
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和 4 年 7 月 

学校関係者評価委員会 
 
 
 

2022年度 亀田医療技術専門学校 

学校関係者評価 報告書 



- 1 - 
 

１．学校関係者評価の目的 

  学校法人 鉄蕉館 亀田医療技術専門学校における学校関係者評価の目的を以下のように定

める。 
 １）自己評価の評価結果について、学校外の関係者による評価を行い、自己評価結果の客観性・

透明性を高めること。 
 ２）学校において卒業生・関係業界、関係団体、中学校・高等学校等、保護者・地域住民な

ど学校関係者により構成された学校関係者評価委員会が、自己評価の結果に基づいて

行う学校関係者評価の実施とその結果の公表・説明により、適切に説明責任を果たす

とともに、学校関係者から理解と参画を得て、地域におけるステークホルダーと専修

学校との連携協力による特色ある専修学校づくりを進めること。 
 

２．学校関係者評価委員会名簿 

属性 氏名 所属 役職 

関係業界 
安田 友惠 医療法人 鉄蕉会 亀田総合病院 看護管理部副部長 
菅原 陽子 社会福祉法人太陽会経営管理本部企画 

事業部パークウェルステイト鴨川  
室長 

高校教員等 山口 健一 千葉県立長狭高等学校 校長 

卒業生 
佐藤 悦子 医療法人 鉄蕉会 亀田総合病院 看護部主任 
福原 恵美子 医療法人 鉄蕉会 亀田総合病院 看護部主任 

在校生保護者 石井 俊一 医療法人 鉄蕉会 亀田総合病院 看護部師長 
 

３．学校関係者評価委員会の実施状況 

 １）学校関係者評価委員会実施日時・場所 
日時：令和 4 年 5 月 30 日（月） 15 時から 16 時 30 分 
場所：亀田医療技術専門学校 2 号館 3 階 301 

 ２）学校関係者評価委員会進行状況 
（1）開会、配布資料確認 
（2）参加者確認 
（3）学校長挨拶 
（4）学校関係者評価について 
（5）自己点検・自己評価の結果について 
（6）討議及び意見交換 
（7）今後の予定 
 



- 2 - 
 

４．2022 年度学校関係者評価委員会議事録 

日時：令和 4 年 5 月 30 日（月）15：00～16：30 
場所：亀田医療技術専門学校 2 号館 3 階 301 

 
【出席者】 
外部委員 3 人 
・〔高等学校〕   山口健一  千葉県立長狭高等学校 校長 
・〔関係業界〕   安田友惠  亀田総合病院看護管理部 副看護部長 
          菅原陽子  社会福祉法人太陽会経営管理本部企画事業部 
                パークウェルステイト鴨川 室長 
・〔卒業生〕    佐藤悦子  亀田総合病院 主任 
          福原惠美子 亀田総合病院 主任 
・〔在校生保護者〕 石井俊一  亀田総合病院 師長 
 
内部委員 4 人 
・学校長      大塚伊佐夫 
・副学校長     鴇田猛 
・助産学科教育主任 吉田広美 
・看護学科教育主任 関根恵子 
                                      
司会：鴇田副学校長   書記：片桐 
 
委員会次第 
1．開会、資料確認 
鴇田副学校長が司会を務め、資料 1～6 の有無を確認。 
 
2．参加者の確認 ※資料 1 
昨年まで委員を務めていた千葉県立長狭高等学校前校長石井一司氏に代わり、校長山口健一氏が

委員に就任した。任期は石井氏を引き継ぎ令和 5 年 3 月 31 日までとする。 
 
3．学校長挨拶 

「本年 4 月に学校長に就任し、初めての会議であります。忌憚ないご意見を頂きたい」と述べ

た。 
 
４．学校関係者評価について ※資料 2.3 

1）学校評価スケジュール（資料 2） 
  学校評価、自己点検等のスケジュールについて確認。今年度はスケジュール通りに実 
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施していく予定である。 
2）学校関係者評価について（資料 3） 
  学校評価の目的、形態と定義に基づいて委員を選出し、本委員会を開催、討議内容を 
公開することを確認した。 

