
令和３年度自己点検・自己評価表

 ４：当てはまる　３：大体当てはまる
２：あまり当てはまらない　１：当てはまらない

中位目標 評価の視点 評価 根拠とする資料 評価の概要 今後の課題

①学校評価報告書

２）教育理念・教育目的は、法との整合性がある。 4

③教育計画

④「授業要綱」

⑥各学年目標と評価

６）卒業時に修得している能力が明示されている。 4

平均点 3.8

カテゴリー

１）教育理念・教育目的は、自養成所の教育上の特徴
を明示している。

３）教育理念・教育目的は、養成する看護師等の資質
を具体的に明示している。

１）２）３）５）６）７）は
令和元年６月に①で示したよ
うに明示されており、法との
整合性もある。４）本校に異
動した教員に研修時間を設け
て教育目的・教育・目標の理
解を深めた。８）学生への浸
透に向けた対策としては、校
内や学校概要、ホームペー
ジ、学生便覧、授業要綱、臨
地実習要綱に掲載している。
また、教員が授業や各種オリ
エンテーションで触れ、学生
が意識して学習できるよう刺
激し、教科外活動や様々な学
習活動等と関連づけ、意図的
に学生への浸透に向けた取組
みをしている。毎年「本校の
教育理念・教育目的・教育目
標に関するアンケート」にて
学生の認知度を評価し、令和
３年度は前年度と比較し全項
目上昇している。学年目標を
知っている学生の割合も上昇
しているが30％未満であり、
教科外活動等で目標設定や評
価修正に取り組む時間を有効
活用し、主体的に取り組める
姿勢を養っていく必要があ
る。

Ⅰ
・
Ⅱ

教
育
理
念
・
教
育
目
的
・
教
育
目
標

教育理念、教
育目的・目標
の適正

４）教育理念、教育目的・目標について教職員は理解
している。

７）教育目標は学生にとって学習の指針となるよう
に、具体的に明示されている。

５）教育理念、教育目的・目標は、養成する看護師等
が卒業時にもつべき資質を明示している。

８）教育理念、教育目的・目標は学生へ浸透してい
る。

②看護師養成所の運営に
関する指導要領

⑤行事及び教科外活動計
画

⑦教育理念、教育目的・
目標に関するアンケート
結果

⑧卒業時までに習得すべ
き技術項目

「教育理念・教育目的・教育
目標」を理解したうえで、学
生の個人目標に反映できるよ
うに学年オリエンテーション
で指導していく。また、学年
目標の認識を高めるために
は、年度当初の個人目標の設
定、中間評価、最終評価だけ
でなく、行事や教科外活動等
でも働きかけて行く必要があ
る。

4

4

4

4

4

2

1



中位目標 評価の視点 評価 根拠とする資料 評価の概要 今後の課題

特になし

④各学年目標と評価

平均点 4.0

特になし

②「教育計画」

平均点 4.0

注）教育課程の編成の見
直しは原則として教育課
程改正時に実施

カテゴリー

１）カリキュラム部会委員と教職員全体は、教育課程
と授業実践、教育目標との関連を明確に理解してい
る。

4

２）カリキュラム部会委員と教職員全体は、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。

①カリキュラム部会議事
録

②教務委員会（教育計
画）議事録

Ⅲ

教
育
課
程
経
営

③「授業要綱」「臨地実
習要綱」

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。

２）学習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。

①申請書類の教育計画に
関する書類

１）カリキュラム部会は年８
回開催している。３月の教務
委員会（教育計画）に向け
て、次年度の教育計画の検討
過程で、教育課程と授業実
践、教育目標の関連性を確認
し、①②に明示し、その結果
を③に反映している。
２）カリキュラム部会委員は
７領域リーダーと３Ｇの班長
で構成される。そこでの話し
合いの結果は各専門領域・班
員のメンバーに周知してい
る。また、④教育理念・教育
目的の達成に向けて設定して
いる学年目標をもとに、学生
個々に年度当初に目標を設定
させ、中間・最終評価という
一貫した活動をしている。

教育課程経営
者の活動

１）２）３）平成21年のカリ
キュラム改正をうけて教育課
程の編成を行い、看護学の内
容・学習の到達・学生の成長
について明確な考え方と根拠
を①に示している。これに基
づいて教育計画を立案してい
る。

4

教育課程編成
の考え方と具
体的構成

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。

4

4

4

2



中位目標 評価の視点 評価 根拠とする資料 評価の概要 今後の課題

特になし

②教育課程一覧表

５）構成した科目は養成所の特徴をあらわしている。 4

平均点 4.0

②学生便覧

平均点 4.0

４）教育課程を評価する体系を整えている。 4

平均点 4.0

本校の自己評価表をもとに評
価し、外部委員の意見も踏ま
え、次年度の教育課程経営に
活用する。

１）２）①②に基づき、単位認定
の基準や方法を定めており、学科
試験や臨地実習評価は円滑に行わ
れている。３）③他の高等教育機
関で取得した単位は教務委員会
（既習得単位認定）で審議され、
本校の科目と互換が可能な者は認
定している。４）④自己評価委員
会で定期的に評価している。令和
２年度から外部評価者２名の参加
のもと検討ができている。平成25
年度から平成29年度の５年間を学
校評価報告書にまとめた。５）評
価結果は⑤に基づき個人情報の取
扱いに留意して活用している。

