
Ｈ２９年度自己点検・評価実施表

自己点検結果・評価 改善策 自己点検結果・評価 改善策
中間（　　9月　27日） 中間（　　9月　27日） 最終（　　3月 31日） 最終（　　３月　31日）

2．教育理念・教育目標の意義と周知

3．看護専門職についての考え方

4．看護教育についての考え方

5．学習・教育観と学生観

6．教育理念・教育目的の評価

1．教育課程は看護学の内容、求める
学修の到達および学生の成長発達に
ついて明確な考え方と根拠をもって編
成しているか

申請書、授業計画書、学生
便覧、講義資料、進度表

主任
カリキュラム
担当者

入学時オリエンテーションで教育課程の考え方や
カリキュラム構成図、授業計画書により1年次の
到達度を明示している。また、生命の尊厳と個別
の人格が尊重できる感性や創造力豊かな人間性
を養うために、人の基盤づくりに関連した科目で
専門性を持った進路を考えている。

1年次の到達度は基礎看護学技術演習で多くの
教員がかかわることで学生への浸透を図ることが
必要と考える。

現在、科目間の関連、整合性を見ながら
次年度シラバスの検討を行っている。シラ
バスの内容が学生にとって効果的なカリ
キュラムの配列であり、より具体的なもの
になるよう検討を重ねる。
さらに本学科の看護実践能力の強化を図
るために、看護技術力を認める認定証の
発行を検討して学生のモチベーション向
上に努める。

2期生から解剖生理学・病態臨床学のうち主要5
科目を1年次履修、基礎看護学実習Ⅱを2年次後
期での履修とする進度変更を計画した。技術認定
に関する規程が未整備であるが、2年次の専門分
野選択科目と連動させ、技術認定試験の実施が
できるよう今年度中に整備を完了させる。

一部の科目進度変更に関して実施状況
を見ながら評価分析が必要となる。

申請書内には教育の一貫性を重視した書類を整
えている。教育理念・目的について年度初めおよ
び、中間評価の時期にも確認、共有を図ってい
る。カリキュラム運営に関して、各種規程を作成・
修正し、会議で検討の上タイムリーに学生に発信
して周知を図り、スムーズな運営ができるよう試行
錯誤している。また、講師会議の場で非常勤講師
との共有を継続している。

教育理念を各教室に掲示し常に学生・教育者側
が読み取り、カリキュラム運営に関して、実態に即
した運営になっているか判断できる機会を設けて
いる。また、今後は具体的な規程を作成し内規の
追加・修正をしていく必要がある。

教育理念を各教室に掲示することで常に学生・教
育者側が理念や目的の意味を読み取れるように
計画中である。申請書内には構成図・構造図を用
い教育の一貫性を重視した書類を整えている。し
かし、教員への浸透は書類を提示しているだけで
理解度の確認には至っていない。

現在、各学年教室に教育理念・目的の掲示計画
進行中である。掲示後は、浸透に向けた働きかけ
が必要となる。

2．教育課程編成の考え方とその
具体的な構成

主任
カリキュラム

担当者

申請書、授業計画書、学生
便覧、講義資料、

自己点検評価項目

1．教育課程編成者と教職員全体は、教
育課程と授業実践、教育の評価の関連
性を明確に持ち、教育理念・教育目的
の達成に向けて一貫した活動を行って
いるか

Ⅲ
教
育
課
程
経
営

1．教育理念・教育目標との一貫性
2．目標内容の側面と到達レベル
の側面
3．設定意図とその明確性、実現可
能性
4．教育目標の評価
5．継続教育との関連

1．教育課程経営者の活動

点検項目

今後もPDCAサイクルに乗せ記録に残し
ながら整備していく。教員はバディ制を導
入し気分転換ややりがいを見出す機会を
検討する。

Ⅱ
教
育
目
標

1．看護実践者としての能力を育成する
側面と、学習者としての成長発達を促
すための側面から教育目標を設定して
いるか
2．教育目標は、設定した教育内容を網
羅し、かつ最上位の目標として、教育活
動のゴールが読み取れるものとして示
しているか
3．卒業後の継続教育の考え方を示した
うえで、看護基礎教育として教育目標を
設定しているか
4．教育目標において、目標内容と到達
レベルが対応し、具体的で実現可能か
目標として明示しているか
5．教育理念・教育目的と教育目標が一
貫しているか

担当者

1．法的整合性と独自性

Ⅰ
教
育
理
念
・
教
育
目
的

1．卒業時点において育成する看護師
等がどのような資質を有しているのか
が明示され、その資質が社会に対する
看護の質を保証するのに妥当であるか
2．育成する看護師等の質を保証するた
めに、どのような教育内容、教育方法、
教育環境を整えようとしているかについ
て述べているか
3．看護、看護学教育、学生観につい
て、教師の教育活動の指針になるよう
に　　具体的に明示され、実際の指針と
なっているか
4．教育理念・教育目的は学生にとって
学習の指針になるように具体的に明示
され実際の指針となっているか
5．自養成所の教育上の特色を生かし、
かつそれは法との整合性があるか

教育理念・教育目標・教育内容の教員に対する
周知・徹底が必要である。本校は開学1年目を経
過していない上、運営しながら決定していく内容も
多い。そのため、教員個々の教育観・学生観の統
一はその時その時で実施していた。特に本校で
は学生指導面では躾を重んじているため挨拶・時
間を守る等、看護学生として最低限守らねばなら
ない事項についてはその時その場で注意していく
よう統一を図っている最中である。今後は、学生
の現状に応じどう教育を浸透させていくべきかを
討論する教員間の話し合いの場が必要であると
考える。
会議については必ず記録には残している。
バディ制は、互いに気にかけてはいるが活動には
至っていない。

教員間の情報交換会を今後は定
期的に月１で実施していく。
来年度は、バディ同士で意見交換
を遠慮なくできる時間を設けた
い。

3つのポリシーである、アドミッションポリシー、カリ
キュラムポリシー、ディプロマポリシーを掲げ入学
から卒業までの本校が望む学生像を申請書や教
員マニュアル中に示している。また、学生便覧・シ
ラバス・実習要綱・実習指導要綱を冊子にし学生
に配布することで教育内容を具体的に示し学生
への理解を整備している。今後は、活用語の見直
しながら、教育効果を高めていくことが必要とな
る。法的にとまどった時は看護六法を開きながら
整合性を確認している。また、わからないことは行
政へ連絡し確認しながら進めている。

開学1年目であり、学生・教職員が本校の教育理
念に基づいた考え方を共有しながら進めていくこ
とが重要となる。コミュニケーションを取りながら、
人間関係をよりよくしたり、看護学科の教育環境
を評価しながら創りあげている最中ではあるが、
教員間の人間関係は教育にも影響してくると考え
る。働きやすい職場環境の整備は重要である。

