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第 2 回 朝日医療大学校 学校関係者評価委員会議事録 

 

日時：2020 年 2 月 4 日（火曜日） 19：00～20：50 

場所：朝日医療大学校内 9 階 会議室 

議事録署名人：荒尾 賢、松尾 敬子 

議事録作成：赤澤 隼人 

 

出席者 

山本 正広、荒尾 賢、 野田 心、 松尾 敬子、 大本 明美、井原 正人 

河井 凡、 佐々木 知津、 長尾 久美子、 吉村 弓子、 宮島 和則、（計11名） 

 

欠席者 

齋藤 正剛、吉田 和彦（計2名） 

 

1.開会挨拶（教務担当副学校長） 

教務担当副学校長より挨拶があった。 

 

2.学校長挨拶 

学校長より挨拶があった。 

 

3.委員長挨拶 

山本（学校関係者評価委員 委員長） 

 ネットの方で公開されている情報をみると、授業評価については数値が良くなっている

というように感じた。中学校の評価は細かいものではないが、評価することは大切なので、

自身が勤務している学校でも周知するようにしている。この朝日医療大学校が益々発展す

るようにご意見を頂きたい。 

 （挨拶の後に委員長から、議事録作成への指名、議事録署名人への指名があった。） 

 

 

 

 

 

 



4.協議事項 

ⅰ.第１回委員会で御指摘を受けた項目への現状と改善について 

（とくに重要なものを主眼にして） 

 

人見（看護学科 主任） 

〇講義そのものをうまく履修するために行った工夫 

看護学科ではアイパッドでの学習支援アプリを使用し、双方向となるような講義の工夫

もしていた。今年度からは積極的にムードルを活用し、ムードル使用を一般化して活用して

いくようにしている。これについては専任教員科目及び一部の非常勤講師科目でも使用し

た。課題レポート（講義コメント）を学生はムードル上に提出し、小テスト等もその中で行

った。形成的評価が行えたと思っている。ムードルの良い点は、学生が活用しているかとい

う状況も確認できる。利用状況も良いので、より双方向性のある状況となったと思っている。

次年度からは、ムードルに学科掲示板を設けて伝達等に活用する予定で、学生委員からの発

信も行う予定。現時点の GPA については学生に周知済み。これについては、自身の学習習

得状況を可視化でき目標設定に活用できるという良い点がある。 

 

〇朝日医療大学校での学生に対するサポートの現状 

学習継続に困難さを感じる学生は、進路変更を考えたり欠席が続いたりと、学習意欲の低

下に伴いさらなる学力低下を招く傾向にある。人間関係に悩む学生も一部みられ、学習継続

困難につながる傾向にあるため、ほとんどのケースでまずは担任が面談にて状況把握、学科

対応としている。ライフサポートやカウンセリング窓口についても該当学生に伝え利用を

促している。学校全体としてサポートする体制につなげていきたい。その成果は見えにくい

が、評価を行っていきたい。 

 

中西（言語聴覚学科 主任） 

〇講義そのものをうまく履修するために行った工夫 

全ての科目について、事前に必要な予習復習の時間と内容をシラバスに明記し、学生への

周知を徹底した。しかし、授業アンケートの結果として予習復習の項目は少し改善したが、

依然としてどの項目よりも不良であった。そこで、学生へ聴き取り調査を行った結果、シラ

バスを読み返していない、予習復習の提示が科目により差があり一貫性がないなどの意見

が得られた。これに関しては予習・復習の提示はできているが、習慣化できていないという

結果であった。また、外部講師の先生より、予習復習の時間記述は必要と感じるが、学生の

1 日の自習総量を配慮できているのかと疑問があげられた。今までの対応として、予習復習

を学生が行えるための体制作りを進め、学生に提示するまでを主体として行ってきた。今後

は次のステップとして、予習復習の内容や他科目との関連性、予習復習を行った効果の確認

など、ICT 環境の拡大として Moodle を活用し体制の整備を進めて行く。 



〇朝日医療大学校での学生に対するサポートの現状 

学生への動機づけや学習管理として、前期課程終了後の面談は全ての学生に GPA を提示

し、現状の把握を行い、後期課程終了に向けた目標として明確な数値設定を行った。一部の

学生は自ら何ポイント上げますといった意見を述べており、主体的な取り組みに繋がる結

果が確認できた。今後は後期課程終了後に面談した上で確認を行う。 

学生からの学校生活上の個人的要素の高い相談業務について、担任対応から各種学生サ

ポート対応へ変更し誘導するよう試みた。結果として、学生への周知の不十分さからか、依

然として学生は担任へ相談することが多く、教員としてどの水準からサポートセンターへ

誘導するのか混乱がみられた。今後は学生への周知をさらに徹底しサポートセンターを活

用させるよう進めて行く。 

 

