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横浜リハビリテーション専門学校学則
第１章　　総　　則

（目　的）
第１条　　�本校は学校教育法および理学療法士ならびに作業療法士法に基づき、

理学療法、作業療法に関して必要な専門的知識、技術および理論を習
得させ、豊かな人間性を涵養し、医療の充実発展に貢献し得る有能な
人材を養成することを目的とする。

（名　称）
第２条　　�本校は横浜リハビリテーション専門学校(以下「本校」という。)と

いう。

（位　置）
第３条　　本校の位置を横浜市戸塚区品濃町５５０−１に置く。

（自己点検・評価)
第４条　　�本校は､その教育の一層の充実を図り､本校の目的および社会的使命を

達成するため、本校における教育活動等の状況について自ら点検およ
び評価を行うものとする。

第２章　　課程、学科および修業年限、定員ならびに休業日等

（課程、学科、修業年限、定員）
第５条　　本校の課程、学科および修業年限ならびに定員は次のとおりとする。

（在学期限）
第６条　　在学期限は、両学科とも８年とする。

（学年および学期）
第７条　　本校の学年は４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。
　　　２．医療専門課程の学期は、次のとおりとする。
　　　　　　前　　期　　　　４月１日から　　９月３０日まで
　　　　　　後　　期　　　１０月１日から翌年３月３１日まで

課程名

医療専門課程

学　科 学級数昼夜
区分

修業
年限

入学
定員

理学療法学科 昼 4年 8学級
4学級

80名
40名

収容
定員

320名
160名4年昼作業療法学科
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（休業日）
第８条　　本校の休業日は次のとおりとする。
　　　　　（１）土曜日
　　　　　（２）日曜日
　　　　　（３）国民の祝日に関する法律に規定する休日
　　　　　（４）夏季休業　　　　　８月　１日から　　８月３１日まで
　　　　　（５）冬季休業　　　　１２月２５日から翌年１月　７日まで
　　　　　（６）学年始休業　　　　４月　１日から　　４月　５日まで
　　　　　（７）学年末休業　　　　３月２１日から　　３月３１日まで
　　　　　（８）創立記念日　　　１１月　１日
　　　　　（９）その他本校が必要と認めた日
　　　２．��前項の規定にかかわらず、本校が教育上必要と認めた場合は、休業日

に授業をはじめとする教育活動を実施することができる。
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第３章　　教育課程、授業時数および教職員組織　

（教育課程、授業時数）
第９条　　本校の教育課程および授業時数は別表のとおりとする。
　　　２．授業時数の１単位時間は４５分とする。
　　　３．��授業時数を単位数に換算する場合の計算方法は、講義、演習にあって

は１５時間から３０時間の範囲で本校が定める時間数をもって１単位
とする。実験、実習、実技にあっては３０時間から４５時間の範囲
で本校が定める時間数をもって１単位とする。臨床実習にあっては、
４５時間をもって１単位とする。

（成績評価）
第10条　　�授業科目の成績は、各学年、各学期末に行う試験、実習の成果および

履修状況等を総合的に勘案して評価を行う｡ただし、出席時数が授業
時数の３分の２に達しない者は、その科目について評価を受けること
ができない。

　　　２．��成績評価の基準については、別に定める試験及び成績評価に関する規
程による。

（教職員組織）
第11条　�本校に次の教職員を置く。

　　　２．学校長は、校務を掌り、所属教職員を監督する。

種別

課程
学科 計

1 名 1名

15名以上

25名以上

4名以上

1名

医 療 専 門 課 程

理学療法学科 作業療法学科

９ 名 以 上 6 名 以 上

1 名

２５ 名 以 上

４ 名 以 上

学 校 長

専任教員

学 校 医

兼任教員

事務職員



− 6 − − 7 −

第４章　　入学、休学、退学および卒業等

（入学資格）
第12条　　本校の入学資格は次のとおりとする。
　　　　　�（１）高等学校またはこれに準ずる学校を卒業した者
　　　　　�（２）外国において学校教育における１２年の課程を修了した者
　　　　　�（３）文部科学大臣の指定した者
　　　　　�（４）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者
　　　　　��������（大学入学資格検定に合格した者を含む）
　　　　　�（５）修業年限が３年の専修学校の高等課程を修了した者
　　　　　�（６）�本校において高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認め

られた者

（入学時期）
第13条　　本校の入学時期は、毎年4月とする。

（出願手続）
第14条　　�本校に入学を志願する者（以下「入学志願者」という。）は、入学願

書に最終学校の卒業証明書または卒業見込証明書および成績証明書に
入学検定料を添えて所定の期日までに出願しなければならない｡

（入学者の選考)
第15条　　�入学志願者には、推薦入学試験または一般入学試験を行ない、筆記試

験および人物考査により総合的に選考を行う｡

（入学手続)
第16条　　�前条の選考により合格した者は､所定の期日までに入学手続を行わな

ければならない。

（入学許可)
第17条　　第16条に規定する入学手続を終了した合格者に対して入学を許可する。

（休　　学）
第18条　　�学生が病気その他やむを得ない理由により休学を希望する場合は、そ

の理由および期間を明記し、保証人連署のうえ、医師の診断書等を添
えて本校に休学願を提出し、学校長の許可を受けなければならない。

（退　　学）
第19条　　�学生が退学しようとする場合は､その理由を記し、保証人連署のうえ、

本校に退学願を提出し、その許可を受けなければならない。
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（復　　学）
第20条　　�第18条の規定により休学中の学生が復学しようとする場合は､復学願

にその事情を明記し、保証人連署のうえ、医師の診断書等を添えて本
校の許可を受けなければならない｡

（出席停止）
第21条　　�学生が感染症にかかったり、またはそのおそれがあるときもしくはそ

の他必要があると認めるときは、その学生に対し出席停止を命ずるこ
とがある。

（卒　　業）
第22条　　�本校所定の全教育課程を修了した学生に卒業を認定し､卒業証書を授

与する。

（高度専門士）
第23条　　�前条において、卒業を認められる者のうち、文部科学大臣が認める、

医療専門課程理学療法学科、作業療法学科を修了した者については、
高度専門士（医療専門課程）と称することができる。

第５章　　賞　　　　罰

（褒　賞）
第24条　　成績優秀にして他の模範となる学生については、褒賞することがある。

（懲　戒）
第25条　　�本校の規則に違反したり、本校の学生の本分に反する行為があった場

合等において、教育上必要と認められる場合には、学生に対し懲戒を
加えることができる。

　　　２．懲戒の種類は、訓告、停学および退学とする。
　　　３．退学は次の各号に該当する場合にこれを命ずる。
　　　　　　（１）性行不良で改善の見込みがないと認められる者
　　　　　　（２）学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
　　　　　　（３）正当な理由がなくて出席常でない者
　　　　　　（４）本校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
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第６章　　入学金および授業料等　

（学生納付金）
第26条　　本校の学生納付金は次のとおりとする。

　　　２．��在籍中の学生の納付金は、出席の有無にかかわらず所定の期日までに
納入しなければならない。

　　　３．��本校に合格し入学を希望する者は､学生納付金（入学検定料除く）を
所定の期日までに納入しなければならない。

　　　４．��既に納入した学生納付金は、原則として返還しない。但し、毎年度３
月31日までに入学辞退を申出た場合は、入学金及び入学選考料を除く
学費納入額を返還するものとする。

（健康診断）
第27条　　本校は、学生に対して毎年１回、健康診断を実施する。

附　則
　　　１．この学則は２０２１年４月１日から施行する。
　　　２．この学則の実施についての必要な事項は別に定める。

（別表）授業時数

医療専門課程

（注）1単位時間は45分とする

課程

区分
学科

医 療 専 門 課 程

30,000円
300,000円
800,000円
350,000円
150,000円

30,000円
300,000円
800,000円
350,000円
150,000円

入学検定料
入　学　金
授業料（年額）
設備費（年額）
実習費（年額）

作業療法学科理学療法学科

915

750

1,020

780

975

705

1,140

780

1年次

2年次

3年次

4年次

作業療法学科理学療法学科
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1．身分証明
【学生証】
　�　学生証は、本校学生であることを証明し、また、学外不審者と学生教職員を
識別し、校舎における安全な教育環境を維持するために必要なものです。常に
携帯し、本校教職員から提示を求められたときには、いつでも提示できるよう
にしておいてください。不携帯の場合、入校ができませんので注意してくださ
い。
(1)���交付
　　学生証は、入学時に交付し、年度ごとに更新します。
(2)���着用
　�　学生証は各校指定のものを、識別しやすい位置に必ず着用してください。未
着用の場合、入校ができませんので注意してください。
(3)���更新
　�　学生証の有効期限は当該年度の4月1日から翌年の3月31日までです。新年度
には、次の事項に注意し、更新を受けてください。
　ａ．更新に必要なもの
　　　・旧学生証（通学証明を含む）
　　　・学費振込金領収書
　　　・写真1枚（縦3.0cm×横2.5cm）
� （�提出の3ヶ月以内に撮影されたもので、就職活動に準ずる本学生

にふさわしい服装、無帽、上半身正面、背景無地、光沢仕上げ。）
　ｂ．手続き
　　①�ａの写真1枚を準備し、年度末時に更新手続きを行います。
　　②�新年度開始後、事務室で学費振込金領収書の提示により、旧学生証（通学