申請書、添付書類、教員マ
ニュアル学生便覧、実習要
項、実習指導要綱、シラバ
ス等

申請書、添付書類、教員マ
ニュアル学生便覧、実習要
項、実習指導要綱、シラバ
ス等

副学校長
学科長

副学校長
学科長

始業式・終業式には理念を唱え本校の学
生と教員への理解に向けた働きかけの場
を設ける。

教育理念は、各教室に掲示した。また、3月の終
業式に建学の精神と教育理念について唱和し
た。学生も教員も唱和を定期的に繰り返すことに
より、日常で大切にしている教育と本校の教育方
針が合致し浸透することにつながると期待してい
る。また、保護者授業参観とチューター面接、実
習指導者の模擬患者協力など本校での関係者と
の交流と教育の意味づけを行う場を設けることで
看護学科教育目標の浸透や第3者の評価も得る
ことができている。今後も継続的に実施し、第3者
の評価による見直し等考えていく。

建学の精神と教育理念について
唱和しその浸透を図る。
保護者授業参観とチューター面
接、実習指導者模擬患者協力に
より関係者の理解と評価につなげ
る。

教育理念・目標を意識したクラス目標を学
生主体で設定し、クラス会議の中で目標
の評価を年度末に行う。学生が各種行事
企画などを通して主体的に学習やその他
活動に取り組めるようHR等を活用し指導
していく。
次年度に向けて各種規程、内規の見直し
を検討する。

教育理念を教室に掲示し、学生便覧を基に各学
年での達成目標を把握したうえでクラス目標を設
定していくことの重要性を指導している。後期の
後半から学生の主体的な委員会活動や教科外活
動もできるようになってきたと評価している。その
評価として教員側の指導評価についても教員情
報交換会を定期的に設けて指導の統一を図るよ
うに活動の追加をした。
各種規程、内規の見直しについては、2月より順
次進めていく予定である。教室に掲示した教育理
念を意識できるような意図的な働きかけはできて
いない。しかし、定期的にクラス会議を設け、月ご
とのクラス目標設定・実施評価は実行できるよう
になってきた。また各行事ごとに振り返りを行う流
れも定着し改善策も提案できるようになってきてい
る。

2月・3月のHRを活用して行う年間評価と2
期生への伝達内容の検討をまとめ、次年
度に活用できるものになるよう指導してい
く。
1月より教員情報交換会を行っているが、
学年会議の臨時会として議事録を追加し
ている。教員の指導統一は学生の育成を
行う上で重要な事項であることから必要と
評価する。しかし、日々の業務との調整を
考えると教員の負担はあると考える。その
ため、情報交換会の時間を短時間に設定
し、有効な情報交換会とできるよう学年会
議との関連を持たせながら進めていける
よう検討する。各種規程・内規は年度末
に追加・修正したものを教員マニュアルと
して仕上げ配布している。今後も継続し実
施する予定である。
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シラバスや学生便覧各種規程を用いてオリエン
テーションを行い学生への周知や指導を行ってい
る。各種規程、教務マニュアルを整備し、適宜追
加修正を行っている。
身体の仕組みに関連する科目において解剖学未
履修であることを科目担当講師へ情報共有をす
ることで学生の学習進度に即した授業構成になる
ように依頼している。電子テキストを採用している
ことに伴い、関連科目の学習の際にも解剖学のテ
キストを瞬時に活用できる体制がとれ学習支援に
有効なツールとして活用している。演習科目の援
助技術の根拠をおえられるように、体の仕組みを
理解できるように解剖学の教授も行いながら授業
構成を行っている。

各種規程に基づき学生への周知ができている。
科目の配列については、解剖学を1年次に履修で
きるようにカリキュラムの調整が必要である。

申請書、添付書類、教員マ
ニュアル学生便覧、実習要
項、実習指導要綱、シラバ
ス等

7．教員の教育・研究活動の充実
1）教員の専門性を高める体制
2）教員の相互研鑽を保証するシス
テム
3）教員の自己研鑽を保証するシス
テム

1．担当科目や担当時間数の関連か
ら、教員の専門性が活かされ、授業準
備に関する時間が保証され教員の専門
性を教授できる体制を整えているか
2．教育課程の運営の実践者である教
員が自ら成長できるための相互研鑽、
自己研鑽のシステムを整えているか

科目構成は教育目的目標、教育方針に則り授業
計画書において「各分野の教育内容の考え方」に
明示した。指定規則に準拠した3000時間に加え、
400時間の選択科目を設定している。また医療大
学校である本校の特徴を生かした「東洋医学」を
取り入れている。

2年次で設定している選択科目で学ばせる内容の
具体的な検討が未着手となっている。

現在、1期生1学年のみであり、週当たりの時間数
の超過は見られない。
年間の研修計画を立て、全教員が研修に参加し
ている。日程、費用と共に配慮・調整をしてもらっ
ている。さらに学科内で、勉強会の年間計画を立
て研修後の報告会を行い、学習の共有をしてい
る。

4学年がそろっていく中で、担当授業の時間数の
増加が見込まれる。教員一人週当たりの授業時
間数の超過がの過重な負担にならないよう、調整
が必要である。
主体的な研修参加と経済的・時間的な支援によっ
て自己研鑽につながっている。

主任
カリキュラム

担当者

主任
カリキュラム

担当者

申請書、授業計画書、学生
便覧、講義資料、進度表

申請書、添付書類、教員マ
ニュアル学生便覧、実習要
項、実習指導要綱、シラバ
ス等

主任
カリキュラム

担当者

Ⅲ
教
育
課
程
経
営

4．科目・単元構成

3．教育内容の階層的関連性とそ
の配分の考え方

1．科目構成、単元構成の考え方と根拠
を明確にして構成され、その考え方は
教育理念・目的、教育目標との整合性
を持ち、構成された科目は看護実践者
を育成するのに妥当であり、かつ養成
所の特色をあらわしているか

5．教育計画
1）単位履修の考え方
2）科目の配列

1．単位履修の方法とその制約が教師・
学生の双方がわかるように明示し、そ
の方法が学生の単位履修の支援となっ
ているか
2．科目の配列は、単位履修と看護実践
者になるために養成所が設定したその
質を維持して習得できるような配列に
なっているか

1．単位認定の基準（設定）および方法
において、看護専門職に必要な学修を
認めるものとして十分に根拠があり、ま
た妥当であるか
2．他の高等教育機関と単位互換が可
能な体制を整えているか
3．教育課程を評価する体系が整ってお
り、また結果の活用においての倫理的
規定が明確になっているか

主任
カリキュラム

担当者

6．教育課程評価の体系
1）単位認定の考え方
2）評価の体系

次年度に向けて細則、諸規程、教務マ
ニュアル等学生の授業評価を次年度の
講義の改善に活かせるような体制を整え
ていく。

演習科目の援助技術においては、解剖学の教授
を行い根拠を押さえた講義を行なった。
また解剖学については、講義内容、資料について
の検討をすることが出来た。
2期生のカリキュラムについて一部の解剖生理学
を1年次に履修できるようにカリキュラムの調整を
おこなった。
非常勤講師も講義の際、ipadが使用できる体制を
整え、関連科目の学習にも活用してもらった

開学年度であり、その都度運用に際して細かな取
り決めをしながら進めてきた。今年度新たに規程
を整備した項目について、学生便覧、諸規程、教
務マニュアルの見直しを行っている。
授業評価は各科目の終講試験終了後速やかに
実施できた