岡崎（歯科衛生学科 学科長） 

〇講義そのものをうまく履修するために行った工夫 

・ＷＥＢシラバスに講義ごとの予習、復習に関する内容、時間を明確に記載し、継続して学 

習するように指導している。 

・学生の理解度を把握するために小テストを行い、理解できていない内容の振り返りを行っ 

ている。 

・講義と学内実習を並行させ、知識と技術をリンクさせることで学生の理解度を深める工夫 

をしている。 

・講義と臨床実習を並行させ、講義で学んだ内容を臨床の場で確認できるカリキュラムにし 

ており、実践能力を身につける工夫をしている。 

＜前回委員会からの改善点＞ 

・講義でグループ学習をする時間を増加させた。 

・1 年生と 2 年生、1 年生と 3 年生という組み合わせでそれぞれ合同実習を増やし、相互に 

知識・技術の習得を行った。 

・非常勤講師に小テストの実施を再度依頼し、形成的評価を行ってもらうよう依頼した。 

 

〇朝日医療大学校での学生に対するサポートの現状 

・1 年生が学習しやすいように、入学前教育として歯科専門用語を学習させ、入学後の講義 

を理解しやすいようにしている。 

・1 年次に早期臨床実習（6 月）を行い、歯科衛生士の働き方について勉強し、モチベーシ 

ョンアップにつながるようにしている。 

・担任制をとり、朝・夕方にホームルームを行い、学生一人一人の変化を観察できる体制を 

とっている。 

・専任教員が講義を通じて学生と関わり、躾規律に関しての指導も行うようにしている。 

 



大隅（柔道整復学科 主任） 

〇講義そのものをうまく履修するために行った工夫 

シラバスに沿って、形成的評価を目的に小テスト等の回数を増やして各教科項目の習得

を目指した。また、ムードルを活用し、資料及び練習問題を学生が閲覧できるようにして、

予習復習を促した。 

 

〇朝日医療大学校での学生に対するサポートの現状 

学生意欲の低い学生に対して、教科ごとの課題を反復して出題し、学習に対する手応えや

達成感を得るように努めた。また、一人での学習や多人数での学習などの学習に対する方法

も経験し、自分に合った学習方法を見出すことを図った。 

 

植本（鍼灸学科 主任） 

〇講義そのものをうまく履修するために行った工夫 

科目の大部分を専任教員が担っている。そのため、質問しやすい環境となっている。オフ

ィスアワー外であっても十分な時間をとれる環境となっている。Moodle 上に開設した科目

毎のコースには、シラバスと同様の情報を記載し、授業の補助資料とともに何を予習・復習

すれば良いか明確にしている。 

 

〇朝日医療大学校での学生に対するサポートの現状 

各学年で担任を設置しているので、担任が窓口となり、学習面・生活面のサポートに努め、

面談を通し GPA などを含め、現状を共有している。実現可能な目標設定を行い退学の防止

につなげている。各種サポートセンター等の案内を実施している。 

 

多賀（理学療法学科 主任） 

〇講義そのものをうまく履修するために行った工夫 

重要な点として 2 点挙げている。一つは、予習・復習が行われていなかったことについ

て、専任教員は予習・復習を促すこととしている。その中でシラバスの確認を昼間部の学生 

はしないので、シラバスの確認を促し、予習・復習の取り組みを促した。また、ムードルを

用いた復習確認目的の小テストを実施している。その中で、利用者が 50％以上増えた科目

もある。徐々に予習・復習の取り組みが功をなしている。 

 

〇朝日医療大学校での学生に対するサポートの現状 

意欲低下している学生、学力が低い学生に対して、退学しないように小テストを含めた点

数の配分の中から担任がピックアップをして、それを元に実技、座学を週 2 日間（朝・夕

方）行い対策している。豆知識なども取り入れ、達成感や意欲の向上を高めた。 

 



ⅱ.授業評価 2019 年度前期分の結果について（当校ホームページ公開） 

 

