
【歯科衛生学科・１年次】
回答率 評価平均

(%) (４点満点)

生物学 1年 前期 藤兼 92% 3.46

情報処理概論　Ⅰ 1年 後期 井上 100% 3.07

情報処理概論　Ⅰ 1年 後期 川口 83% 3.92

情報処理実習　Ⅰ 1年 後期 井上 100% 3.08

情報処理実習　Ⅰ 1年 後期 川口 83% 3.89

英語　Ⅰ 1年 前期 高瀬 94% 3.66

英語　Ⅰ 1年 後期 高瀬 93% 3.77

英語　Ⅰ 1年 前期 バレリ 91% 3.92

英語　Ⅰ 1年 後期 バレリ 80% 4

英語　Ⅰ 1年 前期 ジョシュア 100% 3.85

英語　Ⅰ 1年 後期 ジョシュア 100% 3.05

英語　Ⅰ 1年 前期 ジュリアン 90% 3.33

英語　Ⅰ 1年 後期 ジュリアン 90% 3.39

健康生理学Ⅰ 1年 前期 町田 92% 3.46

健康生理学Ⅱ 1年 後期 町田 77% 3.76

解剖学 1年 前期 児玉 72% 3.15

口腔組織学 1年 前期 畠山ほか 84% 3.31

口腔解剖学 1年 後期 児玉ほか 83% 3.46

口腔生理学 1年 前期 鍛治屋 91% 3.16

口腔生化学 1年 後期 石橋 90% 3.48

口腔病理学 1年 後期 橋本ほか 95% 3.59

口腔微生物学 1年 前期 永尾ほか 88% 3.08

歯科薬理学 1年 後期 福泉 95% 3.11

口腔衛生学Ⅰ 1年 前期 松尾 91% 3.29

口腔衛生学Ⅱ 1年 後期 松尾 95% 3.52

歯科衛生士概論 1年 前期 黒木ほか 92% 3.40

歯科臨床概論 1年 前期 升井ほか 91% 3.22

歯科保存修復 1年 後期 貴島 93% 3.76

歯内治療学 後期 力丸 95% 3.32

歯科補綴学 1年 後期 後藤 98% 3.71

口腔外科学 1年 後期 升井 95% 3.39

小児歯科学 1年 後期 馬場ほか 92% 3.76

矯正歯科学 1年 後期 廣瀬ほか 97% 3.41

歯科予防処置論（講義）Ⅰ 1年 前期 黒木ほか 92% 3.46

歯科予防処置実習 Ⅰ 1年 前期 黒木ほか 94% 3.74

歯科予防処置実習 Ⅱ 1年 後期 前田ほか 87% 2.81

歯科保健指導実習 Ⅰ 1年 前期 堀部ほか 95% 3.36

歯科保健指導実習 Ⅱ 1年 後期 堀部ほか 97% 3.46

歯科診療補助論（講義）Ⅰ 前期 升井ほか 95% 3.18

歯科材料学 1年 前期 川口 80% 3.47

歯科診療補助実習 Ⅰ 1年 前期 石井ほか 90% 3.38

歯科診療補助実習 Ⅱ 後期 前田ほか 97% 3.49

物理学*** 1年 前期 川口 84% 3.03

化 学*** 1年 前期 早川ほか 91% 3.16
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【歯科衛生学科・２年次】
回答率 評価平均

(%) (４点満点)

