
 

 

 

 

 

朝日医療大学校 言語聴覚学科 

学校関係者評価報告書 

（平成 29 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校法人 朝日医療学園 

朝日医療大学校 



第 1 回 学校関係者評価委員会 

日時：平成 29 年 9 月 12 日（水）19：15～20：30 

場所：朝日医療大学校 9 階会議室 

 

委員出席者 

 

 

報告事項 

1．平成 28 年度授業アンケート結果報告 

 専門基礎領域、専門領域の講義・演習に関する授業アンケート結果は、満足度は高かった。国家試験

対策については、臨床実習後 2 ヶ月間での編成になっており、学生によっては、作業量が適切でないこ

とや系統的な対策が出来ていないとの意見があった。この点を踏まえ、本年度は、講師による領域の明

確化、タイムスケジュールの計画を見直している。 

 

2．学校満足度調査結果報告 

 学校満足度調査結果は、講義内容の難易度、図書室の使用方法、学生の躾教育に対する不備、不満の

意見が多かった。学生指導対策会議の審議・決定により図書室のマニュアル整備が行われ、指摘を受け

た項目は改善されている。 

 

3．自己点検・評価結果報告 

i．朝日医療大学校の教育目標 

 教育基本法を順守し、とりわけ、個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及

び自立の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し勤労を重んじる態度を備えた人材、それ

ぞれが地域社会に対して何をやれば貢献できるかが分かる人材、そして Discipline（躾・規律）を身に

付け社会から迎え入れられる人材を育成する。 

 

ii．本年度に定めた重点的に取り組むことが必要な目標や計画 

 目標とする人材育成のためには、まず学生のコミュニケーション能力を向上させるための取り組みが

必要である。対人関係における技能は、修得するには時間が必要である。日常生活から気づく力を育て、

学内でのコミュニケーションや学外でのボランティアを含めた活動を通して能力の向上を図る必要があ

る。実習関連企業での実習前に、一日見学実習とその後の指導を全員に複数回行い、コミュニケーショ

ン能力の育成を図る。 

 

