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令和３年度あさくら看護学校 自己評価・自己点検結果 
令和４年7月～令和5年1月実施 

 令和3年度は、令和2年から作成してきた新カリキュラムの完成と実施準備及び新型コロナウイルス感染症の対策

を行った一年であった。ただし、新型コロナウイス感染症の対策に関しては、令和2年度の経験を活かして比較的

スムーズに対応できたと考える。 

 新カリキュラムに関しては、過去１０年間の教育上の課題を改善し、今後１０年を見据えた内容としていった。

新カリキュラムは、福岡県に最終提出し3月に承認をされた。来年の実践に向けて教職員への啓蒙と実践に向けた

学習会を計画的に行った。 

1.分析結果 

 あさくら看護学校の自己評価を行った。評価尺度は、4段階（4：良い3：ややよい2：やや不十分1：不十分）で行

った。評定が3以上の項目は、「教育理念・教育目的」3.0「教育課程経営」3.0「経営・管理過程」3.1「Ⅵ入学」3.0

であった。令和2年度と3年度を比較すると、評定についてはほとんど変化は見られなかった。 

 年間通じて新型コロナウイルス感染症の影響で、学校行事の縮小があり、地域との交流活動はできなくなったた

めその影響は大きいと考える。 

また、新しい授業形態として、オンライン授業を取り入れ学生の学習の機会を担保することはできた。在宅リモー

トへの切り替えは、昨年よりスムーズに実施できるようになった。しかし、在宅リモートは学生同士での話し合いや

学び合う機会を少なくしており、直接講師に質問等もできないため授業内容の理解という点では改善が必要である。 

 全体的には、評価での大きな変化はなく、業務としては今までやってきたことを質を落とさず実施すること、新カ

リキュラムを教職員と共有し教育の質を上げることがテーマの一年であった。 

 教員は、「学校運営評価表」を使って評価を行った。結果として、「学校経営」「学生生活の支援」「管理運営・

財政」「施設設備」「教職員の育成」「広報・地域活動」が昨年と比較して低くなった。「広報・地域活動」は昨年

と比較して0.7ポイント低下している。広報については、外部業者へ委託（マイナビ）していることで、資料請求

の数は増えた。ホームページの活用など行っているため今後点数は伸びてくる可能性があると考える。地域活

動に関しては、新型コロナウイルス感染症の蔓延前までは、学校祭や地域の夏祭りなど地域と積極的にかかわ

っており、計画としても公民館の方と一緒に企画を行っていく予定であった。しかし現在一時中止になって2年

目となっていることが原因であると考える。教育活動や教職員の育成については、新カリキュラムの開始準備

として、教育の理論や活用方法などの勉強会を行ったが、教職員の育成の評定は低下している。勉強会の参加

に対する意識、勉強会の内容などを教職員全体で検討していかなければ満足いく育成にはつながらないという

事だと考える。・は、卒業生と就職した病院への聞き取り調査ができていないためこのような結果となった。 

カテゴリ― 令和元年 令和２年 令和 3 年 

Ⅰ教育理念・教育目的 3.0 3.0 3.0 

Ⅱ教育目標 2.4 2.4 2.4 

Ⅲ教育課程経営 3.1 3.0 3.0 

Ⅳ教授・学習・評価課程 2.9 2.7 2.7 

Ⅴ経営・管理課程 3.2 3.1 3.1 

Ⅵ入学 3.5 3.0 3.0 

Ⅶ卒業・就業・進学 2.6 2.2 2.2 

Ⅷ地域社会・国際交流 2.8 2.2 2.2 

Ⅸ研究 1.3 1.3 1.3 

教員評価               
内容  令和 2年度（4名） 令和 3年度(8名) 

Ⅰ学校経営 3.2 3.1 

Ⅱ教育課程・教育活動 2.8 3.2 

Ⅲ入学・卒業対策 3.4 3.4 

Ⅳ学生生活への支援 3.2 2.9 

Ⅴ管理運営・財政 3.1 2.9 

Ⅵ施設設備 3.3 3.0 

Ⅶ教職員の育成 2.2 2.0 

Ⅷ広報・地域活動 2.4 1.7 
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①項目別評定平均 

 
 各カテゴリーの評価について本校の実際と課題を分析していく。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 教育理念・教育目的 

