
 

相模原看護専門学校平成３０年度自己点検・自己評価および、学校関係者評価の 

結果について 

 

本校ではこれまで、教育活動および学校運営等の質の保証と向上に継続的に取り組むため、自己

点検・自己評価を行い、評価結果についてお知らせしてまいりました。 

このたび、平成 30年度評価から、さらなる質向上、特色ある学校づくりをめざし、自己点検・自

己評価に加え、新たに学校関係者評価委員会による学校関係者評価を導入いたしました。 

学校関係者評価委員会からいただきましたご意見、ご提案等につきましては、随時検討を行い業

務改善等に活かしてまいります。 

平成 30年度の評価経過および、結果について次のとおり報告します。 

 

令和元年 11月 29日 

公益財団法人相模原市健康福祉財団 

相模原看護専門学校 

学校長 山田百合子 

 

1 自己点検・自己評価 

 (1)評価方法等 

平成 30 年度(平成 30 年 4 月～31 年 3 月)の学校教育活動について、学校教員による担当者評

価および、自己点検・自己評価委員会により評価を行った。 

 

(2)担当者評価  

○平成 31年 1月～3月に実施 

○学校長を含む全教員 21名により評価 

○評価項目 

厚生労働省が設置した「看護師養成所の教育活動等に関する自己評価指針作成検討会」からの

検討結果を元に公表された 9カテゴリー・125項目 

○評価基準 

125項目について、次の 3段階で評価 

よく当てはまる：3  大体当てはまる：2  当てはまらない：1 

 

(3)自己点検・自己評価委員会 

(2)の担当者評価結果について、分析等を行った。 

○開催日等 ・令和元年 9月 26日、10月 16日、10月 24日 

・相模原看護専門学校で開催 

○出席者 ・学校長 ・看護学科長 ・看護学科長補佐 ・専任教員(兼)実習調整者 ・事務

長 ・事務次長 

 

2 学校関係者評価 

(1)評価方法等 

学校関係者評価委員会を開催し、自己点検・自己評価結果について評価を行った。 

 

(2)学校関係者評価委員会 



 

○開催日等  

・令和元年 11月 6日 午後 4時～6時 

・相模原看護専門学校で開催 

 

○出席者 

評価委員(6名) 

委員氏名 所  属 備 考 

髙力きよみ 相模原市病院協会看護部長会長、東芝林間病院看護部長 副委員長 

佐藤宗彦 相模原看護専門学校同窓会長  

篠崎正義 相模原市医師会事務局長 委員長 

清水紀行 相模原市地域医療課担当課長  

野田吉和 相模原市病院協会理事、相模野病院長  

渡邉加代子  神奈川県看護協会相模原支部理事、渕野辺総合病院看護部長  

 

事務局(学校教職員 6名) 

・学校長 ・看護学科長 ・看護学科長補佐 ・専任教員(兼)実習調整者 

・事務長 ・事務次長 

 

3 評価結果 

別紙のとおり 

 

                                      以 上   



平成30年度　自己点検・自己評価　

H29 H30

I 教育理念・教育目的 3.00 2.97

II 教育目標 2.98 3.00

III 教育課程経営 2.83 2.85

IV 教授・学習・評価過程 2.80 2.90

V 経営・管理過程 2.86 2.93

VI 入学 2.88 3.00

VII 卒業・就業・進学 2.86 2.88

VIII 地域社会／国際交流 2.70 2.67

IX 研究 2.78 2.72

2.85 2.88

平均値

評価項目（群）
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相模原看護専門学校 平成 30年度自己点検・自己評価および、学校関係者評価結果 

■自己点検・自己評価結果の評価点について 

(1) 担当者が 3段階で評価した点数の合計を評価者数で除した平均値 

(2) 3段階評価【よく当てはまる：3  大体当てはまる：2  当てはまらない：1】 

(3)（ ）の数値は 29年度評価点   前年度比較 ○:上昇  ▲:下降   

 

カテゴリー 

【評価項目数】 

 

 評 価 項 目 

自己点検・自己評価結果 自己点検・自己評価結果に

ついての学校関係者評価

委員会評価(意見・要望・改

善点 等) 

評価点 評価の根拠となる主な取組内容・特記事

項・課題 

Ⅰ 教育理念・

教育目的 

          

 

【11】 

1-1教育理念・教育目的は、自養成所の教育上の特徴を示

している。 

1-2教育理念・教育目的は法との整合性がある。 

2-1教育理念・教育目的は、学生にとって学習の指針にな

るように具体的に示している。 

2-2教育理念・教育目的は実際に学生の学習の指針になっ

ている。 

3-1教育理念・教育目的は、養成する看護師等の質を保障

するために、どのような教育内容を設定しているかを述べ

ている。 

3-2教育理念・教育目的は、養成する看護師等の質を保障

するために、どのような教育方法をとるのかを述べてい

る。 

3-3教育理念・教育目的は、養成する看護師等の質を保障

するために、どのような教育環境をとるのかを述べてい

る。 

2.97 

（3.00） 

▲ 

1-1、1-2 本校の特色として、「地域に貢献

できる」人材の育成を掲げている。 

2-1、2-2 全学生に配布している「学習ガイダ

ンス」に掲載し全学生に示し、学生の指針と

している。また、外部向けにも、学校ホーム

ページや学校ホームページに掲載している。 

 