① 看護師等養成所の運営
に関する指導ガイドライ
ン第６-3-(2)の規定

②「学則」及び「学則施行
細則」単位・既修得・卒業
の単位等に関する条項

１）単位認定の基準は看護師等に必要な学習を認める
ものとして妥当である。

4

4

１）２）３）①に単位履修の方法
とその制約は②に明示し、入学オ
リエンテーションと必要時学生に
説明している。②③は毎年見直
し、修正している。感染症拡大防
止のため、行事・教科外活動の目
的を踏まえ一部教育計画を変更し
た。また、単位履修が不利益にな
らないようオンライン授業の導入
など調整をし、履修することがで
きた。

災害等の危機的状況において
も臨機応変に教育計画を変
更・修正できる体制を継続し
ていく。

カテゴリー

３）単位履修制の考え方を踏まえつつ、看護師等にな
るための学習の質を維持できるように科目の配列をし
ている。

①「学則」及び「学則施
行細則」（単位認定等に関
する条項）

教育計画

4

１）明確な考え方と根拠をもって科目を構成してい
る。

２）明確な考え方と根拠をもって単元を構成してい
る。

4

4

１）２）３）４）５）①②③
④平成21年のカリキュラム改
正をうけて教育課程の編成を
行い、科目・単元の構成は当
校の教育理念・目的、教育目
標との整合性がある内容で、
科目・単元構成は指定規則に
基づいたものである。

4

4

4科目、単元構
成

③教務委員会（既習得単
位認定）の資料及び議事
録

④自己評価委員会の資料
及び議事録
⑤規程・要綱集「個人情
報の取扱い手引き」（個
人情報の利用および提供の制
限）

4

4

教
育
課
程
経
営

Ⅲ

１）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ている。

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。

４）構成した科目は看護師等を養成するのに妥当であ
る。

①カリキュラム構造図，
カリキュラムデザイン

③保健師助産師看護師等
養成所指定規則

④「授業要綱」「臨地実
習要綱」

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。

２）単位認定の方法は看護師等に必要な学習を認める
ものとして妥当である。

３）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。

５）評価結果の活用における倫理規定を明確にしてい
る。

教育課程の評
価の体系

注）科目の構成の見直し
は原則として教育課程改
正時に実施

③「教育計画」（教育課
程一覧表，行事・教科外
活動，学科進度一覧表）

4

3



中位目標 評価の視点 評価 根拠とする資料 評価の概要 今後の課題

③(臨地実習)教員配置表

⑥校内教員研修会開催状況

⑦教員相互の授業参観

平均点 3.3

②実習施設の承認申請書類

③(臨地実習)教員配置表

④臨地実習指導ガイド

⑥臨地実習要綱

５）臨地実習指導者と教員の協働体制を整えている。 4

８）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。

4

１）①②教員の担当科目と時間数
は基礎看護学以外は専門領域を原
則とし、臨地実習指導の時間数を
勘案し配分しているが、教員の状
況により専門領域が変動する年度
もある。２）③授業等の準備は、
実習施設の増加、移動や指導に時
間を要することなどから勤務時間
内で行うことは困難な事がある。
３）４）は経験年数別に教員に求
められる能力④に基づき、年間計
画⑤を立案し校内教員研修会⑥に
て共有している。また、今年度は
５人の教員が授業参観を行い、新
人教員が参観できるよう計画し、
実践力の向上に努めた。⑧他の県
立看護学校と領域別授業研究を行
い、今年度は紙面での研究発表を
行った。

業務の調整を行い授業等の準
備ができる時間を確保する必
要がある。
研修についてはオンライン開
催がほとんどであったが、今
後も教員間の調整を図りキャ
リアや専門領域に応じて研修
に参加できるようにしてい
く。
教員相互の授業参観は、教育
の経験年数や領域を考慮して
計画し、今後も継続していき
たい。

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。

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。

①講師一覧用（教員の講
義・実習の担当時間数）

②授業担当一覧表，学科
進度表

④本校の教員に必要な能
力一覧表/研修計画一覧表

⑤年間教員研修計画（実
務研修含む）

⑧愛知県立看護学校教員
協議会研究集録

カテゴリー

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。

２）教員が授業準備のための時間がとれる体制を整え
ている。

３）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。

４）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。

教員の教育活
動の充実

３）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。

４）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。

６）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。

７）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。

4

4

4

4

１）２）①②⑤指導ガイドライン
の規定要件に基づき実習施設使用
の申請をし、許可を受けている。
R3年度から実習施設となる４施設
も実習施設使用の申請をし許可を
受けている。主たる実習施設で
は、臨地実習指導者会議を実施し
指導の在り方を検討している。新
型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、開催回数が少なかった施設
もあった。会議以外でも、それぞ
れの指導場面で、指導者と密に連
絡をとり、指導の在り方を話合っ
た。
３）４）５）④で指導上のポイン
トや技術指導に向けて実施できる
よう依頼する等、指導の指針を臨
地実習指導者と教員で共有してい
る。
６）７）⑥各実習科目に「対象を
尊重した行動」の目標を立ててお
り、オリエンテーションで説明し
ている。

