
2019 年度  

第 1 回 朝日医療大学校 学校関係者評価委員会議事録  

 

日時：2019 年 8 月 6 日（火曜日） 19：00～20：50 

場所：朝日医療大学校内 9 階 会議室 

記録者：赤澤 隼人 

 

出席者 

齋藤 正剛、 荒尾 賢、 野田 心、 松尾 敬子、 大本 明美、 

河井 凡、 佐々木 知津、 長尾 久美子、 吉村 弓子、 宮島 和則、 

山本 正広 （計11名） 

 

欠席者 

吉田 和彦、 井原 正人（計2名） 

 

1.開会挨拶 

山口（副学校長） 

 

2.学校長挨拶 

ⅰ.学内職員自己紹介 

・6 学科学科長 金廣、岡崎、中田、北村、武村、前谷 

・6 学科主任  味村、多賀、植本、中西、人見（大隅出張で不在） 

 

ⅱ.学校関係者評価委員自己紹介 

① 企業等評価委員（齋藤、荒尾、野田、松尾、大本） 

② 卒業生（河井、佐々木） 

③ 保護者（長尾、吉村） 

④ 専門家等評価委員（宮島、山本） 

 

ⅲ.委員会規程確認（学校関係者評価委員 委員長指名） 

カテゴリー④山本氏が委員長に指名。 

 

 

 



3.委員長挨拶 

山本（学校関係者評価委員 委員長） 

なぜ、中学校の教員が専門家等評価委員になったのかと不思議に思うかと思うが、私は磐

梨中学校でキャリア教育の一環として朝日医療大学校の先生方に中学校に来校していただ

き、実際にそれぞれの業務をこども達が体験する場を設けた。 

生徒の実施後アンケートでは医療系に興味を持って就職先を医療系になどとの意見が出

てきて、大変キャリア教育は良かった。そのような経緯もあり委員長に任命していただいた

のかと思う。 

 公開されている朝日医療大学校の評価は高校、中学校と比べてよりきめが細かい。これか

らの評価も参考にして中学校、高校教育を変えていかないとと思いながら、大学校評価を見

た。 

 

4.報告事項 

ⅰ.自己点検・自己評価 

（理学療法学科 主任多賀） 

自己点検・自己評価の中で、特に良い所、悪い所があるかとは思う。 

＊よかった点 

教育活動では症例に基づいた基本的必要最小限の単位数で、尚且つ、前回の教育課程編成

員会から頂いた提言をもとに学習カリキュラムの中で「動機づけ科目」を配置したりと「他

職種連携科目」を編成した。 

 また、法令遵守では全て最高点とさせていただいた。国家試験合格率が悪い年度は何が悪

かったかを、学校長以下、全ての教員含め、改善方針を立てた。それに従い当学科も改善が

できていた。 

 ＊悪かった点 

カリキュラムの編成においては時間の確保は十分に編成、確保できたが具体的なシラバ

ス上の個人の復習や予習のような自己学習を促すことはできていなかった。 

シラバス上においての復習、予習やどのようなことをこの授業ではするのかということ

を明確にすることを本年度行っている。 

 授業評価に関しては、評価結果への具体的な対応ができていなかった。本年度に関しては

具体的に学生からもらった授業評価をもとに実行している。 

 

 退学率の低減については、原因と分析では学力面、人間関係が問題で退学するケースが多

い。「動機づけ科目」で対応するが、それでも悪かった。今年度は人間関係で孤立しないよ

うに各学年からそのような学生を集めて一人で困らない環境を作って学習支援、人間関係、

コミュニケーションができる場を作って運用している。 

 



（歯科衛生学科 主任味村） 

11 項目について、自己点検自己評価をした結果、概ね良い結果となっている。 

 教育理念目標に関しては入学時のガイダンスで本人や保護者に説明はしているが、学生

本人に関しては、医療従事者とはどうあるべきか、歯科衛生士とはどうあるべきだというこ

とを教員が話はしているが、3 年間を通して保護者の方にどれだけ周知ができているかとい

うことをまだ把握しきれていない。 

今後は保護者の方にアンケートを実施してどの程度周知できているかを把握するのが課

題。以上の理由から点数は低い。 

 その他は十分に評価できていると思っている。 

 歯科衛生学科国際交流に関しては、留学生など対象者はなく、実例がない。今後出てきた

際には積極的に行って行きたい。 

 今後も社会のニーズにあった歯科衛生士を育成すべく、災害時の保険医療活動や全身疾

患、周術期の口腔保健管理の科目を追加し、より専門性を強化した新カリキュラムを来年度

計画している。 

 

