
令和元年度広島県立三次看護専門学校自己評価指針点検 資料２

Ⅰ　教育理念・教育目的 【評価尺度】３：よくあてはまる　２：大体当てはまる　１：当てはまらない

評価 平均

1－1 3 2.5

1－2 3

2－1 2

2－2 2

3－1 3

3－2 2

3－3 2

4－1 2

4－2 3

5－1 3

5－2 2

Ⅱ　教育目標

1 3 2.3

評価項目 自己点検・自己評価

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。

県北地域唯一の看護専門学校であるという設立趣旨及び看護師に必要な
基礎的知識・技術を教授し，社会に貢献できる人材育成という教育上の
特徴を示している。

教育理念・教育目的は法との整合性がある。
看護師養成所及び専修学校としての許可を受けており，看護の専門職業
人教育機関としての法的整合性に問題はない。

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。

看護・看護基礎教育については，明示しているが，学生観については明
示できていない。

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。

教育理念等に学生観の明示がないので，各教員が実際の学生を把握し，
活動の指針としている。

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。

卒業時到達目標として学生便覧に明示している

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。 教育理念・目標は入学時に配布する学生便覧に明記しており，入学時や

新学期開始時にオリエンテ―ションで説明している。表現が抽象的なた
め，学生自身が理解することは難しいが，定期的に学習の指針となるよ
う学生へ説明をしている。教育理念・教育目的は実際に学生の指針になってい

る。

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。

教育目標と教育内容を関連図で示し,どのような知識や技術，態度を身に
つけてほしいのかが分かるように記述している。

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述
べている。 それぞれの科目について，講義，演習，実験，実習等の教育方法につい

ては記述しているが，その理由等までは述べてはいない。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述べ
ている。

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。

社会からのニーズとして地域医療連携を推進していくために必要な能力
や社会人基礎力等の表記が不足している。

教育目標は，教育理念・教育目的と一貫性がある。 カリキュラム改正時（2008年）に一貫性を考慮して決定した。
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2－1 3

2－2 3

3－1 2

3－2 2

4 2

5 1

Ⅲ　教育課程経営
〈教育課程経営者の活動〉

1－1 2 2.0

1－2 2

〈教育課程編成の考え方とその具体的な構成〉

1－1 3

1－2 2

1－3 2

〈科目，単元構成〉

1－1 2 2.6

1－2 3

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。

教育目標は，卒業時到達目標としても示しゴールが読み取れるようにし
ている。

教育目標は，目標内容と到達レベルが対応してい
る。

目標内容と到達レベルの表記はあるが，具体的な到達レベルが分かりに
くい。

教育目標は，具体的で実現可能なものとなってい
る。

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。

看護実践者としての能力を育成する側面からの設定が多く，学習者の成
長を促す側面はやや不足している。

教育目標は，設定した教育内容を網羅している。 関係図を描いて，各学年別目標と教育目標を明記している。

卒業後の継続教育の考え方を示した上で，教育目標
の達成に向けて一貫した活動を行っているか。

卒業後の継続教育の考え方を示したものはない。

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。

学校の理念，教育目的・目標から教育内容の構造図を示しているが，教
職員全体で関連性について理解しあうことまでは行えていない。

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。

講座ごとにカリキュラム評価は行っているが，全体での評価，修正，計
画，実施にはなっていない。

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。

学生便覧に教育課程についての考え方を示し，根拠をもとに考えられて
いる。

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。

各看護学の内容や学修の到達に関する考え方を学生便覧に示している
が，学修の到達，学生の成長については具体的な根拠が乏しい。

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。

2.3

明確な考え方と根拠をもって科目を構成している。 指定規則をもとに，学校の理念・教育目標から考えられている。

明確な考え方と根拠をもって単元を構成している。 科目や単元は，教育内容を根拠として構成している。
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1－3 3