証明を含む）と引き換えに学生証（通学証明を含む）を交付します。
(4)���学生証の貸出
　�　学生証を忘れた場合は、当日限り事務室で入校証を貸出します。事務室で貸
出された入校証は当日下校の際、必ず事務室へ返却してください。
(5)���再発行
　ａ�．学生証を紛失、汚損、破損したときには、直ちに再発行の手続きをしてく
ださい。再発行には2〜3日を要するため、定期試験期間中は特に注意が必要
です。

　ｂ�．再発行の手続きは事務室で行い、再発行料500円と（3）a .に規定する写真
の提出が必要です。

　ｃ�．氏名、住所、通学区間等、記載事項の変更がある場合は、事務室にて訂正
または再発行の手続きを行ってください。

　ｄ�．汚損、破損、記載事項を変更した旧学生証（通学証明を含む）は、再発行
時に必ず返納してください。

(6)���返納
　�　学生証（通学証明を含む）は、退学、休学、卒業、除籍等学籍に異動が生じ
た場合は、直ちに返納してください。
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2．定期・学割
(1)���定期
　ａ�．通学定期乗車券は、就学の費用を軽減し、通学を容易にするために設けら
れています。

　ｂ�．通学区間については、本校と学生の現住所との最短距離に限り証明してい
るので、個人的な理由による迂回は認められません。

　ｃ�．通学区間は、通学証明に記載されている区間のみ有効で、購入の際は学生
証（身分証明）とともに提示しなければなりません。

(2)��学割証（学校学生生徒旅客運賃割引証）
　ａ．使用範囲について
　　�　学割証は、割当枚数の範囲内で、学生個人の自由な権利として使用するこ
とを前提としたものではなく、就学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振
興に寄与することを目的として実施されているので、発行は原則として次の
目的での旅行に限ります。

　　　・休暇、所用による帰省
　　　・実験実習等の正課の教育活動
　　　・学校が認めた特別教育活動または体育・文化に関する正課外の教育活動
　　　・就職または進学の受験等
　　　・学校就学上、適当と認められた見学または行事への参加
　　　・傷病の治療、その他就学上の支障となる問題の処理
　　　・保護者の旅行への随行
　ｂ．学割使用、発行上の注意事項
　　　・�片道の区間内において100kmを超えて旅行するときは、割引普通乗車券

を1人1回に限って購入できます。
　　　・�学割証によって購入した割引普通乗車券は、学割証の記名人以外および

学生証を携帯しないときは使用できません。また、学生証は係員の請求
がある時は提示しなければなりません。

　　　・�学割証の有効期限は発行日から3ヶ月であり、有効期限を経過したもの
は無効です。

　　　・�学割証発行は年間6枚限りとし、特定期間を除き通常1回2枚までです。
　　　・�学割証の発行希望者は、証明書自動発行機にて発行手続きを行ってく

ださい。
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3．授業時間等
(1)���授業時間
　�　授業開始および終了時刻は、次のとおりとする。

(2)���登校・下校・放課後
　ａ�．登校時間は原則として、8:00以降とします。ただし、行事等で8:00前に登
校する必要がある場合は、事前に事務室で許可を受けてください。

　ｂ�．下校は、授業が終了次第自由です。教室の使用は17:30までとします。それ
以降、残留する場合は学校のルールに則って必要な手続きを行ってください。

　ｃ�．授業終了後から17:30までを放課後といい、教室を自由に使用することがで
きます。ただし、指定された教室（スペース）に限ります。

(3)���休業日
　�　土曜日、日曜日、国民の祝日等の学校の休業日には、原則として教室の開放
は行っていません。行事等でやむを得ず休業日に登校する場合は、事前に事務
室で許可を受けてください。
(4)���休講
　ａ．原則として休講はありませんが、本校または各授業科目担当者にやむを得
ない事情が生じたときには、授業を休講することがあります。休講の決定ま
たは届出があった場合は、直ちに発表されますので、発表があるまで授業教
室で待機してください。

　ｂ．臨時休講
登校時間において、次の①、②に該当するときは次のとおりとします。
①災害およびストライキ等で東戸塚駅を含むJR横須賀線が不通になっている場合

　　　（ア）午前8時までに運転が再開した場合は、平常通り
　　　（イ）午前9時40分までに運転が再開した場合は、2時限目から開始
　　　（ウ）正午までに運転が再開した場合は、午後1コマ目の授業から開始
　　　（エ）正午までに運転が再開されない場合は、午後のすべてが休講
②横浜市に特別警報（高潮・波浪を除く）、暴風警報、大雪警報（特別警報
（高潮・波浪を除く）、暴風警報、大雪警報を以下「気象警報」という）の
　いずれかが発令されている場合

　　　（ア）午前8時までに気象警報が解除された場合は、平常通り
　　　（イ）午前9時40分までに気象警報が解除された場合は、2時限目から開始

昼間部(専門課程)
月曜日～金曜日

昼休み

1時限
2時限

3時限
4時限

9:00～10:30
10:40～12:10

13:00～14:30
14:40～16:10
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　　　（ウ）正午までに気象警報が解除された場合は、午後1コマ目の授業から開始
　　　（エ）正午までに気象警報が解除されない場合は、午後のすべてが休講
③東戸塚駅を含まない横須賀線ならびに横須賀線以外の運行および横浜市以
外での気象警報への対応
　皆さんが利用する他の交通機関や家から最寄りの駅までの交通状況、気
象状況については、皆さん個々で情報を収集し自分の身の安全を第一に考
えた行動をとってください。最近の異常気象の状況を鑑みると、局所的に
被害が大きくなるなど全員が一律の基準で対応することには限界がありま
すので、警報の有無にかかわらず皆さんの通学経路の状況から、自分の身
の安全を第一に考えた判断をお願いします。
④その他
学校より事前に連絡があった場合は、この限りではありません。

特別警報の基準

現象の種類 基　　　準

大　雨
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨
が予想され、若しくは、数十年に一度の強度の台風や同
程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合

暴　風
数十年に一度の強度の台風や
同程度の温帯低気圧により

暴風が吹くと予想される場合

高　潮 高潮になると予想される場合

波　浪 高波になると予想される場合

暴風雪 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により雪を伴う
暴風が吹くと予想される場合

大　雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合

4．欠席・公欠
(1)　欠席・公欠などについて
　ａ．��欠席時間数が授業時間数の3分の1を超えた科目については、本試験が不合

格となります。出席不良による不合格科目の再試験については、教務課会
議にて出席不良の理由および補講などについて検討のうえ、受験の適否が
判断されます。そのため、欠席などの届出が毎回必ず出ていなければ教務
課での審査の対象外となります。

　　　�出席不良と判断され、本人もしくは保護者と3ヶ月以上連絡が取れない場
合は、在籍を取り消す場合があります。

　ｂ．��遅刻および早退は、欠席扱いとします。ただし、交通機関の遅延による遅
刻については、授業開始後�30分以内に限り、「交通機関遅延届」の手続き
により出席の扱いとします。
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　ｃ．��公欠には、忌引のほかに就職活動、および学校が認めたボランティア活動、
各種体育大会等が含まれます。なお、臨床実習中の就職活動については、
採用試験当日のみとし移動日は含まれません。また、1実習中の就職活動
は2施設までとします。

　　　�1次試験に合格し2次試験を受験する場合は、先の2施設には含まれません。
就職活動に関する届は、キャリアマップを使用してください。

(2)　届出について
①「欠席届」
　ａ．��欠席する場合は速やかにクラス担任に連絡したうえで、「欠席届」を提出

しなければなりません。
　　　�欠席理由を証明できる書類があるものについては、病気・けがの場合は診断

書または医療機関の領収書などを添付して、クラス担任に提出してください。
　　　届のないものは、出席不良による再試験の適否審査の対象外となります。
　　　下記のような感染症の場合も、届け出てください。
　　　�感染症:インフルエンザ・百日咳・麻疹・流行性耳下腺炎・風疹・水痘・咽

頭結膜熱・結核など医師の診断により登校を禁止された場合
　ｂ．��「欠席届」の提出については、欠席後、再び登校した日を原則とし、遅く

とも登校した日より1週間以内です。

②「忌引届」
　ａ．��忌引により欠席した場合は、「忌引届」に保護者連署の上、クラス担任に

提出してください。これにより公欠の扱いとします。
　ｂ．「忌引届」の提出については、当該期間終了後1週間以内とします。
　ｃ．��忌引の対象となる期間は親等図にしたがって、次の通りになります。帰郷

のための往復日数は、別途考慮します。

　　　1親等親族・本人配偶者の死亡:連続7日間
　　　2親等親族の死亡:　　　　　　連続3日間
　d．��親族の死亡により、本人がその世帯の生活を維持する主たる者となった場

合、またはその他特別な事情がある場合は、その事情に応じて、教務課会
議により別途考慮します。

③「遅刻届」
　ａ．��遅刻とは、授業開始時の点呼に不在であり、授業終了時までに途中から出

親　等　図

祖父母 祖父母

父　母 父　母

本　人

子 配偶者

孫 配偶者

配偶者配偶者 兄弟・姉妹兄弟・姉妹

2 2

2 2

2 2 2

1

1 1

1



− 16 − − 17 −

席することをいいます。遅刻については、前の忌引などの公欠や交通機関
の遅延の場合を除きすべて欠席の扱いとします。

　ｂ．�遅刻する場合は、速やかにクラス担任に連絡したうえで、「遅刻届」を提
出してください。届のないものは、出席不良による再試験の適否審査の対
象外となります。

　ｃ．「遅刻届」の提出については、原則当日とし、遅くとも1週間以内です。
④「交通機関遅延届」
　ａ．�交通機関の遅延による遅刻の際は、交通機関発行の遅延証明を必ず入手し