（柔道整復学科 主任大隅の代理人金廣） 

2018 年度の卒業率としては 97.0％、1 名が退学し、国家試験の合格率としては 88.3％で

全国平均 65.8％を上回っている。しかしながら近年、国家試験難易度が上がっており、国

家試験までに最低限達成すべき事柄が必要な者へのアプローチが必要と考えている。その

ためには、様々な学習に対するデータ収集を行い、大学校内委員会で検討して組織的な取り

組みを行って行きたい。 

 柔道整復業界の期待に応えるべき、職業実践的な学習成果については学校関係者評価の

委員の方々に社会や業界の意見を広く聴取していきたい。 

 他に卒業生の方々や就職先から意見を聴取できていないので、キャリアセンターと連携

しながら取り組んでいきたい。 

 国際的な交流も対策できていないので、これからは課題に行っていきたい。 

 

（鍼灸学科 主任植本） 

重点的に取り組む事は国家資格取得を第一目標に、在校時から地域と関連をもつ教育を

目標に実施している。 

 科目同士の関連性を鑑み、実施することによって卒業後、将来像やより専門性をイメージ

できるように教育を行っていけるように実施している。 

 専門実践教育訓練給付制度に鍼灸学科昼間部、夜間部が対象講座に指定されているので、

その継続と新たに高等教育無償化に対応できるように取り組んでいる。 

 重点的に改善する点としては卒業生に対して魅力的にアピールできていない所なので、

そこを改善していきたい。 



 留学生が 2019 年度は在籍している。東京の入国管理局へ報告書を出している現状で、国

際交流に関しての周囲の現状を整備していきたい。 

 総括として、鍼灸学科は国家試験において高い合格率を常にキープしているのでそれを

引き続き守っていきたい。学校関係者評価委員会などのご意見を参考にカリキュラムを調

整し、反映していく。それから、担任制を採用しているのできめ細かい指導を徹底して退学

率の低減を徹底していきたい。 

 

（言語聴覚学科 主任中西） 

 本年度に定めた重点的に取り組むことが必要な目標について、2016 年に第 3 者評価を経

て、今年度から高卒の 3 年過程へカリキュラムが変更という形になっている。大まかな体

制はその都度変更、改善している。基本的に評価点は高く設定できている。 

目標については学校全体の目標に重複するような形で、職業実践専門課程や高等教育無

償化というものへの体制を継続して続けていけるようなところを設定した。教員人数が少

ないため、仕事の割り振りを徹底する形でマニュアルの作成をする形で目標設定をしてい

る。 

 評価点数が低かった教育理念で、学生保護者に周知できていない。公開や見える化は、し

ているが細かな理念などを周知できてはいない。 

 教育活動については低い点数がついている。教育課程編成委員会を経て、体系立てている

が、科目をいつの年次に行うのか、学生に合わせて設定するなど関連した科目のバランスが

不十分で、そのようなところの調整をして学生が学びやすいカリキュラム作りがまだまだ

なので評価点が低い。 

 国際交流も点数が低いが、言語聴覚士が言葉を取り扱う仕事で留学生の取り扱いが難し

いという意見がある。受け入れるのならどういった体制が必要かなどを考えていかなけれ

ばいけないので点数が低くなっている。 

 他には、教員が少ないという点で PDCA サイクルが途切れる可能性があるなどのリスク

がある。 

 

（看護学科 主任人見） 

 学生間、学生と教員間、教員間などの信頼関係を作り上げていくのは、学科の全員で行っ

てきた。助け合い、成長することができるように頑張ってきた。 

 学校の理念等が保護者などに周知されているかという所は、共に作り上げていきたいと

いうことを念頭にやっている。参観日に保護者に来校していただき、行ってきたことを披露

することだったり、研究発表することを通して看護学科の教育成果をお伝えしたりしてい

る。 

 今後の課題としては完成年度の 2020 年度に向け、国家試験全員合格を目指して、分析評

価をして指導学習支援をしていくことが大切と考えている。 



 改めて自己点検から見えてきた課題のうちで、優先すべき課題は情報システム化等によ

る業務の効率化を図るというところを上げたい。大学校としては IT サポートセンターが開

設されて取り組みはなされていた。学科においては各教員で活用のスキルに差がある。学内

運用しているソフトのムードルの活用は必須となってくるので、学習会などを開いたりも

したい。 

 学生の募集について、3 期生の受験者数が上がってきたとは言えるが、オープンキャンパ

スから入学に繋がったのが 37％であるのが現状。参加者が学校選びに使っているのが学費

の面であり、それに関しても病院奨学金制度を含めた奨学金制度についての情報提供もし

ていく考えである。 

 国家試験全員合格を考え、段階的に進めていきたいのとカリキュラム評価をしながら次

のカリキュラム改正を見据えたカリキュラムの校正を考えていきたい。 

 

