
平成 28年 7月 29日 

平成 28年度 学校関係者評価結果 

朝日医療大学校 歯科衛生学科 

 

（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 学校関係者評価 

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、学生・教職員等

に深く定着しているかが課題

である。 

 

学科のこれまでの風土・習慣が優

先されるため、学生・教職員が、

ことあるごとに共有する機会を持

つことが大切と思われる。その機

会は、入学式は勿論のこと、新学

期のガイダンス等で、教育の方向

性を一致させるようにする。 

今後の改善方策の遂行を徹底 

すること。 

特記事項  

本年４月、岡山市奉還町２－７－１に新校舎を建設移転し、３校が１箇所に集まった。 

（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 理事会等で決定した経営方針

や事業計画をもとに学校長の

指示の下、組織的に運営され

ている。 

学校長を主に学校運営を行い、学

科長の責任において、学科運営を

行うよう指示された。学科長を援

けるための主任の職務を明確にす

る。フリーアドレスに慣れる。 

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

供を行っていくこと。 

特記事項  

全職員フリーアドレスでの仕事が始まる。自分の持っている情報が、全て、ITで管理され、 

フリーペーパーを実施した。 

（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 

５ アドミッションポリシー、カ

リキュラムポリシー、ディプ

ロマポリシーを明記し、どの

ように教育するかを明確にし

ている。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

国家試験に向けての計画が細かく

立案され、システムの構築を行っ

ている。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。 

教育活動が充実している証が

国家試験合格率１００％であ

る。専門学校としての使命が全

うされている。今後も継続して

ほしい。知識の吸収も十分に必

要だが、即戦力となる技術の習

得システムの構築が必要と思

われる。 



キュラムを検討している。 

特記事項 

教育課程編成委員会、臨床実習指導者会議、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。歯科医院側から、歯科医師の立場や、歯科衛生士の立場でアドバイ

ス頂ける 

（4）教育研究（研究業績・教育研修・講習会、教育研究システム、業務実践能力） 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

３ 学科長の指示の下、キャリア

に応じた研修に参加し、指導

力を高めている。然しながら、

学会発表や、臨床現場での技

術研修の充実を図らなければ

ならないのが現状である。FD 

研修等学校としての企画に

は、全員出席している。 

教員の特徴を生かした、研究や臨

床の場を開拓しなければならな

い。 

学校の体制もあると思うが、歯

科衛生士の教育の質を高める

ためには、教員の業績は不可欠

である。 

特記事項 

新校舎へ移転し、教員に研修費が、付与されている。 

（5）学生指導（就職・進学、中途退学者、学生相談、学生生活、保護者との連携、卒業生） 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

５ 従来の学生生活が良かったよ

うで、学生たちの不満が声に

なっている。教務センターの

つくりやその環境が、学生に

とって非合理的のようだ。 

学生指導委員会・キャリア支

援センター等活発に活動して

いきたい。 

キャリア支援センターとの連携の

もと、就職指導を行っている。専

門の部署があることは、今後大い

に活かしていきたい。 

 

現場で学生指導に当たってい

る。同時にほかの学校の学生も

指導しているが、朝日の学生指

導は、ずば抜けてよい。 

丁寧な印象があり、よくできて

いると思う。専任教員が、一人

一人の学生をよく見ている。入

学してきた学生は卒業までと

の思いを感じることができる。 

素晴らしい指導ができている。 

自主的に行動できる学生指導

も合わせてお願いしたい。 

特記事項 

学生相談室の運用が開始された。 



（6）特別活動（特別活動の支援） 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

５ 学校行事等、特別活動は充実

している。 

３学科共通で、講義を受け、

交流を深めた。また、学友会

でスポーツのサークル活動も

充実している。 

学友会の活動を充実させ、奉還祭・ 

朝日祭を盛り上げ、他学科との特

別活動を計画したい。 

 

 

体験することによって得られ

る感受性の強化を特別活動で

しっかり養ってほしい。 

 

特記事項 

各学年ともに支援体制はまずまずのようである。 

（7））学習成果（就職率、資格取得率、退学率、学生の社会的評価 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

５ 就職率、国家試験合格率とも

に、１００％である 

退学者もいない。 

学生の社会的評価も高いが、

一層の魅力を付加したい。 

全教員で対応している。 

計画的に進めていく。 

全ての項目で勝っていると思

う。学生の社会的評価をますま

す高める工夫をして頂きたい。 

特記事項 

就職率も国家試験合格率も、連続している。 

（8）生徒・学生支援 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

５ 担任制であるため、学生の変

化に気づき易く、対応が早い。 

細部への気配りができてい

る。 

相談室の運用も始まり、サポ

ート体制が充実してきた。 

一層の充実を教員に求める。 担任が良くできていると思う。

その分、負担が大きい。学校の

努力を期待したい。 

特記事項 

システムが構築されている。 

（9）教育環境 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 



５ 自習スペースや図書室のシス

テムや運用が決まらないため 

十分な活用ができていない。 

校舎が新しいだけに、付帯の

設備利用を高く望んでいる。 

今は、解決しないが、来年には充

実する計画である。 

施設整備が、どこよりも充実し

ている。素晴らしい教育環境で

ある。 

特記事項 

教務委員会で、今後の環境整備を検討している。 

（10）生徒・学生の募集と受け入れ 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

４ 学科の偏りや、夜間部の募集

に苦戦している。歯科は、定

員を充足し、目標数値は達成

できている。今後が厳しくな

ると予想されるので、先手を

打ちたい。 

本年度、充実しているが、分析を

行い、今後に生かしたい。 

歯科の人気は高く心配せてい

ないが、１８歳人口の激減に対

応処置を考えておくように。 

特記事項 

駅から５分の好立地、新校舎移転、校名変更。 

（11）財務 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

 ４ 公認会計士の監査を受けてい

る。 

 

 

財務基盤安定のために、募集活動

を教職員全員で行う。 

新校舎、再選設備。相当大変だ

と察する。経営人に期待する。 

特記事項 

 

(12)法令等の遵守 

評価 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

 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。 

教員はもとより学生に対しても必

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。 

問題ないと思われる。 

特記事項 



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を実施している。 

(13) 社会貢献・地域貢献（ボランティア活動） 

評価 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

 ３ 移転したため、地域に馴染む

ため、教員による、町内会清

掃ボランティアが行われた。 

各種要請に応え、積極的に参

加する計画である。 

学生を含め、活動内容を増やして

いく。 

医療志す学生の本質的なもの

だと思う。積極的に参加するよ

う、促してほしい。 

特記事項 

おかやまマラソン・奉還祭等の地域ボランティアに参加している。 

(14)国際交流 

評価 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

 ３ 外国人の受け入れのシステム

を構築している。 

外国の学校・地域との交流は

今後検討。 

対象者が今のところいないが、 

希望者がいれば、積極的に対応す

る。学科としての交流を模索する。 

世界情勢が不安定である。学生

の命を優先的に考え、国際交流

を計画してほしい。 

特記事項 

 

 

4．学校評価の具体的な目標や計画の総合的評価結果 

3校統合になり、学生も教職員も新しい環境でさまざまな問題も発生すると思うが、報告・連絡・相談を十分

に行い、問題を解決していってもらいたい。学科としてはこれまでの実績を維持できるよう更に頑張っても

らいたい。 

 


