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平成 27 年度の本校運営状況について、平成 28 年３月３日～11 日の間に自己点検・自
己評価を行い、分析・検討した結果を次のようにまとめました。
なお、詳細については、要請に応じて説明いたしますので本校までご照会下さい。
＜自己点検・自己評価の方法＞
厚労省が示す参考資料（点検・評価項目内容）を活用し、教務課は、教員による個別の
回答（点数評価）の集計化、事務課は課として適・否を判定する方法により実施した。
＜自己点検・自己評価の概要＞

*文中行頭の（

）の数字は評価項目の大項目番号

１ 教務（教育内容・方法）関係 ～ 主として教育活動実践の質的な評価
「点検（評価内容）一覧」により、次の９大（25 中）項目について 125 細目で点検・
評価（３（高）～２～１（低）の点数化）した。その結果の概要は次のとおりである。
（１）教育理念・目標 ～ 学校の特徴、学習の指針、教育内容・方法、教育観等の明確性
11 小項目中「教育理念・目的が本校の特徴を示す」
「同 法との整合性」が 2.0 で、
他９小項目は 1.7～1.9 である。平均は 1.9 で９大項目中２番目に高く、９大項目の
平均（1.74）を上回っているが、昨年度よりも低下している。
（２）教育目標 ～ 理念・目的との一貫性、到達レベルの明確性、実現可能性等
６小項目中４小項目で 2.0 であり、
「卒業後の継続教育の考え方」
が 1.8 で最も低い。
平均は 1.9 で大項目中２番目に高く、昨年度と同じ数値である。
（３）教育課程経営 ～ 教育課程経営、編成の考え方、教育計画の体系・具体的内容等
７中項目中、
『科目単元構成』
『教育計画』が平均 2.1 と上位で、続いて『教育課程
評価の体系』が 2.0 で２番目に高い。
『教員の教育・研究活動の充実』は「教員の授業
準備体制」
「教員相互の研鑽システム」が 1.5 と低く中項目中最低であるが、昨年より
0.1 高い。全中項目の平均は 1.8 で大項目中４番目に高い数値である。
（４）教授・学習・評価過程～教育課程との一貫性、授業展開、学習の動機づけ・支援等
４中項目中、
『学習への動機付けと支援』が平均 2.0、他４項目は全て平均 1.8 であ
る。『授業の展開過程』の「内容に応じた授業形態」が 2.0、同中項目「効果的な教員
間の協力体制」が 1.5 と最も低く、４中項目全体の平均は 1.8 で全体の４番目である。
（５）経営・管理過程 ～ 設置者の方針、組織・財政・施設設備、運営計画・点検評価等
８中項目中、
『学生生活の支援』が 2.0、
『養成所に関する情報提供』が 1.9 で、他
６中項目は全て 1.8 以下である。
『組織体制』は平均 1.6 と低く、中でも「教職員の資
質向上と教育理念等の整合性」は 1.5 と全小項目中最も低く、
「意思決定システム」関

連３小項目は 1.6 と低い。全体の平均は 1.8 で昨年度を 0.1 上回っている。
（６）入学 ～ 教育理念・目的との一貫性、選抜方法の妥当性、その分析･検証等
「選抜の妥当性と教育効果の視点での分析･検証」が 2.0、
「教育目的と一貫性ある選
抜の考え方」が 1.9 で、平均は昨年度を 0.6 上回り９大項目中最上位である。
（７）卒業･就業・進学 ～ 卒業時到達・就業状況の把握・分析と教育計画への活用等
「卒業生の状況把握整理」
「同 その分析結果の活用」が各 1.5、「卒業生の就職先で
の評価の把握」は 1.4 と低い。８細目の平均は 1.6 と９大項目中２番目に低い。
（８）地域社会・国際交流～地域社会の状況把握・情報発信、国際的視野、体制の整備
『地域社会』では、６細目中５細目が 2.0 以上で「地域の特徴の把握」は 2.2、平
均は 2.1 である。
『国際交流』の「関係授業科目の設置」が 1.8、他の３小項目は 1.3
以下で、特に「留学生受入体制整備」が 1.1 と極めて低く、平均は 1.4 である。
（９）研究 ～ 教員の研究活動の保障、助言･検討体制の整備、研究推進の支持的文化
「教員の研究活動の保障」「同