てください。授業開始後30分以内の交通機関遅延証明のある場合について
は、授業担当講師に交通機関遅延証明を提示し確認のサインをもらい、授
業終了後、「交通機関遅延届」に先の証明書を添付し、クラス担任に提出
してください。ただし、JR横須賀線の遅延に限り、証明書の添付を必要と
しません。届の提出により、出席とします。

　ｂ．バスの遅延は交通機関遅延の対象外です。
　ｃ．30分を超える授業への遅刻は、交通機関遅延証明があっても欠席となります。
　ｄ．「交通機関遅延届」の提出については、原則当日とし、遅くとも1週間以

内です。
　　　・1限が臨時休講の場合は、2限以降の遅延届を提出。
　　　・2限以降の授業開始に間に合っていれば提出不要。
⑤「早退届」
　ａ．�早退とは、授業開始時の点呼には出席していたものの、途中退席すること

をいいます。早退については、忌引など公欠の場合を除き、すべて欠席の
扱いとします。

　ｂ．�体調不良などの発生により事前に「早退届」が提出できなかった場合は、
原則その理由が軽減するなど再び授業に参加できる状況になり次第提出し
てください。届のないものは、出席不良による再試験の適否審査の対象外
となります。

　ｃ．�「早退届」の提出については、何らかの理由で提出が遅くなる場合でも1
週間以内とします。

(3)　届出用紙の入手方法
　　上記の届出用紙は、教務課カウンターで入手してください。「交通機関遅延
　届」・「忌引届」については、事務室窓口でも入手することができます。
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5．退学・休学・復学
(1)���退学
　ａ．退学を希望する者は、本校所定の「退学願」にその理由を明記して、保護

者連署のうえ、学校長の許可を受けることになります。
　ｂ．「退学願」には、退学理由を明記し、学生証とともにクラス担任に提出し

てください。
　ｃ．本校の学則に違反し、または本校の学生としてあるまじき行為があった場

合は、学校長が除籍、停学または退学を言い渡すことがあります。
(2)���休学
　ａ．休学は復学することを前提に行う手続きです。
　ｂ．病気その他やむを得ない理由により休学を希望する場合は、本校所定の

「休学願」にその理由および期間を明記し、保証人連署のうえ、休学を願
い出ることができます。

　ｃ．「休学願」には、休学理由を明記（病気の場合には診断書を添付）し、学
生証およびロッカーキー等貸与品とともにクラス担任に提出してください。

　ｄ．休学期間は1ヵ年以内とし、原則として年度を越えることはできません。
特別な理由のある場合は、休学期間を変更することができます。ただし、
休学期間は、在学年数には加算されません。

(3)���復学
　ａ．復学期間中にその理由が消滅した場合は、本校所定の「復学願」に休学の

理由を明記し、保護者連署のうえ、復学を願い出ることができます。
　ｂ．復学の願出時期は学年末休業期間前までとし、復学は学校長の許可を得て、

年度の始めからとなります。
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6．学生生活の諸規定
　本規定は、在校生の皆さんが安全かつ楽しく学生生活を送ることができるよう
定めています。本規定に反する行為があった場合は、「学則、第25条」に基づき
懲戒の対象となります。
(1)　本校は、すべての学生ならびに地域住民が共に生活する共生の場に立地して
いることを認識し、学校内・外を問わず、礼節を重んじ、医療福祉に携わる者
として社会から信頼される行動をすること。

(2)　校舎入口に入るときから出るまで、校舎内では「学生証」を必ず着用するこ
と。

(3)　学校内および外部実習の身だしなみは、医療福祉職にふさわしい清潔な身だ
しなみであること。外部実習については別に定める実習の手引きに従うこと。

(4)　礼節を重んじる一つの行動として、講義の始めと終わりに週番の号令により
クラス全員と担当講師で起立礼を行うこと。

(5)　教室および実習室の席順は、学級ごとの席順を遵守し担当講師の指示がない
限り指定された座席にて受講すること。

(6)　講義中は周りの学生の邪魔にならないよう私語を慎み、集中して受講するこ
と。授業中にその授業に集中せず、教室の雰囲気を阻害する（居眠り、講義と
関係ない作業等を含む）学生は厳重に注意され、その指導に従わない場合は退
室を命じることがある。退出を命じられたその講義は欠席となる。また、講義
中のスマートフォンの使用は原則禁止である。講義中はマナーモードに設定ま
たは電源を切り机の上に置かないこと。しかし、講義の必要性に応じ講師が使
用を認めた場合は、その指示に従い、講義と関係のない使用は禁止である。

(7)　私物の管理ならびに遺失物について
　ａ．学生個々の私物ならびにサークル備品などは、校舎内のいかなる場所にも

放置は禁止である。
　ｂ．貸与された個人のロッカー外に放置された物品、教室内に放置された物品

は破棄の対象となる。
　ｃ．学生個々の管理不十分による私物の紛失および破損については、学校では

責任を負わない。特に貴重品は各自で身につけ、特別教室への移動の際は
教室等に放置しないこと。

　ｄ．学内にて物品を紛失した際や遺失物を拾得した際は、速やかに事務室に届
け出ること。

　ｅ．遺失物は1ヶ月間事務室で保管し、期間が過ぎれば適宜処分する。
(8)　物品の整理整頓ならびにゴミの処理ついて
　ａ．学校内・外共に清潔を保つこと。
　ｂ．教室および使用物品の整理整頓を心がけ、ゴミは分別して所定のゴミ箱に

捨てること。特に図書室、学生ホール、ロッカー室や廊下、階段、トイ
レ・洗面所等の共用の場所は、一人ひとりが意識して清潔に使用すること。
また、学校外においても公共の場にゴミ等を投棄しないこと。

(9)　学校の物品および装置を破損した場合は、ただちに担当教員に破損届を提出
すること。指示に従わない使用方法、未知の状態での使用、故意の破損は物品
および装置あるいは修理費を弁償することとなる。
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(10)　学校内で飲食ができる場所は学生ホールである。また、昼食時間のみHR教
室での飲食を許可する。そのため、以下の教室での飲食は禁止である。《特
別教室・実習室（603教室、8階講堂を含む）、自習室（602・604教室）、図
書室、ロッカー室、昼食時間以外のHR教室》ただし講義中において、脱水予
防、熱中症予防、感染症予防等の観点から水分摂取が必要なときは、担当講
師の許可を得て水分を摂取することを妨げない。飲食により発生したゴミは
飲み残し食べ残し等を適切に処分し、分別して所定のゴミ箱に捨てること。

(11)　クラス運営にあたりクラス委員を各クラスに2名置く。クラス委員はそのク
ラスを代表し、学習その他のことにつき教務課と連絡をとること。（クラス
委員マニュアル参照）

(12)　クラス運営にあたり週番を交代で2名選び、授業開始前に担当講師に授業準
備の指示を受け、教具の準備、資料の配布などを行うこと。（週番マニュア
ル参照）

(13)　連絡事項の伝達について
　�ａ．学生への連絡、呼び出し等は掲示またはGmail等で行われる。登校・下校

の際は必ず掲示板を確認またはGmail等を確認すること。
　�ｂ．緊急時の連絡、呼び出し等に対しては校内放送を使用する。校内放送が

かかった場合は、注意して内容を確認し指示に従うこと。
　��ｃ．外部からの連絡、呼び出しのための取り次ぎは一切行わない。
(14)　ポスターの掲示について
　�ａ．学内にポスター等を掲示する場合は、事務室で許可印を受けたうえで、

指定された場所に各自で掲示すること。
　�ｂ．掲示期間は、原則として2週間とし、期限切れの掲示物は速やかに各自で

取り外すこと。
　��ｃ．許可印のない掲示物については、教職員が取り外す。
(15)　通学について
　�ａ．四輪車・二輪車での通学は一切禁止。ただし、二輪車については自宅か

ら最寄り駅までに限り、届け出により許可する。
　�ｂ．自宅から最寄り駅までの二輪車通学を希望する者は、「二輪車通学許可

書」をクラス担任に提出して許可を受けること。
　��ｃ．通学中に発生した事故については、学校では一切責任を負わない。
(16)　喫煙について

　通学の途中を含め、校舎内外での一切の喫煙（電子タバコを含む）は禁
止。

(17)　懲戒について
　本規定を含め本校の定める学則等、各種マニュアル・各種利用規程に違
反または、本校の学生の本分に反する行為があった場合等において、教育
上必要と認められる場合には「学則、第25条」に則り懲戒の対象となる。
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7．校舎利用規定
　校舎利用の事務手続きで不明な点がある時は事務室で問い合わせてください。
(1)���教室等の使用について
　ａ．教室を使用する場合は、「教室・備品使用願い」を教職員に提出すること。
（詳しくは教室・備品使用申請マニュアル参照）

　ｂ．休業日については、原則として教室の使用はできない。
　ｃ．教室以外の共用スペース（学生ホール・自習室等）を学生独自で企画した

行事、活動で使用する場合は、「行事・活動願」（様式は任意）を教務課
に提出して許可を受けること。

(2)���校舎使用ルール

　ａ．長期休業期の利用可能教室は、図書室・学生ホール・604教室・ロッカー室
　ｂ．長期休業期のHR、および603教室を含む実習室の使用は原則不可。ただし、

担当教員の許可がある場合は申請にて使用を許可する。詳細は、教室・備
品使用申請マニュアルを参照すること。

　ｃ．学校が定める諸行事日およびその前後は、上記規定にかかわらず教室なら
びに校舎利用に制限がある。別途掲示などで連絡、案内するので注意する
こと。

ＨＲ教室

実習室
(含603R)