前谷（看護学科 学科長） 

昨年度の授業評価アンケートの結果では、アンケートと成績を照合したところ、必ずしも

比例していないことが示されていた。そこで、学生の自由記載にあった基礎科目、専門基礎

科目は難しいといった意見より、解剖学習で活用された自ら作成した学習ノートを活用し

て発展的な学習となるよう取り組んできた。実際に学習ノートは、解剖から自らまとめたも

のに関連科目の内容も追加することで、科目の繋がりを理解することに繋がったと考えて

いる。今回の授業評価の結果を見ても、各領域演習や援助論について注目すると、授業前に

テキストや学習ノートを読むことを事前課題として課し，学生の授業開始時に授業への準

備状況を確認する小テストを実施し、事前学習を基にして事例を用いて看護援助を考える

など，可能な限り実践的に学ぶことができるようになったことが効果としてみられたので

はないかと考えている。専門基礎領域では，１年生前期の看護学概論の授業から，国家試験

に関わる学習が始まっていることを小テストや授業中に示し，実際に過去問題に取り組む

ことも行っている。小テストは，授業内容のポイントになっていることもあり，授業内で解

説をしながら，国家試験問題の内容，出題形式について慣れるよう構成している。演習授業

においては，看護実践の場での状況を把握し、実習で行う頻度の高い技術項目を特に精選す

るとともに、常に国家試験での出題を考え， 演習項目を検討している。そのため、演習に

対しては目の前の課題をイメージしやすいことも良い評価につながっているのではないか

と考える。今後も発展的な学習ノート、個人のポートフォーリオとして継続していきたいと

思う。 

１年生、３年生で行われる基礎科目、専門基礎科目については、専門科目とは違い、苦手

意識やイメージがしにくいことが考えられる。また、内容が一方向になりやすい科目につい

ては、学生の理解が困難な状況になりやすいため、形成的評価を取り入れ、学生の思考の確

認が課題であると考える。今後、学びのコメントを記入してもらう、授業の展開に GW な

どの学生の思考を育む構成について考えていきたいと思う。 

 

武村（言語聴覚学科 学科長） 

 言語聴覚学科の授業評価アンケートでは、多くが 1.5 点程度、全科目平均点の評価として

は 5 点以下であり学生からの一定の評価を得ていると考えている。科目別では、若干の科

目ではあるが講義の終了時間が時間通りではないこと、などの指摘を受けている。この点に

ついては個別に対象となる先生方へ対応をしていく。また、講義全体で予習・復習が積極的

に行われていないというものに関しては、前年度と比較しても変化はなかったということ

で、科目責任者にもアンケートを実施した。そのアンケートに関しては 6 項目で 34 科目に

ついて回答があった。「シラバス通りに進行できたか」という問いに関しては 30％が進めら

れていなかったという回答を、その要因に関しては初めての講義で予定と学生の理解度に



差があった、振り返りの時間を取りすぎてなかなか進まなかったということであった。この

点についても次年度は改善していけるというように考えている。「科目担当者・責任者は予

習・復習を具体的に学生へ提示できたか」という問いに関しては、部分的にできた、出来な

かったが 60％を超えている。教員・講師にもシラバス記載のみでなく、講義内での復習内

容の確認、予習・復習の指示を改めてしていただく依頼をすることが求められる。「積極性

や自主性の指標でもあるオフィスアワーに質問があったか」という質問に関しては稀にあ

った、なかったが 70％を超えている。オフィスアワーをまだまだ有効に使用できていない

ことが示唆された。この点に関しても再指導をし、改善していきたい。その他、「電子デー

タを使用しているか。」「形成的評価を行っているか」という問いに関してしていると回答し

た者は 70％程度であった。本年度は電子データの活用や形成的評価の活用を依頼しており、

ある程度の理解を得られているというように捉えられるが未だに 30％（10 科目）は行って

いないので、小テストの実施、個別目標に対する振り返り、レポート等を各担当者へ依頼し

ていきたい。学生と科目担当者の相互教育が円滑に進められるよう、ムードルを活用してい

くために、専任教員が講師の先生方のフォローをしていきたいと考えている。 

 