臨地実習要綱及び臨地実習指
導ガイドに基づき円滑な臨地
実習指導を心がけている。
臨地実習要綱の「卒業時まで
に習得すべき看護技術項目」
を見直し、令和２年度の実習
要綱に反映しているため、そ
の結果を基に令和３年度も引
き続き技術習得ができるよう
学生、教員、実習施設へ働き
かけていく。

①看護師等養成所の運営に
関する指導ガイドライン第
８-２-(1)の規定要件

⑤臨地実習指導者会議の
資料及び議事録

⑦規程・要綱集「安全対
策マニュアル」（事故対応マ
ニュアル・感染対策マニュアル・
臨地実習で学生が入手した個人情
報の取扱いの手引き）

⑧臨地実習の事故報告書
及び事故の原因分析

教
育
課
程
経
営

Ⅲ

学生の看護実
践体験の保障

4

2

3

4

3

4

4



中位目標 評価の視点 評価 根拠とする資料 評価の概要 今後の課題

⑩学校安全計画

平均点 3.9

全体の平均点 3.9

カテゴリー

昨年度は安全教育を実施する
時間数が減少し、学生の事故
件数は増加したが、今年度は
計画通り実施したことで事故
件数は減少している。このこ
とから、「安全教育」を実施
することの重要性が明らかに
なったと考える。学生の看護
実践体験が安全にできるよう
引き続き「安全教育」を実施
していく。また、学生グルー
プ間、教員—学生間、教員—指
導者間のコミュニケーション
が重要だが、実習指導教員数
の削減により、コミュニケー
ション不足が起こらないよう
に対応することが必要であ
る。

８）９）安全対策委員会で、実
習で学生に関わる事故事例や安
全対策を分析・検討し、全教員
に周知している。⑦⑨⑪臨地実
習において起こりうる事故や感
染時の対応、情報管理について
明示し、毎年見直している。イ
ンシデント、アクシデント発生
時は当事者と担当教員が報告書
に記載している。また、原因分
析、参考図書を用いて事故発生
状況の多い曜日や実習週数に学
生・教員に注意喚起を行ってい
る。しかし、分析方法が臨床と
リンクしていないため様式と分
析方法を変更した。そして、イ
ンシデント、アクシデントが発
生した場合は、教員クラスルー
ムでリアルタイムに全教員に情
報提供して注意喚起した。臨地
実習に関連した個人情報保護を
目的にソーシャルネットワーク
も含めた「安全教育」は、昨年
度はコロナ禍における時間数削
減に伴い実施できなかったが、
今年度は計画通り実施できてい
る。また、各学年の実習オリエ
ンテーションや実習初日に学生
全体に注意喚起を実施してい
る。臨地実習指導者会議で、事
例を用いて検討したり、実習全
体の事故事例を報告し病院側と
情報を共有している。

学生の看護実
践体験の保障

Ⅲ

教
育
課
程
経
営

⑨臨地実習に関する同意
書及び誓約書

⑪臨地実習における事故
事例の参考図書

4
９）学生に対する安全教育、安全対策を計画的に行っ
ている。

5



中位目標 評価の視点 評価 根拠とする資料 評価の概要 今後の課題

平均点 4.0

①「授業要綱」

③授業形態の状況

平均点 4.0

カテゴリー

１）科目内容は教育課程との関係において、当該学生の
ための内容として設定されている。

4

２）科目内容のまとまりの考え方を明確に述べている。

３）科目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。

１）２）３）４）５）①に基
づいて「授業要綱」や「臨地
実習要綱」に教育課程の構造
図で科目の位置づけを明確に
している。設定理由、ねらい
をふまえ、科目目標を設定
し、授業内容を精選してい
る。また、各科目の内容編成
のマトリックスを作成して科
目間の授業内容の重複がない
よう、関連性や発展性を明ら
かにし、その内容を継続して
教育している。

今後も、保健・医療・福祉の
変化といった社会の動向や看
護師国家試験出題基準を参考
に看護学の発展などを捉えて
授業内容を常に精選していく
ことが必要である。

科目内容と教
育課程とに一
貫性
看護学として
の妥当性
科目内容間の
関連と発展

４）科目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。

５）科目内容間の重複や整合性、発展性等が明確になっ
ている。

4

4

4

4

新カリキュラムの特徴を把握
し看護実践能力を強化してい
くために、学生の主体性を育
む授業形態や学習方法を工夫
していく必要がある。そのた
めに協同学習やシミュレー
ション教育に関する教員の指
導力向上や遠隔授業を効果的
に行うための知識・技術の習
得に向けた支援が必要とな
る。

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。

４）学生に対して効果的な教育・指導を行うために、教
員間の協力体制を明確にしている。

4

4

4

4

１）授業形態（講義、演習、実験、校内実習）は、授業
内容に応じて選択している。

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。

②演習・校内実習の教員
配置人数と実施状況

１）２）３）４）授業形態
は、演習・校内実習の教員配
置人数を授業内容に応じて決
定し、指導が行き届くように
している。授業方法について
は、感染対策の面から対面授
業やグループワークの制限が
あっため、課題学習など主体
的に取り組むようにし、シ
ミュレーション教育や協同学
習も取り入れ工夫している。
新型コロナウイルス感染症の
影響で、オンライン授業を昨
年度に引続き取り入れ、校内
実習の教員配置人数を見直す
など、教員各自が柔軟に対応
し、工夫して授業に取り組ん
だ。

