価機構認定 

(認定有効期間 2017年 4月 1日～2022年 3月 31日) 

 

ｃ）当該学校に係る情報 
（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

https://www.kenshokai.ac.jp/ 

 