教員ごとの週当たりの授業時間数を把握するた
め、一覧表に各教員で記入してもらうようにしてい
る。次年度以降、複数学年におけるカリキュラム
運営となるため、教員の時間数調整を図る必要
がある。
研修に参加しやすい体制が整備されており、各自
希望の研修に参加することができた。学科内にお
ける勉強会にて研修報告もほぼ計画通りに実施
できた。

次年度以降は、一覧表の確認、学年間の
時間割調整をカリキュラム担当者会議の
中で定期的に確認、把握するシステムを
とる。

科目担当講師への情報提供を継続して
いく。
シラバスの内容が学生にとって効果的な
カリキュラムの配列であり、より具体的な
ものになるよう検討を重ねる。

今後も非常勤講師への情報提供を行
う
次年度も講師会議を予定しており、非
常勤講師との連携・協力を仰ぐ。終講
試験後の解説や講義資料・試験の統
一した様式の利用についても協力を
仰ぐ。
今後も運用の実態に即した規程、要
項をその都度作成し、教員間で共通
認識できるように整備していく必要が
ある。

後期の早い段階で選択科目についての
具体的計画を立て、学生の選択希望の把
握と授業準備に取り掛かる。

1期生については2年次、基礎看護学実習前後で
専門分野Ⅰの基礎看護技術の習得ができるよう
選択科目を2単位30時間から4単位、60時間に進
度変更し実習前後での技術力向上、知識の定着
を図る。2期生については解剖生理学・病態臨床
学のうち、5科目を1年次での履修とし、基礎看護
学実習Ⅱを2年次で履修する計画とした。履修年
度変更に伴う階層的関連性の検討も行い、教育
内容の考え方との合致も確認した。
選択科目での具体的計画は現在作成中である。
3月までに選択希望を聴取、具体的検討を進め
る。

次年度進度変更における教育的効果の
評価分析を行う

学生便覧、諸規程教務マニュアルの見直
しを実施し、次年度学生へ周知徹底して
いける体制をとる

今後は、4学年がそろっていくなかで、カリ
キュラム担当として年間の教育計画、カリ
キュラム調整を行っていく。さらに教員が
主体的に講義準備時間を確保し、ミーティ
ング等で情報共有・調整を行う。

申請書、授業計画書、学生
便覧、講義資料、進度表、
教員ごとの週当たりの授業

時間数

シラバスや学生便覧各種規程を用いてオリエン
テーションを行い学生への周知及び指導を行って
いる。随時各種規程、教務マニュアルを整備し、
適宜追加修正を行うよう進めている。看護学科履
修規程に単位認定の基準が記載されており、単
位互換が可能な体制をととのえている。入学時に
具体的な単位互換方法について周知している。
各講義が終了ごとに学生による授業評価を行っ
ている。

学則をもとに細則、諸規程、教務マニュアル等申
請時のものから次年度に向けて実態に即したも
のに修正していく必要がある。
学生による授業評価を取り入れることができてい
る。
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実習施設概要、全施設臨
地実習計画表、各施設臨
地実習計画表、週別病棟
別実習整数（他校の実習生
を含む）、実習指導者会議
議事録、実習担当者会議
議事録、実習施設打ち合
わせ綴り、臨地実習指導要
綱、臨地実習要綱

契約書、臨地実習指導要
綱にある臨地実習説明、臨
地実習指導要綱・臨地実習
要綱（情報の取り扱い、臨
地実習説明書）

主たる実習病院、その他の実習施設ともに実習
指導者会議を1回／月～1回／3～4ヶ月実施して
いる。その会議を通して教育理念、教育目標をは
じめ各実習の目的、目標、学校との連携において
指導者と教員の役割について確認している。ま
た、会議の進め方として、役割をより具体化する
ため臨地での場面を想定したロールプレイを行
い、指導方法を検討するなどの協働体制も整えて
いる。学生の学習支援としては、病院という場所
への関心をもって学習を行うための導入として6月
末～7月初旬で実習病院オリエンテーリングを実
施した。看護の視点について学習した内容を実習
病院の看護部長を招いて発表することで助言を
頂きながら共に育てていく環境つくりにも努めてい
る。
Ｈ30年度に向けて指導環境を整えるため実習指
導者会議を設けることは重要である。そのため今
後も継続していく必要があるが、協働という視点で
の評価においては学校側が実習場面の問題を想
定した企画運営となっているのが現状である。臨
地においての指導状況からの問題を指導者より
提案してもらうことでより効果的な指導につなげる
内容の検討が必要である。

11月までに各実習施設においてこれまで
の実習指導場面で困った内容などを情報
収集し、会議の企画検討を行う。次年度
は実習開始となるためより具体的な指導
方法を実習指導者とともに考えていける
環境つくりを行う。

上記でも述べたように実習指導者会議を開催して
教員と実習指導者の役割について明確にするこ
とができている。後期では精神看護学概論におい
ての学びの発表会に実習病院の指導者を招いて
学生のレディネスを紹介することができた。発表
会に参会いただくことは、学生のレディネスの把
握のみではなく、実習に向けての学習内容でもあ
るため実習期間中に学びをまとめた冊子の活用
ができる支援体制を整えることにも繋がると考え
ている。
また、3月には今年度の実習指導者会議について
の実施評価を行う予定である。協働の視点から後
期の会議では実際の場面を把握するため指導で
困ったことの情報を得て、実際の病棟環境を把握
することができた。後期で得た情報を基に次年度
の計画を検討していきたい。

引き続き学生の学びの紹介できる場を設
けていく。また、今年度の実習指導者会
議に関する評価を行い、次年度は実習場
面を設定した教員と指導者の役割につい
て具体的な理解に繋げられるよう会議計
画を立案する。

主任
実習担当者

8．学生の看護実践体験の保障
1）実習施設の選択と開拓
2）実習目標達成のための実習施
設との協力体制
3）臨地実習指導者と教員の協働
4）学生からケアを受ける対象者の
権利の尊重
5）臨地実習における安全対策

1．臨地実習施設は養成所の教育理
念、教育目的、教育目標を理解し、学
生の看護実践の学習を支援する体制を
整えているか
2．臨地実習指導における学生の学び
を保障するために、臨地実習指導者と
教員がそれぞれの役割を明確にし、協
働体制を整えているか
3．学生からケアを受ける対象者の権利
を尊重するための考え方を明示し、学
生への指導を計画的にしているか
4．臨地実習における学生が関係する
事故を把握、分析し、安全教育、安全
対策を計画的にしているか

学生からケアを受ける対象者の権利については、
同意書を作成している。実習初日に実習同意書
を提示することで対象者の権利が尊重されるよう
調整を行っている。

実際の活用がＨ30年度となる。対象者の権利を
尊重するということについては、実習先の理解も
必要であるが、まずは学生が十分に理解して実
習に臨めるように準備する必要であると考える。

実習オリエンテーションについてＨ30年1
～2月の実習担当者会議で検討していく。
今後の予定として実習オリエンテーション
をＨ30年4月末までに実施できるようカリ
キュラム担当者と調整していく。