①申請書類の科目内容に
関する書類

②教育内容・校内実習・
専門基礎科目のマトリッ
クス

③「授業要綱」「臨地実
習要綱」

Ⅳ

教
授
・
学
習
・
評
価
過
程

授業の展開過
程
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中位目標 評価の視点 評価 根拠とする資料 評価の概要 今後の課題

１） 評価計画を立案し、実施している。 4

４）教育目標の達成状況を多面的に把握している。 4

６）単位認定の評価には公平性が保たれている。 4 ⑤各学年目標と評価

平均点 4.0

②個別の学年目標の評価

③各臨地実習の事前課題

平均点 3.5

全体の平均点 3.9

２） 評価結果に基づいて、実際に授業・実習指導を改
善している。

３） 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。

4

１）２）３）４）授業評価は自己評価
委員会で専任教員・非常勤講師の授
業・実習の評価を計画し実施してい
る。教員相互の授業参観を実施してお
り、令和３年度は５科目で実施した。
数値による評価だけでなく、参観教員
との振り返りを行うことで、より多面
的に評価を行い授業改善に繋げてい
る。令和３年度の非常勤講師の評価
は、授業時間数16時間以上かつ本校の
講師歴３年目までの講師と、岡崎市民
病院の看護部所属の講師で計13名を計
画し、予定通り実施した。評価の結果
は、学生の授業への取組みに関する項
目、講師の授業方法や姿勢、総合評価
などに関する項目とも、概ね３以上で
あった。１年生は、授業内容の理解を
問う項目が３以下であり、専門科目を
学ぶ難しさを感じていると考えられ
る。結果のフィードバックは、３月に
講師及び学生に行った。「臨地実習ア
ンケート」（実習の取り組み、指導方
法等）の結果では、２年生の成人看護
学実習では平均4.4（+0.1）であり、昨
年度より上昇している。１年生の基礎
看護学実習でも実施し、平均4.2（−
0.3）で昨年より減少したが、概ね良い
評価を得た。学生及び教員へフィード
バックし今後の指導へ改善できるよう
にしていく。５）６）単位履修の評価
基準と方法は③に公表し、単位認定
は、教務委員会で審議し学校長の決裁
を受け決定している。

受け持ち患者に合わせた看護
の展開や、既習の知識技術の
活用は非常に重要なため、指
導の強化や対策を講じていく
ことは今後も必要である。
事前学習の内容や方法、看護
過程の指導について検討する
必要がある。

カテゴリー

➀「授業評価」「実習評
価」の実施計画及び評価
結果

②「授業要綱」「臨地実
習要綱」

4

Ⅳ

教
授
・
学
習
・
評
価
過
程

目標達成の評
価とフィード
バック ５） 学生の単位履修のために評価基準と方法を公表し

ている。

③学生便覧「学則施行細
則」

④教務委員会（既修得，
単位認定）議事録

4

学習への動機

づけと支援

①各学年オリエンテー
ション資料

１）学習への指導は、養成所全体として一貫性がある。

２）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。

3

4

１）２）学習への動機付けとして②③
や「各科目のシラバス」の提示をして
いる。また、学生に、入学・新学年オ
リエンテーション時には、「各学年の
目標」を示し、細目標と行動計画を年
度当初に立案するように指導してい
る。そして、中間評価をもとに修正、
年度末に最終評価をさせ、次年度の課
題を明確にしている。教員は、学年ご
との指導計画を立案し、学習の動機付
けに役立てている。③は、学生の主体
性を育成するために、学生が自ら実習
要綱を確認して、必要な事前学習を行
い提出するように指導している。

クラス担当を窓口に各授業参
加状況を共有し、一貫性のあ
る指導にしていくよう努めて
いく。個別の目標を学生に意
識づけ、一年間目標達成のた
め努力するよう働きかけてい
く必要がある。事前学習は実
習評価項目にあり、学生が意
識して必要な学習が準備でき
るよう指導していく。
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中位目標 評価の視点 評価 根拠とする資料 評価の概要 今後の課題