2－1 3

2－2 2

〈教育計画〉

1－1 3 3.0

1－2 3

2 3

〈教育課程評価の体系〉

1－1 3 2.2

1－2 3

2 3

3－1 1

3－2 1

〈教員の教育・研究活動の充実〉

1－1 3 2.5

1－2 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。

構成した科目は看護師等を養成するのに妥当であ
る。

構成した科目は養成所の特徴をあらわしている。

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。

学生便覧に履修について明示している。

社会の動向を踏まえた教育目標と養成所の特徴をあらわした地域の理解
度の科目の構成は不足がみられる。

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。

追試験・再試験・未修得科目の履修，補完教育を設けている。

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。

科目配列については，学修の質を確保するため履修の要件を明示してい
る。

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。

学則，学修の評価及び単位の認定，学修の評価に関する細則に単位認定
の基準・方法は明示している。

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。

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。

既修得単位の認定を行っている。

教育課程を評価する体系を整えている。 評価基準はあるが，体系は整えられていない。

評価結果の活用における倫理規定を明確にしてい
る。

倫理規定は明確にしていない。

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。

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。

看護師の経験年数，教員年数等を配慮して担当科目や時間数を配分して
いる。

看護師の経験年数，教員年数等を配慮して担当科目や時間数を配分して
いる。
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2－1 2

2－2 2

〈学生の看護実践体験の保障〉

1－1 3 2.9

1－2 3

2－1 3

2－2 3

2－3 3

3－1 3

3－2 3

4－1 3

4－2 2

Ⅳ　教授・学習・評価過程
〈授業内容と教育課程との一貫性〉〈看護学としての妥当性〉〈授業内容間の関連と発展〉

1 3 2.6

2－1 3

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。

実習指導における教員の役割を明確にした資料を配布し周知を図ってい
る。

臨地実習指導者と教員の協働体制を整えている。

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。

教員の経験段階に応じた成長の指針をもとに研修への参加がある。自己
研鑽の具体的な行動計画はない。

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。

実習や授業など2人体制にすることで，相互が成長できるような場面を作
ることはあるが，相互研鑽のシステムまでは整えていない。

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。

実習施設に対して，実習手引きをもとに説明している。

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。

実習指導者が各病棟に配置されている。

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。

年2回の実習指導者会議や各施設ごとでの役割調整を適宜行っている。

学生に対する安全教育，安全対策を計画的に行って
いる。

実習開始前，開始時のオリエンテーションで安全対策について教員，実
習調整者から説明を行っている。

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。

授業内容は，ガイドラインの看護師教育の基本的考え方，留意点に基づ
いて設定している。

授業内容のまとまりの考え方を明確に述べている。

実習病院により協働体制が異なっている。

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。

実習開始にあたり患者の同意を得たうえで「臨地実習協力の同意書」を
取り交わしている。

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。

学校が示す倫理綱領に基づいて指導している。

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。

アクシデント報告を活用し振り返りを行っている。

各授業毎のシラバスに明記している。
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2－2 3

3 2

4 2

〈授業の展開過程〉

1 3 2.8

2 3

3 2

4 3

〈目標達成の評価とフィードバック〉

1－1 3 2.7

1－2 2

2－1 3

2－2 2

3－1 3

3－2 3

〈学習への動機づけと支援〉

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。

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る。

カリキュラム改正時には明確にしたが，見直しが必要である。

授業内容は，当該学生のための内容として設定しており，看護学の内容
として妥当性があると考えている。

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，発展性などについて明確になってい
るか。

授業内容間の重複はないように調整しているが，他の科目との関係や発
展について明記はしていない。

授業内容に応じた授業形態（講義，演習，実験，実
習）を選択しているか。

効果的な形態を考慮して選択している。

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。

各授業のシラバスに明記し，さらに説明も加えて実践している。

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。

学生の理解度を深めるために，授業方法や教材の工夫を行っているが十
分ではない。

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。

授業前に協力教員を決定し，具体的な学生への支援方法を説明しゴール
も明確にしている。

評価計画を立案し，実施している。

評価計画は事前に決定し授業を行っている。

評価結果に基づいて，実際に授業を改善している。

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。

各科目の評価は，知識としての理解や技術としての習得状況，学習への
関心・取り組み等多様な面の評価を取り入れている。

教育目標の達成状況を多面的に把握している。

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。

単位認定の評価には公平性が保たれている。

単位認定のための基準や方法は便覧に示している。

単位認定の基準に基づき公平に評価を行っている。
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1－1 3 3.0