ⅱ.2018 年度後期授業評価に対しての自己評価 

中田（理学療法学科 学科長） 

学生提案してもらった課題と対策について説明していく。 

大きく 5 つの課題がある。 

課題① 入学生の学生レベルが多様化している。講義をしても分かりやすいという学生と、 

分かりにくいという学生がいて 2 極化が進んでいる。 

課題② 1 クラスの人数が再履修の科目で多くなってくると、スライドが見にくいなどが出 

てくる。実技科目においては満遍なく学生を見てほしいとの意見があった。 

課題③ １年生の基礎科目について、今やっていることが何に繋がるか分からないとの意 

見があった。他にできるだけ理論的なことやコツを教えてほしいとの意見があっ 

た。 

課題④ 全科目について予習、復習に取り組めていない学生が多くいること。 

課題⑤ 教員の話し方や聞きやすさという点数が悪い。 

 

 【課題に対する対応】 

課題① それを受けて今年度の対策は、学力レベルの 2 極化ということについては、通常 

授業においてできるだけ 2 極化を熟知した上で行う。週 1 回のアットリスク会議 

で学力面や生活面で支障をきたしている学生を抽出して、その中で特に学力低い 

学生に関しては、通常カリキュラムとは別で対応していこうと思う。 

課題② 出来るだけ大きめのスライドにして工夫、オフィスアワーの時間を利用、実技でも 

疎外感を感じさせないように声掛けをしていき対応したい。 

課題③ 出来るだけ授業内容に興味を持ちやすいように、課題をしっかり設定したうえで、 

それが何に繋がるかを授業の中に盛り込んでいきたい。 

 



課題④ 授業以外に勉強時間を確保できない学生が多いので、授業にしっかりと出席して 

おけば技術も身に付くというような、授業完結型の形式を目指していきたい。 

課題⑤ 授業は学生、教員の相方向のコミュニケーション場ということを意識してしっか 

り授業することを心掛ける。 

 

岡崎（歯科衛生学科 学科長） 

1 年生の授業アンケート結果について、受講科目数は 1 年生が一番多い。後期 15 教科の

授業アンケートを実施し、総合的に見た場合、5 段階評価の内 2 以上の科目は 6 科目。この

6 科目のアンケート結果と成績評価を照合すると 6 科目中 4 科目が比例する結果となった。

総合的な評価が 2 以下の科目は 9 科目という結果だったが、学生の成績を点数化すると平

均点が 70 点以上となり、評価が 2 以下の科目については成績と授業評価が比例している。 

全体的に評価が良かった科目は成績も良く、授業のノウハウが学生に影響しているともい

える。学生が目標を到達するためにどのような授業を行うのか授業方法を工夫するなど学

生の意欲を引き出し、持続してできる方法を繰り返すことによって学生が満足できる評価

に繋がる。 

 2 年生については後期が臨床実習を中心としたカリキュラムで、後期履修科目は 5 科目。 

5 段階評価の内、評価が 2 以上の科目は 3 科目となり、アンケートと成績を照合してみると

必ずしも比例しているという結果はみられなかった。2 年生は履修科目が少ないということ

もあり、時間的余裕があることが成績に影響していると言える。 

 3 年生については臨床実習を中心としていて、受講する科目がものすごく少ない。国家試

験対策講義として履修している科目が多い。そのため、目的がはっきりしている。ほとんど

の項目について概ね結果が良好であることから、目標が明確な点が円滑な授業に繋がって

いると考えた。 

 学年により、問題点に相違がある。包括的な視点から授業について考えた結果、次年度新

カリキュラムに変更する予定にしている。 

 