3-1・3-2・3-3 教育目標の実現に向けて、

各学年及び卒業時の到達目標を明確にすると

ともに、卒業後の継続教育・学習姿勢にも連

動させている。 

 

 

 

 

 

○教育理念や目的に沿っ

て、教育活動が行われて

おり、公益財団法人立の

学校として地域に根差

し、地域に貢献している

ことは高く評価できる。 

 

○学校の特長をホームペ

ージ等でも分かりやすく

発信することにより、教

員と学生との共有化が図

られている。しっかり

と、3年間での看護師とし

ての人材育成に努めてほ

しい。 
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4-1教育理念・教育目的は、看護、看護学教育、学生観に

ついて明示している。 

4-2看護、看護学教育、学生観は実際に教師の教育活動の

指針となっている。 

5-1教育理念・教育目的は、養成する看護師等が卒業時点

においてもつべき資質を明示している。 

5-2卒業時点にもつべき資質は、社会に対する看護の質を

保障するのに妥当なものとなっている。 

 

4-1、4-2 看護師養成所として求められる

「生命への畏敬の念」等を掲げ教員、学生の

指針としている。 

 

5-1、5-2 「看護実践能力を身につけ自律性

を備えた」人材の育成を明示している。 

 

 

 

(特記事項・課題) 

・評価点は少し下がったが、1学年の定員を

拡大し、平成 30年度は初めて 240 名体制に

なり、教員が学生と十分関われていないこと

が、この評価につながっていると思われる。 

・教員には、教育理念や目的が本校の特長を

示していることは理解が得られている。しか

し、理念等が教育環境や学生観等に具体的に

どのようにつながっているかについては、十

分理解されていない。  

・2022 年度入学生を見据えたカリキュラム改

正が予定されているが、全教員が改正の趣旨

を理解し、時代のニーズに合った教育課程編

成ができるよう取り組む必要がある。 

 

 

 

○カリキュラム改正の趣

旨をしっかり理解し、全

教員が理念や目的を、ど

のように教育に反映させ

るかを検討してほしい。 
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Ⅱ 教育目標    

  

【7】 

1教育目標は、教育理念・教育目的と一貫性がある。 

2-1教育目標は、設定した教育内容を網羅している。 

2-2教育目標は、最上位の目標として、教育活動のゴール

が読みとれるものとなっている。 

3-1教育目標は、目標内容と到達レベルが対応している。 

3-2教育目標は、具体的で実現可能なものとなっている。 

 

4看護実践者としての能力を育成する側面と、学習者とし

ての成長を促すための側面から教育目標を設定している。 

 

5卒業後の継続教育の考え方を示した上で、教育目標を設

定している。 

 

3.00 

（2.98） 

○ 

1 看護実践能力等について明示している。 

2-1、2-2 権利の尊重、看護実践能力、課題

解決能力等の目標のための教育内容になって

おり、卒業時到達目標も設定している。 

3-1、3-2 教育目標を達成するカリキュラム

内容としている。 

 

4 教育目標に、成長を促すため看護師とし

ての使命と責任を自覚させることを掲げてい

る。 

5 就職後にチームとして連携・協働できる

基礎的能力を養うことを教育目標の一つにし

ている。 

 

(特記事項・課題) 

・目標に沿ったカリキュラムであること等に

ついて、教員が理解していることが高い評価

につながったと考える。 

・カリキュラム改正を踏まえ、卒業認定の方

針を明確にし、教育目標を見直す必要がある。 

 

○急性期病院での看護に

おいても、本校での教育

目標が成果として出るよ

うな教育的指導を期待す

る。 

 

○教育目的である看護実

践能力を身に着けた地域

に貢献できる看護師を養

成するためには、どのよ

うな教育目標にすべきか

を、今後十分検討して設

定してほしい。 

Ⅲ  教育課程

経営 

          

【31】 

<a教育課程経営者の活動＞ 

a-1-1教育課程編成者と教職員全体は、教育課程と授業実

践、教育評価との関連性を明確に理解している。 

a-1-2教育課程編成者と教職員全体は、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。 

2.85 

（2.83） 

  ○ 

a-1-1、a-1-2 

・教育課程編集委員会は設置していないが、

教育課程の編成、見直しにおいては領域ごと

に複数配置した教員により検討し、結果を教

員会議に諮り教員全体で共有している。 

○教員が授業準備のため

の時間をとれない原因を

分析して、その改善に努め

てほしい。また、新入職の

経験の浅い教員への支援
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<b教育課程編成の考え方とその具体的な構成＞ 

b-1-1看護学の内容について明確な考え方と根拠をもって

教育課程を編成している。 

b-1-2学修の到達について明確な考え方と根拠をもって教

育課程を編成している。 

b-1-3学生の成長について明確な考え方と根拠をもって教

育課程を編成している。 

<c科目、単元構成＞ 

c-1-1明確な考え方と根拠をもって科目を構成している。 

c-1-2明確な考え方と根拠をもって単元を構成している。 

c-1-3科目と単元の構成の考え方は教育理念・目的、教育

目標と整合性がある。 

c-2-1構成した科目は看護師等を養成するのに妥当である 

c-2-2構成した科目は養成所の特徴をあらわしている。 

 