岡崎（歯科衛生学科 学科長） 

前期、1 年生 17 科目、2 年生 11 科目、3 年生 7 科目の授業を行い、アンケートを実

施した。全学年に共通して評価が良くなかった項目は 16 項目ある内で「授業に対して

予習・復習を積極的に行ったか」という自己評価の項目であった。今年度より、シラバ

ス上に予習・復習についての内容・時間を明記していたにも関わらず、評価は良くなか

った。このような結果になった原因は、科目責任者と担任が予習・復習についての内容

の確認、指導は行っていたが、個人で行っているかという確認が十分でなかったためだ

と思う。実際にムードルの活用、提出物の指示ができている科目については評価が良か

ったため、今後はムードルの活用方法を工夫するなど、学生がきちんと学習しているか

の確認を行っていきたい。授業評価と成績を照合した結果は、どの学年も必ずしも比例

しているとは言えない。成績は授業の内容、成果に加えて、学生の学習に対する積極性

も関わってくると考えている。出席状況はどの学年も評価がよかったので、積極的に学

習するように学生の学習意欲を引き出す工夫が必要であると考える。学生が授業目標を

到達するための具体的な行動目標を設定し、形成的評価をすることで自己効力感を高め

ることができればと思う。興味・関心ができるような授業を展開できるようにしていき

たいと思う。 

 

金廣（柔道整復学科 学科長） 

昨年（2018 年度後期）の授業評価アンケートの全体平均が 1.70 点であり、今年度前期結

果が 1.66 点で若干の改善がみられている。昼間部に関しまして報告しますと 1 年生は 1.79

から 1.62 へ、2 年生は 1.72 から 1.65 へ、3 年生は 1.63 から 1.51 へ。前期、後期の授業内



容や担当者の違いはあるが、全学年において改善されている。点数が 2.5 以上の科目は改善

することが必要である。常勤、非常勤ともアンケート結果をもとに改善をするように対応し

ていきたい。学生に授業の関心を持たせ、理解度を上げさせるためには必要である。来年度

担当者を変更する科目については、人文科学に関して、平均が 2.2 となっており、全体の満

足度、理解度、説明方法の評価が悪かった。メディア論を前期に、後期に考古学から人類を

学ぶことをテーマとしていたが、学生には受け入れられなかった。次年度よりは、新たな講

師が、リフレーミング、アサーションなど自分を見つめ直す内容で、グループワーク中心で

授業を進めていく。一人一人の才能を伸ばすことをテーマとし担当してくれる予定である。

1 年次の夏に集中講義とすることで、お互いの認識もでき自己肯定感を高めることが期待で

きる。解剖学Ⅱ、解剖学Ⅲについては、歯科医師が担当していたが、柔道整復師の業務であ

る骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷との関わりがとても強いので、来年度より常勤で担当する。

病理学に関しては平均が 2.5 となり、鍼灸系の資格である理療科教員による講義とする。柔

道整復師養成規則は平成 30 年度の改訂により、解剖学に関しては一部、柔道整復師専科教

員資格により講義ができるようになった。しかしながら、解剖学では運動器に関わる事項し

か担当をすることができない。病理学に関しては、柔道整復師は講義担当者にはなれないた

め、講師要件が合う理療科教員を担当者とすることとした。鍼灸あん摩マッサージと AT の

資格を取得し、教育経験も長いため、病理学について適切な講義をされると期待している。 

来年度より 1 年生は教科書を電子書籍にて学習する。ムードルを使っての相方向の教育も

していくため、それに対応できる教員を育成していくことも大切である。柔道整復学科教員

が一致団結して学生が学びやすい環境を作るように尽力していく。 

 

北村（鍼灸学科 学科長） 

 鍼灸学科では予習・復習ができたか、積極的に取り組めたかの項目に関して数値が高くな

っている。全体の平均としては 1.5 点程度で悪くはないが、予習・復習に関しては欠落を感

じている。その中で、ムードルなどで予習・復習に関しては、こちら側から見ると伝えてい

るつもりだが、実際、学生は予習に関してこれから何を学ぶか、これから何を得るのかが伝

わってなく、一方的なものであると感じている。ムードルを見る習慣が薄いように感じるの

で、1 日１回でもムードルを使用し、習慣づけできることを目標に取り組んできた。各授業

でコメントを付けるなどは大切であるので、次年度からはそれができるような授業展開な

どを考えている。1 年生では医療専門用語を使う授業が多くなってくるので、噛み砕いた予

習・復習内容を伝えてあげることを徹底していきたい。 

 