1)設置者は指針・将来構想を明示している。 3 ①愛知県看護師養成所条例

②愛知県第三次行革大網

③改訂愛知県第三次行革大網

④学校長年度目標と課題

⑤愛知県人事評価の手引

⑥業務継続計画（ＢＣＰ）

⑦人事評価の実施計画

6)災害などの非常時の危機管理体制を整備している。 3

⑩緊急連絡体制

⑪防災システムや訓練

平均点 3.7

①組織図　　　　　

②職種と職員数

2)運営に必要な教職員の職種と人員を配置している。 3 ③文書管理システム

④職務分掌　　　　

⑤業務分担表

⑥県主催の職員研修計画

5)教職員の職務及び担当業務を明示している。 4

⑧新人教員研修計画

⑨教員研修計画

4)意思決定システムは教職員の意見が反映できるよう
に整えられている。

6)業務内容は効果的に職務遂行できるように適宜見直
している。

経
営
・
管
理

4

4

4

⑧規程・要綱集「安全対
策マニュアル」（事故・感
染・災害・不審者編，情報管
理編）

⑫傷害保険・賠償責任保
険の加入推移

設置者（知
事）の意思・
指針

1)組織体制は、学校運営に適した構成員や機構になっ
ている。

3)意思決定及び決定事項を周知するシステムを整えて
いる。

組織体制と職
務

4

4

⑦本校の看護教員に必要
な能力や研修計画等

令和４年度から入学生の募集
が停止となり、教員の人数削
減があるため、教職員全員で
取り組む必要がある。

１）２）は指定規則に基づき、
それ以上の人数が配置されてい
る。司書は常勤でないため、開
室時間の制約や不在時に教職員
での対応が必要でとなってい
る。１）３）４）５）は整えら
れ、明示されている。６）毎年
見直をし、問題が明確になった
際には、適宜カリキュラム部会
で検討し対応している。７）は
⑥～⑨によって、教員の資質を
向上するために、研修への参加
を計画しているが、参加登録が
計画通り行えないことがある。

１）２）３）①②③に基づき、
学校長は年度当初に県と教職員
に対して年間の運営方針、計画
等を明示している。
４）④を踏まえ、教職員は年間
活動計画、目標又は、役割達成
目標を設定し、実施している。
５）⑦を踏まえ県の人事評価の
手引に沿って実施し、進捗状況
評価での助言、年度末の評価の
フィードバックで成果を評価し
つつ、今後の課題を確認してい
る。
６）７）適宜、⑥～⑩を修正
し、⑪を実施している。新型コ
ロナウイルス感染症拡大の影響
で消防署と連携した訓練は２年
間実施できていないが避難場所
の確認や帰路の支援ステーショ
ンの把握はしている。

カテゴリー

⑨学生便覧（大規模地震
時の対応・コロナ感染症
の追加）

2)学校長は、設置者の指針と一貫性をもって、管理運
営の方針を明示している。

3)学校長は、中・長期計画及び運営計画を立案してい
る。

4)学校長の方針と運営計画のもとに、教職員の年間の
活動計画を立案している。

5)学校長及び教職員の役割における能力及び活動を評
価している。

7)個人情報の保護など情報セキュリティ体制を整えて
いる。

4

4

Ⅴ

4

4

１）２）３）令和５年度の閉
校に向けて、計画的に準備を
進めていく必要がある。
６）⑪次年度は、消防・防災
訓練が全体で実施できるよう
計画する。
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中位目標 評価の視点 評価 根拠とする資料 評価の概要 今後の課題

7)教職員の資質向上のための対策を整えている。 3

平均点 3.5

①委員会一覧表

②会議開催一覧表

2)各会の主旨に適した運営規程が整えられている。 4 ③委員会規程

3)各会の目的に応じて、会が開催され機能している。 4 ④各会の議事録

4)各会の内容は適宜必要な職員に周知されている。 4

平均点 4.0

①予算要求の手続き表

②財源内訳表

④事業別行政活動計画

⑥重点予算要求

⑦入札時執行状況

⑧定期監査結果　

⑨委員監査結果

平均点 3.7

カテゴリー

Ⅴ

経
営
・
管
理

③予算配分書（職員人件
費を除く）

⑤施設整備状況表（過去
５年間）

財政基盤

4)学校経営の財政基盤や予算についは周知され、教職
員に理解されている。

5)教育への効果を考えて適正な予算の執行・進行管理
されている。

１）２）３）①～④はほぼ整
えられている。
４）各委員と学校長の決裁を
うけている。また、議事録は
自由に閲覧できる状況にある
が、共有フォルダ-の活用は不
充分な状況にある。また、会
の決定事項の周知は、朝礼・
夕礼の他に、各領域責任者、
班長から適宜周知されてい
る。

必要事項は共有フォルダーの
議事録を確認することを周知
していく。

閉校記念の内容など閉校に向
けて２年間の見通しを持って
予算の要求を行い、適正に執
行する。

１）予算要求の手続き表のとお
り反映できている。２）事業別
行政活動計画に沿って実施し、
結果を踏まえて次年度に向けて
予算要求書を策定している。今
年度も、新型コロナウイルス感
染症の影響で急遽オンライン授
業等の予定以外の予算執行が多
かった。３）事業別行政活動計
画･重点予算要求により、限ら
れた予算の中で最大限確保され
ている。４）予算配分書の内容
は運営会議で説明し、運営員会
委員全員と各専門領域の責任者
に配布し、周知の徹底を図り、
職員全員に周知できている。
５）当初予算書を総務で管理
し、執行に必要な情報を教員に
提供している。６）定期監査･
委員監査（3年に1回）により評
価を受けている。失念対策とし
て、ホワイトボードに期限等を
記入し可視化した。７）入札・
見積競争により努力している。
光熱費等節約に心がけている。

令和３年度は、専任教員養成
講習会を１名が受講したが、
講習会未受講者は５名いる。
新規採用者、新人教員には指
導者をつけて育成している。

７）閉校により令和４年度ま
でしか専任教員養成講習会を
受講できないため、自己研鑚
に努めてもらいたい。

4

4

3

4

3

4

会の設置と運
営

1)学校運営に教職員の意思を反映できるように必要な
委員会を設置している。

4

4

6)県の監査（定期監査・委員監査）で財政の執行の評
価を受けている。

7)教職員は歳出削減・コスト意識を持ち努力してい
る。

1)予算編成に教職員の観点から意見が反映できるよう
になっている。

2)年間の事業及び教育指針・教育計画に沿って予算要
求書を策定している。

3)教育目標・教育計画に必要な予算が確保できてい
る。
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中位目標 評価の視点 評価 根拠とする資料 評価の概要 今後の課題