Ⅲ
教
育
課
程
経
営

実習施設については、本校の設置目的から地域
社会に根差した心優しい医療を提供できる人材
育成を目指し、地域医療に力を入れている施設を
選択している。実習施設の開拓に際し、実習計画
を提示し他施設との調整を図り、より良い環境で
学生が学べるかを確認している。また、実習施設
において実習指導者講習会の修了を確認しなが
ら、継続的な指導に関する質向上のため施設へ
の協力も行っている。
基礎看護学実習、看護の実践と統合実習につい
ては、一病棟に多数の学生を受け入れる環境と
なっていることから指導効果への影響が考えられ
る。基礎看護学実習においては、初めての実習で
あり学生の不安も大きく、各論実習へとつなげる
発展的課題も各学生が明確にできるように支援
することが教員の役割でもあると考える。以上の
ことから教員が役割を十分理解し、取り組むこと
が必須であり学生の指導上の環境を考慮した実
習先の開拓をしていく必要がある。

実習オリエンテーション計画を立案中であるが、
現段階で日程調整までには至っていない。早急に
日程調整を行い、オリエンテーション担当者の準
備が十分できるように調整していきたい。
また、患者の権利についてを学生一人一人が考
えられるよう後期は学校生活の中で学ぶ者として
の態度を生活場面ごとに指導した。オリエンテー
ションでは、患者の権利とは何かを学生が明確に
できるよう立志式を含めて働きかけていきたいと
考える。

実習オリエンテーション計画の具体的な
内容を示した教員用の資料作成を実習担
当者会議で検討し、学科会議で全体説明
していく。また、患者の権利については立
志式でも考える機会があるため時間を有
効に活用していきたい。

実習施設の開拓については、実習受け入れを近
隣病院に交渉中である。現状では、実習指導者と
なる人材確保の必要であることから講習会参加
の依頼をしなければならない。病院側の調整とな
るため次年度の人材育成計画に組み込んでいた
だく必要があるため今後もともに調整に向けて協
力をしていきたいと考える。
また、既に実習受け入れの承諾をいただいた施
設については、今年度より本校の教育理念、教育
目的、教育目標、実習の流れなどを説明する場と
して実習指導者会議を設けることができた。主と
なる実習病院においては毎月1回、他の一部の実
習病院は年3～4回設けて実習内容の調整を行っ
た。引き続き実習指導者会議を設けていく方針だ
が、次年度は領域実習開始が翌年に控えている
ことから年に6回の指導者会議を設け、より具体
的な調整を行っていきたいと考えている。

実習指導者会議の開催は、主たる実習病
院は引き続き毎月、その他の実習病院、・
施設に関する指導者会議は年6回以上の
開催とする。

実習開拓については、カリキュラム構成
から考え緩和ケアにおける看護の基本に
ついても臨地で学ぶ機会も重要であるこ
とを考慮し、近隣の地域密着型である病
院を検討・調整していく。
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臨地実習指導要綱にある
臨地実習中のインシデント
（事故）発生時の対応につ
いて・臨地実習中における
感染対策について・インシ
デント報告書、インシデント
アクシデント振り返り用紙、
教育安全対策に関する資
料、ワクチン接種スケ
ジュール、抗体価検査結果
一覧表、ワクチン接種実施
一覧表、健康手帳

実習中の事故に対する対応、感染対策に関する
対応については、実習要綱にて学生に提示してい
く。現在、臨地実習が始動していないことから本校
における傾向は打ち出すことができない。そのた
め、本校が加入している学校保険より発信されて
いるデータなどを学科回覧などで情報共有してい
おり、実際の指導場面で活用できるよう促してい
る。感染防止対策については学生の抗体価を検
査し、学校医の指示のもと対象者のワクチン接種
を年間で計画・実施している。また、学生の感染
防止意識を日常的に高めるためにユニホームは
クリーニング対応を行っている。
臨地実習開始に向けて看護学生が引き起こしや
すい事故、感染に関する情報を学科全体で共有
することは重要な事項である。上記の事項を学生
オリエンテーションで効果的な理解につなげるた
めに留意すべきことを実習担当者会議で検討し、
学科全体に発信していく必要がある。看護学実習
において実習生が媒介者とならないことが重要で
あるため各種感染症の抗体価及びワクチン接種
状況の把握、提示していく必要がある。

学生が起こしやすい事故報告、感染防止
対策についての情報共有を継続する。後
期課題としては、学生オリエンテーション
で効果的な理解につながる内容、留意点
について2月末までに実習担当者会議で
検討し学科会議で承認を得る。
感染防止については抗体検査の結果、対
象者のワクチン接種の有無を一覧として
作成する。

実習中の事故に対する対応、感染対策に関する
対応については、実習要綱で示している。前期同
様、学校で加入している学生保険より発信されて
いる事故発生内容については回覧し、教員間で
の情報共有を行っている。学生オリエンテーション
で行う事故対応については、学生が起こしやすい
事故を提示したうえでの意識の向上に関する支
援方法を検討中である。感染対策については、学
生の抗体価を調査して必要なワクチン接種を全て
完了することができた。ワクチン接種終了に関す
る一覧については、学校医に依頼しており、次年
度9月に行われる初回の基礎看護学実習に向け
て準備中である。

引き続き、学生オリエンテーションを活用
した指導内容を具体化し、3月末までの学
科会議で承認を得られるよう進めていき
たい。

1．授業内容と教育課程との一貫
性
2．看護学としての妥当性
3．授業内容間の関連と発展

4．授業の展開過程
1）履修形態の選択
2）授業の対象学生の構成と指導
方法
3）指導技術の工夫
4）教材・教具の活用と開発

Ⅳ
教
授
・
学
習
・
評
価
過
程

1．当該授業の内容は教育課程との関
係において当該学生のための授業内容
のまとまりとして考えているか
2．授業内容のまとまりづくりの考え方
は、科目目標との整合性を踏まえて明
確に述べているか
3．授業内容のまとまりは看護学の教育
内容として妥当性がある内容となってい
るか
4．当該授業内容と他の授業内容との
関連において、重複や整合性、発展性
などについて明確になっているか

申請書、授業計画書、学生
便覧、講義資料、進度表

主任
実習担当者

8．学生の看護実践体験の保障
1）実習施設の選択と開拓
2）実習目標達成のための実習施
設との協力体制
3）臨地実習指導者と教員の協働
4）学生からケアを受ける対象者の
権利の尊重
5）臨地実習における安全対策

1．臨地実習施設は養成所の教育理
念、教育目的、教育目標を理解し、学
生の看護実践の学習を支援する体制を
整えているか
2．臨地実習指導における学生の学び
を保障するために、臨地実習指導者と
教員がそれぞれの役割を明確にし、協
働体制を整えているか
3．学生からケアを受ける対象者の権利
を尊重するための考え方を明示し、学
生への指導を計画的にしているか
4．臨地実習における学生が関係する
事故を把握、分析し、安全教育、安全
対策を計画的にしているか