中田（理学療法学科 学科長） 

前期の授業評価アンケートを受けて、学年ごとに良かった点、悪かった点を報告する。 

昼間部 1 年に関して良かった点は、今まで学生の理解が乏しかった解剖学、生理学などの

基礎重要科目の一部を常勤が担当するようになり、その科目（人体の仕組み、生理学Ⅰなど）



の評価は高かった。悪かった点は物理学など非常勤に国家試験に準じる計算問題を中心に

講義してもらっているが、数学アレルギーの様な学生もおり評価が厳しくなっている。昼間

部 2 年に関しては、全体的に高評価となっている。悪かった点はシラバスに記載があり、教

員の促しがあっても、予復習をする自覚がなく、予復習につながっていない状況がうかがえ

る。夜間部 2 年では、科目によりばらつきはあるが疾患学の中にも、1 年で学習した解剖学、

生理学の内容をリンクさせていくことが良い評価に繋がることが分かった。悪かった点で

は夜間部の特徴でもあるが、終了時刻をきちんと守ることが重視されていることがうかが

えた。昼間部 3 年に関しては、常勤教員担当科目が多く、どの科目も評価は高く、（ADL 評

価学、地域理学療法学など）今後の実習のモチベーションにつながるコメントが多くあった。

悪かった点は予復習を前提にした科目でも、予復習は行えていなかった。学生の自己学習内

容、促しの方法を再考する必要がある。夜間部 3 年は常勤教員担当科目が多く、どの科目も

平均して評価は高い。非常勤で臨床視点から熱のこもった講義を展開してくれる先生の担

当科目（中枢神経Ⅰ）は常勤を凌ぐ高い評価であり、実務家教員の重要性を再認識した。悪

かった点では、科目の教員評価は良くても、実質、学生の学力がどこまで身についているか

が疑問であり、ムードルなどを利用しての個々の学力把握が十分できていない可能性ある。 

4 年生に関しては前期、臨地実習が中心であり、特に報告することは無い。 

 

 

ⅲ. 学校関係者評価委員からの意見とその応答 

 

吉村（理学療法学科 保護者） 

学生がムードルを使用している上で、その使用頻度を上げるために工夫をしていること

はあるか。 

 

多賀（理学療法学科 主任） 

 ムードルは今年の 4 月から使用している。使用しない学生に聴くとログインするのがめ

んどうなどの返答がある。移行期間であるので、教室に掲示したりもしている。ムードルで

行った小テストを科目の単位の中で組み込んでいる（シラバス上にも記載）。授業の際には

必ずムードルに入るなど、習慣づけをしていかないといけない。まだ不十分な所はあるが、

授業と上手く絡めながら頻度を高めるために考えている。 

 

佐々木（歯科衛生学科卒業生） 

 ムードルで使用をしている者とそうでないない者に差はあるか。 

 

 

 



多賀（理学療法学科 主任） 

 授業資料などはムードル上にある。ムードルに入らないということは、授業資料を見ない

ということになる。授業資料は授業中に投映しているが、ログインしていない学生は教員側

から把握ができる。入っていない学生には個人的にログインするよう指導している。小テス

トに関しても、受けていない学生がいる。それについては、意欲はあるが忘れている子がい

る。授業終わりなどにできるだけ統括して行うなどの工夫はしている。 

 

佐々木（歯科衛生学科卒業生） 

ムードルにはどのような内容が入っているのか。 

 

多賀（理学療法学科 主任） 

 シラバス上には具体的にどの範囲をそのように復習・予習するかというように、記載して

いる。そして、授業中にそれを行ったかをきちんと確認をする。というように、ムードルを

活用しての授業で、ムードルを活用していない者、している者が出ないような工夫が必要で

ある。 

 

柚木（学校長） 

 私は、1年生にムードルを使って授業を行っている。1年生は全員使うことができる。3 年

生などは紙媒体の文化があるため、浸透するのがなかなか難しい。ガラケーを使っている者

は、2F ITサポートセンターで PC をレンタルして行っている。 

 

佐々木（歯科衛生学科卒業生） 

学生だけ自主的に見させるのではなく、先生方も学生が自発的に見るような資料作成を

して下さい。 

 

柚木（学校長） 

 スマートフォンで見ると、レントゲンや MRIは綺麗。そのような時代がやってきている。

ムードルはオープンソース、世界中で使われている。グーグルを使用して、資料配布してい

る教員もいる。在学生には Gmail を配布している。卒業してからも繋がるようになってい

る。色んなアプリを使用する時代である。 

 