助言・相談体制」「同

教員相互の支援体制」の全

てが 1.2 と低く、平均の 1.2 は９大項目中最低となっている。
２ 事務（学校運営・施設管理）関係 ～ 主に法令・規則等との適合性についての点検
「看護師等養成施設自己点検表」に準拠し、次の７分類 123 項目について自己点検し
て「適・否」を評価した。その結果の概要は次のとおりである。
（１）学則等の事項 ～ 学則の内容、教育内容の規定、入学料・授業料等
25 項目の全部が適（100.0％）であり、学校運営、教育指導の根幹をなす規定に
ついては、根拠法令・規則（指導要領）等を遵守したものとなっている。
（２）変更申請・届け出・定期報告の事項 ～ 所管機関への諸手続
該当６項目の全部が適（100.0％）であり、学校運営上、公的に必要とされる事務
手続き等は適切に実施されている。
（３）教員に関する事項 ～ 専任教員の勤務実態、教員要件の確認
該当 15 項目中 14 項目が適（93.3％）であり、定めにより必要な専任教員（８名）
の内１名が８月以降欠員であった以外は適切である。臨地実習における「実習指導担
当教員」は、看護師資格のある臨時教員１名を充てている。
（H27 年 12 月末まで）
（４）学生等に関する事項 ～ 定員の確保、入学の選考・資格審査、外国人留学生
該当６項目の全部が適（100.0％）である。設立趣旨を踏まえ定員が確保されてい
る。（外国人留学生の入学実績はないが、基本的な対応要件は具備している。
）
（５）教育に関する事項 ～ 授業実施、履修認定・成績評価、合同・合併授業、臨地実習
該当 28 項目中 27 項目が適（96.4％）である。主な実習施設の看護単位（領域）
毎の指導者は常時 2 名体制ではなく主・副担当で補完しており、その他は適切である。
（６）施設・設備に関する事項 ～ 施設・設備の管理運営、実習設備、図書、附属施設
該当 16 項目中全部が適（100.0％）である。一部の不具合施設・設備、備品につ

いては、市に計画的な予算措置を要望している。また、蔵書の補充、開館利用状況を
含め、図書室の利活用は適切に行われている。
（７）その他の事項 ～ 職員所掌業務・自己点検・評価の規定、諸表簿の整備等
27 項目中 26 項目が適（96.3％）であり、学校の管理運営に関する諸業務規定や
法規・法令に則った記録・書類の作成・保管は適正に行われている。学校の自己点検・
自己評価は、学則には規定していないが、法令上の義務として毎年実施している。
※

自己点検・評価の得点集計結果は最終頁に記載した。

３ まとめ（所見と課題及び今後の改善策等）
教務関係については、３段階評価による数値の集計の分析・検討から、次のようなこ
とが考えられ、今後の学校運営、教育指導の改善・充実に資する必要がある。
９大項目の評価点の平均は 1.74 で前年度の 1.62 を 0.12 上回り、ここ３年度間では
最もよいが依然として低い。これは、（９）研究の 1.2、（７）卒業・就業・進学の 1.6
及び（８）地域社会／国際交流の 1.7 の低評価によって押し下げられているものである。
全体的には、前年度に比べ９大項目中６大項目で 0.1～0.6 上回っており、改善の兆し
が見られると考えられる。その他、大項目毎の評価結果の要点を次に上げる。
（１）教育理念・目標では、ほぼ肯定的評価が見られる一方、「看護師養成の質の保障」
などが不十分であるとの厳しい評価傾向が伺え、理念・目標の具現化方策が求められる。
（２）教育目標では、全項目で消極的ではあるが肯定的評価が伺える。今後は、教育理
念、目標の趣旨を踏まえた学校運営、教育指導の改善・充実方策の具現化が必要である。
（３）教育課程経営では、１／3 弱の小項目が 2.0 以上であるが、
「授業の準備体制」
「教
員の自己・相互の研鑽」を通した教育・研究活動の充実の評価が低い。今後は、教育課
程の具体的な実施（教育実践）に係る日常的な課題解決への取組努力が必要である。
（４）教授・学習・評価過程では、2.0 以上の評価は少ないが、全般に肯定的評価が見ら
れる。
「教職員間の協力体制」は 1.5 と低く、教育指導・評価上の連携・協力の不足を指
摘していると見られる。今後は、教員の主要任務である教育指導の改善・充実を目指し、
特に、指導と評価の一体化や円滑な単位修得の支援に関する相互の協力等が必要である。
（５）経営・管理過程は、中項目及び小項目共 2.0 以上の評価が少なく、全体的に消極
的な肯定評価であると考えられる。しかし、『組織体制』については、
「教職員の資質向
上の考え方と教育理念等の整合性」の 1.5 の低評価に見られるように、教育指導、研修
体制等の充実に向けた意思決定等、組織的体制の不備を指摘しているものと考えられる。
今後は、教員個々の教育運営参画・相互連携意識の向上を図るとともに望ましい意志
決定システムの構築に向けた十分な協議、共通理解を図る必要がある。
（６）入学は、昨年度を大きく上回る評価である。極めて少ない小項目であることから
年度間の数値変化が大きい傾向が否めないものの、入学者選抜に関する改善・充実の肯
定的な評価であると考えられる。今後は、入試委員会の機能を一層高めるとともに少子