金廣（柔道整復学科 学科長） 

 常勤講師、非常勤ともにその結果を参考にして 2019 年度に向けて改善を促した。結果か

ら柔道整復学科においては予習、復習のカテゴリーで 2 以上（好ましくない点数評価）が

71 科目中（後期 1-3 年の科目）41 科目と非常に多い。 

授業に対する集中力、記憶の定着という 2 重の教育的効果が低迷しているというふうに

判断した。 

改善する方法としてはシラバスの予習内容、復習内容の項目および目標時間の設定を今

年度より行っている。 

また、今年度より確認の小テストを行って、その時点の到達度を計っている。その結果、

2019 年度 1 年 2 年の前期試験の再試験は前年比 23％となっている。 



学生のアンケートでも試験範囲が広いというのは意欲低迷にもなるので、今回の小テス

トの実施などは良い。今後もアンケート結果を継続分析して、その対応策を練っていきたい。 

 

北村（鍼灸学科 学科長） 

予習、復習が全く至ってない。シラバス、ムードルソフトを利用して、予習、復習内容を

明確にする。紙媒体でなく、ムードル（ICT アプリ）上の練習問題などの実施を徹底してい

きたい。 

当学科はおとなしい人が多い。そのため、アンケートについて消極的であり、アンケート

内容をきっちりと書けるような環境整備も行っていきたい。 

 

武村（言語聴覚学科 学科長） 

今回のアンケート対象は大卒過程である。全員が大卒のコメントであり、多くの科目が平

均値 2.0 以内（好ましい点数評価）となり一定の授業の成果と考えている。 

 学生が授業内容を理解できたか、振り返りを教員が行っていたか、資料は学生からみて分

かりやすかったかの 3 点が授業アンケートの中で大きく影響していると考えている。 

今年度は講師会でも、先生方の講義まとめの時間を使い授業ポイントはどこであったか

を考えていただき、振り返りは小テストをするようにお願いしている。専任、兼任とも積極

的に取り入れる形にしている。 

 ムードルを使って、授業のポイントをどこだったかを学生に開示するようにしている。 

提示資料については、細かい資料でなく教科書の補助的であり、視覚的で、イメージのつ

きやすい資料を作成するように、各先生にお願いしている。 

 予習復習については他学科と同じで、評価が悪いのでシラバス、授業計画の中で各科目の

中で予習復習を取り込み、各学生の積極的な実施に繋がるようにしている。 

 今後は、高卒過程に移行するので、それに応じた過程を踏み、常勤、非常勤ともに進めて

いきたい。 

 

前谷（看護学科 学科長） 

 授業内容を中心として評価している。授業内容を形成的に評価しながら進められている

かというものに関する項目のみに注目したところ、評価 2 以上であり満足するには至らな

かったものが 5 科目あった。 

この 5 科目に注目すると全て非常勤講師であった。これは日常的に、学生と接する時間

や学生個人、個人を理解しきっていないことで起こっている。こちらからは伝えているが、

微調整をすることは困難である。非常勤講師に質問をする時間を設けてはいるが、消極的な

学生は聴きに行けないという発言も出ている。 

評価アンケートと成績を照合したところ、必ずしも比例していない。授業アンケート結果

が良かった科目についても、成績とは比例していない。 



以上を踏まえて、非常勤講師に担当してもらっている科目はそのまま、常勤講師が引き継

いで、援助論として担当している。非常勤講師に解剖の中で教えていただいている学習ノー

ト等を活用して、常勤講師が発展させる学習方法に取り組んでいる。 

成績の良い学生のノートは充実していて、悪い学生のノートはそれを活用して指導にあ

たっていきたい。少しずつではあるが、成績も上がってきている。学習ノートと成績は相関

していると考えている。授業終了後のアンケート結果でとらえられない所でも、学習ノート

の活用でとらえられるので、メリットがある。 

 

協議事項ⅰ.ⅱ.に対する学校関係者評価委員からの意見 

河井（卒業生；JT） 

自身の在学中に復習は必ず 95％はした。柔整の先生方の中で小テストを頻繁に行ってく

れる先生がいた。そのような先生の授業は、学生の多数が復習を行う習慣がつく。小テスト

を点数にいれるか、入れないかは問題でないと思う。 

個人的に予習はしてない。復習だけでも次回の講義が良く分かる。教科書を見ながら、ポ

イントとキーワードを言ってくれるだけでも効果は良く出る。 

 

野田（企業等評価委員；ST） 

授業ごとにまとめの時間をつくることは行っているか。 

 

言語武村学科長の応答 

授業ごとに、授業終了前の 5 分をまとめの時間に当てるようお願いはしている。ただ、徹

底という所ではできていないのが現状。これから高卒過程になっていくので、それに関して

は徹底が必要である。 

 