1－2 3

Ⅴ　経営・管理過程
〈設置者の意思・指針〉

1－1 3 3.0

1－2 3

1－3 3

1－4 3

1－5 3

1－6 3

〈組織体制〉

1－1 3 2.8

1－2 3

1－3 3

1－4 2

2－1 3

設立趣旨に基づき，県北を中心とした県内の看護師育成を目指してい
る。

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。

教務会議において，設置者や管理者の考え方について説明しており理解
していると考えられる。

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。

シラバスも同じ様式を用いることで統一性を確保し，学習への動機づけ
になるよう丁寧に説明している。

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

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瞭になっている。

意思決定システムが明確になっている。

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。

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。

教育理念，教育目的について，職員会議や教務会議において明示してい
る。

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。 自校の教育目標や教育活動の計画，実績，教育評価方法である各実習科

目のルーブリック等について，学生や教員に対し，情報を提供してい
る。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。

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。

学生便覧において，教育課程や校舎管理規程等について明示している。

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。

組織は，教育理念，教育目的，教育目標を達成するために教職員の役割
分担を行っている。

権限や役割機能，意思決定システムは明確となっている。

学科会議や学年会議，講座長会議等において，学校の運営方針や教育活
動に関する課題について協議し意思を反映できるようにしている。

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。

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。

教育理念・教育目的達成に向けた組織の構成，教職員の任用を目指して
いる。

学校運営会議や教育主任会議において，学校の運営方針や教育活動に関
する課題について協議しているが，十分に周知できていないこともあ
る。

6



2－2 3

〈施設設備の整備〉

1－1 3 3.0

1－2 3

2－1 3

2－2 3

3－1 3

3－2 3

〈学生生活の支援〉

1－1 3 3.0

1－2 3

1－3 3

1－1 3

1－2 3

〈養成所に関する情報提供〉

2－1 3 2.5

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。

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。

円滑な学校運営のため，長期的な視野に立った施設・設備の改善計画が
示され，実行されている。

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。

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。

新カリキュラムのスタートに向けた教材等の整備が検討されている。
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。

本校の教育理念・教育目的達成のため，教員の経験段階に応じて，「教
育実践力」「コミュニケーション能力」「看護実践能力」「マネジメン
ト能力」等の側面で目標を達成できるよう指針を提示している。

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。 学生の自主的活動のための学生自治室やサークル室，職員のための休養

室及び職員会議や各種研修に利用できる会議室等を設置している。
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。

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。

高等教育無償化対象校となることで，給付や減免の対象が拡大でき学修
支援につながった。

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。 入学時のガイダンスにおいて，授業料減免や家賃補助制度等の支援につ

いて学生全員に説明を行っており該当者には活用できていると考えられ
る。

入学時のガイダンスにおいて，保護者にも同席してもらい教育，学習活
動について説明を行っている。また，病院関係者には，定期的に情報交
換を行う機会を設けている。

オープンスクールや学校祭の開催等でも多くの参加者があり，本校受験
にもつながっている。

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。

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。

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。

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っている。

授業や実習の様子，オープンスクール開催等の行事についてホームペー
ジ掲載により情報発信を行っている。
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2－2 2

