
 2020年度　教員養成学科教育課程の改正に伴う募集要項変更事項について

POINT① １年次の「臨床専攻課程」では、臨床能力の向上を図るため、「臨床実習」を充実させる単位数を増やしたカリキュラムに変更します。

POINT② ２年次の「教員養成専攻課程」では、教員として指導能力を強化するため、教育実習の単位数を増やしたカリキュラムに変更します。

POINT③ 本校が推進するICT教育における学修効果の向上を図るほか、今後、教育現場に求められる特色ある教育方法・指導方法の検討など
実践可能な能力を培うカリキュラムに変更します。
入学者全員に教材として、タブレット端末（ipad）を配布いたします。

以上のカリキュラムの見直しにより、2020年教員養成学科募集要項のP5-6の「12.学納金」「13.入学金の減免について」「14.授業等について」の項目を次のとおり変更いたします。

新カリキュラム 旧カリキュラム

12.学納金 ＜P5＞ 12.学納金 ＜P5＞

●はき教員資格取得希望者 ●はき教員資格取得希望者
入学金 授業料 施設設備費 小　計 年間合計 入学金 授業料 施設設備費 小　計 年間合計

入学手続時 200,000円 590,000円 50,000円 840,000円 入学手続時 200,000円 600,000円 50,000円 850,000円

後期(8月) ― 590,000円 50,000円 640,000円 後期(8月) ― 600,000円 50,000円 650,000円

前期(2月) ― 660,000円 50,000円 710,000円 前期(2月) ― 760,000円 50,000円 810,000円

後期(8月) ― 660,000円 50,000円 710,000円 後期(8月) ― 760,000円 50,000円 810,000円

2年間合計 2年間合計
注1：上記以外の学納金は、徴収いたしません。 注1：上記以外の学納金は、徴収いたしません。なお、実習に伴う交通費は含まれています。

注2：納入された学納金のうち「入学金」は、理由の如何にかかわらず返還いたしません。 注2：納入された学納金のうち「入学金」は、理由の如何にかかわらず返還いたしません。

●あはき教員資格取得希望者 ●あはき教員資格取得希望者
入学金 授業料 施設設備費 小　計 年間合計 入学金 授業料 施設設備費 小　計 年間合計

入学手続時 200,000円 800,000円 50,000円 1,050,000円 入学手続時 200,000円 890,000円 50,000円 1,140,000円

後期(8月) ― 800,000円 50,000円 850,000円 後期(8月) ― 890,000円 50,000円 940,000円

前期(2月) ― 690,000円 50,000円 740,000円 前期(2月) ― 800,000円 50,000円 850,000円

後期(8月) ― 690,000円 50,000円 740,000円 後期(8月) ― 800,000円 50,000円 850,000円

2年間合計 2年間合計
注1：上記以外の学納金は、徴収いたしません。 注1：上記以外の学納金は、徴収いたしません。なお、実習に伴う交通費は含まれています。

注2：納入された学納金のうち「入学金」は、理由の如何にかかわらず返還いたしません。 注2：納入された学納金のうち「入学金」は、理由の如何にかかわらず返還いたしません。

◆学納金以外の教材費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ◆学納金以外の教材費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
教科書等の教材については、自己負担となります。 新入生全員に1年次・2年次の教科書、ケーシー（臨床実習用）を贈呈いたします。
なお、本校臨床実習用のケーシーについては贈呈いたします。

◆学納金の計算方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ◆学納金の計算方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本校の授業料は開設科目の単位数に基づき、計算されます。このことから年次毎に学納金が異なります。 本校の授業料は開設科目の単位数に基づき、計算されます。このことから年次毎に学納金が異なります。

講　　　義 　1単位 ¥20,000 ×単位数   ＝ 講義授業料 講　　　義 　1単位 ¥20,000 ×単位数   ＝ 講義授業料

演　　　習 　1単位 ¥40,000 ×単位数   ＝ 演習授業料 演　　　習 　1単位 ¥40,000 ×単位数   ＝ 演習授業料
＋ 　　　 　　＝ ＋ 　　　 　　＝