 

 

 

 

 

<d教育計画＞ 

d-1-1単位履修の方法とその制約について教師・学生の双

・学生からの授業評価等の実施により、教育

理念や目的の達成に向けて、次年度の教育活

動に反映できるよう活動している。 

 

b-1-1、b-1-2、b-1-3 教育課程編成の考え方

と具体的な構成は学習ガイダンスに示すとと

もに、教育課程の構成、各分野の考え方と科目

設定、領域毎の各看護学の考え方、各看護学の

構成及び教育計画、学年到達目標を示し、学生

にガイダンスしている。 

 

c-1-1、c-1-2、c-1-3、c-2-1、c-2-2  

・看護の主要概念である「人間」「環境」「健康」

「看護」について、学校としての考え方を示

し、キーワード・目標から科目を設定してい

る。 

・シラバスを作成し、単元構成がわかるよう

表示するとともに、科目設定理由、学習目標、

学習内容を学習ガイダンスに示している。 

・学生の卒業時到達度評価からも教育・目的・

目標と整合性があると考える。 

・地域に貢献できる人材の育成のため、小児

看護学では公民館主催の「こどもまつり」へ参

加している。 

d-1-1、d-1-2、d-2 

・履修方法等は「単位認定規程」に定めてお

体制も整えてほしい。 

 

○実習施設に対して理念

や目的、目標が十分に伝わ

っていないことについて

は、学校側で実習の意義等

を含め十分にアピールす

べきである。学校の思いが

伝われば、実習施設として

も地域で活躍できる看護

師として育てていこうと

いう意識が高まるのでは

ないか。 

 

○卒業後、看護師としての

現場業務は、大変重要とな

ることから、実習指導につ

いては、病院と学校教員の

コミュニケーションをこ

れまで以上に密にしてほ

しい。 

 

○実践能力についての学

生へのアンケートは 3年生

でなく、ほかの学年でも実

施してほしい。 
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方がわかるように明示している。 

d-1-2単位履修の方法は学生の単位履修を支援するものと

なっている。 

d-2単位履修制の考え方を踏まえつつ、看護師等になるた

めの学修の質を維持できるように、科目の配列をしてい

る。 

 

 

 

<e教育課程評価の体系＞ 

e-1-1単位認定の基準は看護師等に必要な学修を認めるも

のとして妥当である。 

e-1-2単位認定の方法は看護師等に必要な学修を認めるも

のとして妥当である。 

e-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。 

e-3-1教育課程を評価する体系を整えている。 

 

 

 

 

 

 

e-3-2 評価結果の活用における倫理規定を明確にしてい

る。 

 

り、教育計画は、各学年ともに年度当初に学習

ガイダンスで説明している。 

・効果的な学びになるよう科目配列を考え、

学科進度を示しているが、単位制の考え方の

もと未習得単位があった場合でも可能な限り

進級させている。 

・科目の時間割は未習得単位がある学生にも

配慮し作成している。 

 

e-1-1、e-1-2 単位の認定については「単位認

定規程」に定め、学生に周知している。 

e-2 他の高等教育機関で取得した単位の互

換については「既修得単位認定規程」に定めて

おり、入学前に資料を送付、周知し、審査で認

められた場合に認定している。 

e-3-1  

・教育課程評価として、外部講師も含めた 10

時間以上担当する講師・教員に対して、学生か

らの授業評価を実施し、講師・教員に結果を知

らせている。 

・実践能力の卒業時到達度評価も実施し、結

果について分析し、次年度の教育計画に反映

させている。 

e-3-2 倫理規定は学校独自のものはないが、

倫理原則や「看護者の倫理綱領」（日本看護協

会）に基づいて実施している。 

 これにより、その学年の

習熟度が確認でき、進級後

のフォローや新学年の指

導にも役立つものと考え

る。 

 

○精神看護学実習の学生

からの評価が、他の領域に

比べ低いことについて、原

因を分析して今後の改善

に向け努力してほしい。 
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<f教員の教育・研究活動の充実＞ 

f-1-1教員が専門性を発揮できるように、教員の担当科目

と時間数を配分している。 

f-1-2教員が授業準備のための時間をとれる体制を整えて

いる。 

 

f-2-1 教育課程の実践者である教員が自ら成長できるよ

う、自己研鑽のシステムを整えている。 

 

 

f-2-2教員が相互に成長できるよう、相互研鑽のシステム

を整えている。 

 

