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評価 

項目 

 

学校自己評価内容 

2021 

平均

点数 

2020 
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学校関係者評価委員による評価内容 

Ⅰ 

教 

育 

理 

念 

・ 

教 

育 

目 

的 

・ 

教 

育 

目 

標 

今年度は、2022年度から運用する『新カリキュラム』を作成 

するため、教育理念、目的、期待する卒業生像（ディプロマポ

リシー）を検討した。本校ではどんな看護師を育成するのか、

原点に返り教員間で話し合いを重ねた。その結果、本校の使命

と本校が目指す看護師教育について、教員一人ひとりが考える

ことができた。そのため、今年度の自己評価は、「教育目標や期

待する卒業生像は教育理念と目的との一貫性がある」「卒業時

点において持つべき資質を明示している」「教育活動のゴール

が読み取れる」などの項目で評価が上がっている。教員一人ひ

とりが自分の考えを持ち、それぞれの考えを議論することで、

本校の教育についての方針が統一された結果と考えられる。 

 

2022年度の入学生より新カリキュラムを運用する。２・３年

生は現カリキュラムであるため、どちらのカリキュラムにおい

ても本校の使命と本校が目指す看護師教育の実現を目指し教

育活動を実施していく必要があるため、今後も教員間で話合い

ながら運用していく予定である。 

 

2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇教員一人ひとりが考えることができたことは素晴らしいこ

とである。共有することが実践の第一歩である。 

 

〇素晴らしい取り組みであったと感じる。新カリキュラムが

導入されるが、看護の本質は変わらないと感じる。旧カリキ

ュラムと新カリキュラムを区別することなく、旧カリキュラ

ムを学ぶ学生にも新カリキュラムのよいところを教育に反映

させて学べる機会を創ることが地域包括ケアの一助を担える

看護師を育成することにつながると感じる。 

 

〇教育理念は設置母体である竹田綜合病院の理念を基盤に看

護基礎教育の理念とリンクして明解になっている。教育目的・

目標、期待する卒業生像に一貫性がある。このことにより、

教育方針が明確になり自己評価が上がった。 

 

〇全体的に前年度より評価点数が上がっているが、Ⅰ－2「教

育理念および目的が学生に周知され学生の学修活動の指針と

なっている」はあまり変化がみられていない。コロナの影響

でカリキュラム内容も大きく変わり教員と学生が接する時間

が増えたはずだが、その部分がもう少し充実してくれれば学

生の意識も変わったのではないかと思われる。 
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〇教育理念や目的が明示され、それが学生に伝わる取り組み

がある。 

学生が目指す姿として、学生は教育理念や教育目標・教育

目的を意識して学ぶことが大切である。この度コロナウイル

ス感染症による制限された活動の中で、教職員が個々の振り

返りを大切にし、職員間の繋がりをより豊かに築き、教育活

動に取り組んだと思われる。 
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Ⅱ 

教   

育 

課 

程 

経   

営 

 

 

 

 

 

 

〈教育課程の管理〉〈教育課程実践者の教育課程に対する理解〉

に関して、評価が上昇した。これは、Ⅰで述べたように、管理

者と教員間で話し合う時間が多く、意思の疎通がしやすかった

ことが考えられる。また、教員の科目・単元構成への理解が高

くなっている。ここにも教育課程を編成するための話し合いの

効果が表れていると考えられる。 

「授業準備の時間をとれる体制」についての評価はいつも低

い。教育活動が多岐にわたるため個人の活動時間がなかなか取

れない現状は変わらない。教員の教育力を上げるために自己研

鑽できるような体制づくりを今後も目指していく必要がある。 

 

臨地実習施設への「教育理念等の周知」や「学生の看護実践

の学習を支援する体制を整えている」について評価が低かっ

た。新・現カリキュラムが臨地実習においても混在することに

なる。臨地実習を円滑に行うため、より一層実習施設との連携

を強化する必要があると考えている。年度初めの臨地実習指導

者会議等のみならず、日々の実習においても臨地実習指導者と

の連携を密にしていくよう徹底していく予定である。 

 

2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇評価が上昇したことは素晴らしい。期毎に教育課程に反省

を加えるなど工夫をし、話し合う時間の短縮などにも努めて

いき、授業準備の時間を取れる体制を構築していければと思

う。なお、教育力向上の支援策も明示できれば素晴らしいと

思う。 

臨地実習を行うための施設との連携をできるだけ図ってい

くことは重要であろう。ここ 2 年はコロナ禍で影響も大きか

ったと思う。その中での努力に敬意を表す。 

 

〇左記の取り組みを期待したい。 

 

〇授業準備の時間がとれないということは、教員にゆとりが

なくなる。教員のみならず、学生にもしわ寄せがいく。解決

したい問題である。 

 

〇〈教員の教育・研究活動〉の 2 の項目は前年度に比べやや

当てはまる 11、当てはまる 2、当てはまらない 2 に分散され

ているのは新カリキュラムにおいて統一性が図れていないた

めなのかと考えられる。〈学生の看護実践体験の保障〉2 と 5

の項目は、当てはまるがやや当てはまるに移行している。こ

れは臨地実習指導施設の職員不足が関係しており、受け入れ

る側の時間の確保がなかなか難しい状況にあることを示して

いるのかと思う 
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〇教育課程がしっかりと構成され、その実現に向け体制整備 