1．履修形態（講義・演習・実験・実習）
は授業内容のまとまりづくりに応じた形
態を選択しているか
2．授業展開に用いる指導技術につい
ての考え方を授業計画等に明示し、実
践しているか
3．当該授業の展開過程の他に学生の
学習が深化、発展するための方法を意
図的に選択し、学習を支援しているか
4．学生に対し効果的な教育指導を行う
にあたり、教員間でどのような協力体制
で行っているか

Ⅲ
教
育
課
程
経
営

終講試験後の課題学習、試験問題の再
学習をするよう働きかけている。学年担当
とチューター教員とが連携し効果的な学
習支援体制を検討していく。
また、シナリオフィジコ人形やモデル人形
を用いたリアリティのある学習の工夫の検
討していく。

看護技術系科目では、教員デモストで教員間での
共通認識したうえで学生へデモストを実施する流
れが定着した。ワークシートを活用しながら技術
指導を行い、根拠を理解しながら技術習得できる
ようはたらきかけた。技術試験・技術チェックで評
価のずれが起こらないよう試験前後で評価基準
の確認、すり合わせを行った。
学生の看護実践能力・状況判断力育成を目指
し、4年間の段階的OSCEを計画した。1年次では
実習において学生が学ぶべき態度が身につけら
れるよう態度OSCEを計画し2月末実施する。実習
病院の臨床実習指導者にも参加してもらい指導
者との連携を図る。
技術デモストでは実習室のカメラの活用も積極的
に行うことができた。
後期からは非常勤講師にも依頼し、終講試験後
に試験解説の時間を設け、学生の知識の定着を
図った。終講試験後には、試験の見直しをするよ
う働きかけ、学習状況に応じてチューター指導を
行った。
論理的に思考し、人に伝わる表現で文章が書け
る力を育成するねらいで文章検に取り組んだ。指
導に際してもチューターを中心に少人数指導する
ことで、学生個々の学習状況を把握できた。

看護技術指導においては、科目担当を中
心に指導レベルの統一ができるよう、今
後も教員デモスト実施と検討、学生デモス
ト・担当別指導の流れの定着を図る。各
技術指導後は指導評価を行い、検討・改
善につなげる。
4年教育における段階的OSCE計画を進
め、実習病院との連携を深めながら実効
性のあるものにしていく。

カリキュラムの構成を意識し、各科目においても
科目目標、授業内容に整合性、一貫性を持たせ
るようにしている。講義資料は共有フォルダ保存
し、科目間で関連する学習内容の確認、各授業
内で想起させるなどの取り組みもしている。

カリキュラム担当者会議において、各科目の授業
内容についての把握はシラバス検討時のみであ
る。科目間の関連・整合性について専任教員が共
通理解できるよう情報発信するシステムの検討が
必要となる。

次年度からはカリキュラム担当者会議で
授業進度の検討をしていく中で、関連性
や進度の妥当性も含めて検討する。

各科目の授業内容について適時、講義資
料の共有を図り、各教員が把握できるよう
に発信する。専任教員全員でシラバスの
検討・改善を図ることで教育目標、方針に
則った教育課程の理解ができるようにす
る。

次年度シラバス作成時、各担当教員が領域・分
野を俯瞰し関連性を見ながら非常勤講師とも確
認しながら検討・修正を行った。
各講義資料についてはフォルダ保管し各科目間
の関連についても参照できるように整えている。

授業計画書に履修形態を明記し、具体的な教授
方法を示している。基礎学力の定着が乏しい学生
も散見されるため、専任教員間での情報共有、講
師への情報提供・共有を図り、教授方法の検討を
行っている。チューター制を生かし、学生個々の
学力を把握し個別の学習支援ができるよう定期的
に学年会議、チューター会議で検討を行ってい
る。担当科目の演習は資料とデモストから共有し
て、練習時の学生の状況から指導修正、追加して
技術試験の準備を行った。各技術演習では共通
様式のワークシートを学生に配布し、統一した技
術習得が行えるようにしている。実習でも活用で
きるようにファイリングするよう指導している。
実習室の基礎エリアは円形にベッドが配置され、
中心の教員用ベッドにはカメラが設置されている
ことで教員の手技を学生全員が把握できる環境を
整えている。
再試を繰り返す学生が数名おり、学習方法の確
認、学力の向上が喫緊の課題である。クラス全体
としての学習習慣の定着も検討課題である。
教員間の技術試験の評価基準の統一を図ること
に時間を要した。
電子テキストを採用しており、ロイロノートスクー
ルを活用してのグループワーク発表や、自宅でも
学びあいができる環境が整えられている。

申請書、授業計画書、学生
便覧、講義資料、ロイロ

ノート

主任
カリキュラム

担当者
各専任教員

主任
カリキュラム

担当者
各専任教員
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5．目標達成の評価とフィードバック
1）評価の計画性
2）評価結果の活用

Ⅳ
教
授
・
学
習
・
評
価
過
程

1．評価と指導の表裏一体性を踏まえた
評価計画が立案・実施され、評価結果
から実際に授業は改善されているか
2．可能な限り学生および教育活動を多
面的に評価するために、多様な評価の
方法を取り入れ、目標の達成状況を明
確に捉えているか
3．評価の方法について特に単位認定
のための評価については、学生に公表
（認定基準等）し、公平性があるか

6．学習への動機付けと支援
1）シラバスの作成
2）学習の支援体制

1．シラバスの提示や学習への指導は、
養成所全体としての一貫性をもって、学
生の学習への動機付けと支援になって
いるか

1．設置者の意思・指針

1．養成所の設置、教育理念・教育目
的、教育課程運営、教育評価および養
成所の管理運営に関する管理者の考
え方を、設置者の意思との一貫性を
もって明示し、かつ教職員は理解してい
るか

2．組織体制
1）意思決定機関・意思決定システ
ムの明確性
2）組織の構成と教職員の任用の
考え方
3）教職員の資質の向上について
の考え方と対策
3．財政基盤

1．養成所の財政基盤をどのように確保
しようとしているかについて明確な考え
方を持ち、学習・教育の質の維持・向上
につながるようになっているか
2．教職員は養成所がどのような財政基
盤によって成り立っているかを理解し、
それぞれの観点から財政についての意
見を経営・管理過程に反映できるように
なっているか

今後も、学科会議と議事録の提示
により意思統一を図る。

申請書、授業計画書、学生
便覧、講義資料、進度表

Ⅴ
経
営
・
管
理
過
程

申請書、添付書類、教員マ
ニュアル、学生便覧,組織

図、機能図等

複数学年での実習室利用が重複しないよ
う、また、実施時期に無理がない技術試
験・技術チェックとなるよう年間授業計画
を検討する。合わせて各技術科目の年間
デモスト計画を実効性のあるものとして運
用していく。

冊子作成後に追加修正のあったシラバスに関し
ては担当講師に提示をしてもらうよう調整を行って
いる。
カリキュラム担当者会議において6月より次年度
に向けてシラバスの見直しを行っている。教員が
各分野を担当し国家試験出題基準や科目間の関
連を見ながら次年度のシラバスの検討改善をす
すめ、11月完成を目標として取り組んでいる
学習の支援体制として、図書管理規定を4月1日
に改訂した。図書室の資料の貸出を9月11日より
開始し、継続して主体的な学習ができるよう体制
を整えている。また、１回/月、書籍販売を本校１
階で行い、新刊図書や国家試験問題集なども紹
介し、支援している。