 
5．自己点検・自己評価の結果について ※資料 4.5.6 
 1）「学校評価 看護師等の養成所の自己点検・自己評価指針（Vol.2） 2022.2」の項目と 

結果（資料 4） ※過去 3 年間の評価平均点数を提示 

   2021 年度末（2022 年 2 月）に行った「学校評価 看護師等養成所の自己点検・自己 
評価指針」の評価項目は 9 領域 124 項目あり、5 段階評価で行い、教員 20 人の評価を 
平均化し過去 3 年分の評価を掲載。昨年度同様に 4.0 未満の小項目について検討し、次 
年度の重点目標、課題とした。 

 2）自己点検・自己評価結果に伴う対策について（資料 5） 
   評価平均 4.0 未満の小項目 19 の要因および対策を考える。 

Ⅲ．教育課程経営 
  38）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 3.5 
  要因 ・心身の不調により、暮らしと健康が整わず（心の耐性の軟弱）、継続的な心の 

要支援者がいるため、その対応に労力と時間を注ぐことがより増えた。 
     ・学生の実習に対する学習力が不足しており、指導が教科外時間へ延びてしまう 

ことが多い。 
・教員会議の議題の調整や議題資料の共有において Teams の有効活用ができて 
いない。 
・学生教育の役割活動において、1 人の教員が複数担当し負担が多くなるなど、 
把握・調整・管理が不足していた。 

  対策 ・実習指導の在り方を見直し、課業内での学生教育の推進に務める。また、目に 
見える、形あるものなど量的学習で判断せず、学生の気づき・思考・表現の感性 
を伸ばす学習支援を行う。 
・教育活動に対し教員間で協働を図り、生産性をあげていく。 

     ・会議の目的・目標の明確化、事前に資料提示などをし、時間の管理・短縮、効率化を

図る。 
  40）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 3.8 
  要因 ・研修会への参加は教育実践力を高めるのが目的であることの意識づけと働き 

かけが不十分であり、研修会参加報告、推進の働きかけができていなかった。 
     ・教科科目の授業参観の推進と風土づくりが不足していた。 
  対策 ・研修会への参加と教育実践能力を養うことを目的に、教員全体または個人に対 

し研修会の案内や参加を促し、教育力の調整を図っていく。 
・研修会参加後、会議等で報告を行い教員間で共有していく。また、学生教育での強

化内容は検討し教育実践に活用していく。 
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     ・教員間の授業参観の推進と実動。（教授内容や学生の受講状況の把握など） 
Ⅳ．教授・学習・評価課程＜目標達成の評価とフィードバック＞ 

  61）学生および教育活動を多面的に評価するために、多様な評価方法を取り入れてい 
  る 3.8 

要因 ・看護師養成教育（カリキュラム・授業・実習）の評価の在り方や目的、目標の 
共有が図れていない。 

対策 ・看護師養成教育の評価の在り方、評価の目的・目標を再度提示し、共有する。 
→（現在は Forms を活用し授業評価を採り、質・量を見ながら学生自身の学び 
を客観的に図っていく） 

・学年別教育計画の形成的評価、総合的評価の組織体制を整えて運用していく。 
    ・授業評価・実習評価担当が中心となり看護実践力の成長過程が観える形成評価 

の在り方や体制を整え構築し、共有を図る。 
62）教育目標の達成状況を多面的に把握している 3.9 

  要因 ・教育目標と各評価の整合性が明確ではなく、共有が不十分であった。 
  対策 ・授業、実習、卒業生評価などを検討した上で、達成状況を把握する。 
     →評価を実施、教育目標の実現に向けて、一貫性をもって教育活動ができている 

かを確認する。 
 Ⅴ．経営・管理過程 
  82）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 3.8 
  要因 ・財政、経営に関して会議等で情報提供、共有する機会を設けておらず、関心度 

も低い。 
  対策 ・財政状況等を知る機会を設定する。また HP で公開もされているので閲覧 

し、興味・関心を持つように促す。 
Ⅶ．卒業・就業・進学 
特に昨年度から比べるとポイントが下がっている項目である。 

  106）卒業時の到達状況を分析している 3.9 
  107）卒業生の就業・進学状況を分析している 3.8 
  108）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 3.8 
109）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 3.3 