<g学生の看護実践体験の保障＞ 

g-1-1臨地実習施設は、養成所の個別の教育理念・教育目

的、教育目標を理解している。 

g-1-2臨地実習施設は学生の看護実践の学習を支援する体

制を整えている。 

g-2-1 臨地実習指導における学生の学びを保障するため

に、臨地実習指導者の役割を明確にしている。 

g-2-2 臨地実習指導における学生の学びを保障するため

に、教員の役割を明確にしている。 

g-2-3臨地実習指導者と教員の協働体制を整えている。 

 

g-3-1学生からケアを受ける対象者の権利を尊重するため

の考え方を明示している。 

f-1-1 教員の専門領域については本人の希望

と経験から判断し、配置している。 

f-1-2 教員の授業時間数は経験年数により配

慮し、新入職教員の負担軽減に努めているが、

教員の授業準備の時間確保は十分とはいえな

い。 

f-2-1 自己研鑽システムについては研修旅費

や図書購入費を確保し、学会や研修等主体性

をもって参加できるよう各自で年間計画を立

て取り組んでいる。 

f-2-2 相互研鑽システムは研究授業を年 2 回

実施し、学びを深めている。 

 

g-1-1 年度当初に打ち合わせを行い、周知を行

っている。 

g-1-2 ハード面において、カンファレンスを行

う場所などが十分でない。 

g-2-1 実習調整会議、および各々打ち合わせ時

間を設け、周知を行っている。 

g-2-2 臨地実習の教員の役割は、臨地実習要綱

等により明確にしている。 

 

g-2-3 事前打ち合わせなどを綿密に行ってい

る。 

g-3-1、g-3-2 臨地実習要綱に明示し、実習前

オリエンテーションにおいて周知徹底および
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g-3-2対象者の権利を尊重する考え方に基づいて、学生へ

の指導を計画的に行っている。 

g-4-1臨地実習において学生が関係する事故を把握、分析

している。 

g-4-2学生に対する安全教育、安全対策を計画的に行って

いる。 

 

指導を行っている。 

 

g-4-1 事故等の発生時にはインシデントレポ

ートにより分析、改善に役立てている。 

g-4-2 安全教育、安全対策は臨地実習要綱によ

り徹底している。 

 

(特記事項・課題) 

・全体の評価は上がったが、教員の授業準備

の時間確保が不十分なことや臨地実習施設へ

の教育目標の理解促進は十分とはいえない。 

・学生からの臨地実習評価について、領域ご

との評価に差がある。 

・診療所での臨地実習については、市医師会

の協力により「診療所臨地実習準備ワーキン

ググループ」を立ち上げ準備を進めたが、地域

医療の理解促進等へ先駆的な取り組みになる

と考える。 

・カリキュラム改正に向けて、教育課程編成

のため、卒業生への調査を実施したが、この調

査結果等を活用し、各領域の教育内容を見直

し、学校の特長を反映した教育課程編成がで

きるようにしていく。 
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Ⅳ  教授・学

習・評価課程 

 

          

【17】 

<a 授業内容と教育過程との一貫性、看護学としての妥当

性、授業内容間の関連と発展＞ 

a-1授業の内容は、教育課程との関係において、当該学生

のための授業内容として設定されている。 

a-2-1授業内容のまとまりの考え方を明確に述べている。 

a-2-2授業内容のまとまりの考え方は、科目目標との整合

性をもっている。 

a-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。 

a-4授業内容間の重複や整合性、発展性等が明確になって

いる。 

 

 

 

 

<b授業の展開過程＞ 

b-1授業形態（講義、演習、実験、実習）は、授業内容に

応じて選択している。 

b-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。 

b-3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。 

b-4学生に対し効果的な教育・指導を行うために、教員間

の協力体制を明確にしている。 

 

 

2.90 

（2.80） 

 ○ 

a-1～a-4 

・授業内容は、学習ガイダンス内容との整合

性を図りながら、重複内容等について随時見

直しを行っている。 

・各教員がアクティブラーニングを取り入れ

た授業設計に留意している。 

・8年目となる研究授業については、外部講

師の指導を受け年間 2 名ずつ実施している。 

・教員養成課程の学生を受け入れ、指導する

ことで、教授方法についても、各教員が自主

的に研修参加等も行うなど研鑽している。 

・教員は学習指導案（授業案）を作成し、教

育観、学習者観、指導観、指導計画を全教員

で共有し、教育内容の妥当性や授業内容間の

重複や整合性を確認、調整を行っている。 

 

b-1～b-4 

・授業形態は授業内容に応じて選択し、講義

演習等が学生にわかるようシラバスに明記し

ている。 

・複数の教員が担当する演習は、指導内容に

ついて教員間で共有している。 

 

 

 

 

○学生が実習先で困った

ときに、教員がしっかり

と実習先看護師と調整し

てくれることが、学生か

らの高い評価につなが

る。各教員には、地域医

療に貢献できる人材の養

成等、実習の意義につい

て十分に自覚を持って指

導をお願いしたい。 

 

○学生の授業評価の内容

を講師や教員にフィード

バックしているのは評価

できる。これからも、適切

な指導ができていない事

項については、教員にフィ

ードバックして改善に取

り組んでほしい。 
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<c目標達成の評価とフィードバック＞ 

c-1-1評価計画を立案し、実施している。 

c-1-2評価結果に基づいて、実際に授業を改善している。 

c-2-1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ている。 

c-2-2教育目標の達成状況を多面的に把握している。 

c-3-1学生に単位認定のための評価基準と方法を公表して

いる。 

c-3-2単位認定の評価には公平性が保たれている。 

 

 

 

 