申請後の科目担当の変更や授業内容の精選に
伴う（授業計画）シラバス内容の追加修正につい
てはその都度学生に提示することで学生の学習
への準備、支援につながるよう働きかけることが
できている。
今年度履修前の科目がある中での検討ではある
が、各教員が自身の専門領域、担当科目との関
連を意識しながらより具体的なシラバスとなるよう
検討を進めている。この取り組みを通して、各教
員が教育課程全体への理解を深めることにつな
がると考える。
図書室の利用、図書貸し出し状況などから必要な
図書の購入を検討していくことが必要である。書

今年度講義に関しても、年度当初から追
加修正された授業計画については担当講
師との調整の上、その都度学生への提示
をしてもらう。
11月には次年度シラバスを完成させより
具体的なものにしていく。
図書室の資料については、授業科目によ
り利用頻度の高くなる資料を把握し、検
討・購入を進めていく。関心を高めていけ
るよう書籍販売は継続していく。

30年度入学の学生からWebシラバス導入となっ
た。非常勤講師へのWeb掲載の了承を取るととも
に内容の見直し・検討を依頼し充実を図った。
7月より図書室司書が配属され、より利用しやす
い環境が整っている。
図書室利用率向上にむけ、講義の中で図書室利
用を促したり、学生図書委員を通して書籍・雑誌
の紹介をしたり、書店による書籍販売を継続する
ことで徐々にではあるが、学習に書籍を活用でき
るようになってきた。学生の中には国家試験問題
集を購入し、活用しているものも出てきている。

各科目の講師と次年度の評価計画につ
いて調整を行う。技術試験については後
期より教員デモストの方法、評価指標に
関する検討を行った上で実践・評価し、次
年度に向けての改善につなげていく。

学生デモストの前に教員デモストでの共通認識を
行い技術試験に備えた。しかし、各技術試験・技
術チェック時期ならびに再試験時期の重複が発
生し技術習得に困難さを来した。年間を通して全
体を俯瞰して計画し、教員間での検討を考慮し、
指導要項の提示時期を早めに設定する。
次年度のシラバス検討と同時に評価計画を見直
した。

今後も、教職員全員が参加している学科
会議を活用し、重要事項の意識統一が必
要となる。

組織図・機能図が10月新たに発表され、現在はそ
の移行に伴った会議・委員会で学校内の意思決
定とその統一を図っている。学科では記録を回覧
し共有している。また、意思疎通や意見の確認が
必要な事項に対しては学科会議の委員会・会議
報告の事項を設け学科内への浸透が必要であ
る。

各科目ごとの評価計画を一覧にし授業計画書（シ
ラバス）に明記している。科目担当の意見を取り
入れ、講義・演習・実技といった授業方法に応じた
多様な評価方法を取り入れている。専任教員の
看護技術科目に関しては技術試験結果の分析を
行い、次年度に向けて技術評価方法の検討を
行っている。

技術評価に関して教員間の認識の不一致が見受
けられた。技術試験前に行う教員デモストにおい
て評価指標の統一および教員の技術力向上が必
要である。

次年度は4月から随時学年間の調整
をしながら講義計画を立案・検討して
いく。

設置申請書の中に明示している。教員間の共有
のため教員マニュアルの中にも明示し教員間で
意識統一している。9月には平成29年度のミッショ
ン・ビジョンを再確認し、看護学科の目標の中間
評価を実施した。

教員マニュアルは、冊子として教員に配布してい
るが、一人一人が活用しているかは不明である。

3月までに、教員マニュアルの見直しを全
教員とともに実施する

教員マニュアルについては、9月に内容の見直し
を行った。後期の見直しは2月中に実施する予定
である。見直しは行うことができているが、各教員
に配布しているマニュアルに修正箇所があった部
分の差し替え、会議体制の変更などの差し替えま
でには至っていない。学校の運営に関する教員
全体が理解しておくためには、変更があった際に
は差し替えを行うことで教員のマニュアル活用は
高まると考える。

教員マニュアルの見直しを行った際、管
理上で変更があった場合の関連資料の
差し替えを随時行っていく。

組織の一員として自己の位置づけを自覚できるよ
うに教員マニュアルに組織図を明示している。ま
た、学科には、平成29年度業務分掌を作成し、各
教員が1年間実施するための意識づけができるよ
うに4月に全教員を前に説明し、個別面接でも再
説明している。業務分掌をもとに各個人の年間の
目標を立て評価し資質をアップできるように体制
づけている。

組織体制が、10月にも見直され、新体制となっ
た。組織から出された考えを学科長が中心となり
全教員に浸透させることが重要となる。学科会議
を毎週1回開催し、意識統一している。

申請書、授業計画書、学生
便覧、講義資料、進度表

主任
カリキュラム

担当者
各専任教員

副学校長
事務部長
事務主任
学科長
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申請書、添付書類、教員マ
ニュアル学生、便覧、シラ
バス、チューター年間計画
等

5．学生生活の支援
1）学修継続への支援体制
2）学習困難への支援体制
3）社会的活動への支援体制
4）卒業後の進路選択への支援体
制

4．施設設備の整備
1）整備の考え方と計画性
2）看護学の発展や医療・看護への
ニーズ、学生層の変化に対応する
整備
3）学生および教職員にとっての福
利厚生のための整備

1．学習・教育環境について、管理者とし
てどのような考え方をもって整備しようと
しているかを示し、その考え方に基づい
て整備計画を立案し、実施しているか
2．看護の専門職教育に必要な施設設
備を計画的に整備し、また医療・看護の
発展や学生層の変化に合わせて、整
備・改善できるようになっているか
3．学生および教職員にとっての福利厚
生の施設設備は養成所が設置されてい
る地域環境との関連から検討し、学生
生活や教職員の職務が円滑に遂行で
きるように整備しているか

1．学習・教育環境について、管理者とし
てどのような考え方をもって整備しようと
しているかを示し、その考え方に基づい
て整備計画を立案し、実施しているか
2．看護の専門職教育に必要な施設設
備を計画的に整備し、また医療・看護の
発展や学生層の変化に合わせて、整
備・改善できるようになっているか
3．学生および教職員にとっての福利厚
生の施設設備は養成所が設置されてい
る地域環境との関連から検討し、学生
生活や教職員の職務が円滑に遂行で
きるように整備しているか

学生の学校生活も1年を迎える現在、各
教員も担当学生の傾向も見えてきてい
る。指導の方法も個別性をもって展開でき
るよう指導計画を教員自身も明らかにし
ておく必要がある。

開学年度のため、施設設備は万全を期していると
考えていたが、教職員に対する必要備品設備が
不備と感じ、物品請求で仕事しやすい環境の整
備に努めている。また、24時間サポート保険WILL
に学生及び教員が加入している中で、大概のけ
が、病気、損害に対する補償が整っているため安
心した生活が守れていると考える。