社会における入学者確保を図るための共通理解と具体策の取組を進める必要がある。
（７）卒業・就業・進学は全般に低く、特に、「卒業生の就業先における状況把握・分析
とそれを生かす教育指導の改善充実」の不足を指摘しているものと考えられる。今後、
就業先医療関係機関及び同窓会組織との連携・協力を図り、可能な限り卒業生の動向把
握に努め、その成果を教育指導の改善・充実に生かす必要がある。
（８）地域社会・国際交流では、
『地域社会』についてほぼ肯定的評価が見られ、地域と
の関わりの高評価が見られる。『国際交流』は、具体的手立てが極めて低い評価である。
今後は、一層の国際化進展を踏まえ、本校として可能な取組の機運を高める必要がある。
（９）研究は、全ての小項目の評価が極めて低く、教員が日常的な研究活動及び研修の
場や機会の不足を強く感じていることが現われている。今後は、実践即研究・研修の基
本の理解を深めるとともに、個人研修をもとにした効率的な全体研修の実施を目指し、
教員会議における研修機会の導入をはじめ改善策の工夫に取り組む必要がある。
以上、教務関係は昨年度に比べ多くの大・中項目において評価が上がり、ここ３年間で
最も高い評価となっているが、その平均はなお 2.0 には及ばず、全般に消極的な肯定評価
の傾向にとどまっている。特に、教育指導実践に関する諸条件や環境整備に関する課題・
問題が多いことが昨年度に引き続き現れている。これは数年来の傾向である一方、一昨年
来の教員の年度途中等の異動による教育指導体制の不安定さが、その一因となっているも
のと考えられ、今後、設置者と連携した安定的な指導体制の基盤整備を図る必要がある。
事務関係については、学校運営全般に関する事務事業の遂行・管理の状況の適・否を判
定しているが、ごく一部の項目を除いて「適」との点検・評価結果となっており、法規・
法令の遵守状況を含め、望ましい状況にあると考えられる。
ごく一部の「否」との点検・評価の内有、特に「教員に関する事項」については、専任
教員に１名の欠員があったが、退職教員１名の短期臨時採用によって教育活動推進上の支
障を最小限とするなどに努め、教務課の教育指導体制の維持、連携・協力が図られている。
今後は、事務課所掌の全般を通して、一層きめ細かな点検・見直しや学校運営の現状に
即した業務の改善に努めるとともに、地域就業を一層促すための入学選抜のあり方や卒業
生の動向把握などについて、可能な限りの計画的な取組を図り、一層質の高い教育活動を
支える事務事業の推進を図るよう工夫改善に努めたい。
本校の「学校の自己点検・自己評価」については、現在使用している「評価項目表」（厚
労省が示す参考資料）の内容を基本として継続実施し、経年的な改善状況の評価に努める、
あるいは、本校の実態に応じた新たな評価・点検の方法（様式）の工夫及び点数化（集計）
のあり方、考察・まとめの様式等を検討するなど不断の改善を図りたい。