  110）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 3.6 
  111）卒業生の活動状況を把握し、統計的に整理している 3.0 
  112）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 3.1 
  要因 ・卒業時の目標達成度を測るアンケートが作成途中であるため運用できていな 

い。→ディプロマポリシーの評価を測るスケールが持てていない。 
     ・卒業生の就職先（亀田病院）での看護実践状況を共有する連携が取れていない。 
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  対策 ・教育目標の達成度を測るアンケートを作成し、教員への周知を図り、運用する。 
     ・学生の回答した教育目標の達成度をもとに、原因を探索し意味づけしていく。 
     ・卒業生の就業先での評価ができるように、組織活動の体制を整える。 
     →3 年間での養成課程で培った力が実践においてどのようなことが役に立ち、不 

足しているかを明確する。 
Ⅷ．地域社会／国際交流 
〈地域社会〉 
 113）社会との連携に向けて、地域のニーズを把握している 3.9 
 114）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 3.8 
 115）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持っている 3.9 
 要因 ・今年度より新カリキュラムの新規科目として地域・在宅看護論がある。そこで、 

地域住民の暮らしと健康支援、地域に根差す職業実践者の育成において安房地 
域の情勢やニーズを教員自身がしっかり捉えていないという問題意識を強く持 
った。 

 対策 ・地域社会を知る機会をつくる。 
    ・学校行事を通して、地域貢献をできるように務める。 
Ⅸ．研究 
 122）教員の研究活動を保障（時間的、財政的、環境的）している 3.7 
 123）教員の研究活動を助言・検討する体制を整えている 3.7 
 124）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 3.7 
  要因 ・各種教育活動の結果のデータ化と考察していく時間がなかなか確保できない 

ため、その対応に至っていない。 
 対策 ・教育効果を上げていく各種取り組みの素材をデータ化、教材化し、意味づけて 

いき研究活動への風土をつくっていく。（入学前、入学後、基礎学力を上げてい 
く様々な取り組みの活動状況を共有し意義づけて研究に発展させていく） 

3）令和 3（2021）年度 自己点検・自己評価結果概要（資料 6） 
  取り組み、方法（評価項目、評価基準、対象者、評価時期）等を確認。 
＜評価結果＞ 
 昨年度と比べ点数が上昇した項目はⅠ．教育理念・教育目的、Ⅱ．教育目標、Ⅳ．教授・学習・

評価過程、Ⅵ．入学であり、下降した項目はⅢ．教育課程経営、Ⅶ．卒業・就業・進学、Ⅸ．研究

であった。その原因を分析し、改善策を提示した。 
＜次年度目標＞ 
 ①新カリキュラムの実施及び評価・修正を行う。 
②受験者の確保を推進する。 
③卒業生の活動状況に対する把握及び支援体制の確立を図る。 
④ICT 活用による業務改善に取り組む。 
⑤グループ・法人全体の資源を活用した研究支援活動の充実と情報提供を行う。また教員 
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の教育向上に向けた取り組みを行う。 
上記次年度目標を達成するために取り組んでいくことを確認した。 

                                                                                                                                      
6．討議 
上記の内容について確認、検討事項について意見を募る 

・学生に係る時間の増加とあったが、心の要支援者が卒業し、就職をしてすぐに休職してしま

うことがある。そのような卒業生を出すことについても疑問を感じることがある。時間を要し、

際限なく対応しているのだと思うが、そのような学生に対し、教員の見極めというのは学校で

はどのようにしているのか。                       （安田委員） 
・学生自身が管理できない状態の時は、親に現状を伝え、暮らしと健康の調整が取れるようバ

ックアップをお願いしている。またスクールカウンセラーとの情報共有や専門機関への推進と

受診を促している。度合いは個人によるが、年々メンタルの継続要支援者が増加しているのが

現状である。                        （関根看護学科教育主任） 
 ・学生時代よりも病棟の現場の方が耐えるのは難しい。採用後、休んだからといって「働けな

いからどうする」とは言いづらい。学生時代に薬の服用や睡眠障害などがあった場合は就職先

でも起こり得る。                            （安田委員） 
 ・臨床から学校に移り、臨床とは違う立場で学生のことを考える気持ちが大きくなった。看護