河井（柔道整復学科卒業生） 

 一点目に、1 年次からムードルを使用して習慣化することが必要。方向性決定のため。世

は電子社会、その世代に生まれた子達にはその方向性で進めていけば良い。情報は素早く、

知りたいことをすぐに知れるようなものが望ましく、その上で従来の授業の在り方や教員

との交流があれば素晴らしい。2 点目に、学生はどの程度理解できているかというセンサー



を持っている教員は良い。シラバスがあるが、臨機応変にやって行かないと満足度は上がら

ない。学校という所は人と人とが向き合って、問題を解決していく、自立していく所である。 

 

松尾（企業等評価委員） 

 上手く講義をするために行った工夫において、講義と臨床実習を変更させ、知識と技術を

リンクさせるとおっしゃったが、一番難しいところだと思う。具体的にはどのように行って

いるか。 

 

岡崎（歯科衛生学科学科長） 

 講義と学内実習に関しては一つのコマの中で、知識となる講義をした直後に実習を同じ

時間内で新たに行っている。臨床実習に関しては、臨床科目に関する科目が前期に 3 科目

ある。その内容と同じ臨床実習の目標を立てさせ、理解をする目標が同じになるように、同

じ時期に講義もあり、曜日によっては実習に出向くというような、学内で習ったことを臨床

実習で確認をするような内容にしている。 

 

松尾（企業等評価委員） 

その時期の設定は上手くいくのか。習った時期にその内容が臨床実習できるのか。 

 

岡崎（歯科衛生学科学科長） 

臨床実習先もさまざまで、色んなケースがある。一般的な治療に関しては見られるが、医

院によっては見られないところもある。 

 

松尾（企業等評価委員） 

習ったことを臨床実習で確認するのは、なかなか難しい。それよりは、逆の発想で臨床実

習についての疑問点（課題）を講義の中で解決していくほうが良いように思う。そうすれば、

リンクも上手くいくと思う。 

授業評価の項目について、「授業の内容は理解できるものでしたか」という項目は非常に

大切である。その項目にスポットライトを当てた取り組みを重視してみてはどうか。2年生

のところで、臨床的に大切な科目がたくさんある。歯科保健指導、高齢者歯科など、今社会

に求められているものは、理解度の評価が悪くなっている。そこを理解できるようにしてあ

げると、もっと良いものになると思う。 

 

大本（企業等評価委員） 

 アイパッドを持って、実習に来た際に受け入れられるかを心配したが、病院の医療人の中

で学生がアイパッドを用いて勉強していくのに問題はなかったか。またメリットやデメリ

ットはあったか。 



前谷（看護学科 学科長） 

 授業の中でアイパッドの活用はしているが、実習の中への持ち込みに制限があるのが現

状。倫理的な問題もあるし、病院によってはカンファレンスルームまで持ち込みができる所

もあれば、休憩室や更衣室までとされている所もある。学生達は、休憩時間を使いながら、

学習できるように調整している。実際に 1 日 7.5 時間の時間設定で各施設の実習をさせて

いただいていて、学生の学習理解に応じて、7.5 時間のうち 1 時間をまとめの時間に使用さ

せてもらえるようにお願いしている。理解に繋がらない学生に関しては、アイパッドがある

所まで戻らせ、確認後に再度実践させるといった調整もさせていただいている。学生たちは

上手に活用できていると思う。しかし、上手く活用できていない者もいて、その者に関して

は、別時間で教員と一緒に解決している。実際にはカンファレンスルームまでの持ち込みが

できるように実習先と調整していきたい。 

 

大本（企業等評価委員） 

 実習先も最先端のことについて理解ができたらとは思っている。1 期生は現在 3 年生であ

り、3 年制なら国家試験を受ける時期である。4 年制である朝日医療大学校はもう１年あっ

て、素晴らしい教育を行っていると思う。残り 1 年をどのように使用して実践に向かうか

は大切で、実際に現場は本当に厳しい事も多々ある。退学を希望される学生、成績が良くな

い者、色々な者がいる中で、朝日医療大学校の 4 年制であるメリットは何か。 

 