<d学習への動機づけと支援＞ 

d-1-1シラバスの提示や学習への指導は、養成所全体とし

ての一貫性がある。 

d-1-2シラバスの提示や学習への指導は、学生の学習への

動機づけと支援になっている。 

 

 

 

 

c-1-1～c-3-2 

・「単位認定規程」を学生必携等に掲載、単

位認定のための評価基準を公表し公平性を保

っている。 

・授業の一部や実習には、パフォーマンス評

価を取り入れ、卒業前には、OSCE（客観的臨

床能力試験）を実施し、評価結果については

すべてフィードバックを行い、授業の改善を

行っている。 

・平成 30年度末に卒業生へのアンケート調

査を実施するなど、多様な評価を実施してい

る。 

 

d-1-1、d-1-2 

・各教員がシラバスを共通理解し、実践して

いる。 

・シラバスの提示により、学習の具体的内容

や方法が確認されることで学習への動機づけ

と深化、発展につながっている。 

 

(特記事項・課題) 

・全体として評価が上がったが、教員が定着

したことで、教育目標への理解が深まり、授

業内容に工夫ができた結果と考える。 

・研究授業は先駆的な取り組みとして他校か

ら評価が高く、アクティブラーニングをはじ
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めとする教員の教育力の向上につながってい

る。 

・今後は、2022年 4月のカリキュラム改正に

向けて、評価を充実していく必要がある。 

 

Ⅴ 経営・管理

課程 

 

          

【36】 

<a設置者の意思・指針＞ 

a-1-1養成所の管理者は教育理念・教育目的についての考

え方を明示している。 

a-1-2養成所の管理者は教育課程経営についての考え方を

明示している。 

a-1-3養成所の管理者は教育評価についての考え方を明示

している。 

a-1-4養成所の管理者は養成所の管理運営等についての考

え方を明示している。 

a-1-5明示した管理者の考えと、設置者の意思とは一貫性

がある。 

a-1-6教職員は養成所の設置者と管理者の考え方を理解し

ている。 

<b組織体制＞ 

b-1-1養成所の組織体制は、教育理念・目的を達成するた

めの権限や役割機能が明確になっている。 

b-1-2意思決定システムが明確になっている。 

b-1-3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。 

b-1-4意思決定システムは、決定事項が周知できるように

整えられている。 

2.93 

（2.86） 

 ○ 

a-1-1～a-1-6 

校長は、設置者である財団が承認した第 2 次

中期経営計画に基づき、毎年度策定する事業

計画について、全教員に教職員会議で説明し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b-1-1 学則や校務分掌規程に明記している。 

b-1-2、1-3、1-4会議規程により明確になって

いる。 

 

 

 

 

○教育環境の充実の面か

ら教室への大型モニター

の設置等、240 名体制への

対応については評価でき

る。 

 

○近年、心の病を抱える学

生も多くメンタルサポー

ト体制に精神科医を加え

ていることは高く評価す

る。 

 

○財団の中期経営計画は、

外部有識者による外郭団

体対象のヒヤリングにお

いて、目標の設定等につい

て高く評価されている。今

後も、この計画を教職員が

理解し、学校運営に取り組

んでほしい。 
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b-2-1組織の構成と教職員の任用の考え方と、教育理念・

教育目的達成との整合性がある。 

b-2-2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。 

 

 

 

 

<c財政基盤＞ 

c-1-1財政基盤を確保することについての考え方が明確で

ある。 

 

c-1-2財政基盤を確保することについての考え方は、学習・

教育の質の維持・向上につながっている。 

c-2-1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ている。 

c-2-2教職員のそれぞれの観点からの財政についての意見

は、経営・管理過程に反映できるようになっている。 

<d施設設備の整備＞ 

d-1-1学習・教育環境の整備について、管理者の考え方を

明示している。 

 

 

 

d-1-2管理者の考え方に基づいて整備計画を立案し、実施

している。 

b-2-1 任用にあたっては、採用面接の際、本

校の教育特色の理解を重視している。 

b-2-2  

・看護実践能力の向上のために、北里大学病

院との相互研修を実施した。 

・臨床指導者に OSCE（客観的臨床能力試験）

へ協力いただき、学生の学びの状況を理解し

てもらうことができた。 

 

c-1-1 第 2 次中期経営計画において確保策が

示され、出資 3 団体へ補助金要望を提出し理

解をいただいている。 

c-1-2 補助金の活用で教材購入、図書の充実

等に役立てている。 

c-2-1 年度当初に全教職員に経営計画につ

いて説明している。 

c-2-2 意見の反映については、管理者会議等

で検討している。 

 

d-1-1 校長は、設置者である財団が承認した

第 2 次中期経営計画に基づき、毎年度策定す

る事業計画について、全教員に教職員会議で

説明している。 

 

d-1-2 、d-2-1 管理者会議等において整備計

画を立案し整備を進めている。 
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d-2-1看護の専門職教育に必要な施設設備を計画的に整備

している。 

d-2-2医療・看護の発展や学生層の変化に合わせて、施設

設備を整備・改善している。 

d-3-1養成所が設置されている地域環境との関連から学生

および教職員にとっての福利厚生の施設設備の整備を検

討している。 

d-3-2学生が学生生活を円滑に送り、教職員が職務を円滑

に遂行できるように施設設備を整備している。 

 