師の社会の中で働いていけるのかという思いもあるが、本人がなりたいなら支援してあげたい

という思いもある。看護の領域は広いので、どこかで看護師としてやっていけるところがある

のではないかと思うようになった。                  （鴇田副学校長） 
 ・奨学金を借りていたためどうしても働かなければならないということがネックである。個人

情報の問題もあるが、できることなら学生の情報を共有したい。本人の希望よりも、もっと適

した科に配属できないかと考える。もちろん、本人が希望するところで働けることが幸せだと

は思うが。                               （安田委員） 
・学校の使命と臨床現場の現実があるので、卒業後に連携して行っていく必要があり、取り組

んでいかなければいけない。                     （鴇田副学校長） 
 ・臨床として、領域Ⅶ（卒業・就業・進学）についてできる限り協力していかなければならな

い。                                  （安田委員） 
・幼小中高と管理職を務めてきたが、心の支援についてはどの分野でも情報共有が大切である。

学生を迎え入れるためには、必要なことであり、それができればスムーズに進み、できないと

つまずく。保護者との連携、ソーシャルワーカーなど外部の力も借りてやっていくべきである。

ここで関わっている問題と学校現場で起きている問題も同じである。教員が多忙であると、学

生に影響してしまうが、どのように時間を作っているのか。         
（山口委員） 

・助産学科に関して言えば、1 年課程であるため学生の卒業後、新学期までの数週間に余裕が

ある。その期間に研修会や勉強会に参加している。       （吉田助産学科教育主任） 
・看護学科の教員の担う教育活動は、実習及び授業、加えて学年制における学習担当及び副学

習担当である。学生の成長過程において、愛情をもって学生教育を行っているが、自立度が低
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い学生も年々増えているため、さらに学生に注ぐ時間が多くなっている。教員間での得意（強

み）なことを生かし棲み分けをし、行っていくことが大切だと考えている。自己研鑽に励む一

定の時間確保は難しいのが実情であり、教員個々が時間調整を図り研修会に参加している。 
                               （関根看護学科教育主任） 
・教員たちは時間外に学生面接をすることをしているので、時間を作るために何かを減らして

も新たなものが入ってくるのが現状である。教員間で授業資料を参考にすることや、授業評価

をフォームスで行うなどしているが微々たるものである。現在、教員募集をかけているが、な

かなか応募が来ない。                        （鴇田副学校長） 
 ・先生方に研究の時間を作るのは難しいと考える。家庭もあるので負荷も多い。データ化など

支援してもらえるところはできる人にやってもらえば良い。病院や大学など資源の活用をした

方が良い。                               （安田委員） 
 ・実習に来ている助産の学生ですらコミュニケーションが苦手な学生が増えていると感じてい

るので、看護はなおのことだと思う。対人関係をどこで学んでいるのかと考えてしまう。社会

の経験を積んでいないためか、困っていることを察知する、感じることができない。今までは

対人関係を作る〝何か〟があったかと思うが、コミュニケーション、対人関係をつくるための

対策をどうやっているか。                        （福原委員） 
 ・対人関係を作るために、必ずしも学校外での経験が良いとは言えない。暮らしのためにアル

バイトをする学生もいるが、心身の健康維持のためには難しいこともある。コミュニケーショ

ンが希薄な中で育っているので、察する力、気づきが弱くなっているのが現状である。そのた

め教える側も授業内で声を出させて、キャッチボールさせて教えるといった授業方略が大切だ

と考える。学生に変化を持たせるため、教員も変化し、教育力を上げる必要がある。 
                                （関根看護学科教育主任） 
 ・学校の指導が個の尊重や他学年との交流のあり方などここ 10 年で変わってきている。教員の

働き方改革の一環として部活動が変わってきたこともある。そのため目上と付き合うことが少

なくなり、関わろうという気も少ないため、気を遣うこともなく、その必要もなくなってきた。

今までなら日常で身についていたことがついていない状況も見られる。専門学校ではその状況

から学生への指導を行ってもらわなければならないので大変な面も多いと思う。こちらとして

も恥ずかしいと考えるが、学校内でも個の尊重が重視されすぎる場面も見られるので、コミュ

ニケーション能力の育成が大切という前提を持って、一歩踏み出していかなければいけない。 
                                     （山口委員） 
 ・他校の教員と話す機会があるが、今の状況は本校に限ったことではない。子供たちは気を遣