 

 
点検1 教育理念・教育目的は自養成所の特徴を示しており、かつ法との整合性はあるか 

点検2  教育理念・教育目的は学生にとって学習の指針となるように具体的に明示され、 実際に指針となっているか 

点検3  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、教育方法、教育環境を整えようとしているか 

を述べているか 

点検4 看護、看護学教育、学生観について教師の教育活動の指針となる様に明示し、実際に指針となっているか 

点検5  養成する看護師等が卒業時においてどのような資質を有するべきかを明示し、その資質は社会に対する看護の質を保証するの

に妥当であるか   

昨年と変化なし  

新カリキュラムで平成22年度開校からの経年的な課題を改善するための取り組みを行った。 

 卒業生アンケートの『大いにそう思う』のデータをみると「教育理念を考える機会があった」は8回生52.6％に比

べ10回生17.1％と極端に低下している。「教育方針は明確にされている」も大いにそう思うと答えた学生も8回生

50.0％であったが、10回生22.9％と低い値であり、近年減少傾向である。また、「あさくら看護学校で受けた教育に

影響を受けた」についても8回生65.8％に比べ、10回生28.6％と著しく減少している。学校の理念を活かした教科外

活動なども中止せざるを得ない状況もあり、学生が本校の理念を十分に理解する機会が少なかったのではないかと

考える。アンケート（自由記載）の内容として、「自ら考えることの大切を学んだ」「人はそれぞれの価値観を

もっているので、看護者は、物事を広く知り視野を広げていかなければならないと思った」「みんなで話し合

い、様々な意見を踏まえて考える力」などの意見もあり、本校の理念の『尊き愛』『人間探求』につながるこ

れらの意見が多く出てくるような教育を行っていく必要があると考える。  
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【参考資料】 

①卒業生アンケート結果 

 
 

 

③質問 22.あさくら看護学校で受けた教育であなたが影響を受けたと思うことを記載して下さい。  
根拠をもって考えるということをとても学びました。  

コロナウイルスの影響で学内実習が多くなってしまいましたが、外部の看護師さんとストーマサイトマーキングや教育の場面の評価ができ、わかりや

すく認定看護師についての学びが深まった。  

知識だけでなく、技術も含めてモデル人形を使いながら、しっかり学ことができた。  

看護の基礎をしっかり学ぶことができ、活かされた  

コミュニケーション能力が身についた。  

協調性  

メンタルついた。 チームワークついた  

実技が充実していたと思います。 看護について基礎から学べたと思います  

グループワークなどの時間があり、皆で考え自分の視野が広がり、グループワークは大切であると思う。  

看護について、自分で調べ考えることができました。  

チームワークや忍耐力がついた。 最後まであきらめず学習する力がつきました。  

自ら考えることの大切を学んだ。  

実技試験で合格するまで何度も行うことで様々な技術を身につけることができました。  

人はそれぞれの価値観をもっているので、看護者は、物事を広く知り視野を広げていかなければならないと思った。  

みんなで話し合い、様々な意見を踏まえて考える力  

一番に、実習では毎回大きな学びを得ることができた。コロナ禍で臨地に行けない実習もあったが、そんな中でも臨地と同様の学びが得られるような

配慮があり、よかった。  

看護師という前に人としてまず必要なことをしっかり教えてくれたと思う。  

指導者・師長・教員で指導内容が違うことがあり、混乱することがあった。難しいとは思うけど、統一してくれるといいと思います。   

 

28.6

48.6

31.4

22.9

31.4

8.6

31.4

45.7

20.0

22.9

25.7

31.4

2.9

8.6

20.0

14.3

20.0

17.1

17.1

22.9

17.1

62.9

42.9

54.3

54.3

37.1

45.7

57.1

34.3

65.7

60.0

54.3

60.0

57.1

57.1

54.3

74.3

71.4

74.3

68.6

68.6

68.6

8.6

8.6

11.4

22.9

25.7

40.0

11.4

20.0

14.3

17.1

20.0

8.6

40.0

31.4

25.7

11.4

8.6

8.6

11.4

8.6

11.4

0.0

0.0

2.9

0.0

5.7

5.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.9
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あさくら看護学校で受けた教育に影響を受けた