<e学生生活の支援＞ 

e-1-1学生が入学後に学修を継続できる支援体制を多角的

に整えている。 

e-1-2学生が活用しやすいように学生生活の支援体制を整

えている。 

e-1-3支援体制は、実際に学生に活用され、学修の継続を

助けている。 

 

<f養成所に関する情報提供＞ 

f-1-1教育・学習活動に関する情報提供を関係者（保護者

等）に行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

d-2-2 定員増に合わせた教室への大型モニタ

ー設置等の整備を行っている。  

d-3-1、d-3-2 キャビネット等の耐震固定、電

動アシスト付き公用自転車購入、学生用自転

車駐輪場の増設等を行った。 

 

 

 

 

e-1-1 入学前には、通信教育を紹介し、入学後

はメンタルサポート体制、図書室の利用等の

支援を行っている。 

e-1-2、e-1-3 心理カウンセラーを配置し、学

生からの相談を受けている。 

 

 

 

f-1-1 教育内容について、保護者には、入

学時の「家族会」での情報提供、高校の進路

指導教員向けには「進路ガイダンス」での情

報提供、病院へは、本校の卒業生の動向につ

いて、理事会等には学校運営全般について報

告している。 
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f-1-2関係者（保護者等）への情報提供は関係者から協力・

支援を得ることにつながっている。 

f-2-1看護師等を養成する機関としての存在を、十分にア

ピールする広報活動を適切に行なっている。 

 

f-2-2広報の内容は、社会的説明責任を果たすものになっ

ている。 

<g養成所の運営計画と将来構想＞ 

g-1-1養成所は明確な将来構想のもとに、運営の中・長期

計画、短期計画、年間計画を立案している。 

 

g-1-2その実施・評価は将来構想との整合性をもっている。 

 

 

<h自己点検・自己評価体制＞ 

h-1-1自己点検・自己評価の意味と目的を理解している。 

h-1-2実際に自己点検・自己評価を行うための知識と方法

を明確にもっている。 

h-2-1自己点検・自己評価体制を整え、運用している。 

h-2-2自己点検・自己評価は、養成所のカリキュラム運営、

授業実践にフィードバックするように機能している。 

 

h-2-3自己点検・自己評価体制は、養成所の教育理念・教

育目的、教育目標の維持・改善につながるように機能して

いる。 

 

f-1-2 受験者増、実習施設の引き受け、市

内病院への就職増等につながっている。 

f-2-1 学校ホームページの充実、ポスター

の全市内の自治会掲示板への掲示等により適

切に行っている。 

f-2-2 ホームページに自己評価結果、財政

状況等を公開している。 

 

g-1-1 「より質の高い養成所を目指す」と

した将来構想を掲げ 5 年ごとに、財団として

中期経営計画を策定している。 

g-1-2 将来構想を達成するための施策を中

期経営計画に盛り込み、推進している。 

 

h-1-1、h-1-2 

・全教員が評価の意味を理解し、担当者評価

を行っている。 

h-2-1 自己点検・自己評価規程を整備し、委員

会を設置している。 

h-2-2 評価結果の課題については、管理者会議

等で検討し、その都度、事業内容に反映させて

いる。 

h-2-3 自己評価結果について、毎年、理事会に

報告し承認を得る仕組みがあり、理事会での

意見や提案を管理者会議等で検討している。 

 



14 

 

(特記事項・課題) 

・平成 30年度は、第 2次中期経営計画の初

年度であり、目標等については意識的に教職

員へ伝えてきた結果、評価が高くなったと考

える。ただし、財政や施設整備面の意見反映

の仕組みについては不十分な面がある。 

・学生へのメンタルサポート体制の充実のた

め、スクールカウンセラーの他に精神科医の

導入に向けての調整を行い、次年度からの実

現が決定した。 

・経営に係る課題としては、引き続き施設・

設備の老朽化への対処や教員の確保など、教

育環境の維持・充実に向けた長期的な財政・

事業計画を構築していく必要がある。 

・校長を除く教員の定数は 20 人で満たしてい

るが、経験の浅い教員が多く、学生の能力差、

生活体験不足などへの指導に時間を要し、

日々の業務に追われている現状がある。 

・今後は、業務の見直し、効率的な体制づくり

等について取り組む必要がある。 

Ⅵ 入学 

 

          

【2】 

1教育理念・教育目的との一貫性をもって入学者選抜につ

いての考え方を述べている。 

 

 

 

 

3.00 

（2.88） 

○ 

1 

・学生受け入れ方針(アドミッション・ポリ

シー)を定め、入学試験においてこれに合致

した学生を選抜している。 

・オープンキャンパスや学校説明会、高校で

開催される進路説明会でも、本校の学生受け

○入学試験での社会人枠

の設定、入学前学習の導

入、プロモーションビデ

オの制作など、受験者確

保の取組は評価できる。

引き続き、オープンキャ
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2入学者状況、入学者の推移について、入学者選抜方法の

妥当性及び教育効果の視点から分析し、検証している。 

 