図書室

学生ホール

604R(自習室)

講堂

ロッカー室
(4･5･6･7F)

駐車場

事務・
教員室

オープン
時間

長期休業期

8:00～

̶

8:00～

8:00～

8:00～

8:45～

̶

̶

8:00～

１

2

3

4

5

6

7

8

9

通常期（月～金）
授業時間内
9:00～16:10
オープン

昼食時間のみ
飲食可
授業使用
のみ解錠

他は申請許可制
原則施錠
申請許可制

オープン 飲食可

オープン 私語禁止

オープン 私語禁止

オープン

原則施錠
申請許可制

使用不可
自転車等の通学も不可

カウンター外はオープン
カウンター内
(事務スペース含む)は
許可を得て入ること
(ただし事務室受付17：00まで)

原則施錠

オープン

原則施錠
申請許可制

原則施錠
申請許可制

通常期と同様

通常期
と同様

通常期と同様

通常期と同様

施錠
原則使用不可

施錠
申請により
警備室が解錠

放課後
16:10～17:30

夜間
17:30～21:00

休業日
(土・日・
祝日)

原則
入校
不可
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図書室利用規定
（趣旨）
第1�条　本規定は、学校法人岩崎学園　横浜リハビリテーション専門学校の図書
室（以下「図書室」という。）を利用するに際して、蔵書資料は、利用者全
員の財産であること、又図書室が公共の場所であることを認識し、蔵書閲覧
および図書室の利用規定を定め、すべての利用者が、快く図書室を利用でき
る環境を提供・維持することを目的とする。

（利用目的および蔵書帯出の禁止）
第2条　図書室の利用目的は次のとおりとする。
� （1）蔵書資料の閲覧および複写
　　2　�図書室は参考図書室として設置されたものであり、蔵書資料の貸出は一

切行っていない。蔵書資料の室外持ち出しは厳禁である。
　　3　蔵書資料の複写に際しては、毀損しないよう十分に注意すること。
（利用者）
第3条　図書室を利用できる者は、以下のとおりとする。
� （1）本校の教職員および非常勤教職員
� （2）本校学生（以下「学生」という。）
� （3）以下、学外者とする。
� ��a．本校の卒業生
� ��b．本校以外の岩崎学園教職員
� ��c．学校長が特に許可した者
　　2　�学外者が図書室を利用する際には、職員証、運転免許証、健康保険証な

どの身分証を持参し、事務室受付にて入室手続きを行わなければならな
い。

（利用日）
第4条　図書室は、以下の期間を除き、利用することができる。
� （1）土・日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、創立記念日
� （2）蔵書点検期間
� （3）その他、本校教務課が学校運営上の理由等により閉室と定めた日
（利用時間）
第5�条　図書室の利用時間は、原則として、利用日の8:00~21:00までとする。
　　2　上項に定めた利用時間については、必要に応じて変更する場合がある。
　　3　�上各項に定められた時間以外の利用を希望する者は、別途教務課の許可

を得なくてはならない。
（蔵書資料の返却）
第6条　蔵書資料は、閲覧後、速やかに所定の書架に戻さなくてはならない。
（厳守事項）
第7条　利用者は、以下の事項を厳守しなくてはならない。
� （1）�閲覧や勉学に直接供さないもの、および、A5サイズ（148×

210mm）以上の鞄類（PCバッグを含む）を室内に持ち込まないこ
と。ただし、貴重品については室内への持ち込みを認め、利用者が
個人の責任において管理すること。
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� （2）�私語、音読を慎み、また、携帯電話の電源を切るなど、室内を静粛
に保つこと。

� （3）飲食をしないこと。
� （4）蔵書、備品、壁、床等の設備を汚損しないこと。
� （5）机、椅子等の備品をみだりに移動しないこと。
� （6）協議または娯楽に類する会合を催さないこと。
� （7）印刷物もしくはその他物品を配布、掲示貼紙をしないこと。
� （8）室内を必要以上に占拠しないこと。
� （9）蔵書資料閲覧及び勉学以外の目的で利用しないこと。
� （10）利用に際して、教職員の指示に従うこと。
　　2　�学校は、上項（1）を利用者個人の責任において管理・保全するために、

図書室利用者用ロッカー（以下「図書室ロッカー」という。）を設置す
る。図書室ロッカーの使用については、別途規定を定める。

（処罰）
第8�条　蔵書資料を室外に帯出する等、本規定を厳守できない者および蔵書資料
を故意に毀損した者については、教務課会議での決定に基づき厳しい処罰を
行う。
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図書室ロッカー利用規定
（設置の目的）
第1�条　図書室ロッカーは、図書室利用規定第7条（1）に基づいて、利用者が図
書室内に持ち込めない物品を、各利用者個人の責任において管理・保全する
ために学校が設置するものである。

（利用者）
第2�条　図書室ロッカーは、図書室利用規定第3条で定めた図書室利用者のみ使用
できる。

（利用日および利用時間）
第3�条　利用日については、図書室利用規定第4条に定める図書室利用日とする。
用時間については、原則として、8:00~21:00までとする。（注意および厳守事項）

第4条　�図書室ロッカー利用者は、以下の事項を注意および厳守しなければなら
ない。

� （1）�図書室利用規定第7条（1）に基づき、図書室内に参考書、ノート、
筆記用具、PC（PCバックを除く）、貴重品以外の物品を持ち込む
ことはできない。

� （2）�貴重品は常に利用者が携行し、図書室ロッカーに入れることはでき
ない。

� （3）�図書室ロッカーの施錠を希望する者は、教務課より鍵を借り、南京
錠にて施錠する。

� （4）�図書室ロッカー内に保管した物品については、利用者の自己責任で
保全・管理すること。

� （5）�図書室利用終了後は、速やかに図書室ロッカー内の私物を取り出し、
鍵を借り受けた場合は教務課に返却しなくてはならない。

� （6）�図書室ロッカーの鍵は、紛失することのないように注意すること。
紛失した場合には、利用者が南京錠を購入して弁済する。

� （7）�図書室ロッカーの上に私物を放置する等の、品位を乱す行為をし
ないこと。

（処罰）
第5�条　本規定を厳守できない者および図書室ロッカーを故意に毀損した者につ
いては、教務課会議での決定に基づき厳しく処罰を行う。
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8．各種マニュアル・利用規定
シラバス活用法

　(1)�� �シラバスとは、授業の科目名、対象、開講時間、担当教員、目的・目標、
授業スケジュール、教科書、評価に関わる基準、オフィスアワーが記載され
たものである。

　　＊各項目見方
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　(2)���シラバスは授業開講1週間前を目処に公開される。公開方法は下記のとおり。
　　　1年生前期　　：縮小印刷されたものを全員に配布
　　　1年生後期　　：HR教室に1部設置
　　　2年生前・後期：HR教室に1部設置
　　　3年生前・後期：HR教室に1部設置
　　　4年生前・後期：HR教室に1部設置
　　　全学年　　　��：スタログに掲示

　(3)���スタログからの閲覧方法は別に示す。
　(4)���学生は授業開始前に必ずシラバスに目を通しておくこと。

教室・備品使用申請マニュアル

　(1)����休業日・長期休業期・通常期の規定について
　　休業日とは、以下の日を指す。
　　　ａ．土曜日
　　　ｂ．日曜日
　　　ｃ．国民の祝日に関する法律に規定する休日
　　　ｄ．創立記念日　11月1日
　　　ｅ．その他本校が必要と認めた日
　　長期休業期とは、以下の期間を指す。
　　　ａ．夏期休業　�　8月�1日から8月31日まで
　　　ｂ．冬期休業　　12月25日から翌年1月7日まで
　　　ｃ．学年始休業　��4月�1日から4月�5日まで
　　　ｄ．学年末休業　��3月21日から3月31日まで
　　　ｅ．その他本校が必要と認めた日
　　通常期とは、上記の休業日・長期休業期以外の日を指す。
　(2)����使用許可申請手順について
　　　ａ．教室・備品の使用許可は使用当日に申請が可能。
　　　ｂ．��実習室等申請が必要な教室の使用を希望する学生は、教務課カウン

ターにて『教室・備品使用願い』『教室・備品等貸出台帳』『教室使
用表』に必要事項を記入し、教務課の確認・了承を得ること。

　　　ｃ．��『教室・備品使用願い』は教室の使用前に地下の警備員室に提出する。
　　　ｄ．�使用後は使用許可を受けた学生が、教務課まで報告に行き、『教室・

　備品等貸出台帳』に教務課の確認サインを受ける。なお、17:30以降の
　終了報告は別に定める。

　(3)����各部屋の使用許可ルール
　　　＊休業日は全て原則使用不可。
　　　＊（　）内は使用可能時間を示す。
　　　ａ．HR教室
　　　　　・通常期（8:00〜17:30）
　　　　　　　　　　許可申請なしで使用できる。
　　　　　・長期休業期（9:00〜17:30）
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　　　　　　　　　　�「教室・備品使用願い」「教室・備品等貸出台帳」にて使用
　当日に申請し、許可を受ける。