あさくら看護学校に満足できた。

学校職員は学生の関心ごとに耳を傾け、近づきやすい存在である

カリキュラムに対しての評価をする機会が与えられている

個別指導・進路指導相談など学生をサポートする体制が整っている

学科外活動に満足している

健康管理体制に満足している

学習するための教材および図書は十分である

臨地実習指導は満足している

当校教員の授業は満足している

外部講師の授業は満足している

シラバスと実際の授業の内容は概ね一致している

興味を引く授業が多い

理解しやすい授業が多い

授業の進度は理解の段階にあっている

実習の教育内容に満足している

専門分野の教育内容に満足している

専門基礎分野の教育内容に満足している

基礎分野の教育内容に満足している

教育方針は明確にされている

教育理念を考える機会（授業・実習・課外活動・日常生活）があった

卒業時アンケート（10回生）

4大いにそう思う 3そう思う 2ややそう思う 1思わない 無記名
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Ⅱ 教育目標 
 

 
点検1 教育理念・教育目的と教育目標が一致しているか 

点検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。 

点検3 教育目標において、目標内容と到達レベルが対応し、具体的で実現可能な目標として明示しているか 

点検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か 

点検5 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   

教育理念・教育目的と教育目標との一貫性は見られる。教育内容いても、網羅している。教育目標については、教

医師会立の看護学校であり地域に貢献できる看護実践能力を身に着けた学生の育成を目指している。実際、 

卒業生の7～8割が福岡県内で就職している。医師会立の病院として、医師会病院への就職率は30％前後できて 

いる。卒業後Uターンしてきた学生などの情報確保が急がれる。 

3年生の実習では、臨地実習の機会を確保するために、実習受け入れが難しい施設の実習については、夏季休暇 

中に計画をした。しかし、夏季休暇中も、学内実習にせざるを得ない状況があった。夏季休暇中の実習振替につい

ては、課題が残った。 

2年生の実習は、短期間であり期間的にも、感染予防を行って臨地実習をすることができた。1年生は、学内実習

となることが多かったが、教員の工夫と病院の協力により、実習を行う事ができた。基礎看護学実習Ⅱ－②につい

ては学びを特化し教育方法を工夫することで目的の達成はすることができた。実習は、様々な人とのかかわりの

場でもあるが、それらを経験していない学生であるため、今後の実習で人とのかかわりに関しては意図的にでき

るようにしていくことが必要である。 

  国家試験については、12月～1月に学校で学習する機会を制限しなければならなかった。最終的には全員合格と

なったことは成果としてとらえる。 

 

 

Ⅲ 教育課程経営 

 

 
点検1 教育課程編成者と教職員全体は、教育課程と授業実践、教育評価の関連性を明確に理解した上で、教育理念・ 

教育目的に向けて一貫した活動を行っている   

 
点検2 看護学の内容、求める学修の到達及び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か 

 

点検３ 科目と単元の構成にあたって、明確な考えと根拠があり、その考え方は教育理念・ 教育目的、教育目標と 

整合性があるか 

点検４ 構成された科目と単元は看護師等を養成するのに妥当であり、養成所の特徴をあらわしているか 

 

 昨年から変更なし 

 新カリキュラムについては、科目と単元は養成所の特徴を反映した内容を作成している。 

 
点検5 単位履修の方法とその制約について、教師、学生の双方がわかるように明示し、その方法は単位の支援となって 

いるか  

点検6 単位履修制度の考え方をふまえつつ、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か 

点検7 単位認定の基準および方法は、看護師等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。  

点検8 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  

 

昨年から変更なし 

 
点検9 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ける倫理規定が明確 になっているか。 

 

 昨年から変更なし  評価体系は整っているが、倫理規定が明確ではない。 

    
点検10 教員の担当科目と担当時間数は、専門性を発揮できるように配分し、かつ授業の準備をする時間がとれる体制 

を整えているか 

点検11 教育課程の実践者である教員が、自ら成長できるための自己研鑽、相互研鑽のシステムを整えている 
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新人教員２名、教員経験者1名を新たに迎え、新カリキュラムの勉強会及び新カリキュラムを実施するための教育