松尾（企業等評価委員；DH） 

学生は難しい事をいうと、つまらなくなって興味が無くなる。難しい事でも理解できるよ

うに伝える事が大切。次いで、興味や関心がでて予習復習ができてくるのではないかと思う。  

どの科目をみても、授業内容は理解できるか、関心や興味が持てるものかという所に相対

的な問題がある。 

理念は何か、医療職とは何か、自分は歯科衛生士になりたいとか、何を目的に自分はこの

学校に来ているか、入学時だけではなく、各年次で何を目標にしているか、理念は何かなど

を繰り返し伝えることで、興味や関心を持たせることに続くのではないか。 

講師会でアンケート結果を開示しているか。非常勤講師の先生も精一杯、実践に基づく話

を準備している。学生が非常勤講師の授業をどういう気持ちで聴いたかを知る事で、振り返

ることに繋がる。非常勤講師の先生も学生の反応を伝えれば良い。 



非常勤講師は現場、実践の場で何が一番大切かを伝えたい。授業に沿ったパワーポイント

ではなく、業界の現状、社会で何が一番大切か、ニーズ、自分の仕事、立ち位置、実践に基

づいたことを説明するので、学生へ説明してほしい。 

 

山本（学校関係者評価委員会 委員長） 

中学の授業も県が示してきた流れで進めている。立場は違うが、中学教育、専門学校教育、

相互で勉強し合うのも良いのではないかと思う。 

 

ⅲ.朝日医療大学校 GPA の説明とその取扱い 

赤澤（学校内評価委員 委員長） 

朝日医療大学校の GPA は 12345 の 5 段階。国際基準にもなっている。 

概要 

① 年間または学期を通じた自身の point が分かることで自己評価、他者評価しやすい 

② 成績の評価尺度が明確になる 

③ 教育無償化対象者への成績評価、自己管理に利用される 

朝日医療大学校における使用目的としては、厳格で適正な成績評価による質保証を行う

ため、GPA の成績評価の分布について、社会に対する説明責任、教員間の成績評価基準の

平準化、学生の成績の状況に応じた適切な学習支援へ向けて、学生自らの成績の相対的位置

の把握と向上などがある。 

 教育無償化における GPA については、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とある。

また、在学生の教育無償化申請においては、在学する大学等における学業成績について、

GPA（平均成績）等が上位 1/2 以上であることが条件。無償化の認可学生と GPA に関して

は GPA（平均成績）等が下位４分の１に属すると警告となり、連続して警告が続くと支援

の打ち切りとなる。 

 2019 年度の GPA を使用した取り組みとしては、学生への GPA 制度理解推進、教育無償

化制度（現在申請中）対象者への理解推進、GPA を使用した形成的評価と学習支援の実践

を行っている。 

 

宮島（専門家等評価委員） 

成績証明書に GPA の表示はあるか。 

 

赤澤（学校内評価委員 委員長） 

現在、成績証明書自体に入ってはないが、就職先や受験先などから求められれば出すこと

自体は可能。 

 



柚木（学校長） 

朝日の GPA は 5 点満点としている。4 点満点が多いが、5 点にした理由は視覚化、イメ

ージしやすいから。現在は 5 点満点にしている所が増えてきた。 

 

ⅳ.学校関係者評価委員からの意見とその応答 

齋藤（企業等評価委員；JT） 

柔整教員に聴きたい。他の学科と違って、柔整の場合は臨床と、実際に学生時に行う勉強

の内容にギャップがあると思うが、実際のギャップの違いに関しては学生にどのように説

明しているのか。 

 

金廣（柔道整復学科 学科長） 

接骨院で、骨折脱臼の施術を行う頻度は減ってきているが、整形外科へ就職する者もいる。

また、救護活動としてそのような場に立ち会うことは多いので、それに対応できる知識は 

養っておかないといけない。 

 

赤澤（学校内評価委員 委員長） 

軟部組織損傷などが実際に多い現実は説明している。昔のように骨折、脱臼をみる機会が

少ない現実の説明もしているが、実際に来院した場合の対応、また、治療を行う場合のリス

ク説明をした上で、昨今の現状に合った対応の仕方を説明している。 

 

荒尾（企業等評価委員；PT） 

理学療法学科から学生が 2 極化しているとあったが、目的意識を持って入学する学生、

あらゆる選択肢の中で朝日しかないという学生、とりあえず入ってくる学生など様々な学

生がいる中で、いかに退学者を防ぎ、学力を上げていくというのは大変だろう。動機づけ、

予習、復習を含めてそこをうまく行わないといけない。 

また、学生自身が自主的に取り組まないと実習自体が学生にとって効果的なものになら

ないので、授業の在り方もそれを含めて考える必要があると思った。 

 