　　　ｂ．実習室（201・202・203・205・301・302・303・304・306・601・603教室）
　　　　　・通常期（9:00〜21:00）
　　　　　　　　　　�「教室・備品使用願い」「教室・備品等貸出台帳」にて使用

　当日に申請し、許可を受ける。
　　　　　・長期休業期（9:00〜17:30）
　　　　　　　　　　�「教室・備品使用願い」「教室・備品等貸出台帳」にて使用

　当日に申請し、許可を受ける。
　　　ｃ．図書室
　　　　　・通常期および長期休業期（8:00〜21:00）
���　　　　　　　　　　�許可申請なしで使用できる。
　　　ｄ．学生ホール
　　　　　・通常期および長期休業期（8:00〜21:00）
���　　　　　　　　　　�許可申請なしで使用できる。
　　　ｅ．自習室（604教室）
　　　　　・通常期および長期休業期（8:00〜21:00）
���　　　　　　　　　　�許可申請なしで使用できる。
　　　ｆ．講堂（8F）
　　　　　・通常期（9:00〜21:00）
　　　　　　　　　　「教室・備品使用願い」「教室・備品等貸出台帳」にて使用
　　　　　　　　　　　��当日に申請し、許可を受ける。
　　　　　・長期休業期（9:00〜17:30）
　　　　　　　　　　「教室・備品使用願い」「教室・備品等貸出台帳」にて使用
　　　　　　　　　　　��当日に申請し、許可を受ける。
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クラス委員マニュアル

　ａ．クラス委員は2名とする。
　ｂ．クラス委員の任期は原則1年とする。
　ｃ．��クラス委員は、学校と学生の連絡がスムーズにいくようにクラス担任を補

助する。
　ｄ．��クラス委員の仕事は、週を超える長期の事務的事項で、週番で対応できな

いものを対象とする。（例:名簿作成など）
　ｅ．学生は、クラス委員の仕事が円滑に行われるように協力しなければならない。
�

週番マニュアル

　ａ．週番は各クラス2名とし、1週間ずつ学生が交代で従事する。
　ｂ．��授業開始前に、専任教員の授業の場合は1F教員室、非常勤講師の授業の場

合は講師控室に行く。（朝8:40から会議中のため、その時間帯は教員室前
で待機のこと）

　ｃ．授業担当講師に、授業での準備物と、使用教室について指示を受ける。
　ｄ．��クラスの学生に授業準備物と注意事項を連絡し、使用教室が変更された場

合はそれを伝える。
　ｅ．��603教室の音響機器を使用する場合は、教務課で専用タブレットを借りる。
　ｆ．��プロジェクター・TVリモコン・ビデオデッキなどを使用する場合は、教

務課で保管しているので借り出し、準備する。
　ｇ．その他の備品（実物投影機など）の場合は、準備方法を教務課に確認する。
　ｈ．授業で使用する資料（プリント等）があれば受け取り、授業前に配布する。
　ｉ．��授業開始時（教員が教室に入り教卓前に立ったら）と、授業終了時（教員

の終了合図の後）の起立・礼の号令をかける。
　ｊ．��チョークの本数や長さを授業前に確認し、不足のないように準備する。ま

た、授業中に用務がある場合は対応する。
　ｋ．週番だけで、備品等の運搬や準備ができない場合は、他の人に応援を頼む。
　ｌ．��放課後（授業終了後）、机と椅子を整頓させ、ゴミがあれば所定の場所に

捨てる。机の上、下、床、椅子の上等に放置された物品がある場合、教員
室まで届ける。また、スピーカー、空気清浄機、加湿器は電源を切り、コ
ンセントを抜く。

　ｍ．毎朝、空気清浄器や加湿器の水量を確認し、必要があれば給水する。
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レポート作成規定

　ａ．用紙はＡ4判とする。
　ｂ．��PCの使用を原則とするが、1年生前期はペン書きも可とし、講師の指示に

従う。
　ｃ．��ペン書きの場合、用紙は岩崎学園レポート用紙または罫線の入った用紙と

する。白紙は不可。講師が用紙を指定した場合は、そちらを優先する。
�　　　�また、PCにて作成する場合は、白紙も可とする。
　　　��＊�岩崎学園レポート用紙は、1階の証明書自動発行機にて『物品購入申請

書』（レポート用紙）を購入後、事務室窓口で受け取る。
　ｄ．表紙の記載内容は　下記　表紙例　に則り作成すること。
　ｅ．講師の指定枚数に表紙は含まないこととする。
　ｆ．ページ番号をつけること。（表紙は含まない）
　ｇ．末尾に参考文献リストをつけること。
　ｈ．左上端をホッチキスでとめること。
　ｉ．提出先は、講師の指示に従うこと。
　ｊ．��告知された期限を厳守すること。期限を過ぎたレポートは受理しない。
　　　やむを得ない理由が発生した場合は、期限前に教務課に報告すること。
　ｋ．提出期限に時間指定がない場合は、9:00締め切りとする。

（表紙例）

参考文献（表記の仕方）
（書籍の場合）
1）日本リハビリテーション医学会:リハビリテーション白書．医歯薬出版．
1998．
（論文の場合）
2）今井　拓:リハビリテーション体系．リハ医学25:100−110、1990

ホッチキス

科目名:リハ概論
課　題:障害について
講師名:○○　先生
提出期限:令和○○年○月○日
クラス:○○○
出席番号:○○番
氏　名:○○�○○
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メディカルオンライン利用規定
（趣旨）
第１条　���本規定は、株式会社メテオ（以下「メテオ」）がインターネットを利用

して運営、提供する「メディカルオンライン」（以下「MOL」。）を
本校の利用者が、自己学習および研究などにおいて効率的に使用できる
ようにすることを目的とする。

（利用目的）
第２条　MOLの利用目的は次のとおりとする。
� （1）文献検索
� （2）書誌情報
� （3）文献閲覧（および全文ダウンロード）
（利用者）
第３条　MOLを利用できる者は、以下のとおりとする。
� （1）本校の教職員及び非常勤教職員
� （2）本校学生（以下「学生」。）
（利用期間）
第４条　��学生は、1学年から4学年までの在学期間とし、本校の教職員および非常

勤教職員は、就業期間とする。
（ID／パスワード認証管理）
第５条　��ID／パスワードは、セキュリティの観点から前期・後期に変更を行う。

変更されたID／パスワードは、適時学生、本校の教職員および非常勤教
職員に担当者より伝達を行う。

（厳守事項）
第６条　利用者は、以下の事項を厳守しなくてはならない。
� （1）ID／パスワードは、学外者に漏洩してはならない。
� （2）一度に大量のダウンロード行為をしてはならない。　
� （3）��特定の雑誌のみを目的とした大量のダウンロード行為をしてはな

らない。　
� （4）MOL上の情報の改ざん、消去行為をしてはならない。
� （5）ウィルス等の有害なプログラムの送信行為をしてはならない。
（処罰）
第７条　��厳守事項に反したものは、教務課会議での決定に基づき厳しい処罰を行

う。
付　　則�
この会員規約は、2009年3月9日から実施する。
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学校用アカウントの利用について

　本校在校生にはGoogle� Workspaceを利用して学校専用のアカウントを配布
します。
　学校からの連絡は電話連絡や掲示板での告知の他にこの学校専用アカウントの
メールアドレスに届くことがあります。学生は各自できちんと確認できるよう設
定しなければなりません。
　また、このアカウントはすべて実名で利用することになります。発言や情報公
開は責任を持ち、誰が見てもよいものにしてください。各自のプライバシーに十
分配慮するとともに、臨床実習で取り扱う情報の保護を徹底してください。マ
ナーを守り思いやりの心をもって利用しましょう。
　なお、本校で利用する学習管理システム（スタログ）においては、この学校用
アカウントをIDとして利用します。

・Google�Workspace各種サービスについて

主要サービス 概　　要
Gmail E-mail送受信に利用します。
Googleチャット 個人的な連絡に利用します。
Googleグループ メーリング�リストやディスカッション�グループを作成
Googleドライブ オンラインストレージ。ファイル共有に利用します。
Googleカレンダー スケジュール管理、共有が可能です。

　その他Google�map、�Googleサイトなど、Googleが提供する各種サービスを
利用可能です。利用にあたっては各利用規約をご確認ください。

・学生用HP
　学生専用ページを用意しました。下記QRコードを読み取り、
設定を進めてください。

　　　　https://sites.google.com/reha.iwasaki.ac.jp/studentycr

　学生専用ページの表示には学校用アカウントへのログインが必要です。
初回ログインの場合はパスワードの変更が求められますので、他人にわからな
い安全なものを設定してください。

・利用にあたっての注意
　Google� Workspaceを利用して学校との連絡が可能ですが、メールや共有
機能での欠席連絡、遅刻連絡は一切認めません。やむを得ず授業や面談、説明
会等に欠席する場合は必ず担当者に電話連絡をしてください。
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9．健康管理・カウンセリング
(1)���健康管理
　ａ．定期健康診断
　　�　全学生を対象に毎年春に定期健康診断を実施しています。この健康診断は、
学校保健安全法に基づき必ず受けなければならない義務があります。また、
就職活動にも必要となりますので、必ず受診してください。