実　　　習 　1単位 ¥40,000 ×単位数   ＝ 実習授業料 実　　　習 　1単位 ¥40,000 ×単位数   ＝ 実習授業料

臨床実習 　1単位 ¥60,000 ×単位数   ＝ 臨床実習授業料 臨床実習 　1単位 ¥80,000 ×単位数   ＝ 臨床実習授業料

◆既修得単位認定制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本校の「基礎分野」に設定される科目において、大学等で既に履修された授業科目と互換性が認めれた場合、
単位を認定し、その科目の履修を免除します。認定者は、認定科目の単位数に応じ、授業料が減免されます。

「臨床力を高めたい」「教員になりたい」、夢を叶えるカリキュラムに進化します。

1年次 2,080,000円

2年次 1,700,000円
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学納金
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入学金

施設設備費

２

年

間

の

学

納

金

合

計

入学金

施設設備費

２

年

間

の

学

納

金

合

計

1



 2020年度　教員養成学科教育課程の改正に伴う募集要項変更事項について

新カリキュラム 旧カリキュラム

13.入学金の減免について ＜P5＞ 13.入学金の減免について ＜P5＞

◆学院特別入試 ◆学院特別入試
合格された方には、申請により入学金全額免除および年間授業料を各年次5万円減免いたします。 合格された方には、申請により入学金全額を免除いたします。

◆指定校推薦入試 ◆指定校推薦入試
合格された方には、申請により入学金15万円および年間授業料を各年次5万円減免いたします。 合格された方には、申請により入学金15万円を減免いたします。

14.授業等について ＜P6＞ 14.授業等について ＜P6＞

（1）授業時間、授業日、休日 （1）授業時間、授業日、休日

土曜日、日曜日、祝日、創立記念日(2月22日) 土曜日、日曜日、祝日、創立記念日(2月22日)

春季・夏季・冬季休暇など 春季・夏季・冬季休暇など

■上記の授業時間外・休日・夏季春季期間中に臨床実習を行います。 ■校長が必要と認めたときは、上記の授業時間外・休日等に授業を行う場合があります。
※授業時間は上記を基本としますが、1年次のはきコースで週1日、あはきコースで週2日、 ※授業時間は上記を基本としますが、授業形態、学期、学年により異なる場合があります。
　　2年次には週2日を16：10まで行います。

（2）出席時間について （2）出席時間について
各学期ごとに期末試験を行います。本校は出席を重視していますので、出席時間数による 各学期ごとに期末試験を行います。本校は出席を重視していますので、出席時間数による
科目ごとの期末試験の受験資格を次のとおり定めています。 科目ごとの期末試験の受験資格を次のとおり定めています。
①講　義　科　目   ： 3分の2以上の出席 ①講　義　科　目   ： 3分の2以上の出席
②基礎・応用実習 ： 5分の4以上の出席 ②基礎・応用実習 ： 5分の4以上の出席
③臨　床　実　習   ： 全出席 ③臨　床　実　習   ： 全出席

（3）臨床実習 （3）臨床実習
本校の附属実習施設（越賀鍼灸治療所・大学附属施設）では、各年次、宿泊を伴う実習を実施することがありますので、 本校の附属実習施設（三重県志摩市志摩町越賀）、姉妹校の大学附属施設などで各年次、宿泊を伴う実習を実施すること
あらかじめご承知おきください。 がありますので、あらかじめご承知おきください。
なお、外部他施設（出身校等）における施術所等で臨床実習を可能とします。

（4）教育実習 （4）教育実習
2年生の期間に、9：00～22：00の間を利用し、教育実習を行いますので、あらかじめご承知おきください。 2年生の期間に、9：00～22：00の間を利用し、教育実習を行いますので、あらかじめご承知おきください。
なお、本校だけでなく出身養成施設での教育実習を可能とします。

9：00～16：10 
月曜日～金曜日

（週5日）

授業時間（※）  授業日 休　日

9：00～12：10 
月曜日～金曜日

（週5日）

授業時間（※）  授業日 休　日
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