の基礎的学習会を実施した。また、教職員（教員・実習指導教員・事務・司書）合同での新カリキュラム勉強会を開

催した。事例をもとにすることで新カリキュラム、教育理念をもとにした学生への関わりについて具体的な方法ま

で考えることができる機会とした。 

 

 
点検12   臨地実習施設は、各看護師等養成所の個別の教育理念・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 

点検13  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 

点検14  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行っているか  

点検15  臨地実習において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行っているか 

  

  

主要な実習病院とは、2ヵ月に1回実習指導者会議を開き、学生の教育方法について検討を行っている。しかし、新

型コロナウイルス感染症の影響で開催中止となり、指導者との合同での話し合いができない状況があった。 

平成29年度から母体病院の実習指導者養成研修会に学校の教員が講師として参加し教育を行っているが、今年度

も中止となり開催されていない。 

実習要綱に患者の権利擁護については、明記している。同意書の取り交わしを行っている。実習前に技術試験を行

い、合格をした学生を実習に出している。 

 

 

【評価の根拠】 

 学習会（講師依頼） 

年 学習会内容  

平成22年 PBL学習会 教員・実習指導者 

平成23年 経験型実習指導 教員・実習指導者・学生 

平成24年   

平成25年 8月20日 主体性を育成するために 教員 

平成26年 授業方法 教員・実習指導者 

平成27年 実習指導について① 

実習指導について② 

教員・実習指導者  

教員・師長 

平成28年 今なぜ看護が重要とされるのか 

国際保健の理念と実践から考える 

学生・教員・実習施設関係者 

平成29年 

平成30年3月22日 

ヘルスリテラシー 

健康教育の新しいキーワード 

教員 

平成30年度 授業改善プログラム研究参加 教員 

平成30年度 緊急時の教育相談について 教員 

令和元年 新型コロナウイルス感染症の関係で中止  

令和2年 今どきの若者の捉え方 教員 

令和3年 3月24日 新カリキュラムについての学習会 教職員 

新カリキュラム対策会議（新カリ担当者主催） 

内容 月日 時間 対象 

新カリキュラムの方向性 

１．教育理念の再確認 

 教育理念の新解釈確認    

教育目的・教育目標・教育方針の方向性確認 

３．今後の進度確認 

令和 2年 8月 24日（月） 13：10～

14：00 

新カリキュラム

対策委員 

看護学校養成所運営ガイドラインを受けて 

１．概念枠組み  説明 

２．ニードと制約  説明 

教育方針・目的・ディプロマポリシー・卒業生像 

令和 2年 11月 26日

（木） 

10：00～

11：00 

新カリキュラム

対策委員 
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新カリキュラムに向けた教員研修（新カリ担当者主催） 

日時 目的 方法 

5 月 1 日 

（1 日）8：50～１

７：００ 

１、新カリキュラムの概要を理解する 

２、本校の新カリキュラムでの目指すことを理解する 

３、本校の新カリキュラム作成に参加する意味を理解し、能動的

に受け止め行動することを意識することができる 

４、今後、個人が行うことを明らかにできる 

 

DVD 視聴 

説明 

 

意見交換 

5 月 22 日 

（半日）8：30～

12：30 

１、前回から不明瞭な点を出し合い、解決することができる 

２、新カリキュラムでの実習方法を理解できる 

３、現在のカリキュラムにおける自分の科目の構築を確認できる 

質疑応答 意見交換 

説明 

各自の領域の学習 

6 月 18 日 

9：00～12：00 

１、科目変更内容を理解できる 

２、自分の領域の科目構成が「理解できる 

３、自分の領域の実習内容が理解できる 

４、今後の学習会の必要性を理解し担当を決めることができる 

説明 

質疑応答 

6 月 22 日 

9：10～12：00 

１、領域の構築を進めることができる 

２、学習会の方向性を理解できる 

質疑応答 意見交換 

説明 

各自の領域の学習 

6 月 25 日 

13：00～16：00 

１、学習会の計画を理解できる 

２、領域の構築を行うことができる 

質疑応答 意見交換 

説明 

各自の領域の学習 

6 月 26 日 

8：30～12：30 

１、領域の構築を行うことができる 質疑応答 意見交換 

説明 

各自の領域の学習 

7 月 10 日 

8：30～12：30 

１、新カリキュラムにおける領域の構築を行う 

 