ができている。 

 教職員のスキルアップの必要と人材確保については重要な

課題であり、引き続き重視していかなければならないが、そ

の中でも教職員個々の自己研鑽の方法を工夫しながら取り組

んでいただきたい。 

 臨地実習施設は看護実践の場として学習の支援体制が充実

され連携も図られている。 

 

Ⅲ       

教 

授 

・ 

学 

習 

・ 

評 

価 

過  

程 

「教育目標の達成状況を多面的に把握している」については

昨年同様評価が低い。現在、授業評価を中心に行っているが、

その評価が一人ひとりの学生の学習にどう結びついているか

など、成績の向上に結び付くような方法の獲得のための評価が

必要だと考えている。現在、従来通りの評価にプラスし、パフ

ォーマンス評価について取り入れ始めているため、どう評価す

ることが効果的かを見極めながら検討していく必要がある。 

 

 「学習への動機づけと支援」については、来年度からシラバ

スを冊子より電子ブックへ切り替える。学生のスマートフォン

から見ることができるようになるため、教育目標を中心に、学

生への学習の動機づけが現在より行いやすくなると予想して

いる。 

 

2.6 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇従来は一方的な評価が中心であったが、学校教育では学習

者の自己評価なども行われるようになっている。より主体的

な学習を促すためにも有効である。看護学校に導入しやすい

方法を考えることも求められているのかもしれない。 

電子ブックへの切り替えなど努力し続けている姿は支持さ

れるであろう。 

 

〇新たな試みは発展的で評価できる。 

 

〇冊子から電子ブックへの切り替え導入により、学習の 

動機づけが浸透しやすくなると良い。 

 

〇〈目標評価のフィードバック〉の 3 について前年度と変わ

りないのに、4について増えるのはおかしいように感じた。

また、2 の評価に基づいて授業内容の改善をしているとあ
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るが「当てはまる」が減少しているのは改善方法が明確で

ないのではないかと思う。 

 

〇シラバスが改編され、教育目標の方向性が学生に対 

しても時代の流れに沿った形で明示できることは今後の発展

にも期待できる。 

シラバスの切り替えにより学習の指導方法の統一化 

や指導内容について職員間で共通認識を持ち、体制を充実さ

せていくことを期待する。 

 

Ⅳ 

経 

営 

・ 

管 

理 

過  

程 

組織体制の評価が低い。「意思決定システムは組織構成員の

意思を反映できるように整えられている」「教職員の資質の向

上についての考え方と対策には教育理念・教育目的達成との整

合性がある」の評価が低い。管理者が教職員一人ひとりの考え

や要望を確認し、それぞれの考えをより良い方法で実現できる

ことを目指していく必要がある。 

また、経営方針、今後の事業計画なども教職員と共に検討し 

ていきたいと考えている。財務基盤や将来構想などをオープン

にし一人ひとりが経営戦略を考えられるような体制づくりを

していきたいと考えている。 

2.3 2.2 〇常に目標と課題を明確にし、職員に提示し共に解決策につ

いて話し合う、相談し合うことが大切と考えられる。経営者

（管理者）と職員は同体であろう。 

 

〇組織体制の強化は学生の学びの過程では重要な項目であ

る。教職員が一丸となって“将来を担っていく”意識が持て

るように対応できることを期待したい。 

 

〇左記の組織体制の評価が低いとされているが、前年度に比

べればかなり評価が上がってるようだ。「当てはまる」評価が

低いところは今後も少しずつ改善する必要があり、大きな課

題だと思う。 

 

〇設置管理者の考え方が教職員にわかりやすく示され、その

実現に向けた組織・財政・設備の体制を整えていくことが学
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生への支援体制も充実させるものと考える。 

県内や地域の中で看護師を養成する機関として重要な役割を

担っている。そのためにも今後はさらに地域とのつながりを

深め、社会的責任を果たしていかれることを望む。 

 

Ⅴ  

入 

学 

 入学については、来年度に向けて「入学者受け入れの方針（ア

ドミッションポリシー）」を作成した。これにより、本校ではど

のような人材を求めているかを明確に示し、それに合わせた入

学者選抜試験の方法の検討も可能と考えている。教職員も「入

学者受け入れの方針（アドミッションポリシー）」の作成につい

て要望していたため評価も上昇した。 

2.4 2.1 〇入学者受け入れの基本方針を明文化されたことは素晴らし

い。また、教職員参加の下に決定されたことは素晴らしい。

当然評価の上昇に結びつくはずである。 

 

〇少子化で大学を選抜する学生が増える中、何を強みにして

高校生や社会人を取りこむかが課題。教職員自身が本校の教

員であることを誇りに思える環境であることを期待したい。 

 

〇入学について教育の理念、目的、目標を明確化したため大

きく評価が上昇したとされているが、職員がその意識に徹し

た結果ではないかと思う。 

 