①建物一覧

②施設整備状況表(５年)

③防火・消火設備

④図書蔵書数

⑤図書委員会議事録

⑥図書室の利用状況

⑦月別校外貸出冊数

⑧図書館アンケート

平均点 3.5

①「学生便覧」

③学生相談予定表(年間)

4)学生の健康管理の体制を整えている。 4

5)学生が学習継続するための経済的支援をしている。 4

6)学生の傷害などへの対策をしている。 4

⑦健康診断の計画・実施

⑧授業料免除の推移

学生の身体面、心理面、経済
面を支援できる体制を充実さ
せ、学習を継続し卒業できる
ようにする。

安全で快適な教育環境を整備
するとともに、閉校に向けた
準備を計画する。

⑩学生用駐車場の確保及
び許可の優先順位，学生
自動車・自動二輪通学許
可者数

カテゴリー

1）学習・教育環境の整備についての管理者の考え方が
明示されている。

2）施設整備に教職員の観点から意見を反映できるよう
になっている。

3）教育に必要な施設設備の長期的及び年度毎に計画立
案し実施している。

4）教育に必要な図書を計画的に整備し、利用の向上に
努めている。

１）②による。
２）予算要求時に各Ｇの意見
を集約し、カリキュラム部会
での討議を踏まえ運営委員会
で検討している。
３）②及び重点予算要求を毎
年見直し実施に努めている。
閉校が決まり、必要な施設設
備の維持に努めていく必要が
ある。
４）④～⑦計画的な整備に努
め、⑧を踏まえ利用の向上を
図っているが、予算が少なく
十分な整備ができない。
５）防火・消火対策、安全管
理に取り組んでいる
６）学生ホールは平成27年度
改修が終了した。学生の福利
厚生設備は⑨⑩により整備を
すすめ、今年度は54台分確保
した。教職員の福利厚生につ
いては休息の場を男女別に定
めている。

施設設備の整
備

⑨自動車通学許可申請者
数

4

3

3

4

3

②学生相談運営要領と学
生相談実施要領

5）耐震性及び防災等安全が配慮された施設になってい
る。

6）学生の休息及び交流等福利厚生及び教職員の福利厚
生設備を整備している

4

経
営
・
管
理

Ⅴ

学生生活の支
援

2)臨床心理士による学生相談など、心理的支援体制を
整えている。

3)学生の福利や学校生活を充実させる体制を整えてい
る。

1)入学後の学習継続に向けた支援を多角的に整えてい
る。

⑤クラス担当による個別
相談(学生個人記録-非公
開)

⑥自動販売機・コピー機
の設置

１）２）心理的支援体制は、
平均月２回であるが学生が相
談しやすいような工夫を行い
周知した結果、昨年度より利
用者数は増えた。⑪自治会活
動は担当教員が必要時学生の
相談や報告を受けるなどサ
ポートしている。
５）経済的支援として、⑧授
業料免除を前期21名後期19名
が該当し、免除した。⑨日本
学生支援機構奨学金の給付は
11名、旧給付は2名、貸与は11
名が受けた。⑩県のへき地医
療確保看護修学資金は3名が受
けている。⑫教育訓練給付受
講は21名、専門実践教育訓練
給付受講は21名である。

3

4

3
④学生相談利用状況とま
とめ(年間)入学・新学年
オリエンテーション資料

10



中位目標 評価の視点 評価 根拠とする資料 評価の概要 今後の課題

平均点 3.7

①「学校概要」 特になし

⑤地域行事への参加

⑥ホームページの構成

平均点 2.7

⑫令和2年度に更新手続きを
し、令和3年度から5年度まで
有効である。
新型コロナウイルス感染症の
影響で学費、生活費の捻出が
経済的に困難な学生に対して
学生等の学びを維持するため
の緊急給付金が支給された。

３）は⑥を適時更新してい
る。

１）保証人等には口頭や書面
での情報提供や必要時に学習
状況や健康状況などを報告、
相談をしている。また、再試
験者には、書面で報告してい
る。

養成所に関す
る情報提供

学生生活の支
援

1)保証人等へ適宜、教育・学習活動に関する情報を提
供している。

2)看護師養成機関としの存在をアピールする活動をし
ている。

経
営
・
管
理

Ⅴ

カテゴリー

3))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。

⑨日本学生支援機構奨学
生の推移

②「学生便覧」による入
学式終了後の説明

③適宜個別の学業状況の
説明(学生個人記録-非公開)

④再試験者（49回生）へ
の書面での説明

２）は⑤⑥により情報提供し
ている。

⑩その他の修学金の受給
状況(年度末)

⑫教育訓練給付制度(平成
27年度より)

⑪学生自治会規程・活動
計画・報告

3

1

4
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中位目標 評価の視点 評価 根拠とする資料 評価の概要 今後の課題