施設設備の備品管理は、教員および学生の中に
担当を決め責任を持ち管理していくように進めて
いる。現在は教員が主導で進めている。
鍼灸院と整骨院が併設されており、学生と教員は
職員価格で利用できる。

今後は係の仕事も学生が主体的に考え
ながら進めていけるような取り組みが必
要である。

6．養成所に関する情報提供
1）教育活動に関する関係者への
情報
　　提供
2）広報活動

1．教育・学習活動に関する関係者への
情報提供を行うことによって、その協
力・支援を得ているか
2．広報活動は看護専門職を育成する
機関として、その存在を十分にアピール
し、かつ社会的説明責任を果たす内容
と方法になっているか

7．養成所の運営計画と将来構想
1）年間の運営計画と評価
2）短期計画
3）中・長期的計画

Ⅴ
経
営
・
管
理
過
程

申請書、添付書類、教員マ
ニュアル学生便覧、実習要
項、実習指導要綱、シラバ

ス等

申請書、添付書類、教員マ
ニュアル学生便覧、実習要
項、実習指導要綱、シラバ

ス等

申請書、添付書類、教員マ
ニュアル、学生便覧,　備品
台帳

1．養成所の運営は明確な将来構想の
基に、中・長期計画、短期計画、毎年の
運営計画・実施・評価を整合性をもって
いるか

8．自己点検・自己評価体制
1）自己点検評価の組織
2）資料・データの収集、蓄積
3）資料、データの分析、解釈
4）課題や改善点への取り組み
5）第3者評価、結果の公表

1．自己点検・自己評価の意味と目的を
理解し、実際に自己点検・自己評価を
行うための知識と方法を明確に持って
いるか
2．養成所の自己点検・評価体制を整
え、運用し、その機能を養成所のカリ
キュラム運営、授業実践にフィードバッ
クし、養成所の教育理念・目的、目標を
維持・改善しているか

施設利用に関して、今後学生で構
成された「空間デザインを考える
会」でより良い利用を考えていく。
備品管理に関しては、今後も学生
が主体となって進めていけるよう
に取り組む。

施設整備に関して「学生満足度調査」で学生から
の意見があった。

事故による受診やインフルエンザの罹患に対して
WILLの補償を利用した。

東洋医学の受講をきっかけに、自己の心身に関
する予防的視点を持つことができた。学生・教員
は、併設の治療院へ受診して心身の調整を図っ
ている。

施設整備管理について学生と共に実施をした。教
員の促しで学生間で考え、実施することができる
ようになった。

宿舎、生活費等問題が生じている学生に対して
は病院との連携に繋げていくことで学校生活の継
続が出来た。チューターの面接はクラス全体の状
況把握を行い個別に２回実施して後期の学生の
学習目標と教員の指導目標を考え取り組みをし
ているので３月に各自の評価を行う。また、,随時
に学生への声掛けや再試験への学習支援や講
義での学生の状況で気になる点は教員間で情報
共有する事でタイムリーに学生への支援に繋がっ
た。

PDCAサイクルと様式の整備が必要であ
る。

病院奨学金に加え、宿舎の提供やアルバ
イト情報を入学前に提示できるようにキャ
リアと協力し整備が必要である。

今後、学年が増え、4学年になったときの
個人面接回数や、チューター・担任間の
情報共有・連携方法を検討し、学生生活
の支援の継続ができるようにする必要が
ある。

年間の運営計画は立案し、PDCAサイクルに乗せ
て実施している。また、実施していることは記録に
残しながら整合性を評価している。

目標達成のための計画・実施・評価を教員が意識
し実行している。記録に残すことは実際の評価修
正に役立つことを2年目～実感してもらえるように
する。

設置計画されたものを用い、担当
を決め遂行していく。経験者を活
かした原案を叩き台として計画
し、学科会議にて詰めていく。

授業の中でも、実習病院との連携を考え、病院訪
問や授業参観の呼びかけで連携を図った。

今後も広報の一環としても地域に向けた発信が
必要と考えている。

地域ボランティア、実習病院との連携は
今後も継続し実施していく。

実習病院に授業のグループ発表へ参加してもら
い連携を図った

2月に地域清掃ボランティアを実施し、地域住民と
の交流やアピールが図れた

今後も授業をとおして実習病院と
の連携を図る
ボランティアや地域行事等に参加
することで地域への情報発信を図
る

運営しながらの計画・実施・修正とあわただしく運
営してきた。4年間は大まかな計画を実施できるレ
ベルに砕き評価修正が必要となる。しかし教育経
験者が少ない中、本校の大事にしている教育や
学生像を取り入れながら協力し合って今後の構
想を立てていくことが重要となる。

自己点検・自己評価は委員会を立ち上げ、学科
の委員を中心に一人一人の教職員が点検・評価
の必要性を認識できるように計画を立てている。
来年の4月へのホームページへの公表に向け取
り組んでいる。

自己点検・自己評価の公表に向け中間評価を全
員が実施している。教員が組織の一員として客観
的に評価できる状況を期待している。

年間計画に基づき自己点検自己評価の4
月公表に向け中間評価を今後に生かす。

副学校長
事務部長
学科長
主任

自己点検自己
評価委員会

副学校長
学科長

自己点検自己評価については、委員会を設け順
次進めている。また、看護学科は中間・最終評価
の2期に分け項目別に評価を実施した。今後は、
委員会から新しい様式が提示されるという情報が
流されているので、その様式に従い中間・最終の
2期に分け実施していく予定である。

委員会での決定事項の共有。変
更後の様式確認と実施計画を立
てる。

主任
学年担当

主任
各担当教員

学生が経済的な問題で退学に至らないように病
院奨学金をキャリアに働きかけ受けるための整備
をしていたが、通学においては宿舎、生活費等問
題が生じている学生も見受けられた。

入学時より、担任制・チューター制をとり、チュー
ターが個人面接を行い、個々の学習への取り組
みや学習状況、学校生活やアルバイト、奨学金の
把握をし、学生個々の目標が達成できるよう支援
している。卒業後の進路選択の支援に関しても、
チューター面接で、学生個々の将来の展望を把
握し支援を行っている。

現在、病院奨学金があることを学生が認識してい
るかが不明な状況である。入学前から、学生が情
報として認識できるように配慮が必要である。ま
た、学生によっては宿舎、生活費等問題が生じて
いる学生も見受けられたため、対策をとる必要を
感じている。

チューター制により、チューターが学生個々の状
況を把握できている。今後も各チューターからの
情報を共有し、連携を図り、学生生活の支援の継
続ができるように行う。

主任
各担当教員

ボランティア実施計画・ホー
ムページ記事
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Ⅵ
入
学

1．地域社会への貢献
1）健康や看護についての啓蒙・普
及
　　活動
2）地域社会と交流するための体制
2．地域社会における資源の活用

1．社会との連携において、地域のニー
ズを把握し、看護教育活動を通して地
域社会への貢献を組織的に行っている
か
2．養成所の教育活動について、地域社
会のニーズを把握する手段、養成所か
ら地域社会へ情報を発信する手段を
持っているか
3．地域の特徴を把握し、地域内におけ
る諸資源を養成所の学習・教育活動に
取り入れているか