うことも少なく、個々の部屋があり、部活も強制ではなく、高齢者と接する機会が少ない。そ

のためコミュニケーションスキルが低いところからスタートさせるのは本当に大変なことであ

る。3 年間でどう取り返すかが難しい。看護師はコミュニケーションがとても大切な職業であ

るため、そのスキルを高めていけるかを、他校の教員も同じように悩んでいる。 
                                   （鴇田副学校長） 
 ・少しずつコロナが軽快してきたが、学校では学生同士のつながりはどうなっているのか。 

（石井委員） 
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 ・学内での様子は今までとあまり変わらない気がする。しかしコロナで学外での行動が制限さ

れているため、そこでの交流は少なくなっているとは思う。       （鴇田副学校長） 
 ・病棟では業務だけの関係性が当たり前になりつつあり、希薄な生活に慣れてきた印象を受け

ている。                                （石井委員） 
・入学時に性格判断テストのようなものをやっているか。太陽会では入職してからダメだとわ

かるより、入る前に分かった方が良いという考えで、外部に委託し実施・参考にしている。付

属の安房医療福祉専門学校からメンタルが弱めな学生が福祉に流れてくる。厳しくしているわ

けではないが、休み癖があり、奨学金があるから 3 年間は働きたいという人が多い。 
                                     （菅原委員） 

 ・性格判断や LGBT などで入学を断ってはいけないというのが、現在の流れである。 
（鴇田副学校長） 

 ・指導が難しい。厳しく言うなど言い過ぎてしまうとそれが原因で来なくなってしまうことも

ある。                                 （菅原委員） 
 ・自分自身の特性を知らない学生が多い。なりたい、憧れる仕事となれる自分を知らないため、

そのギャップにへこんでしまう。高校生の間に自分の強みを見つけられると良いなと考える。

その後の選択として看護師を目指して欲しいと思う。          （鴇田副学校長） 
 ・病院ではキャリアプランシートを作成しているが、自分の強みを書けないことが多く、面談

をしながら師長が作成している。自己イメージが確定できず、否定概念があるためなかなかで

きないようである。肯定的であればやっていけると思う。自分の強みを早い段階で見つけられ

ると良い。                               （安田委員） 
 ・肯定的概念は本来なら中高で持つべきものだと考える。小学校ですごく褒められたことを忘

れない人は多い。今の若い教員は日常の指導に関し一歩踏み込んでいくことが難しく、当たり

障りのない指導になってしまうので、教員に好きにやらせてもらいたいが、信頼関係が薄いた

め難しい。また適性検査についても多様性の権利があるため、実施は難しい。20 年前の指導で

あったら厳しくしていたが、今は本人のやりたいようにやらせるという時代のため、踏み込ん

で言うことが憚られる。                         （山口委員） 
 ・正解は出せないが双方の理解が必要で、連携を深めていく必要がある。学校と病院で他には

ないような強みとして取り組みをしていきたい。             （鴇田副学校長） 
 
総括 
 ・学校だけで解決できるものは少ないので、社会全体で取り組んでいかなければならない。人

口が減少し、受験者も少なく選べなくなってくる。私たちはやれることを着実にやっていくこ

とが重要である。先生方の、入学してきた学生全員を何とかしたい、との思いもあると思うが、

全力を尽くしても、何人かは難しいこともある。それはあっても仕方ないことだと私は考えて

いる。若い人が怒られ慣れていないこともあり、甘くなりがちであるが、昔と同じようにやっ

てもできないので、新しい時代に沿ったやり方をしなければならない。いつまでたっても勉強

は続く。取り組んでいかなければならないことが多いため、今後ともご協力をお願いしたい。 
                                    （大塚学校長） 
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7．今後の予定 

・議事録を作成し、重点目標を立て、報告書を作成し、委員に送付する。審議し、承認を頂いた 
ら学校で報告を行い、公開する予定。 
・次回開催時期 
令和 5 年 5 月を予定。また任期が令和 5 年 3 月 31 日となっているので、後日あらためて再

任等連絡をする。 

 
以上 

 