質疑応答 意見交換 

説明 

各自の領域の学習 

教員が各内容を担当して実施する教員研修 

国家試験 国家試験とは 6月 29日（火） 10：00～11：00 

ヘンダーソン看護過程抄読会（ヘンダーソン看護論と実践への応用） 7月 27日（火） 14：00～15：00 

知識の定着 抄読会（指導が指導になる時・ならない時） 7月 27日（火） 15：00～16：00 

臨床判断力育成 抄読会（臨床判断能力についての現在の動向） 7月 28日（水） 15：30～16：30 

教育方法 抄読会（アクティブラーニング時代の看護教育） 7月 29日（木） 13：00～14：00 

カリキュラムルーブリック・技術マトリックス 

１学士課程教育の構築に向けてから読み解く３指針の重要性 

２学修成果の明確化のためのカリキュラムルーブリックの必要性 

３本校の考えるカリキュラムルーブリックの説明 

9 月 22 日（水） 

14：40～16：00 

ヘンダーソン看護過程② 前回学んだことの教育現場での活かし方 10 月 1 日（金） 11：00～12：00 

知識の定着② 記憶について 10 月５日（火） 11：00～12：00 

社会人基礎力① 社会人基礎力を教員として身につけているのか 10 月７日（木） 11：00～12：00 

臨床判断能力② 臨床判断力について、我々は何を知っていてどの

ように教育に活用してきたか 
10 月 8 日（金） 

11：00～12：00 

ヘンダーソン看護過程③ 

 記録用紙を使って、ヘンダーソンの看護理論を理解する 
10 月 12 日（火） 

13：00～14：00 

教育方法② 『対話力』教育の基本となる対話力について考える 10 月 14 日（木） 13：00～14：00 

国家試験対策② 模擬試験の教育的活用・各社の模擬試験の特徴 10 月 18 日（月） 13：00～14：00 

クリティカルシンキングとメタ認知① 

 メタ認知とは：自己のメタ認知の認知してみよう 
10 月 2８日（木） 

15：30～16：30 

ヘンダーソン看護過程④ 

 記録用紙からヘンダーソンの看護理論を読み解く 
11 月 9 日（火） 

11：00～12：00 

社会人基礎力② 11 月 18 日（木） 13：00～14：00 

ヘンダーソン看護過程⑤ 11 月 30 日（火） 13：00～14：00 
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教育方法③ 12 月 2 日（木） 11：00～12：00 

国家試験対策③ 12 月 3 日（金） 11：00～12：00 

ヘンダーソン看護過程⑦ 2 月 1 日（火） 14：00～15：00 

ヘンダーソン看護過程⑦ 2 月 25 日（金） 11:00～12：00 

全教職員への研修（新カリ担当者主催） 

令和 4年 1月 27日

（木） 

新カリキュラム学習会（全教職

員） 

本校の新カリキュラムの概要 全教職員 

2月16日 新カリキュラム学習会（全教職

員） 

本校の新カリキュラムの概要 全教職員 

教職員研修会（新カリ担当者主催） 

3月24日 

10：30～12：00 

教職員研修会 事例を用いた本校の新カリキュ

ラムの実践について考える 

全教職員 

 

 

 

 

Ⅳ教授・学習・評価課程 

 
 
点検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として設定しているか 

点検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踏まえて明確に述べているか 

点検3 授業内容のまとまりは、看護学の教育内容として妥協性がある内容となっているか 

点検4 当該授業の内容と他の授業内容との関連において、重複や整合性、発展性に明確になっているか 

 
点検5 授業内容に応じた授業形態を選択しているか 

点検6 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に明示し、実践しているか 

点検7 当該授業の展開過程のほかに、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 

点検8 学生に対し、効果的な教育指導を行うために、教員間の協力体制が明確になっているか 

 