情報処理概論Ⅱ 2年 前期 井上 86.1 3.5

情報処理概論Ⅱ 2年 前期 川口 54.5 3.7

情報処理実習Ⅱ 2年 前期 井上 86.1 3.5

情報処理実習Ⅱ 2年 前期 川口 54.5 3.7

経済学 2年 前期 永星 66.2 2.9

英語Ⅱ 2年 前期 ジュリアン 100.0 3.3

英語Ⅱ 2年 前期 ジョシュア 82.0 3.3

英語Ⅱ 2年 前期 バレリ 94.1 3.6

英語Ⅱ 2年 前期 高瀬 87.3 3.5

キャリアデザイン 2年 後期 升井他 52.9 3.5

全身疾患の病態・生理 2年 前期 大倉 88.2 3.6

衛生学・公衆衛生学 2年 前期 埴岡他 61.8 3.4

看護学総論 2年 後期 末松他 83.3 3.3

歯周病治療学 2年 前期 力丸 85.3 3.2

障害者歯科学 2年 前期 小島 61.8 3.2

高齢者歯科学 2年 前期 内藤他 82.4 3.5

歯科放射線学 2年 後期 湯浅他 78.9 3.2

歯科麻酔学 2年 前期 冨永他 78.9 3.3

歯科予防処置論Ⅱ 2年 後期 力丸他 82.4 3.3

歯科予防処置実習Ⅲ 2年 前期 前田他 67.6 3.4

歯科予防処置実習Ⅳ 2年 前期 黒木他 97.1 3.5

歯科予防処置実習Ⅴ 2年 後期 貴島他 81.3 3.3

歯科保健指導論Ⅰ 2年 前期 堀部他 69.1 3.3

歯科保健指導論Ⅱ 2年 後期 堀部他 83.1 3.3

栄養学 2年 前期 中園 85.3 3.5

食育 2年 後期 中園 84.8 3.4

歯科保健指導実習Ⅲ 2年 前期 堀部他 97.1 3.2

歯科保健指導実習Ⅳ 2年 後期 堀部他 81.4 3.2

歯科診療補助論Ⅱ 2年 後期 力丸他 91.2 3.5

歯科診療補助実習Ⅲ 2年 前期 後藤他 94.1 3.4

歯科診療補助実習Ⅳ 2年 後期 石井他 82.4 3.3

口腔介護論 2年 後期 堀部他 91.2 3.3

口腔介護技術 2年 後期 堀部他 88.2 3.5

コミュニケーションスキル 2年 後期 林 100.0 3.6

接遇 2年 後期 野田 66.2 3.4

中国語 2年 後期 王 77.6 3.2

韓国語 2年 後期 姜 80.0 3.5

心理学 2年 前期 荒木 92.6 2.8

倫理学 2年 前期 永嶋 93.3 3.2

選択 介護研修 2年 後期 末松他 97.1 3.4
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【歯科衛生学科・３年次】
回答率 評価平均

(%) (４点満点)

歯科衛生統計 ３年 前期 松尾・嶋田 89.0 3.17

衛生行政 ３年 前期 渡辺 82.0 2.99

社会福祉論 ３年 前期 古野 85.0 3.43

口腔保健テーマ別講義 ３年 後期 升井 78.0 3.28

卒業研究 ３年 後期 升井 94.0 2.98

臨床実習 ３年 通年 升井 100.0 3.33

口腔介護施設実習
　サンシャインシティ

３年 後期 升井 100.0 3.22

口腔介護施設実習
　サンシャインプラザ

３年 後期 升井 100.0 3.29
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【保健福祉学科・１年次】
回答率 評価平均

(%) (４点満点)