５．自己評価結果概要 

 １）自己点検・自己評価の実施 
   本校では、自己点検･自己評価の取り組みとして、「看護師等養成所の教育活動等に関する

自己評価指針作成検討会」報告書を基に点検･評価項目を見直し、9 領域のカテゴリー及び 124
項目の小項目を設定した。そして、作成した評価表を基に自己点検･自己評価を実施した。 
（1）方法 

    作成した自己点検･自己評価表に基づき本校教員が自己評価を行う。その集計結果を踏ま

え次年度の目標を導き出す。 
  （2）評価項目 
    ・9 領域 124 項目 
    Ⅰ．教育理念･教育目的、 Ⅱ．教育目標、 Ⅲ．教育課程経営、 Ⅳ教授･学習･評価過

程、 Ⅴ．経営･管理過程、 Ⅵ．入学、 Ⅶ．卒業･就業･進学、 Ⅷ．地域社会／国際

交流、Ⅸ．研究 
  （3）評価基準 
    ・5 段階評価（１：当てはまらない ２：やや当てはまらない ３：どちらとも言えない  

４：やや当てはまる ５：当てはまる） 
  （4）対象者 
    ・教員 20 名（看護学科、助産学科、介護福祉学科） 
  （5）評価時期  
    ・令和 4 年 2 月 

以上を記載し、学校評価委員会に提出をした。 
 ２）自己点検・自己評価結果の報告 
   学校関係者評価委員会では、『2021 年度自己点検・自己評価結果』を用いて、亀田医療技

術専門学校の担当者より学校関係者評価委員に対して、各項目の自己点検実施状況及び自己

評価ポイント、評価の課題、今後の改善方法等について説明をした。当日は重点目標を中心

に検討をお願いした。 
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６．重点目標について 

  １）新カリキュラムの実施及び評価・修正を行う。 
  ＜計画＞ 
   ①評価委員会を設置し評価方法の再検討や評価の実施を中心に進めていく。 
   ②実習による教育効果を検討し、新たな実習施設の確保に努める。 
 
  ・学年別教育計画の形成的評価、総合的評価の組織体制を整えて運用していく。 

（関根看護学科教育主任） 
  ・授業評価・実習評価担当が中心となり、看護実践力の成長過程が観える形成的評価の在り

方や体制を整え構築していく。              （関根看護学科教育主任） 
  ・授業、実習、卒業生評価などを検討したうえで、達成状況を把握することが必要であり、

評価を実施し、教育目標の実現に向けて一貫性をもって教育活動ができているかどうかを

確認していきたい。                   （関根看護学科教育主任） 
 

評価結果 ①適切：6名（100％） ②不適切：0名（0％） 

＜コメント＞ 

・今年度より新カリキュラム改正となり、ご苦労が多いと思います。よろしくお願いします。 
・担当者が中心となり、組織内での共通理解を進めることが重要だと思います。また、評価す

ることのみが目的にならないように、達成状況から振り返り今後に生かせるようなシステム

作りが必要になると思います。 
・評価委員が中心となり、教育目標が達成できるような教育が実施できるように体制づくりを

行い、適宜、評価・修正できることが望まれます。 
・計画通り進めてください。 

 
 
２）受験者数の確保を推進する。 
 ＜計画＞ 

①学科の特徴を生かした入学選抜時期や方法について検討する。 
②学校内での学生募集検討会議を開催し、広報活動について検討・情報共有を図る。 
③オープンキャンパスでは、オンライン・来校型のメリットを生かし、参加者のニーズ

を捉えながら実施する。 
④教職員への入学状況や推移に対する情報提供を実施する。 

 
・入学時に性格判断テストのようなものをやっているか。太陽会では入職してからダメだ

とわかるより、入る前に分かった方が良いという考えで、外部に委託し実施・参考にし

ている。付属の安房医療福祉専門学校からメンタルが弱めな学生が福祉に流れてくる。

厳しくしているわけではないが、休み癖があり、奨学金があるから 3 年間は働きたいと
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いう人が多い。                          （菅原委員） 
・性格判断や LGBT などで入学を断ってはいけないというのが、現在の流れである。 