授業内容に応じた授業形態としては、従来から講義中心の授業から学生が実際体験しながら考えるアクティブラ

ーニングを取り入れた授業を行っている。臨床看護総論、看護技術統合などは、経年的に蓄積されてきている。 

授業方法として、新型コロナウイルス感染症により緊急事態宣言がだされていた間は、自宅でのオンライン授業

に切り替えを行った。ハード面の整備は、昨年の蓄積があり比較的スムーズにできた。教員も徐々にオンライン授業

に慣れてきており様々な機能を使いながら授業を進めている。しかし、在宅リモートや学内リモートの場合、学習の

理解度、学習への取り組みなどを対面で確認できないという課題が残った。1年生の場合は看護学校での学習に慣れ

ていない中での在宅リモートになるため丁寧な関わりが必要であるという事を示唆していると考える。 

技術の授業については、演習の人数を通常の1/2に減らして分散授業を行った。技術試験は、練習の時間をあらか

じめ決めた状態で練習時間の確保を行った。 

新入学生に対して、入学時の模擬試験（スタートアップ試験）を行った。 

新カリキュラムを県へ提出後、新カリキュラム運用に際して必要なマニュアルやガイダンスの作成を行った。 

①カンファレンスについて 

②行動目標の考え方、書き方 

③ソーシャルメディアガイドライン 

④デジタル教科書およびタブレットの貸与規定 

⑤デジタル教科書およびタブレットの利用規程 

⑥あさくら看護学校 実習における個人情報等に関する倫理規程 

を作成した。 
 

点検9 評価計画を立案、実施し、評価結果に基づいて実際に授業を改善しているか 

点検10 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 

点検11  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． 

  

評価計画は明文化している。授業評価の実施は専任教員に義務づけられている。 
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評価については、卒業時の認知領域の確認のため平成28年より卒業試験を実施して６年目である。試験内容は、国

家試験レベルとし、内容の妥当性については卒業試験検討委員会を立ち上げ検討を行っている。試験の作成におけ

る基本的な項目はある程度理解したうえで作成されていた。学生に、作成意図と結果を提示しながら解説を行うた

め、1月後半からの国家試験勉強の方向性が明らかになるという学生からの意見も聞かれる。 

評価方法は、シラバスに明記している。単位認定の規則があり、それに則って実施している。最終決定は、運営会

議で決定している。評価計画は明文化している。 
 

点検12  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ち，学生の学習の動機付けや支援になっているか 

 

新学期にカリキュラムガイダンスを配布しシラバスを提示している。 

事前に各担当から出されたシラバスの検討は行っているが十分とは言えない。新カリキュラムのテキスト、副読

本は、様々な教科書を比較検討したうえで本校の学生に見合ったテキストを決定した。 

クラスとしては、1年生の入学時アンケートを実施して勉強の習慣等をつかみ、その結果を受けて学習指導を行う

ように計画している。 

 

 

 

Ⅴ 経営・管理課程 
 
点検1 養成所の設置、教育理念・教育目的、教育課程経営、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に 

ついて、設置者の意思との一貫性をもって明示し、 かつ、教職員はそれを理解しているか 

  

 変更なし 

 
点検2 組織体制は養成所の教育理念・教育目的を達成するために意思決定のシステムや権限、役割機能が明確であり、かつ 

組織構成員の意思の反映や決定事項を周知できるように整えているか 

点検3 組織の構成と教職員の任用、および、教職員の資質の向上についての考え方と対策は、教育理念・教育目標を達成す 

るために整合性をもっているか 

 

  教職員の資質向上の必要性は、十分自覚している。そのため、教育方法、本校の理念、教育目標の具現化な 

様々な学習会を企画して実施している。教員の主体的参加のため、各学習会を教員の担当制で実施した。 

  組織的にはマニュアルの作成、教員の質の向上のための研修計画の確立、フォローアップ体制の充実など 

の解決が急務である。 
点検4 養成所の財政基盤をどのように確保するかについて明確な考え方をもち、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。  

点検5 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 

  

 財政基盤については、中期的な考えのもと財政基盤を整えるための対策を行っている。年２回の学校運営委員会

で予算・決算についての報告と議論がなされている。 
  

点検6 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のかを示し、その考え 

方に基づいて整備計画を立案し、実施しているのか 

点検7  看護・介護の専門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・改善しているか 

点検8  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   

  