1－1 3

1－2 2

〈養成所の運営計画と将来構想〉

1－1 2 2.0

1－2 2

〈自己点検・自己評価体制〉

2－1 3 2.3

2－2 2

2－3 2

Ⅵ　入　学

1 3 2.5

2 2

Ⅶ　卒業・就業・進学

1 3 2.3

カリキュラム改正に向けた見直しを行っているが，社会情勢まで踏まえ
た将来構想を描くことはできていない。

その実施・評価は将来構想との整合性をもってい
る。

自己点検・自己評価の意味と目的を理解している。
自己点検，自己評価を行っていたが，学校関係者評価を受ける体制まで
整っていなかった。

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。

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。

学校行事や地域住民が参加可能な公開講座等についてホームページや市
町広報を活用して広報を行っている。学校評価や入学試験に関する情報
を充実させる必要がある。

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。

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。

入学者選抜方法と入学後の成績から，選抜方法を分析している。一般入
学試験の受験生が減少し，大学志向での辞退が50％程度で定員割れが生
じている。休学・退学理由は進路変更である。看護に必要な基礎的知識
の補充，学習意欲の維持への支援をさらに強化する必要がある。
第二看護学科では，准看護師養成数の減少，進学者の低下に伴う受験生
が減少し定員割れが続いている。

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。

卒業時到達目標を示し，その到達状況をルーブリックを用いて行った。

自己点検・自己評価体制を整え，運用している。

2022年度からのカリキュラム改正に備えて，現カリキュラムや各学年及
び卒業年次の目標達成の見直しを行っており，達成が不十分な分野にお
いては，改善に向けた方策について協議を行った。

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。

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。

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。

入学試験に関する規程に基づき，県内の看護人材を確保するため指定校
推薦入学試験や社会人入学試験制度を設けている。
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2－1 3

2－2 3

2－3 3

3－1 2

3－2 2

4－1 1

4－2 1

Ⅷ　地域社会／国際交流
〈地域社会〉

1－1 2 2.5

1－2 3

2－1 2

2－2 3

3－1 3

3－2 2

卒業時の到達状況を分析している。 卒業時到達目標及び基礎看護技術の到達度を分析し，おおむね教育目標
を達成している。看護師としての責任を認識し，対人関係の中で自己洞
察し看護を実践する基礎的能力を身につけている。基礎看護技術では，
与薬など診療の補助の経験と到達状況が低い。
卒業生の就業状況・進学状況の把握，国家試験合格状況とその分析を
行っている。就業率は，92.5％で就職希望者の100％は就業しており実習
での経験を生かした進路選択をしている。進学率は，1.8％，国家試験合
格率は，98.6％で全国平均を上回っている。

卒業生の就業・進学状況を分析している。

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。

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。

地域社会の特徴を把握し，継続看護の必要性から実習病院の協力も得て
受け持ち患者の訪問看護実習を行っている。地域の認定看護師や福祉活
動について地域の特性を踏まえた授業を依頼している。

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。

卒業生の活動状況と教育目的等との関連性についての分析はできていな
い。

社会との連携に向けて，地域のニーズを把握してい
る。

実習病院や施設の状況を把握するとともに，地域医療講座等で地域の
ニーズを把握をしている。

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。

卒業生の県内就業率は92％で県北地域を中心とした県内の看護人材の確
保ができている。

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。

地域の高校や中学生の進学に対する考え方など高校訪問等で把握してい
る。

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。

実習病院での卒業生の評価について，実習指導者会議等で情報交換はし
ているが卒業時の看護実践力と就業先での看護実践力を関連付けた評価
はできていない。

卒業生の就職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。

実習病院での卒業生の看護実践力について，看護部と情報交換は行って
いるが，看護実践力・活動状況を把握するための調査体制はできていな
い。

卒業生の活動状況を把握し，統計的に整理してい
る。

同窓会名簿等から就業状況はある程度把握できているが，活動状況の統
計的な整理はできていない。

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。

進路相談会，学校祭，オープンスクール等で学校の教育の特徴を発信し
ている。学校行事などＨＰやCATV等を活用して発信している。

養成所が設置されている地域の特徴を把握してい
る。

実習病院や施設の状況を把握するとともに，地域医療講座等で地域の特
徴の把握をしている。
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