種別

業界関係者

業界関係者

卒業生

保護者山口　直美
平成29年4月1日
　　　　～平成30年3月31日

宮澤　秀行

中泉　雅人

名　前 任期

平成29年4月1日
　　　　～平成30年3月31日

医療法人　青木内科小児科医院
平成29年4月1日
　　　　～平成30年3月31日

医療法人平野同仁会　総合病院津山第一病院
平成29年4月1日
　　　　～平成30年3月31日

野田　心

所　　　属

一般社団法人 日本摂食嚥下リハビリテーション学会　会員

医療法人明芳会　佐藤病院



4．評価項目別審議内容 

（1）教育理念・目標（教育理念、目標、育成人材像） 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

３ 建学の精神、教育理念、教育目

標については、ホームページ、

入学案内、学生便覧等さまざま

な手段で学校関係者はもとよ 

り、教職員・学生・保護者・そ

の他学外へも公表されている。 

ただし、西洋医学と東洋医学を

併せもつ当校の特色を生かし

きれていない現状がある。 

６学科の総合医療大学校として統合

されてからの歴史が浅く、まだ大学

校、各学科の特徴を周知して頂けて

いない。総合医療大学校の特色を明

確に呈示し、現在の社会的ニーズや

システムに合わせた教育理念に沿っ

て、広く啓発活動を継続することで

周知への強化を促していく。 

学内委員の課題報告に対して、

今後の改善方策の遂行を徹底

すること。 

特記事項 

教育目標、各ポリシーを社会情勢やニーズに合わせて変更し、ホームページ、募集パンフレット、学生

便覧等に掲示している。 

（2）学校運営（運営方針、運営組織、情報管理） 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

４ 理事会・評議員、大学校協議

会等で決定された経営方針や

事業計画のもとに学校経営さ

れており、運営面では予算に

基づき適正な対応がなされて

いる。また、学内における各

科、各部門会議が適切に設置

されており、組織的に整備さ

れている。さらに、学校長諮

問委員会である情報管理委員

会による IT 化促進とマニュ

アル作成等を行われており、

IT リテラシーの向上にも努め

ている。 

学校長を主体とした、提案・審議・

決定機関の整備が行われた。今後

は、各教職員が学校運営の理解や

IT リテラシーの向上に努め、社会

的状況を踏まえた職務を整備す

る。また、各学科の規程や方針、

ルールについても検討を行い、学

科運営方針の見直しを行う。 

学内委員の課題報告に対して、

今後の改善方策の遂行を徹底

すること。医療機関における情

報管理についても適宜、情報提

供を行っていく。 

特記事項 

教育企画対策会議主催の FD 研修、情報管理委員会主催の IT リテラシーに関する勉強会、研修会を

開催している。 

（3）教育活動（目標設定、カリキュラム編成、成績評価・単位認定、資格取得の指導） 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 



３ 教育目標、アドミッションポ

リシー、カリキュラムポリシ

ー等を明記し、項目に沿った

教育企画、シラバス作成を行

っている。また、年 2 回業界

団体や実習関連企業などを招

き、教育課程編成委員会を開

催し、社会的ニーズや臨床場

面に合ったカリキュラム及び

シラバス作成を心掛けてい

る。 

専門基礎分野に関して医師・歯科

医師などの人材不足に対する取組

は急務である。教育課程編成につ

いては、継続的に見直しを行い、

柔軟的な対応に努める。また、専

修学校として「what」の教育から

「how」の教育を意識したカリキ

ュラムやシラバス作成を行う。 

臨床実習等で達成感が得られ

ず、学習意欲が低下する学生も

いる。学習意欲を含め校内でそ

の後の対応を充実させてほし

い。 

学生の中には、自分の思ってい

ることを伝えられず溜め込ん

でしまうこともある。日常生活

における学生の変化について、

適切に把握するように努めて

ほしい。 

特記事項 

教育課程編成委員会、臨床実習指導者会議、卒後研修などを通じて社会的ニーズの把握、臨床場面

に沿った教育課程の編成を行っている。 

（4）学習成果（就職率、資格取得率、退学率、学生の社会的活動） 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

３ 資格取得率は全国平均を上回

っており、就職を希望する学

生全てにおいて就労できてい

る。しかしながら、学生の個

別性に対して十分な対応がで

きておらず、若干名の退学者

を出している。 

専門学校として多様性のある学生

を受け入れ、その中で個別性を考

慮した学習方法の検討や、個別指

導を徹底する。また、担任制やス

クールカウンセラーを有効活用

し、退学率０％を目指す。キャリ

ア支援センターによる就職支援の

確立を行う。 

 

特記事項 

キャリア支援センターによる就職ガイダンス（履歴書の記載方法、面接試験の対応方法、模擬面接

等）、担任制によるフォローアップ体制を行っている。 

（5）学生支援（就職・進学支援、健康管理、学生生活、保護者との連携、卒業生支援） 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

４ 就職活動への具体的な支援を

行っており、個人の就職への

希望を把握するため個人面接

を行っている。自ら決定し、

明確な希望を持てる学生に対

しては、現状のやり方で十分

であるが、将来像を描けない

学生が増加しており、よりき

キャリア支援センターが、学生に

対して就職指導を個別で行い、よ

り学生の希望を具体化するように

働きかける。 

また、キャリア支援センターを設

置した目的として、occupation キ

ャリアと education キャリアに対

して取り組むことであり、その教

実習地としては、質問すること

自体どうすればいいか分から

ない学生がいる。現在の臨床実

習の多くは、結果だけでなく、

考えるプロセスが重要である。

そのため、学生が参加型の実習

になるように、診方や体験の仕

方を事前に教示する機会を設



めの細かい取り組みが必要と

なってきている。 

 

育体制を教職員全体で考えてい

く。 

 

けてほしい。 

また、キャリア支援センターの

役割として、就職支援まででは

ない。就職後に不安を抱えてい

ることも卒業生も多い。就職後

の支援体制の強化も必要であ

ると考えられる。 

特記事項 

 

（6）教育環境（施設・設備等、学外実習等、防災・安全対策） 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