（鴇田副学校長） 
・肯定的概念は本来なら中高で持つべきものだと考える。小学校ですごく褒められたこと

を忘れない人は多い。今の若い教員は日常の指導に関し一歩踏み込んでいくことが難し

く、当たり障りのない指導になってしまうので、教員に好きにやらせてもらいたいが、

信頼関係が薄いため難しい。また適性検査についても多様性の権利があるため、実施は

難しい。20 年前の指導であったら厳しくしていたが、今は本人のやりたいようにやらせ

るという時代のため、踏み込んで言うことが憚られる。         （山口委員） 
・自分自身の特性を知らない学生が多い。なりたい、憧れる仕事となれる自分を知らない

ため、そのギャップにへこんでしまう。高校生の間に自分の強みを見つけられると良い

なと考える。その後の選択として看護師を目指して欲しいと思う。  （鴇田副学校長） 
・学校法人の財政状況を知る機会としてもそうだが、入学状況や推移を知る機会ともなる

ので、HP を閲覧し興味・関心を持つように促していきたい（関根看護学科教育主任） 
 

 評価結果 ①適切：6名（100％） ②不適切：0名（0％） 

＜コメント＞ 

・上記計画①～⑤の計画にあるように、まずは魅力の発信により興味を持ってもらうことがス

タートとなるので、広報活動の更なる工夫が大切だと思います。 
・毎年、受験者の確保は困難になってくると伺っています。 
 亀田医療技術専門学校に入学するメリットをさらにアピールできると思います。 
・時間やコストが限られますが、興味・関心を持てるようなホームページ作りを期待します。 
・計画通り進めてください。 
・受験者数を確保するのも、今後難しくなってくる現状だと思います。亀田病院として退職者

をできる限り減らす努力を続けていかなければと思います。 
 
 
３）卒業生の活動状況に対する把握及び支援体制の確立を図る。 
 ＜計画＞ 

    ①卒業生の就業先との連携を図り、就業状況や問題について把握する。 
②卒業時の到達目標に対する評価について委員会を中心として実施する 

 
・教育目標の達成度を測るアンケートを作成し、教員への周知を図り、運用する。 

   ・学生の回答した教育目標の達成度をもとに、原因を探索し意味づけしていく。 
   ・卒業生の就業先での評価ができるように、組織活動の体制を整えていけるように考えて

いる。                         （関根看護学科教育主任） 
・学生時代よりも病棟の現場の方が耐えるのは難しい。採用後、休んだからといって「働

けないからどうする」とは言いづらい。学生時代に薬の服用や睡眠障害などがあった場
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合は就職先でも起こり得る。                     （安田委員） 
・奨学金を借りていたためどうしても働かなければならないということがネックである。

個人情報の問題もあるが、できることなら学生の情報を共有したい。本人の希望よりも、

もっと適した科に配属できないかと考える。もちろん、本人が希望するところで働ける

ことが幸せだとは思うが。                      （安田委員） 
・学校の使命と臨床現場の現実があるので、卒業後に連携して行っていく必要があり、 
取り組んでいかなければいけない。                （鴇田副学校長） 

   ・臨床として、領域Ⅶ（卒業・就業・進学）についてできる限り協力していかなければなら

ないと考える。                           （安田委員） 
・学校の指導が個の尊重や他学年との交流のあり方などここ 10 年で変わってきている。教

員の働き方改革の一環として部活動が変わってきたこともある。そのため目上と付き合

うことが少なくなり、関わろうという気も少ないため、気を遣うこともなく、その必要

もなくなってきた。今までなら日常で身についていたことがついていない状況も見られ

る。専門学校ではその状況から学生への指導を行ってもらわなければならないので大変

な面も多いと思う。こちらとしても恥ずかしいと考えるが、学校内でも個の尊重が重視

されすぎる場面も見られるので、コミュニケーション能力の育成が大切という前提を持

って、一歩踏み出していかなければいけない。            （山口委員） 
  

評価結果 ①適切：6名（100％） ②不適切：0名（0％） 

＜コメント＞ 

・難しい面も多いと思いますが、就職先等との連携が重要になると思うので、分析や対策検討

など担当の方を中心とした組織体制の構築が必要になると思います。 

・卒業生の就業状況や問題は、だいたい把握できていると考えます。学生に適した場所への配

属ができれば、休職や離職の対策にもつながるように感じます。 

・現場の意見としては、学生時代の情報をなるべく共有したいと思います。もっと現場と教育

機関の情報の共有が図れるとよいと考えます。 

・計画通りに進めてください。 
 
 
４）ICT 活用による業務改善に取り組む。 

   ＜計画＞ 
    ①ICT を活用することにより、会議時間の短縮など効率化を図る。 
   ②教員の授業設計や教材づくり等に関する効率化を図るシステムの構築に取り組む。 