 

入れ方針を具体的に説明して理解を促してい

る。 

2 入試会議を随時開催し、毎年の入試区分

ごとの受験者推移等を分析し、区分ごとの定

員枠や点数配分等を変動させている。 

 

(特記事項・課題)  

・高校の進路担当教員への学生受け入れ方針

の丁寧な説明、受験者の動向の分析等の取組

が高い評価になったと考える 

・指定校以外の高校推薦受験者が 27名から

42 名へと大幅に増え、受験者全体では、定員

の 3倍にあたる 249名で、基礎学力が一定ラ

インを超える入学者を確保することができた

と考える。 

・受験者確保の観点から、平成 30年 4 月入

学の選抜試験問題を公表するとともに、プロ

モーションビデオを制作し、本校の特色を発

信した。 

・平成 29年度入学生より、推薦入学者と社

会人入学者に対して、入学前学習を導入し

た。平成 31 年度入学生の 65.3％（前年度

62.5％）が受講し、新入生の成績から一定の

効果が読み取れ、受講の効果があったと考え

る。 

ンパス・学校説明会など

積極的な開催はもちろ

ん、受験者の確保対策に

工夫をお願いしたい。 

また、入学試験合格者の

入学辞退者が一層少なく

なるような取り組みもお

願いしたい。 

 

○財団奨学金制度も受験

者確保策にもなっている

ので、評価できる。 
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・今後も、高校生の減少の現状において受験

生の確保が大きな課題であり、受験者ニーズ

の把握・分析していくことが必要と考える。 

 

Ⅶ  卒業・就

業・進学 

 

          

【8】 

1卒業時の到達状況を捉える方法が明確であり、計画的に

行っている。 

2-1卒業時の到達状況を分析している。 

 

 

 

 

 

 

 

2-2卒業生の就業・進学状況を分析している。 

2-3卒業生の到達状況、就業・進学状況についての分析結

果は、教育理念・教育目標との整合性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.88 

（2.86） 

 ○ 

1、2-1 

・平成 30年度は「看護師に求められる実践

能力と卒業時到達目標」の項目に沿って、卒

業生を対象に、卒業時と同一のアンケートを

実施し、比較等の分析を行った。結果では、

「健康の保持増進、疾病の予防」「保健・医

療・福祉システムにおける看護師の役割」に

ついて、卒業後には評価が低下しているが、

実際の臨床場面では十分に能力が発揮できな

かったと答えた結果によるものと考える。 

2-2、2-3 

・市内就職状況等について分析し、理事会等

に報告している。 

・平成 30年度に実施した卒業生アンケート結

果より、本校の教育目標について「養うことが

できた」「ほぼ養うことができた」と答えた卒

業生が 90％以上見られたことから、教育理念

にある「生命に対する畏敬の念をもち、豊かな

人間性と自律性を備えた人間形成」を体得で

きたと考える。 

・地域に貢献できる人材の育成」では、市内施

設への就職が 8 割を超えていることから教育

○市内就職率が 8割を超

えているのは、日ごろの

教職員の努力であると評

価する。 

 

○今後も市内就職率の向

上のために、病院のアピ

ールポイント等について

の情報交換、卒業後の定

着率等について就職先で

のアンケート結果の分

析、評価に取り組んでほ

しい。 

 

○国家試験の全員合格と

ともに、入学した 80名が

全員卒業できるような取

り組みをお願いしたい。 
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3-1卒業生の就業先での評価を把握し、問題を明確にして

いる。 

3-2卒業生の就業先との情報交換や調査の実施等ができる

体制を整えている。 

4-1卒業生の活動状況を把握し、統計的に整理している。 

4-2卒業生の活動状況の分析結果を、教育理念・教育目的、

教育目標、授業の展開に活用している。 

 

理念・教育目標との整合性はあると考える。 

 

3-1、3-2 卒業生の状況などは、就職先の看護

部長等から情報提供がある場合には、卒業生

と面接するなどしてフォローしている。 

 

4-1、4-2 卒業生アンケートやカミングデイ参

加者へのアンケートを実施し、卒業生が「今後

の学校に臨むこと」として自由記載した内容

を分析し、授業の展開に活かしている。 

 

(特記事項・課題) 

・評価点は、ほぼ同じであったが、国家試験

について 4名の不合格者があり、全員合格の

ための取組に重点を置く必要がある。 

・就職や進学に関しては、入学前の学生対象

にはオープンキャンパスや高校での進路説明

会などで、本校が相模原市民の健康保持増進

に寄与することが目的の学校であり、地域で

活躍できる人材を求めていることを説明し

た。また、入学後の学生にもその都度、市内

就職の意義を説明した。これらの取組によ

り、市内就職率は 8割を超えた。 

・今後も、卒業生の就職先での評価や就職先

との情報交換を行い、情報を整理・分析し教

育活動等に反映していく必要がある。 
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Ⅷ 地域社会・

国際交流 

 

          

【10】 

<a地域社会＞ 

a-1-1社会との連携に向けて、地域のニーズを把握してい

る。 

a-1-2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。 

a-2-1養成所の教育活動について、地域社会のニーズを把

握する手段をもっている。 

a-2-2養成所から地域社会へ情報を発信する手段をもって

いる。 

a-3-1 養成所が設置されている地域の特徴を把握してい

る。 

a-3-2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。 

 