前谷（看護学科 学科長） 

 3 年制と比べるとゆとりがあるように思えるが、修得する単位を 3 年制と比較すると多

く、実質ゆとりがあるわけではないのが現状。私達も 4年間のゆとりがあるということでは

なく、データとして 3年生ではどのぐらい GPA があれば、妥当なレベルか、などの前例がな

いので、教員自体も色んな研修に参加し、情報共有している。現場での離職状況の情報も入

手できるようにし、把握している。来年度、1期生が 4年生になり、10月に実習が終了し、

国家試験プラス現場での即戦力になれるようなところに力を入れたい。その上で色んな問

題が起きても対処できるような人材にしたい。本校の強みである、他の学科との連携、他職

種連携なども考慮している。来年度、初めて卒業生を出すので、どのような結果の看護師を

輩出できるかというのは見えていない部分もあるが、色んな研修に参加しての分析、他校看

護との進路状況についての交流を行っていいきたい。 

 

柚木（学校長） 

 パーソナルデジタルデバイス（タブレット、スマホ、PC）の規制・倫理はあるべきもの。

4 月以降はどこまでそれを使用していくかをしっかり決めるべき。教員も個人情報の持ち出

しに関しては業務規定にあるぐらい厳しい。同じように学生にも使い方を含め、しっかりと

知ってもらう。 



荒尾（企業等評価委員） 

 IT 進化によって得たい情報は簡単に取得できるが、学校の限られたコミュニケーション

しか経験したことがない方にとっては、生身の患者さんから信頼してもらった上で情報を

得ようと思えばハードルが高いこともある。それは、臨床や実習で 1～2 年間経験すれば関

係性がとれると思うが、物事が便利になればなるほど、生身の方とのコミュニケーションが

難しくなると思う。学校教育の中で、医療職として生身の患者さんとしっかり信頼づくりを

して、関係性をつくることが大切な事を教えてほしい。 

 

野田（企業等評価委員） 

 予習・復習を課題とする中で、携帯一つで色んな事ができるのは便利である。ただ、それ

を使えなかったら意味がない。最初の取っ掛かりが非常に大切である。学生が入ってきた際

に分かりやすく、難しくなく、良い量で指導していくのが肝になってくると思う。その媒体

を使用する上では、大きな量でなく小さいレポートや小テストを使って、理解度を測る尺度

にすれば良いと思う。 

 

長尾（鍼灸学科保護者） 

 医療業界のことが分かるようになってきた。国家試験で忙しい時期だと思うがよろしく。 

 

井原（高校等評価委員） 

 予習ができてない責任を立場上、感じている。それまでの学校活動の中で、どこまで予習

を日常的にやっていたかとなると、改めて習慣化させるのは大変なことである。国家試験を

目指している生徒に関しては、職業に着ければ安定するが、捉え方を変えると応用が利きに

くいという点もある。しかしながら、予習・復習の時間もはっきりと明記していることに関

して、その時間をとらないと厳しいというようなことも受け持つ学生には説明しないとい

けない。高校で予習をしている者が少ない中、それをさせるのは大変だとは思うが、改革、

達成するには色んな仕掛けが必要である。 

 

宮島（専門家等評価委員） 

 日々、熱心なご指導をする先生が居て良い学校である。朝日医療大学校から就職された者

は良い子である。日頃、先生方は自身の自己評価であったり、目標を立てる、振り返る機会

を持つことはあるか。 

 

 

 

 

 



柚木（学校長） 

 教員は学生から来た結果を第一に見ることをしている。それは大変大事なことである。予

習復習を含めた 45 時間を 1 単位とするということは、ルールになっている。それに従い、

シラバス作成があり、適切なコンテンツを作成できる者でないと教員にはなれない。それに

基づいた一連が評価されるものである。 

 

山本（学校関係者評価委員 委員長） 

データをみると大変良い評価と悪い評価があり、全体的にみれば良くなったということ

であったが、個々の科目をみてどのように改善するかを検討していただきたい。予習復習に

ついて中学生をみても、家庭学習がどれだけ効果があるかが分かってないまま、結果だけで

判断されている。予習・復習の効果についても考えてみてはどうか。 

 

柚木（学校長） 

 予習・復習というようなことが多く言われてきたのは、最近である。当校も昨年より授業

評価結果が良くなって、それには色んな理由があるとは思うが、予習・復習の効果がどの程

度かというのは引き続き、現状と同じようにデータを取り続けていきたい。 

 

5.閉会の挨拶（学生指導担当副学校長） 

学生指導担当副学校長より挨拶があった。 
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