 管理者は、教育環境の整備と教育方法の拡大のための整備の必要性は理解している。 

 新カリキュラムで必要な研修会については、WEB上での講演が多かったため優先的に研修の参加を行った。 

学生が学習する環境の整備は行っている。具体的には、指定規則を超える教材教具であり、教員の意見も反映でき

ている。開校12年が経過し、教材教具も破損、劣化が目立ってきている。補修及びバージョンアップも計画的に行っ

ていく必要がある。 

学習環境としては、3年生の机が台形で使いづらいものであったため、軽い長方形の机に変更していった。椅子も

プラスチックで破損が目立つため、経年的に買い替えを行う予定である。 
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学生の住環境としては、学校の寮に入ることができるように整備されている。 

教職員は、医師会グループ全体でストレスチェックが実施され、フォローアップも行われている。 

新型コロナウイルス感染症対策としては、 

 ①学内にウイルスを持ち込まない 

 ②感染を予防するための 

  ・集団予防 

  ・個人予防 

  ・環境整備 

 の考え方を中心に行っていった。 

 昨年より、経験を積み重ねたことで感染予防についてはスムーズに行う事ができるようになった。感染者及び

濃厚接触者については、外部への説明責任を果たしながら、感染者の人権を守る配慮を行った。 

 学内の行事；入学式は、昨年の反省から、学生は全員マスクを着けて参加することができた。 

       学校祭は、感染予防策の徹底が難しいとの判断から昨年同様中止とした。 

       戴帽式は、キャッピングとキャンドルサービスを行った。保護者は、一家族一名の参加とし情報処

理室での参加とした。 

       卒業式も、学内で実施した。在校生のいない卒業式であった。来賓に関しては、医師会病院看護部

長に事前録画で送る言葉を頂いた。 

 日々の感染予防としては、 

出校時の体温チェック、行動チェック用紙の配布、行動の確認など行い、校内に入る直前でのスク

リーニングを行った。学内では、教室の分散、昼食時の黙食、授業中休み時間の換気など様々な対

策を行った。授業中の換気などは学生が積極的に実施できるようになっていった。 

 
点検9 学生が入学後に学修を継続できる支援体制を多角的に、かつ学生が活用しやすいように整え、実際に学生生活の支援 

になっているか   

  

高等教育の修学支援制度対象機関としての認定を受けている。 

専門実践教育訓練給付制度、日本学生支援機構、県奨学金（福岡県・長崎県）病院奨学金などで支援を行っている。 

スクールカウンセラーに月2回来ていただいている。学生が個人的にカウンセラーに相談できる体制としている。 

  
点検10 教育・学習活動に関する関係者（保護者等）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 

点検11 広報活動は、看護師・介護福祉士等を養成する機関として、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 

 

学校が保護者に提供している情報は、「前期・後期の成績通知」「学校成績の保護者への通知」「学生と保護者を

含めた３者面談」などがある。必要時保護者と連絡を取っている。 

コロナ禍前までは、行事ごとに保護者と関わり学校の教育について理解を得ていた。コロナ禍以降は、その機会が

減少した。今後ますます、保護者との関係構築が重要となってくると考える。 

現在行っている広報活動は、新聞広告、HP、学校説明会などである。 

ネットでの広報活動については、今年度から本格的に始動している。ホームページや学校案内の一新等により、よ

り広く学校の特徴を広報できるようになった。インスタグラムを始めて学校の情報を適宜出すことを行っている。 

 
点検12 養成所の運営において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、その実施・評 

価は将来構想との整合性をもっているか   

  

副校長が立案している。年度当初の教務会議で発表されている。特に講師及び実習施設と協力しながら地域の看

護学校としての将来構想がある。 
点検13 自己点検・自己評価体制の意味を理解し、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  

点検14 養成所の自己点検・自己評価体制を整え、運用し、その機能は、養成所のカリキュラム運営、授業実践にフィードバ 

ックし、養成所の教育理念・教育目的、教育 目標を維持・改善するものとなっているか 

  

自己評価自己点検の重要性の意味は、十分に理解している。自己評価自己点検については、開校当初から内規で規

定され、自己評価委員会を立ち上げ、学校関係者評価を取り入れて行っている。 

年に1回学校関係者評価委員会で学校の評価を頂いている。ホームページ上で公開をしている。 
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Ⅵ入学 
 
点検1 教育理念・教育目的との一貫性から入学者選抜についての考え方を述べているか．  

点検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，検証しているか 

 