 

 

 

 

 

<b国際交流＞ 

b-1国際的視野を広げるための授業科目を設定している。 

 

 

b-2国際的視野を広げるための自己学習に適した環境を整

えている。 

 

2.67 

（2.70） 

 ▲ 

a-1-1～a-3-2 

・隣接公民館職員や地域の自治治会役員等と

の情報交換により把握している。 

・市民健康まつりでのバイタル測定等への協

力により、地域住民の健康づくりに貢献して

いる。 

・隣接公民館やまちづくりセンター等との管

理者会議、自治会掲示板へのポスター掲示、

ブログ及び LINEを活用し情報を発信してい

る。 

・小児看護学の授業の一環として、公民館事

業の「こどもまつり」への参加、小学生対象

の職業体験イベントである「さぽせんキッズ

タウン」に協力参加し、地域の資源を教育活

動等に取り入れている。 

・市病院協会が主催する看護職確保対策事業

に教職員を派遣するとともに、本校の演習

室・教材を提供し、看護師の復職支援事業に

協力した。 

 

b-1 国際交流については、NPO法人に依頼し

海外の医療・看護活動の実情を学習する科目

を設けている。 

b-2 国際的視野を広げるための環境には特

化していないが、PC視聴覚教室の学生利用パ

○白優祭(学校祭)は地域

の方との交流もあり、地域

と学校との相互理解に大

変効果のあるイベントと

して評価している。 

 

○地域社会・国際交流につ

いて、地域社会と国際交流

の評価点を分けて記載し

たほうが、地域に貢献して

いる学校である特長がよ

り理解されるのではない

か。 

 

○国際的視野を広げる教

育は重要であるが、学校の

教育理念でもある地域貢

献・地域交流に注力してい

るため、国際交流はそれほ

ど重要視しなくても良い

のではないか。 

 

○学校でアルバイトを認

めているのであれば、学生

が地域の人材として実習

病院でアルバイトができ



19 

 

 

 

b-3海外からの帰国学生や留学生の受け入れ体制を整えて

いる。 

 

b-4留学や海外において看護職に就くこと等を希望する学

生に対応できる体制を整えている。 

 

 

ソコン及び図書室の学習スペースを学生に提

供している。 

b-3留学生を受け入れており、学生の状況に

合わせた対応を行っている。 

 

b-4卒業証明書や成績証明書などの証明書類

を英語などの外国語に翻訳し発行する対応を

とっている。 

 

(特記事項・課題) 

・全体の評価点は少し下がったが、特に国際

交流に関する評価が低くなっている。今後

は、教員全体が留学生等の受入の現状をはじ

め、国際交流に対する理解を深めるととも

に、講義への反映や国際交流の手法について

検討していく必要がある。 

・地域の公民館やまちづくりセンター等が隣

接するという本校の大きな環境特性を生かし

た教育活動により、教育内容の充実ととも

に、地域への貢献も大きいと考える。 

 

れば、地域貢献・地域交流

という視点で評価が上が

るのではないか。 

Ⅸ 研究 

 

【3】           

【

3

1教員の研究活動を保障（時間的、財政的、環境的）して

いる。 

2教員の研究活動を助言・検討する体制を整えている。 

 

 

2.72 

（2.78） 

 ▲ 

 

1 研究授業は、毎年 2 名の参加を計画的に実

施している。 

2 助言・検討する体制は研究担当、管理者を中

心に整えている。 

 

○研究授業は、教員のスキ

ルアップに大変効果があ

るので、これからも計画的

に進めてほしい。 
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】 3研究に価値をおき、研究活動を教員相互で支援し合う文

化的素地が養成所内にある。 

 

  

3 教員（3 名の共同研究）が神奈川県看護教育

フォーラムで研究発表を行ったことで教員の

研究に対する価値意識が高まった。研究をま

とめるにあたっては、会議などで全教員が相

互に支援し合っている。 

 

(特記事項・課題) 

・評価が下がった要因としては、新入職教員

が増えたこと等により、研究や研究授業の意

図等が十分理解されなかったためと思われ

る。今後も、入職時のオリエンテーション等

について、充実・強化していく。 

・教員が研究活動に積極的に参加できるよ

う、支援についてさらに検討していく必要が

ある。 

○教員の研究活動意欲が

生まれるような仕組みに

ついて検討してほしい。 

 

■学校関係者評価委員から評価全体にかかる意見等  

○これからも、公益財団法人立の学校として地域に根差し地域に貢献できる人材の育成を目標に、新入職教員に対しても「地域」を意識させた指導を

してほしい。 

○十分に取り組んでいる項目でも、教員の評価が低くなっていることが見受けられるが、評価者がなるべく同じ視点で評価ができるよう、各教員が評

価基準等を十分理解した上で評価に臨んでほしい。 

○より公正、公平な評価を目指すためにも、評価者の選定について、新入職教員の除外、新入職教員にはグループでの評価を取り入れるなどの工夫が

必要と考える。 

 

以 上 