　ｂ．病院の紹介
　　・横浜市北東部中核施設横浜労災病院� TEL　045−474−8111
　　　〒222-0036　横浜市港北区小机町3211
　　・東戸塚記念病院� TEL　045−825−2111
　　　〒244-0801　横浜市戸塚区品濃町548−7
　　・菊名記念病院� TEL　045−402−7111
　　　〒222-0011　横浜市港北区菊名4−4−27
　　・舟波整形外科クリニック� TEL　045−439−6660
　　　〒222-0032　横浜市港北区大豆戸町639-2
　　　　　　　　　Kメディカルトレーニングセンター1F
　ｃ．遠隔地被保険者証
　　�　健康保険被保険者証を持っていない自宅外通学生は、思わぬけがや病気に
備えて「遠隔地被保険者証」を取り寄せてください。「遠隔地被保険者証」
は、証明書自動発行機で「在学証明書」を発行し、扶養者の勤務先または市
区町村役所に提出して交付を受けてください。

　ｄ．学生生徒災害傷害保険
　　�　授業中（実習・実技も含む）、休憩時間中、登下校中、あるいは学校施設
管理下において受けた傷害、および学校行事中、課外活動中に受けた傷害な
どに適用されます。これらの事態が発生した場合には、速やかに教職員に相
談してください。適用内容、手続きなどについて説明します。

　ｅ．個人賠償責任保険・施設所有管理賠償責任保険
　　�　外部実習中に、実習先で他人の身体・生命を害し、または、他人の財物を
壊して損害を与え、法律上の賠償責任を被った場合、適用されます。何か起
こった場合には、速やかに実習担当の教員または担任に相談してください。
適用内容、手続きなどについて説明します。

(2)���カウンセリング
　ａ．次のような悩み相談は、クラス担任またはカウンセラーに相談してください。
　　・勉強、友人関係や家庭環境等の悩みで学習効果が上がらない場合
　　・奨学生制度、学資支援等の相談
　ｂ�．悩み・相談については、スクールカウンセリングを受けることができます。
詳細は、クラス担任にお問い合わせください。
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10．災害時の避難方法
(1)���日頃の心得
ａ．火災報知機、非常階段（外側非常階段、内側非常階段）、避難場所および
消火器の設置場所の確認、ならびに取り扱い方法は、各自、訓練の際に確
認してください。

ｂ．毎年実施される防災訓練には、常に真剣な態度で参加してください。
(2)���避難方法について
ａ．災害時の状況や避難に関する指示命令の伝達は、すべて非常放送で行いま
す。

ｂ．授業中に地震や火災が発生した場合は、授業担当の教員が誘導員ですので、
誘導員の指示に従って避難してください。

ｃ．地震や火災の時には、自動的にエレベーターが止まりますので、災害時の
エレベーターの使用はしないでください。

(3)���登下校中の対処方法について
ａ．登下校中に大規模災害が発生した場合は、全員帰宅を原則として、自宅待
機とします。ただし、帰宅するより学校に登校した方が安全であると各自
が判断した場合は登校し、教職員の指示に従ってください。

ｂ．災害の状況によって、帰宅または登校が困難な場合は、最寄りの避難場所
等で安全が確認されるまで待機してください。

・災害用伝言ダイヤル　171
　�　災害用伝言ダイヤルは、大規模な災害が発生した際の、被災地の方々との
『声の伝言板』です。伝言の録音・再生は、被災地の方の自宅の電話番号を
使って行います。
　�　具体的には、被災地の方が録音した安否などに関する情報を他の地域の方
が聞いたり、逆に「応援に行く」などの伝言を被災地の方に伝えることもで
きます。
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(4)���非常階段配置図およびＡＥＤ（自動体外式除細器）の設置について

東戸塚1号館
（3階レイアウトで例示）

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置場所:1階正面玄関入口

306

301302303

304 305

中側非常階段

外側非常階段

絵画、織物、手芸室

装具加工室 資料室

男子便所
女子便所

エレベーター
ホール

日常動作訓練室 金工、木工、陶工室レクリエーション室
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東戸塚2号館
（3階・地下3階体育館レイアウトで例示）

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置場所：3階職員室

301
相談コーナー

学校長室

会議室
講師控室

保健室

303
コンピュータ
実習室

304
図書室

305
教職員室302

学生
ラウンジ

  内側非常階段  3F

外側非常階段○  消火器
　  屋内消火栓

男子便所

女子便所

リズム&
リトミックアトリエ

体育館

  B3F

○  消火器
　  屋内消火栓

  内側非常階段

外側非常階段

男子便所 女子便所
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(5)���震災時および広域避難場所
a．横浜西口エリア

　　横浜西口1号館
　　　＜震災時避難場所＞� 岡野中学校
　　　＜広域避難場所＞�� 三ツ沢競技場一帯
　　横浜西口2号館
　　　＜震災時避難場所＞��青木小学校
　　　＜広域避難場所＞� 三ツ沢競技場一帯及び�
� ノースピア本館前広場

b．東戸塚エリア

東戸塚1号館・2号館
　　＜震災時避難場所＞� 東品濃小学校
　　＜広域避難場所＞� 戸塚カントリークラブ一帯

横浜西口２号館
〈震災時避難場所〉青木小学校
〈広域避難場所〉ノースピア本館前広場

三ツ沢競技場一帯

青木小学校
横浜西口１号館

市民防災センター

天理ビル

本覚寺

至 東京横浜駅至 小田原

岡野公園

横浜ベイ
シェラトン&タワーズ
横浜ベイ
シェラトン&タワーズ

神奈川
県民センター
神奈川
県民センター

高島屋高島屋 モアーズモアーズ

反町駅反町駅

ヨドバシカメラヨドバシカメラ

横浜西口２号館
幸ヶ谷小
神奈川駅前局 瑞穂橋

↑

〒〒

青木通

青木橋

ノースピア本館前広場

岡野中学校

東品濃
小学校

戸塚カントリー
クラブ

横浜保育福祉
専門学校

横浜リハビリ
テーション
専門学校

横浜
銀行

至 

小
田
原

至 

東
京

東
戸
塚
駅

→

品
濃
中
央
公
園
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11．各種変更手続
　�　学校に登録されている、住所や保護者、氏名等が変更になる場合、速やかに
事務室に届け出てください。なお、各種届出用紙は事務室にありますので申し
出てください。
(1)���住所変更について
　�　本人および保護者の住所が変更になった場合は、「住所変更届」に必要事項
を記入し、押印のうえ、事務室に提出してください。本人の住所変更の場合は、
事務室で通学証明の記載住所および通学区間の変更手続きも同時に行ってください。
(2)���保護者変更について
　�　保護者の変更があった場合、「保護者変更届」に必要事項を記入し、押印の
うえ、事務室に提出してください。
(3)���氏名変更について
　�　本人の氏名が変更になる場合、「氏名変更届」に必要事項を記入し、押印の
うえ、戸籍抄本を添付し事務室に提出してください。また、学生証の再発行手
続きも同時に行ってください。
(4)���学費等請求先の変更
　�　学費および教材費の支払者は、原則として保護者となっています。やむを得
ず学費支払者が保護者と異なる場合は、「学費等請求先変更届」を事務室に提
出してください。

12．各種証明書の発行
(1)���諸証明書および手数料

(2)���発行手続き
　a．上記証明書は、証明書自動発行機にて発行手続きを行ってください。（即

時発行）
　b．上記以外の証明書については、事務室で発行しますので、問い合わせてく

ださい。なお、証明書発行手数料は200円となります。
　c．証明書自動発行機および事務室の受付時間は午前8時45分から午後5時まで

です。ただし、土曜日・日曜日・国民の祝日・年末年始・創立記念日には、
発行の申込を受け付けません。

　d．証明書自動発行機は、時期によっては混雑しますので、早めに手続きを行
うよう心がけてください。また、操作方法の誤りなどで取扱中止になった
場合、復旧までに時間がかかりますので、操作には十分注意を払ってくだ
さい。

No.
1
2
3
4

証明書の種類
在学証明書
成績証明書
卒業見込証明書
健康診断書

手数料
100円
100円
100円
100円

使用用途
保険加入等
就職活動等
就職活動等
就職活動等
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13．厚生施設の利用
(1)���厚生施設
　ａ�．宿泊施設
� 箱根研修所
� 〒250-0522� 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根159−57
� TEL　0460−84−6811
　ｂ�．スポーツ施設
� 体育館（新横浜2号館・東戸塚2号館）
� フットサル・テニスコート（新横浜2号館屋上）
� フットサル・バスケットコート（横浜西口1号館9階屋上）
(2)���申込・利用方法
　�　申込・利用方法の詳細については、事務室で「利用規程」を入手のうえ、問
い合わせてください。
　ａ�．宿泊施設
　　・�利用希望者は、事務室発行の「箱根研修所利用申込書」に必要事項を記入