1)自己評価体制を基にした運用を展開している。 4 ①自己評価委員会規定

4)自己評価を公表している。 4 ④自己評価表

平均点 4.0

全体の平均点 3.6

外部評価者を２名確保し、①
に沿って今年度は４回計画通
り開催した。

カテゴリー

⑥学生への教育理念・教
育目的・教育目標の理解
度アンケート調査

自己評価体制
Ⅴ

経
営
・
管
理

3)自己評価によって教育理念・教育目的、教育目標の
維持・改善に向けた取り組みをしている。

4

4

②自己評価委員会の議事
録

③令和元年度の学校評価
報告書と第３者評価の結
果

⑤授業アンケートの
フィードバック資料

2)自己評価結果を学校経営、カリキュラム運営、授業
実践等へフィードバックしている。

12



中位目標 評価の視点 評価 根拠とする資料 評価の概要 今後の課題

１）卒業時の就業状況と進学状況を把握している。 4

②国家試験の合格状況

③国家試験の分析結果

平均点 4.0

13

Ⅶ

卒
業
・
就
業
・
進
学

卒業時の看護
実践能力及び
卒業後の活動
状況の評価

１）２）COVID-19による臨地
実習の中止や変更などの影響
で実践の機会が減少してい
る。感染拡大の状況の変化に
より、実践の機会を逃さない
ように事前学習や技術練習を
行って備えるように指導す
る。臨地で実践できなかった
技術に対しては、卒業前の臨
床看護演習などの練習で補え
るようにする。

カテゴリー

２）国家試験の合格状況の推移を把握し、分析してい
る。

4

３）国家試験の合格状況と就業・進学状況の分析結果
は、教育理念・教育目標との整合性がある。

4

１）県内の就職率は97.0％
（65名）、進学は5.6％（4
名）であった。
２）令和３年度の看護師国家
試験合格率は100％で、全国平
均96.5％を上回っている。各
専門領域の教員が国家試験の
分析を行い、対策を立ててい
る。
３）設置母体の要望に応えて
おり、看護実践者を育成する
本校の教育理念と整合性があ
る。

①卒業時の就業・進学状
況

１）卒業時までに習得すべき
看護技術項目の習得状況で
は、レベル１・２の117項目で
は47項目で「できる」と回答
し、レベル３の見学項目では
６項目中４項目で「見学でき
なかった」と回答している。
COVID-19により看護技術の実
践が制限されることが多かっ
たことが影響し、特に食事の
援助、呼吸の援助など患者に
接近する技術面で経験が難し
くなっている。２）学生の自
己評価による臨地実習目標の
達成度では、患者への看護実
践やコミュニケーションの項
目で達成度がやや低い傾向が
あった。

国家試験に全員合格ができる
よう国家試験の分析結果を活
用し、より効果的な学習支援
を計画する。

進路選択の状
況と教育理
念・教育目標
との整合性

③就業先での卒業生の看
護実践能力の評価

④卒業生の活動状況に関
する調査

１）看護実践能力の評価方法が明確であり、計画的に
行っている。

２）卒後時の実習目標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。

３）卒業生の看護実践能力の評価方法が明確で計画的
に行っている。

４）卒業後の活動状況を捉える方法が明確で計画的に
行っている。

4

4

4

①卒業時までに習得すべ
き看護技術項目の習得状
況

②学生の自己評価による
臨地実習目標の達成度ア
ンケート

4



中位目標 評価の視点 評価 根拠とする資料 評価の概要 今後の課題

３）臨地実習で経験できな
い項目については、校内実
習やシミュレーション学習
により実践し経験できるよ
う計画していく。
４）卒業生の活動状況の結
果から、今後の動向をみて
いく。

平均点 4.0

全体の平均点 4.0

14

２）臨地実習に関する卒業時
アンケートでは、終末期を受
持つ実習ができなくなり関連
項目の到達状況の低下がみら
れたが、48項目中45項目で目
標を達成できたと回答してい
る。
３）卒業生の看護実践能力
は、令和元年度卒業生のう
ち、主な実習施設（岡崎市民
病院、八千代病院、あいち小
児保健医療総合センター）及
び３名以上が就職した県内の
病院計６施設へ就職した卒業
生を対象に、卒後１年を経過
した時点の看護実践能力の評
価を実施している。６施設の
うち、全員退職した１施設を
除く５施設の回答を得た。調
査結果は、臨地実習での経験
の多い項目は評価点数が高
く、経験の少ない項目につい
ては評価点数が低かった。
４）卒業生の活動状況は５年
毎に調査をしている。令和２
年度は、平成27年度から令和
元年度の卒業生を対象に令和
３年３月に調査を行ったとこ
ろ、就業率は93％であった。
そのうち県内の就業率は94％
という結果であった。

Ⅶ

就
職
・
就
業
・
進
学

卒業時の看護
実践能力及び
卒業後の活動
状況の評価



中位目標 評価の視点 評価 根拠とする資料 評価の概要 今後の課題

②ホームページの内容

平均点 2.7

3

③各種出前講座の受け入
れ状況

④地域貢献・ボランティ
ア活動の実施状況

⑤学校祭来場者の把握

⑥学校祭の催し物の内容

地域のニーズを把握する手段
を考え、地域社会への貢献を
組織的に行っていく必要があ
る。ホームページによる情報
の発信は広報手段として有効
であるので、今後も内容の充
実を図り、更新していく必要
がある。
学生の教育に必要な特別講義
は内容を精選し、今後も教科
外活動などで実施していく必
要がある。
模擬患者の活用は、リアリ
ティを持って学生の実践力向
上のためにも、次年度も内容
を検討しながら「愛知新和
会」の協力を依頼する。