保健福祉体験学習 1年 前期
大倉・髙瀬・末松

秋竹・齊田・古野・中園
89.5 3.3

英語とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 1年 前期 髙瀬 94.7 3.3

福祉と情報処理 1年 後期 川口 94.7 3.6

人間の尊厳と自立 1年 前期 古野 100.0 3.4

人間関係とコミュニケーション 1年 後期 髙瀬 89.5 3.3

社会福祉とコミュニティ 1年 前期 中園・古野･末松 100.0 3.4

社会福祉の法制度 1年 後期 古野 89.5 3.4

介　護　と　食　育 ※ 1年 前期 中園 100.0 3.5

生物と環境　　※ 1年 前期 藤兼 開講なし

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ理論※※ 1年 前期 町田 94.7 3.5

生活と科学　　※※ 1年 前期 川口 開講なし

倫　　理　　学　※※※ 1年 前期 永嶋 100.0 3.0

経　 済 　学　※※※ 1年 前期 永星 開講なし

介護の基本Ⅰ 1年 前期 秋竹・隅川 94.7 3.4

介護の基本Ⅱ 1年 後期 秋竹 89.5 3.3

介護の基本Ⅲ 1年 後期 佐伯・茶縁 94.7 3.4

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝＡ 1年 前期 川口 94.7 3.4

コミュニケーションB 1年 後期 古野・末松 94.7 3.4

生 活 支 援 技 術 Ⅰ 1年 前期 齊田・中園 94.7 3.4

生活支援技術Ⅱ 1年 後期 齊田 100.0 3.4

生活支援技術Ⅲ 1年 後期 町田・齊田 89.5 3.5

介護過程Ⅰ 1年 前期 秋竹 94.7 3.4

介護過程Ⅱ 1年 後期 齊田 89.6 3.5

介 護 総 合 演 習　Ⅰa 1年 前期 秋竹・末松 100.0 3.4

介護総合演習Ⅰｂ 1年 後期 齊田・古野 89.5 3.3

介　護　実　習　　Ⅰa 1年 前期
秋竹・末松
齊田・古野

89.5 3.0

介護実習Ⅰｂ 1年 後期 齊田 100.0 3.0

発達と老化の理解Ⅰ 大倉 100.0 3.4

古野 94.7 3.5

認知症の理解Ⅰ 1年 後期 金光 94.5 3.2

障害の理解Ⅰ 1年 後期 古野 100.0 3.4

こころとからだのしくみⅠ 1年 前期 大倉 100.0 3.3

こころとからだのしくみⅡ 1年 後期 大倉 89.5 3.6

口腔ケア概論 1年 前期
升井・堀部・力丸
後藤・松尾・黒木

100.0 3.2

高齢者・障害者の
口腔ケア 1年 後期 内藤・牧野・小島 100.0 2.8

医療的ケア概論Ⅰ 1年 後期 末松 89.5 3.2
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【保健福祉学科・２年次】
回答率 評価平均

(%) (４点満点)
基礎
科目 福祉キャリアデザイン 2年 前期 髙瀬・秋竹・齊田 92.3 3.6

人間と
社会 社会福祉概論 2年 前期 古野 92.3 3.5

介護の基本Ⅳ 2年 後期 末松 84.6 3.4

生 活 支 援 技 術 Ⅳ 2年 前期 堀部・小島 84.6 3.5

生活支援技術Ⅴ 2年 後期 中園・宮﨑・久芳 84.6 3.7

生活支援技術Ⅵ 2年 後期 秋竹 84.6 3.5

介護過程Ⅲ 2年 前期 齊田 92.3 3.0

介護過程Ⅳ 2年 後期 秋竹 76.9 3.4

介 護 総 合 演 習　Iｃ 2年 前期 齊田・古野 92.3 3.2

介護総合演習Ⅱ 2年 後期 秋竹・末松 76.9 3.5

介護実習Ic 2年 前期
末松・秋竹
齊田・古野

92.3 3.2

介護実習Ⅱ 2年 後期 秋竹 84.6 3.2

発達と老化の理解Ⅱ 2年 後期 荒木 84.6 3.1

認　知　症　の　理　解　Ⅱ 2年 前期 渡邉 92.3 3.2

認知症の理解Ⅲ 2年 後期 末松 92.3 3.5

大倉 100.0 3.7

古野 92.3 3.5

こころとからだのしくみⅢ 2年 前期 末松 92.3 3.3

こころとからだのしくみⅣ 2年 前期 末松・中園 92.3 3.5

保健福祉テーマ別
講義 2年 後期
大倉・髙瀬・末松
古野・秋竹・齊田

中園
84.6 3.4

卒業研究 2年 後期
大倉・髙瀬・末松
古野・秋竹・齊田

中園
91.6 3.32

高齢者口腔ケア施設実習 2年 前期
末松・秋竹
齊田・古野

92.3 3.0

医療的ケア概論Ⅱ 2年 前期 末松 100.0 3.6

医療的ケア演習 2年 前期 末松・飯田・嶋田 92.3 3.6

医療的ケア実地研修 2年 前期 末松 100 3.5
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【歯科衛生学科 専攻科】
回答率 評価平均

(%) (４点満点)

前期 高瀬文広 95.2 3.34

後期 高瀬文広 90.5 3.33

健康の科学 前期 大倉義文 100.0 3.57

先端臨床歯科学 前期 升井一朗 他 85.7 3.46

口腔保健管理学 前期 松尾忠行 他 95.2 3.24

歯科看護学 後期 末松美保子 90.5 3.38

口腔介護特論 後期 力丸哲也 他 100.0 3.37

専攻研究 後期 力丸哲也 他 90.5 3.18

地域口腔介護実習 後期 升井一朗 他 95.2 3.53

歯科臨床実地 前・後期 力丸哲也 他 90.5 3.64

研究方法論 力丸哲也 他 100.0 3.50

情報処理演習 井上勇介 100.0 3.35

社会保障特論 畑 香里 66.7 3.92

老人・障害者福祉論 古野みはる 他 94.4 3.27
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