し、保護者印（独居者はクラス担任の確認印）を押印のうえ、申込手続き
を行ってください。

　　・�利用申込の受付は、利用希望日1ヶ月前にあたる日の午前9時から10日前の
午後5時までとします。

　　・宿泊日数は2泊までとします。
　ｂ�．スポーツ施設
　　・�利用希望者は、事務室発行の各「利用申込書」に、必要事項を記入のうえ、

申込手続きを行ってください。
　　　�利用申込の受付は、利用希望日の1ヶ月前の9:00から開始します。受付締切

日時は次のとおりです。なお、利用できるのは学生および卒業生（同伴条
件あり）です。詳細は利用規定を確認してください

　ｃ．スポーツ施設の優先予約申込
　　・�岩崎学園公認のクラブ・サークルについては、スポーツ施設優先予約申込

が認められます。
　　・�優先予約を希望するクラブ・サークルは、事務室発行の「優先予約申込

書」に必要事項を記入のうえ、利用希望日の前々月の25日17:00までに申込
手続きを行ってください。

フットサル・テニスコート
（新横浜2号館）
体育館（新横浜2号館）
フットサル・バスケットコート
（横浜西口1号館）

平日・土曜日
に利用したい場合

日曜・祝日・学園休日
に利用したい場合

前日(最終平日)
17:00まで

最終平日
17:00まで

前日(最終平日)
15:00まで

最終平日
15:00まで

体育館
（東戸塚2号館）
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14．クラブ・サークル
　クラブまたはサークルとは、学生の自主的な交流を通して人間形成を図ること
を目的に、文化・体育・学術研究の活動を行う団体をいいます。
(1)���サークルの登録
　�　サークルとして登録を希望する団体は、事務室に申請書類を提出してくださ
い。なお登録は、随時受け付けます。登録手続きの詳細については、事務室に
問い合わせてください。
(2)���クラブの登録
　�　クラブの登録は、サークル活動を参考に審査し、認められた団体に対しては、
活動援助金を給付します。登録手続きについては、事務室に問い合わせてくださ
い。
(3)���見学・入部
　�　クラブ・サークルの見学や入部手続きについては事務室に問い合わせてください。
　�　在籍している学校以外のクラブ・サークルで、入部可能な団体もありますの
で、詳細は事務室に問い合わせてください。

･Brass Band（ブラスバンド）
･つなぐカフェ
･あおぞらぐみ（ボランティア）
･陶芸クラブ
･スマイル（手話）

･FC苺（フットサル）
･男子バスケットボールクラブ
･女子バスケットボールクラブ
･野球サークル　
･バレーボールサークル　
･バドミントンサークル
･BERRYS（チアリーディング,ダンス）
･19YCRテニス
･ハンドボールサークル
･フラダンスサークル

クラブ・サークル一覧（令和3年3月時点）
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15．ほう賞
(1)�　本校在学生で、学業成績優秀にして他の学生の模範となる者は、これを表彰
します。

(2)　本校在学生で、学業の他にも他の学生の模範となる者は、これを表彰します。

16．学生納付金
(1)���学費
　�　学費とは、授業料、設備費および実習費に、入学年次には入学金を加えたも
のをいいます。学費は、封書で通知しますので、期限までに指定の金融機関に
振り込んでください。
(2)���教材費その他
　�　教材費は、教科書代、配付教材費等学科別に授業内で使用するものの費用で
す。教材費は、請求金額の明細を提示したうえで別途請求します。
(3)���学籍変更時の学費・教材費
　�　留年等学籍変更となった場合の学費および教材費は下記のとおりです。
なお、教材費につきましては繰越金の有無、次年度のカリキュラム変更や増税
等によって金額が変化します。詳細は学費・教材費担当者までお問い合わせく
ださい。

留年の場合

学　　費 130万円（年額） 分割納入可能

教 材 費

約5~8万円
（学年学科による）

PCソフトウェア・保守点検費、プリント等
配布教材費、業者模試、健康診断、学生保険、
図書費学生諸費など
4年次の卒業関連費は前年度納入分を繰り越
します。

外部実習費
　※実施予定の場合

留年時に臨床実習を履修する場合はその費用
を請求いたします。金額は実習期間によって
異なります。

教科書代 基本的には不要
ただし、カリキュラム変更等で履修していな
い科目が留年時に行われる場合は該当科目の
教科書の購入が必要です。



− 40 − − 41 −

卒業延期の場合

学　　費 67万円（年額） 分割納入不可
4月5日締めにてご請求いたします。

教 材 費 約7~8万円

PCソフトウェア・保守点検費、プリント等
配布教材費、業者模試、健康診断、学生保険、
図書費、学生諸費など。卒業関連費は前年度
納入分を繰り越します。
※前年度に臨床実習を履修し、外部実習費に
余剰金がある場合はその分を差し引いてご請
求いたします。

教科書代 基本的には不要 ただし、必要に応じて最新の問題集などを購
入いただく場合があります。

休学の場合

年度開始前の休学 次年度の学費・教材費とも請求はいたしません。
教材費は繰越金をそのままお預かりし、復学時に使用します。

年度途中の休学
学　　費

年間の学費が必要です。納入後の返金はいた
しません。また、分割納入の場合は第2期学
費を請求いたします。
（分納誓約書の通り）

教 材 費 当該年度にお支払いいただいた分を精算し、
未使用分は次年度に繰り越します。

退学の場合

年度開始前の退学 次年度の学費・教材費とも請求はいたしません。
教材費は繰越金をご返金致します。

年度途中の退学
学　　費

年間の学費が必要です。納入後の返金はいた
しません。また、分割納入の場合は第2期学
費を請求いたします。
（分納誓約書の通り）

教 材 費 当該年度にお支払いいただいた分を精算し、
繰越金を含め未使用分をご返金いたします。
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17．奨学生制度・特待生制度
(1)���岩崎学園奨学生制度
　�　岩崎学園奨学生は本学園独自の奨学生制度です。学業成績、人物が優秀であ
り、自立心が旺盛だが、経済的な理由により学資が不足する者に対して、希望
者の中から選考のうえ、奨学金を貸与する制度です。
　　希望者は校内で行なわれる説明会に出席してください。
(2)���(独)日本学生支援機構奨学金制度
　�　経済的理由により学資が不足する者に対して、人物、学業、健康の基準を満
たす希望者の中から選考され、採用者に一定の奨学金が貸与される制度です。
　�　定期募集については、4月（予定）に説明会を実施しますので、希望者は必
ず出席してください。
　�　また、出身校にて、予約採用の手続きを行っている者は、入学後、本採用に
関する説明会を実施します。
　�　なお、家計急変などの緊急時は、随時対応しますので、奨学金担当に相談し
てください。
(3)�　高等教育の修学支援新制度（給付型奨学金と授業料等減免）
　国の新しい修学支援制度で、家庭の経済状況に左右されずに、意欲のある者が、
社会で活躍する人材を育成できる高等教育機関に進学し、学ぶことができるこ
とを目的とするものです。本校は、本制度の要件を満たすことの確認を受け、
対象機関となっております。詳細は奨学金担当にお問い合わせください。
(4)���一般財団法人岩崎ともみ奨学財団　奨学生（給付型）
　�　一般財団法人岩崎ともみ奨学財団が指定する大学、大学院大学、または専門
学校に在学し、学業・人物とも優秀かつ健康でありながら、経済的理由により
職業教育を受けるための修学が困難な学生に対して、給付型の奨学金を給付す
る制度です。
(5)�　神奈川県理学療法士および作業療法士修学資金等その他奨学生
　�　募集がある都度、掲示でお知らせするか、または説明会を実施します。また、
各種奨学生の応募申請等の問合せ・相談については、奨学金担当にお問い合わせ
ください。
(6)�　特待生制度
　�　本制度は、単に理学療法士・作業療法士になりたいという強い意志を持った
学生の経済的な支援を行うだけではなく、広く優秀な人物を募り、卒業後は社
会貢献に寄与する人材を育成することを目的とした制度です。特待生として選
抜されると、学費のうち年間授業料を全額免除、または半額を減免します。
　�各学年の成績をもとに再選抜します。したがって、毎年本人の努力次第ですべ
ての学生に特待生として選抜されるチャンスがあります。
(7)　内部特待生制度
　�　本制度は、学業と両立しながら将来に役立つ各種資格・検定等を目指す、学
園祭やサークル等の学内活動で中心的役割を果たす、学生募集活動に協力する、
国家試験対策勉強会等を主催する等、学業と両立しながら学校・地域社会に貢
献する活動を行う人材を対象とした制度です。内部特待生として選抜されると、
学費のうち年間授業料の半額を減免します。2〜3学年が対象です。希望者は説
明会に参加してください。
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18．岩崎学園校友会および同窓会
　岩崎学園創立70周年記念事業の一環として、1998年11月1日、卒業生の親睦およ
び相互扶助を目的とする「岩崎学園校友会」が設立されました。岩崎学園校友会
とは、岩崎学園7校の専門学校（横浜ｆカレッジ・情報科学専門学校・横浜医療情
報専門学校・横浜デジタルアーツ専門学校・横浜リハビリテーション専門学校・
横浜保育福祉専門学校・横浜実践看護専門学校）の同窓会を支援する統合団体で
す。
　岩崎学園校友会の主な活動は、次のとおりです。
　　①総会の開催
　　②各校同窓会の運営支援
　　③学園情報の発信
　　④会報誌の作成、発送
　　⑤会員データの管理
　学生は、本校を卒業すると岩崎学園校友会会員（同窓会会員）となります。
　また、岩崎学園校友会は7校の会員および職員で構成されており、毎年卒業年次
生より2名の幹事を選出しております（役員任期：2年）。
　岩崎学園校友会は、学生が卒業後も学校を有効に活用できるように、そして最
新の情報を得ることができるようにと努力をしておりますが、その他、岩崎学園
校友会へのご要望や質問等は、校友会事務局まで連絡してください。

校友会事務局
　　〒221-0835　横浜市神奈川区鶴屋町2−17
� 相鉄岩崎学園ビル
� Tel：045−311−5562
� E-mail:slife@iwasaki.ac.jp



履修要項等
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１．試験規程
(1)　定期試験
　ａ．定期試験には、前期学期末試験と後期学期末試験（以下、「定期試験」と