野田（企業等評価委員；ST） 

大卒過程から高卒過程へ変更することでの課題はありますか。 

 

武村（言語聴覚学科 学科長） 

現在、半分以上定期テストが終了している。現在も 2 極化してきている。大卒過程では落

とさなかった試験で、高卒過程の学生は落ちる。そんな 2 極化の中で点数が伸び悩んでい

る者にノートチェックの把握など、授業部分以外での対応が必要。 

 



松尾（企業等評価委員；DH） 

1 年生は最初の大変な 1 年間をどう乗り越えるかが大切になるが、新カリキュラムは今ま

でと比較してどのように変更されますか。 

 

岡崎（歯科衛生学科 学科長） 

108 単位から 93 単位に減らす。そこで空いた時間を予習、復習の時間へ移行し、訓練へ

あてる時間も増やす。単位が減るといっても、歯科衛生士になるベースである知識は、1 年

生で修得することが多い。モチベーションを維持するため、実習を間に補填、ということも

検討している。 

 

大本（企業等評価委員；DN） 

色んな先生が、色んな学生がいる中で頑張ってくれていると感じた。看護協会が推薦して

いる 4 年制を朝日は行ってくれており、モデルケースで頑張ってくれているが、卒業だけ

でなく、国家資格をマスターしないといけない中で、非常勤の先生の苦労も考えてあげたほ

うが良い。 

朝日医療大学校はアイパッドを使用して、実習先でも朝日の先生と実習ノートのやり取

りを行っている。そのような新しい試みをしている。卒業生が出ていなく、実績もない中で、

周囲に理解してもらい、良い仕組みを作ってください。 

 

河井（卒業生；JT） 

学生時代ショックを受けたことがあり、例えば浸透圧を理解できていない子がいた。その

ように基本的なことが理解できないならば、そこを持ち越さずにぜひ行ってほしい。学生同

士でも当てはまるが、教員が、学習での問題を取り除ける、雰囲気作りや体制を作ってほし

い。 

 

佐々木（卒業生；DH） 

先日の 50 周年式典があり、出席したが何年経っても同級生はみんな臨床現場で活躍して

いた。歯科衛生士をやっていて良かった。歯科衛生士には、やりがいもあるし、求人もある。

自身が在学中、このクラスのみんなは、一生の友達だし、職業も一緒だし、クラスメイトを

大切にしなさいという植月先生の言葉を今でも覚えている。 

朝日にくれば立派な歯科衛生士になれると思う。朝日の実習生も現在の職場に来ている

が、頑張ってやっている。この状態をキープして良い卒業生を輩出して下さい。 

 

長尾（保護者；AM 学科） 

3 年生になって学生は就職も考えないといけないが、そこは教員からどのように説明をし

ているか。 



北村（鍼灸学科 学科長） 

夏期に学内での企業就職説明会、医療メーカー主催の就職説明会、隣接する学校との共同

の就職説明会への参加を促している。また、個人からの就職への相談も受け付けている。 

 

吉村（保護者；PT 学科） 

予習、復習ができてない上で、留年者はいるのか。 

 

中田（理学療法学科 学科長） 

理学療法学科は単位制を運用している。科目を落としても基本的には 3 年生までは上が

れる。4 年生になれば長期実習があり、これは理学療法士の技術の獲得の実習であるために、

4 年生になる場合については、3 年生までの科目を全て履修しておかなければならない。留

年者が出るとすればこの時期が多い。 

 

宮島（専門家等評価委員） 

朝日の先生は熱心で努力も良く見える。人に薦めても良い学校だと思う。教育目標の中に

しつけ規律を身に付け、社会から迎え入れられる人材の育成を目指すとあるが、具体的にど

のように指導しているか。 

 

多賀（理学療法学科 主任） 

しつけは些細なことでも行っている。例えば、机の上の消しゴムのカスは放置するのでは

なく、自分で捨てる。挨拶指導もしているが、対話する場合には人の目を見て話す、身だし

なみも実習があるので、指導を行っている。ハンカチ一つにしても、最近の学生はもってい

ない。そういうところでも、授業中に持ち物確認をしている。社会人として病院に出たとき

に恥ずかしくないように指導を行っている。 

 

次回開催（第 2 回学校関係者評価委員会）  

日時：2020 年 2 月 4 日（火曜日）19：00～ 

場所：朝日医療大学校内 9 階 会議室 