３ 朝日医療大学校開校時は、実

習スペースの問題や図書室の

システムや運用マニュアルの

不備により、利用制限があっ

た。しかしながら、学生指導

対策会議、教育企画対策会議

での審議・決定により、実習

スペースの確保、図書室の運

用マニュアルの整備を行い、

教育環境は、大幅に改善した。

臨床実習地に関しては、中国

四国地方の実習地のみでは、

学生数に対して充足できてい

ない状況である。 

意見箱の投書内容や授業アンケー

ト、学校満足度調査結果を踏まえ、

キャリア支援センターや教育企画

対策会議等で改善方策について協

議・決定する。 

教育環境が整備されてくこと

は、望ましい。継続的に学生の

意見やアンケートを踏まえ改

善に取り組んでほしい。 

特記事項 

 

（7）学生の募集と受入れ（学生募集活動、入学選考、学納金） 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

３ ホームページには、学内の行

事報告や各学科のイベントな

どを経時的に紹介している。

しかしながら、学校の存在が

地域社会や住民に対して広く

認知されていない現状であ

る。特に社会人などに対して

啓発活動を行う一定レベルの

ストラテジーが確立されてい

地域住民や業界団体に対して、セ

ミナーや公開講座等を通じて学校

の認知度を高める。また、ホーム

ページは広報・営業ツールとして

の重要性を認識し、学科独自の情

報を随時更新していく。 

業界団体や各企業と連携して、

資格の認知度を高める活動を

行っていく必要性がある。 



ない。入学選考については、

学力のみならず、入学志願者

の個別性を理解したうえで、

専修学校の役割を考慮し、学

び直しやキャリア教育の場を

提供することに努めている。 

特記事項 

 

（8）財務（財務基盤、予算・収支計画、会計監査、財務情報公開） 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

３ 朝日医療大学校として統合後

は、予算・収支計画の立案は

行えているが、実情や今後の

予測を考慮した計画であるか

については、検討の余地があ

る。財務情報については、ホ

ームページには公開してい

る。 

財務基盤安定のために、募集活動

を教職員全員で行う。予算・収支

計画については、募集状況や予測

を踏まえ計画を立案する。 

 

特記事項 

 

（9）法令等の遵守（個人情報保護、学校評価） 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

５ 朝日医療大学校として統合

後、フリーアドレス、クリー

ンデスクの意識化を図り、個

人情報の管理向上を行ってい

る。学校評価は、各学科にお

いて学校関係者評価を実施

し、意見を聴取し指摘内容を

検討している。また、言語聴

覚学科においては、平成 28

年度リハビリテーション教育

評価機構の認定を受けた。 

インターネットやSNSにおける個

人情報について流出の危険性を把

握し、その保護について認識を高

める。また、学生に対しても同様

で、必要な個人情報の取り扱いと

守秘義務について徹底した指導、

管理を徹底する。 

 

特記事項 

 

（10）社会貢献・地域貢献（社会・地域貢献、生涯学習、ボランティア活動） 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 



４ 学生の社会的活動は、県士会

や実習関連企業のボランティ

アに参加している。生涯教育

については、学生主体で本年

度から計画されている。 

今後も、県士会や実習関連企業の

ボランティアに積極的に参加して

いく。生涯教育に関しては、卒後

研修を体系化していく。 

 

特記事項 

おかやま言語まつりや、当事者団体の患者会などにボランティアとして年間を通じて学生の参加を

促している。 

 

5．総括 

教育理念・目標、環境については、整備されてきている。教育目標は言語聴覚士の育成をする目標と

合致しており、学科としての骨格は構築されつつある。しかしながら、実際に毎日の教育活動を実施す

る際に、教務の業務が煩雑になっており、担任制の利点が十分に発揮できていない。様々な個別性や社

会的背景をもった学生が在籍しており、今後も複雑な様相をきたすことが予想できる。それぞれの学生

に目標をもって学校生活が送れるように支援するためには、担任が多様性を受け入れ、さらに理解する

必要がある。担任や教職員が多様な考えを受け入れられるように研修を重ねるとともに、各学科さらに

は、学校全体でそれぞれの担任の取り組みを支援する必要性がある。研修については、適宜実施されて

いるので、学科から学校全体として、支える体制を作ることが急務である。 

 今後は、卒業生との連携を図り、その情報を共有することで、実践方法をより具体的に教育の方法の

中に取り込んでいくことが必要である。 

 

上記をもちまして、今年度の学校関係者評価結果の報告とさせていただきます。 

以上 