3．国際交流のための体制
1）学生・教員の国際的視野を広げ
るためのシステム
2）留学生の受け入れ等に関する
対応

1．入学者の選抜の考え方と教育
理念・
　　教育目的との一貫性
2．選抜の公平性
3．選抜方法の妥当性
4．入学希望者開拓への取り組み

1．教育理念・教育目的との一貫性から
入学者選抜の考え方を述べているか
2．入学者状況、入学者の推移につい
て、入学者選抜方法の妥当性および教
育効果の視点から分析し、検証してい
るか

1．国際的視野を広げるための授業科
目を設定しているか
2．国際的視野を広げるための自己学
習システムが整っているか
3．海外からの帰国学生や留学生の受
け入れ体制はあるか
4．留学や海外において看護職につくこ
と等を希望する学生に対応できる体制
があるか

1．進路選択状況と教育理念・教育
目的
　　との整合性
2．進路選択状況と卒業後の活動
状況
　　の評価

1．卒業生の到達状況、就職・進学状況
を分析した結果は、教育理念・教育目
標と整合性があるか
2．卒業生の就職先での評価を把握し、
問題を明確にし、教育を改善するため
に就職先との情報交換や調査の実施な
どができる体制が整っているか
3．卒業生の活動状況を把握し、統計的
に整理し、教育理念・教育目標、授業の
展開に活用しているか
4．卒業時の到達状況を捉える方法が
明確であり、それを計画的に行っている
か

Ⅶ
卒
業
・
就
業
・
進
学

学科長
主任

年間計画書、ボランティア
計画書等

申請書、添付書類、学生便
覧、キャリア、病院資料

申請書、添付書類、教員マ
ニュアル学生便覧、募集要

項等

国際看護授業、他学科の
受け入れ情報

地域ボランティアとして「挨拶運動」「奉還町商店
街清掃活動」を実施している。授業では学びにく
い、心の教育・躾教育につながったと考える。

今後も計画的に実施していく。

1．研究的姿勢の涵養
2．研究活動の保障と評価
1）研究活動の保障
2）研究活動の評価

1．教員の研究活動は保障（時間的、財
政的、環境的）されているか
2．教員の研究活動を助言・検討する体
制が整っているか
3．研究に価値を置き、研究活動を教員
相互で支援しあう文化的素地が養成所
にあるか

Ⅸ
研
究

日常の業務と新しい取り組
み

Ⅷ
地
域
社
会
／
国
際
交
流

研究取組の具現化。

留学生の受け入れ体制は学校として整備されて
いる。看護学科は現状では留学生の受け入れは
ないが、今後受け入れの可能性も考えておく必要
がある。
また、地域・国際社会に貢献できる人材育成を教
育目標の一つに挙げており、異分化理解のセミ
ナー紹介も行っている。これからの学生ニーズに
応え、学生の関心をより高めていくと同時に希望
する留学や海外での就職、国際協力活動への将
来の実現可能性を高めることができるような機会
を提供する体制つくりも考えていかなければなら
ない。現状では、本学科の代表者がＮＰＯ法人
日本・カンボジア教育支援協会に加入しているこ
とも本校の強みとして国際社会に貢献できる人材
育成への環境を考えていきたい。

留学生受け入れについての体制つくり
は、指導ガイドラインに沿って受け入れ環
境の確認を行っていく。
本学の国際的視野をもった人材育成につ
いて各学年ごとにどのような内容で育成し
ていくべきか具体的な内容を教育目標に
沿って表記できるよう検討していく。

国際交流については具体的な内容を教育目標に
沿って表記できていない。他学科が留学生の受け
入れを行っているため、情報収集に努めている。

他学科が留学生の受け入れを
行っているため、情報収集に努め
ているが、言葉の壁等看護学科と
しての検討が必要となる。

・今後、カリキュラムの中で地域ボランティ
アを実施する予定である。

教員の研究活動については、今年度手つかずの
状況である。今後は研究に取り組む体制を整備し
ていくことが課題となる。

管理職は、研究活動の取り組みに発展するような
動機づけが重要となる。しかし、開学初年度であ
る本学科はまずは人間関係の確立が最優先でそ
の活動に至っていない現状である。進んで研究活
動への取り組みを支援し合える環境作りは重要と
なる。

ディプロマポリシーを明示して教育活動を行って
いる。卒業時の到達度を明確にしたうえで各学年
の目標も計画して取り組んでいる。

就職等に関しては、今後に繋がっていくため各学
年での達成度を含め段階的な評価を準備していく
必要がある。

学科長
主任

研究取組時間の確立、目標設定。
研究活動は実施されていない。まずは、バディ等
を活用しその取り組みをまとめてみることから進
めていく。

各学年で目標を提示し、目標達成に関す
る評価分析を行う。各教員がディプロマポ
リシーを十分把握し、目標到達できるよう
な支援体制を整える。

ディプロマポリシーについては、学生便覧に掲示
しているがあまり触れていない。現在、実習施設
や病院の看護師募集と奨学金についてキャリアと
協力しながら情報収集している。

卒業時までにキャリアと協力しな
がら、病院情報・奨学金情報等、
今後の進路について情報収集し
ていく。

ＡＯ入試においては本校の看護学科のアドミッショ
ンポリシーを提示し、看護学科が望む人物像を明
確にしている。入学者の状況、入学の推移につい
ては一覧にしており、入学者の選抜方法について
も成績から妥当なものであったかの評価も行って
いる。

今年度も昨年度評価と比較しながら入学者選抜
について評価していく必要がある。現状の入学数
から見ても、入学者の推移データを基に入学希望
の開拓に繋げられるよう取り組むことが重要であ
る。

入学者選抜の結果、傾向、選抜の公平性
や妥当性など評価を入学試験終了の２月
に分析評価していく。

入試計画を立て、実施評価し入学者選抜の結果
を受け評価したことを募集広報委員会・入試担当
者会議の場で月1回伝えている。しかし、学生定
数を満たすことが困難な状況である。開拓の路と
してはｌ高校との協定を結んだり、法人への学費
交渉、学科内募集広報会議を新たに立ち上げ学
科の意見も伝える場を設けている。

今後も、入試・募集広報について
は計画・評価・修正しながら記録
に残し実施していく。学校との協
議の折は学科協議内容を伝達し
要望については伝えていく。

学科長
主任

・ボランティアとして「お仕事フェスタ」に参加して、
看護体験をとおして看護の仕事を理解できるよう
情報発信をした。参加した高校生は、看護につい
て興味・関心を持つ機会となった。

・公開講座の開催では、「科学的根拠を踏まえた
移動の実践」「指１本での移動を体験しよう」「脳ト
レ」など、地域社会の人が参加できる機会とした。

・地域で実施された「夏祭り」の参加では、商店街
が営業中出店準備困難な状況であるため、店先
に名が机を設置するなどの出店準備の手伝い地
域へ貢献した。
　また、出店をして地域活動へ参加した。

学科長
主任

学年担当
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