〇入学者選抜に対する一貫した考え方と入学した学生に対し

ての教育効果や評価についても明確化されている。 
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 Ⅵ 

卒     

業 

・ 

 就 

 業 

 ・ 

 進 

 学 

「期待する卒業生像」に関する評価は毎年調査している。現カ

リキュラムは 2023 年度の卒業生までとなる。現カリキュラム

の評価は新カリキュラムへつながっていくため、継続してい

く。 

本校は竹田綜合病院へ 7～8 割の卒業生が就職している。今

年度は新人研修の担当者と連携を取り、本校の卒後 1年目の状

況を確認してきた。昨年同様、アンケートも実施する予定であ

るが、今年度は、竹田綜合病院に勤務する人には新人担当者を

通じてアンケート調査を依頼するなど方法を変更する予定で

ある。また、新人担当のペアナースや所属長からの意見も調査

し、本校の教育目標について評価する予定である。これらの予

定について、教職員に説明はしているが、まだ結果が出ていな

いため今回の自己評価の結果に変化はなかったと考える。 

 

2.5 2.3 〇本校卒業後 1 年目の状況を確認し、さらに次年度は新たに

新人担当者とも連携を図っていこうとしている姿勢が素晴ら

しい。この活動が充実すればこれからの教育の取り組みに多

くの示唆をもたらしてくれるであろう。大いに期待する。 

 

〇新たな試みで評価を行うことは発展的であり評価できる。 

 

〇設置母体＝実習病院で卒業生の就職先である為、卒後 1 年

目の状況確認ができる。教育目標の達成評価ができる。2～3

割の卒業生にとり教育理念―「地域住民を理解しあたたかい

医療を提供する」はベースになる。 

 

〇3つの項目ともに「当てはまらない」が今年度は該当なく、

意識の変化がうかがえる。新たなアンケートの実施を予定し

ているとのことで、教育目標にリンクして評価結果が出ると

思われるので、次の課題が見つかりやすくなり、大きな評価

上昇も期待できるのではないかと考える。 

 

〇国家試験合格率の高さは高く評価できる。 

卒業時の就業や進学状況だけでなく、就業の定着率や仕事の

進捗状況の把握など就職先との連携も期待したい。 

 

Ⅶ 

地 

域 

地域社会との連携については、今年度からボランティア活動

を開始し、学生と教職員が共に地域貢献できるような活動をめ

ざした。後期より開始したため、まだ軌道にのった活動はでき

2.4 2.1 〇地域社会との連携にボランティア活動などがある。この活

動を通して看護師としての大切な思いやりの心など育まれる

ことが期待できる。除雪ボランティアなども 1 つであるが看
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社  

会 

ていない現状である。 

今年は積雪が多く、包括支援センターや訪問看護ステーショ

ンから除雪ボランティアの依頼もあったが、コロナウイルス感

染症の時期と重なり、体制も整わず実現できなかった。少しず

つでも地域の方のお手伝いができるような活動を実現してい

きたいと考えている。 

 

護学生としてのボランティアも開発していく必要があるだろ

う。 

 

〇ボランティア活動に関しては地域を知るきっかけづくりと

なると感じる。対応する時間や対応する地域について具体化

していくことも必要。ニーズについては学生が調査すること

で主体性が芽生えることを期待したい。 

 

〇コロナの感染状況により、学生の活動領域が狭隘になって

いる。地域住民と共に活動し心のふれあいが持てる状況に早

く戻ってほしい。 

 

〇新しい試みを開始したことで教育理念にもある「地域との

信頼」と密になるきっかけとなりつつある。この段階になっ

たことはとても大きな収穫だと思う。これを教職員の方が実

感しているのではないかと思う。 

 

〇コロナ感染症の中でのボランティア活動は受け入れ側への

配慮も鑑み十分な連絡体制を整えることが必要であるが、社

会との連携に向けて地域のニーズに基づいた活動が実現さ

れ、学生と職員の視野の広がりと教育体制の充実されること

を望む。 
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Ⅷ 

研 

究 

研究活動は教育の発展のために必要な活動である。来年度

は、研究担当者を 3名決め、2～3年に一度は研究発表ができる

よう体制づくりをした。 

 

1.5 1.6 〇難しいものではなくて良いと思う。生徒の思いや願いの調

査とか、学習の悩みの調査とか、それを通して生徒の理解を

深めることができたら幸いである。教育に生きるはずである。 

 

〇研究活動においては教職員のためにという目的もあるが、

学生に対しても生涯における自己研鑽をロールモデルとして

示すことができると感じる。 

 

〇学生自身の疑問や課題を追求する姿勢や研究的態度を養う

こと。それが卒業後の日常業務に活かされ看護の専門性を高

めることにつながる。教員が範を示したい。 

 

〇前年度より評価が下がったのは、このコロナ時期もあるが、

職員が新カリキュラム体制において時間に余裕がないためで

はないかと考える。 

 

〇教員が研究を行える体制とそれをサポートする仕組みが十

分でない。 

教員の研究活動はⅥのアンケート調査とも関連するものであ

り、病院に付属する学校として是非、研究的アプローチがで

きるような発展が望ましい。 