 

 受験者を県別にみると、福岡県・大分県・長崎県で受験生の多くを占めている。福岡県内の市町村で見ると朝倉

市・久留米市・うきは市・小郡市など朝倉市を中心とした近隣の市町村からの受験者が大半を占めている。 

 入学生も福岡県が最も多い。そのうち朝倉圏内も半数近くを占めており、地域に根差した学生の受け入れができ

ていると考える。 

 入学者については、入学生の学習支援（学習習慣の確保・習慣化・学びへの転換）などが増々重要視されてくる。 

 入学者に対して実施していた入学前教育は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて中止とした。 

  

 

Ⅶ卒業・就業・進学 

 
点検1 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．  

点検2 卒業生の到達状況，就業・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  

点検3 卒業生の就業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，就業先との情報交換や調査の実施が 

できる体制を整えているか． 

点検4 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 

  

 

卒業時の到達度を見る方法として「卒業時の到達目標」がある。本校では 

１．看護に必要な知識と正確な看護技術及び臨地に適応できる力：卒業試験・看護技術統合筆記試験と技術試験 

 ２．科学的思考・論理的思考に基づいた問題解決能力：看護技術統合でのOSCEを使った技術試験 

 ３．人間をその人がその人らしく、そして統合体として捉えることができる力 

 ４．他者を思いやる誠実な人間性 

 ５．チーム医療のメンバーとしてのコミュニケーション力 

 ６．自己学習力と自律する力 

  

卒業時の就業、進学状況については、就業進学場所、県内外、管内外について分析を行っている。本校は、6～7割

が福岡県内への就職となっている。母体病院への就職も3割程度である。県外の卒業生も、地元で就職している学生

が多く、地域密着型の看護学校であることがわかる。今後、それらの特徴を生かし、地域で活躍できる看護師の育成

を行っていくことが必要である。 

 

【評価の根拠】 

 就職先（Ｈ24～Ｒ3） 
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Ⅷ 地域社会、国際交流 
 
点検1 社会との連携に向けて、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   

点検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 

点検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   

 

地域での夏祭りや学校祭への地域の方々の参加など様々な形で地域の方々に看護学校を知っていただく努力を行

ってきた。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で地域の行事も中止となり、本校の行事も中止にせざるを得な

い状況となった。 
  

点検4 国際的な視野を広げるための授業科目を設定しているか  

点検5 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か  

点検6 海外から帰国学生や留学生の受け入れ体制があるか 

点検7 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があるか 

 

 変化なし 

 

Ⅸ 研究 
 
点検1 教員の研究活動を保障（時間的、財政的、環境的）しているのか  

点検2 教員の研究活動を助言・検討する体制が整っているか 

点検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にあるか 

 

研究活動を行っている教員に対しては、他教員でカバーするなど環境の保証をする体制はある。学会発表などの

財政的援助はある。 

紀要・研究業績の発行状況：なし 

誌上発表状況：なし 

学会入会状況：日本看護科学学会（１名）日本看護教育学会（１名） 

【改善点】 

 今後は、教員が研究に取り組めるための、研究支援と時間的な支援を行っていくことが必要である。 

 

 

【まとめ】 

 教育理念・教育目的・教育目標については、令和３年度特に大きな変更はない。現在

のカリキュラムの課題を解決すべく、新カリキュラムの作成を行った。 

 新型コロナウイルス感染症の感染予防も2年目となり、多くの蓄積の元で必要な感染

対策を実施できるようになってきた。感染者に対しては、対外的な責任として情報開示

を行うと同時に、人権への配慮もおこなった。 

教育方法については、感染予防のため非接触型の講義を導入して2年目となった。ハ

ード面の整備は充実していった。リモートでの授業となり、学生の学習内容の理解度に

ついては課題が残った。また、実習への影響として学内実習という形を取らざるを得な

かった。学内実習のプログラムは令和2年度作成していたがより良い学内実習にするた

めの検討が必要であったと考える。実習を夏季休暇中に移行したが、結果的に移行した

時期も学内実習になることがあり、実習期間については慎重に考える必要がある。 

 本校の課題を改善するために学習会を積極的に実施した1年であった。学習会での学

びを教育の場で具現化するという事においては今後の課題である。 
 


