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平成 29 年度 朝日医療大学校 言語聴覚学科 自己評価結果 

 

1．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。 

 

2．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。 

 

3．評価項目別結果（5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない） 

（1）教育理念・目標（教育理念、目標、育成人材像） 

評価点 現状報告・課題 今後の改善方策 特記事項 

４ 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

もとより学外へ公表されてい

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、各学科の特徴が周知され

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。 

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 現状報告・課題 今後の改善方策 特記事項 

４ 理事会・評議会・大学校協議

会で決定された経営方針や事

業計画をもとに学校経営され

ており、運営面では予算に基

づき適正に行われている。ま

た、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

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。 

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。 



理委員会により、IT 化促進と

マニュアル作成等が行われて

おり、IT リテラシーの向上に

も努めている。 

（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、資格取得の指導体制） 

評価点 現状報告・課題 今後の改善方策 特記事項 

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

ーを明記し、項目に沿った教

育企画やシラバス作成を行っ

ている。また、教育課程編成

委員会を年 2 回開催し、社会

的ニーズや臨床場面に沿った

カリキュラムを検討してい

る。 

専門基礎分野に関して、医師や歯

科医師が科目担当となる取り組み

が急務である。 

教育課程編成は継続的に見直しを

行い、柔軟的な対応に努める。 

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 現状報告・課題 今後の改善方策 特記事項 

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、国家試験不合格

者や若干名の退学者を出して

いる。 

専修学校の役割として多様性ある

学生を受け入れ、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

学率を低下させる。 

就職率を維持するため、学生

部、キャリア支援センターが中

心となり、卒業生や業界団体、

関連企業等と連携を図ってい

る。 

既卒生に対する聴講制度を取

り入れ、卒業後の資格取得につ

なげている。 

（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 現状報告・課題 今後の改善方策 特記事項 

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、よりきめの細かい

取り組みが必要となってきて

いる。 

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。 

就職支援として就職希望調査

を行い、就職ガイダンスや個別

指導につなげている。健康管理

については入学事前教育を行

い、感染症に対するリスクや取

り組みについて指導している。

キャリア対策会議にて、臨床状

況に応じた抗体検査・ワクチン

接種のガイドラインを作成し

ている。学生生活について、学

生満足度調査を行っている。 



（6）教育環境（施設・設備等、学外実習等、防災・安全対策） 

評価点 現状報告・課題 今後の改善方策 特記事項 

４ 朝日医療大学校開校時は、自

習スペースや図書室のシステ

ムや運用が十分ではなく利用

制限があった。学生指導対策

会議、教育企画対策会議にて

審議・決定し、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

況にある。 

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。 

教育環境および防災・安全対策

については、安全対策委員会や

教育企画対策会議等で審議・決

定しており、災害時などのマニ

ュアルなども整備されている。 

（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 現状報告・課題 今後の改善方策 特記事項 

３ ホームページを活用し、行事

報告やイベント紹介を行って

いる。しかし、学校の認知度

は地域社会や住民に対して高

くないのが現状である。特に

社会人に対する啓発活動は、

一定レベルのストラテジーを

確立できていない。入学選考

は、学力のみならず、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。 

地域社会や住民、業界団体に対し

て、セミナーや公開講座等を通じ

た学校の認知度を高める活動を継

続する。 

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。 

具体的な募集活動として、ホー

ムページにて学校行事報告や

各学科のイベントを経時的に

紹介し、オープンキャンパスや

無料公開講座の案内を行って

いる。 

（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 現状報告・課題 今後の改善方策 特記事項 

４ 予算・収支計画の立案は行え

ているが、今後を考慮した計

画であるかについては、検討

の余地がある。財務情報はホ

ームページに公開しており、

公認会計士の監査を受けてい

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。 

 



る。 

（9）法令等の遵守（個人情報保護、学校評価） 

評価点 現状報告・課題 今後の改善方策 特記事項 

４ 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。学校評価に関して、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

容について検討を行ってい

る。また、言語聴覚学科は、

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

けている。 

インターネットや SNS など、個人

情報流出の危険性を把握し、その

保護について FD 研修にて認識を

高めている。また、学生に対して

も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。 

各会議もしくは委員会主催で

社会・学内状況を踏まえた研修

会（FD 研修、IT リテラシー研

修、個人情報保護について等）

が企画・運営されている。 

（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 現状報告・課題 今後の改善方策 特記事項 

４ 学生の社会的活動に関して、

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

いる。生涯教育については、

本年度から卒後研修会として

学生中心に計画されている。 

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。 

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。 

（11）その他 

 

 

4．学校評価の具体的な目標や計画の総合的評価結果 

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。 

 