 
   ・学生教育の役割活動において、1 人の教員が複数担当し負担が多くなるなど、把握・ 

調整・管理が不足していた。              （関根看護学科教育主任） 
・教員会議の議題の調整や議題資料の共有において Microsoft365 の Teams の有効活用が

十分できていないので、会議の目的・目標の明確化、事前に資料提示などをして、時間
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の管理・短縮・効率化を図っていきたい。         （関根看護学科教育主任） 
・教員たちは時間外に学生面接をすることをしているので、時間を作るために何かを減ら

しても新たなものが入ってくるのが現状である。教員間で授業資料を参考にすることや、

授業評価を Microsoft365 の Forms で行うなど取り組んでいる。                                
（鴇田副学校長） 

 
評価結果 ①適切：6名（100％） ②不適切：0名（0％） 

＜コメント＞ 

・技能に長けている方や、外部の専門家に中心となっていただき、組織として一気に進めない

と業務改善は難しい問題だと思います。 

・計画通りに進めてください。 

・ICTを活用するためには、個々の PCスキルの向上も必要と思われます。PC関連で作業効率を

上げるための研修やテクニックの共有が図れるとよいなと思います。 
 
５）グループ・法人全体の資源を活用した研究活動支援の充実と情報提供を行う。 

また、教員の教育力向上に向けた取り組みを行う。 
  ＜計画＞ 

①亀田グループで開催される研修への参加 
②研修会参加報告会の実施 

    ③教員会での授業参観公開を実施する。 
 

・研修会への参加と教育実践能力を養うことを目的に、教員全体または個人に対し研修会

の案内や参加を促し、教育力の調整を図っていく。また、教員間の授業参観の推進を図

る。                         （関根看護学科教育主任） 
・助産学科に関して言えば、1 年課程であるため学生の卒業後、新学期までの数週間に余裕

がある。その期間に研修会や勉強会に参加している。    （吉田助産学科教育主任） 
・看護学科の教員の担う教育活動は、実習及び授業、加えて学年制における学習担当及び

副学習担当である。学生の成長過程において、愛情をもって学生教育を行っているが、

自立度が低い学生も年々増えているため、さらに学生に注ぐ時間が多くなっている。教

員間での得意（強み）なことを生かし棲み分けをし、行っていくことが大切だと考えて

いる。自己研鑽に励む一定の時間確保は難しいのが実情であり、教員個々が時間調整を

図り研修会に参加している。               （関根看護学科教育主任） 
・先生方に研究の時間を作るのは難しいと考える。家庭もあるので負荷も多い。データ化

など支援してもらえるところはできる人にやってもらえば良い。病院や大学など資源の

活用をした方が良い。                       （安田委員） 
・教育効果を上げていく各種取り組みの素材をデータ化、教材化し、意味づけていき研究

活動への風土をつくっていく。（入学前、入学後、基礎学力を上げていく様々な取り組み

の活動状況を共有し意義づけて研究に発展させていく） （関根看護学科教育主任） 
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評価結果 ①適切：6名（100％） ②不適切：0名（0％） 

＜コメント＞ 

・勤務状況や家庭との兼ね合いで時間を捻出するのが難しい状況だと思います。教員のスキル

アップは必ず組織の活性化につながると思うので、長い目で見た計画的な研修システムの構

築が重要だと思います。 

・教員たちの莫大な業務をこなしながら、教育向上のために取り組みを行うのは大変だと思い

ます。どうしたらできるのか、今後も検討していただければと思います。 

・大学などの教授の支援を頂きながら、研究を少しずつ進めるのもいいと思います。 

・研究活動は例年の課題となっていると思います。日々の業務の中で行うことは、非常に大変

だと思います。個人に負担がかからないよう配慮をお願い致します。 

・計画通りに進めてください。 
 