カテゴリー

Ⅷ

地
域
社
会
／
国
際
交
流

①卒業生の地域別就業状
況

１）①令和３年度の県内就職
率等は、３月に集計し動向を
みていく。
２）今年度は行事等制約が
あったが、ホームページにて
学校生活の様子や国家試験合
格状況、進路など学校の活動
を発信している。感染症拡大
を防止するため、地域貢献に
関する奉仕活動は２年生のみ
実施した。。毎年実施してい
る献血は、感染症拡大防止の
ため学校では実施せず、献血
ルームと連携を取って、学校
帰りや休日に46名が協力し
た。３）出前講座も実施でき
なかったが、資料・リーフ
レットを学生に配布し、知識
が習得できるようにした。
また、「愛知親和会」の協力
を得て授業に模擬患者を取り
入れており、感染症拡大を防
止するため昨年度は実施でき
なかった。今年度はほとんど
の学生がワクチンを接種して
おり、感染対策を実施して10
月と11月に実施できた。

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。

２）本校の教育活動について、地域社会のニーズを把
握する手段、本校から地域社会へ情報を発信する手段
を持っている。

３）地域内における諸資源を学習・教育活動に取り入
れている。

3

2

地域社会への
貢献とニーズ
の把握
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中位目標 評価の視点 評価 根拠となる資料 評価の概要 今後の課題

④留学希望者の対応状況

平均点 2.3

全体の平均点 2.5

カテゴリー

１）国際的視野を広げるための授業科目を設定してい
る。

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。

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。

４）留学や海外において看護職に就くことを希望する
学生や卒業生に対応できる体制を整えている。

学生・教員の
国際的視野を
広げるための
システム

地
域
社
会
／
国
際
交
流

Ⅷ

2

①国際看護関連の教育内
容

②国際看護関連の図書や
視聴覚教材の設備状況

③帰国子女や日系人の入
学受け入れ対応状況

3

3

1

国際看護経験者を講師として
特別講義を計画するなど、教
科外活動で引き続き教育計画
を充実させる必要がある。

１）２）平成25年度までは国
際看護関連の科目はなかった
が、平成26年度から教科外活
動で文献検索による学習およ
び海外で活動経験のある看護
師による特別講義を実施して
いる。また、図書室に関連の
文献やＤＶＤを所蔵してい
る。令和２年度に入門書を１
冊購入した。
３）４）帰国子女や日系人の
入学の受け入れをしていた
が、今まで希望者はなかっ
た。また、閉校となるため受
け入れが困難となった。主に
卒業証明書・成績証明書（英
訳）などの発行をし、個別の
求めに可能な限り対応してい
る。
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中位目標 評価の視点 評価 根拠とする資料 評価の概要 今後の課題

１）教員の研究活動を支援している。 2 ①年間研修計画

②学報の発行

３）教員の研究活動を助言・検討する体制がある。 3

４）教員は研究活動に取り組んでいる。 3

⑤教員の学会入会状況

⑥学外調査研究への協力

７）教員の学会入会状況を把握している。 4

平均点 3.3

１）組織として研究予算を計
上が十分ではない。２）年間
の研修計画は年度初めに各自
の希望を募り、本校の「看護
教員に必要な能力」・「研修
計画一覧表」に基づき、年間
の教員研修計画を作成し、教
育力を高めるようしている。
今年度もオンライン開催が多
かったが、参加できる研修を
選択して自己研鑽を積んでい
る。
３）４）５）６）学報は教育
活動等を公表する場として、
令和２年度にNo21を発行し
た。教員の研究活動を促進
し、研究を学術的なものにす
るために令和３年度より紀要
委員会とした。しかし、令和
６年３月で閉校が決まったた
め、令和４年３月で紀要委員
会は終了となる、県立看護学
校２校による授業研究は、新
型コロナウイルス感染拡大の
影響があり十分な活動ががで
きていない。
７）年度当初と年度末に把握
している。
８）平成24年度11月に研究倫
理審査委員会を設置してい
る。今年度は２回実施し４題
の申請があった。そのうち、
１題は３月に学会で発表し
た。

研究活動を支援する体制は整
いつつあるが、研究力には個
人差、経験差があるため、研
究力を均一化、向上させる必
要がある。特に、研究力の基
盤となる研修には参加の機会
を失することがないように、
今後も参加できるよう業務調
整をすると共に、積極的に情
報提供をし、計画的に学会へ
の参加や発表も促す働きかけ
を継続する必要がある。紀要
委員会はなくなるが年２回の
倫理審査委員会は継続し、研
究活動を支援する体制を継続
していく。また、研究活動に
取り組める環境（時間的、物
理的）を整えていく。

Ⅸ
研
究

研究活動の推
進

カテゴリー

4

⑦研究倫理審査委員会議
事録

２）各教員の希望を取り入れた年間研修計画の立案し
ている。

4
③愛知県看護学校教員協
議会における授業研究実
施

④学術論文、学会発表の
件数

５）研究活動を教員相互で支援しあう雰囲気がある。

６）学校は研究成果を発表する機会として学報を発刊
している。

８）研究倫理審査委員会を設置し、運用している。

4

3
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