いう。）がある。
　ｂ．定期試験の実施形態は、筆記試験または実技試験とする。ただし筆記試験

は、課題・作品提出、口頭試問をもってこれに代えることができる。
　ｃ．以下の者は、その該当科目すべてを不合格とする。
　　　・欠席時間数が該当授業科目時間数の３分の１を超えた者。
　　　・学生納付金未納の者。ただし、正当な理由により許可を受けた時はこの

限りではない。
　ｄ．定期試験の実施要項（試験日程、教室割等）は試験2週間前に、掲示を

もって発表する。
　ｅ．定期試験を欠席した者は、正当な理由のある場合のみ追試験を受けること

ができる。
　ｆ．不合格科目については、規定の範囲内で再試験を受験することができる。

受験資格については、教務課会議にて検討する。
　ｇ．試験期間中に不正行為があった場合は、全科目の試験を無効とし、教務課

会議を経て処分する。
(2)　受験上の注意
　ａ．受験に際しては机上に学生証を提示することとし、学生証のない者には受

験を認めない。ただし、申し出により「仮学生証」を発行する。
　ｂ．試験開始後30分以内の遅刻については受験を認める。遅刻した場合は、ま

ず試験会場に向かい、試験監督の指示に従うこと。
　ｃ．「仮学生証」および「受験許可証」については定期試験の期間内に2回ま

で発行するものとする。
　ｄ．試験時間は60分とする。実技試験等で出題者が別に試験時間を指定した場

合はその限りではない。
　ｅ．受験時は机の下に教科書・資料を含め何も置いてはならない。
　ｆ．試験会場がホームルーム以外の場合は鞄を持参し、試験開始前に教科書・

資料を鞄の中に入れて足元に置き、通路を確保すること。
　ｇ．机上には学生証の他に筆記用具、時計のみ置くことを許可し、携帯電話・

スマートフォンは認めない。やむを得ずティッシュ、ハンカチ等が必要な
場合は、試験開始前に試験監督者に申請し、許可を得なければならない。
ひざ掛けについても同様である。

　ｈ．学生証、消しゴム、ティッシュ等はケースから出しておくこと。
　ｉ．試験問題、答案用紙には必ず記名すること。無記名の場合は答案を無効と

する場合がある。
　ｊ．受験中の私語は一切禁止する。
　ｋ．受験中の質問はあらかじめ挙手のうえ、試験監督者の許可を得て行わなけ

ればならない。
　ｌ．その他受験に際しては、すべて試験監督者の指示に従わなければならない。
　m．前各項の規定に違反した者は試験監督者の判断によって退席を命じられることがある。
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　ｎ．受験後、試験問題および答案を提出しない者は当該科目を不合格とし、か
つ再試験の受験を認めない。

　ｏ．途中退室する場合は学生証を含め、貴重品は必ず所持し、静かに退室する
こと。

　ｐ．途中退室した学生の再入室は認めない。
　ｑ．途中退室後は廊下の移動を含め、私語は慎むこと。
　ｒ．筆記試験に代わる課題・作品提出については、当該科目の授業内で告知し

たうえで、提出期限その他必要事項は、掲示をもって指示する。ただし、
提出の最終期限は、定期試験の期間内とする。

　ｓ．課題・作品は、必ず本人自身が所定の期日に所定の場所に提出しなければ
ならない。

　ｔ．口頭試問においては、指示を持って指定された期日に各授業担当者が行う。
(3)　追試験［定期試験欠席者］
　ａ．追試験は、定期試験を病気・忌引・就職活動等やむを得ない事情で欠席し

たと認められた場合に受験することができる。
　ｂ．追試験の受験を希望する者は、指示された期間内に欠席の理由が証明でき

る証明書を添付のうえクラス担任印を押した「追試験受験申込書」を事務
室に提出しなければならない。

　　　［証明書］
　　　　・病気の場合は、診断書または医療機関の領収書などを添付する。
　　　　・忌引の場合は、「忌引届」を添付する。
　　　　・就職活動の場合は、証明書は不要だが、「追試験受験申込書」の欠席

理由覧に「就職活動のため」と記入し、併せて、活動日・活動先（施
設名等）・活動内容（面接・見学等）を記入すること。

　ｃ．追試験の受験に際しては机上に「追試験受験許可証」を提示しなければな
らない。

　ｄ．追試験がレポート課題の際には、「追試験受験許可証」を添付のうえ提出
しなければならない。

　ｅ．理由のいかんにかかわらず、追試験に欠席した場合、当該科目の定期試験
の得点を零点とする。

　ｆ．追試験における不合格科目については、再試験を受験することができない。
(4)　再試験［定期試験不合格科目対象］
　ａ．再試験は、定期試験の不合格科目を対象に規定の範囲内で実施する。
　ｂ．再試験の受験を希望する者は指示された期間内に必ずクラス担任印を押し

た「再試験受験申込書」を事務室に提出しなければならない。
　ｃ．理由のいかんにかかわらず再試験に欠席、または所定の得点を取得できな

かった場合は、当該科目は不合格とする。
　ｄ．再試験の受験料は、1科目につき2,000円とする。
　ｅ．再試験の施行時期は、原則として学期末とする。
　ｆ．受験料未納者は、再試験を受験することはできない。
　ｇ．再試験の受験に際しては机上に「再試験料受領書・再試験受験許可証」を

提示しなければならない。
　ｈ．再試験がレポート課題の際には、「再試験料受領書・再試験受験許可証」

を添付のうえ提出しなければならない。
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２．成績評価
(1)　評価基準
　　　各科目の定期試験の得点および授業内平常点（課題・作品提出等）から評
価点を算出し、それをもとに次の基準で行う。

　ａ．５段階評価［評価点が算出可能な場合］
　　　・評価点90点以上 「S」評価
　　　・評価点80点以上90点未満 「A」評価
　　　・評価点70点以上80点未満 「B」評価
　　　・評価点60点以上70点未満 「C」評価
　　　・評価点60点未満 「D」評価
　ｂ．２段階評価［評価点が算出不可能な場合］
　　　・「認」評価
　　　・「否」評価
(2)　再試験の成績の評価については、評価点60点以上を「Ｃ」評価とする。
(3)　成績の評価の「 S」、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」および「認」評価を合格、

「Ｄ」および「否」評価を不合格とする。合格した科目については、所定の
単位を認定する。

(4)　客観的な指標の設定
　　　5段階評価による科目を対象に下記の基準で各科目のGPを算出。その平均
値（GPA）によって各学生の成績と学科の成績分布を確認する。

　　　・「S」評価：4.0
　　　・「A」評価：3.0
　　　・「B」評価：2.0
　　　・「C」評価：1.0
　　　・「D」評価（不合格）：0.0
　　　※2段階評価は除外する。
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３．履修要項
(1)　進級および卒業の要件
　　各学年で、次に示す単位を修得しなければならない。

(2)　留年
　　修得すべき学年において1科目でも必修科目に不合格があれば、原則的に留
年の扱いとなる。ただし、これについては年度末の進級判定会議にて総合的に
判断されたうえで決定する。
　　4年次については、必修科目に不合格があれば、卒業判定会議を経て決定さ
れる。

(3)　卒業延期
　　卒業延期の対象は、理学療法学科にあっては4年次履修科目である理学療法
リテラシー、作業療法学科にあっては4年次履修科目である作業療法リテラ
シーに不合格となった者である。
　　期間は1年間とし、さらに1年間卒業を延長することができる。

理学療法学科 作業療法学科
１年次
２年次
３年次
４年次
計

42
34
39
19
134

42
29
41
19
131



学校基本方針
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　アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）
① 社会のルールとマナーを守り、心身ともに健康である。 
② 広い視野に立ち、周囲の人々と思いやりを持ってコミュニケーションがとれる。
③ 医療課程を学ぶに必要な学習習慣やその能力を備えている。 
④ 困難なことに立ち向かう逞しさと探究心を持つ。 
 
　カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 
（理学療法学科） 
① 科学的根拠に基づいた臨床的思考を備えるための臨床教育課程を編成する。 
 （研究法、理学療法セミナー、総合演習、臨床実習） 
② 医療・地域・福祉分野に貢献できる知識や技術を習得できる教育課程を編成する。
 （理学療法概論、地域リハビリテーション論・演習） 
③ 常に学び続け、時代の変化・先端医療に対応できる教育課程を編成する。 
 （IT活用法、リハビリテーションロボティクス、外国語リテラシー） 
 
（作業療法学科） 
① 作業療法士としての地域（医療のみならず地域・福祉・保健・教育・労働）社
    会活動へ貢献できる知識や技術を早期から習得できる教育課程を編成する。 
 （作業療法概論Ⅲ、見学実習、基礎実習） 
② 作業療法士としての科学的な探究心と根拠に基づいた臨床実践教育課程を編成
    する。 
 （IT活用法、研究法、トレーニング理論） 
③ グローバルなコミュニケーション能力を備えた、人間性豊かな自律性の高い学
    生となる教育課程を編成する。 
 （カウンセリング心理学、心理学、教育学、外国語リテラシー） 
 
　ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針） 
① 理学療法士・作業療法士として社会貢献を志向する人材 
 （利他的思考、職業観、人生観） 
② 理学療法士・作業療法士として最良の結果を追い求める人材 
 （プロ意識、問題解決能力、積極性、探究心） 
③ 理学療法士・作業療法士として相手の気持ちに寄り添える人材 
 （豊かな人間性、コミュニケーション能力） 




