
へ               学校関係者評価結果報告（平成２７年度・２８年度） 
＜平成２７年度＞ 

 

平成２７年６月１９日（金）に本校ゼミ室において第１回学校関係者評価委員会が委員

全員出席のもとに開催された。以下、その概要を報告する。 

 ＜かんな福祉専門学校 学校関係者評価委員＞ 

 

氏  名 所 属 

森 由光 埼玉県児玉郡神川町地域包括センター所長 

渡部弘正 埼玉県立小鹿野高等学校長 

鈴木広教 

星川美智子 

特別養護老人ホーム 千鳥の丘 施設長（２７・２８年度） 

同上（２９年度） 

土屋智史 老人福祉施設 鬼石職員 卒業生 介護福祉士 

 

１ 学校関係者評価委員会の内容   

（１）開会 （２） 校長挨拶 （３）委員及び教職員紹介（４）学校概要・２６年度

学校自己評価について（５）学校評価の進め方（６）平成２６年度学校自己評価及び

平成２７年度重点目標について（７） 質疑 意見交換 

＜配布資料＞ 

①学校関係者評価委員名簿 ②学校案内・事業報告・行事予定・年度計画 ③職業実

践専門課程パンフ ④学校関係者評価委員会規程 ⑤教育課程編成委員会規程 ⑥

研修規程 ⑦学校評価の進め方 ⑧学校自己評価結果・学生アンケート結果 ⑨２７

年度学校経営方針・重点目標 ⑩学生便覧 

  学校関係者評価委員全員が、学校関係者評価に始めて関わることになるので、学校側

から上記配付資料を用いて、本校の概要及び学校関係者評価について理解を深めていた

だいた。その上で、平成２６年度かんな福祉専門学校自己評価についての意見交換が行

われた。学校及び評価に対する説明が長くなり、時間的な余裕がなく委員の方々にはご

迷惑をおかけしてしまったが、後述するような成果が得られた。 

 

２ 学校自己評価の考察 

  平成２６年度の学校自己評価の全評価項目の達成及び取組状況の平均は、3.2 でほぼ適

切以上という結果である。以下評価項目ごとに考察する。 

（１）教育目標 

   取組状況指標は平均 3.3、ほぼ適切以上。 

   学校の教育目標や特色は、学生に周知されている（学生アンケート結果はやや適切）



しかし、保護者には充分には周知されていない。学生層が多世代にわたり、保護者を

必要としない学生も多いが、保護者や家族が来校しやすい環境づくりや、ホームペー

ジの工夫などを通して、保護者や地域に学校の教育目標や特色を周知していきたい。 

介護福祉士希望者の激減や急激に変化する介護福祉士養成教育、とりわけ国家試験

のたび重なる延期などによって、本校の将来構想は描きにくくなっており、取り組み

状況指標は 2.8 とやや低い結果が出た。２７年度は研修の柱として将来構想を据え、「か

んなビジョン」を構築しなければならない。 

 

（２）運営 

   取組状況指標は平均 3.1、ほぼ適切以上。 

   学校はほぼ適切に運営されているが、小規模校ゆえに、一人ひとりに多様な仕事が

任されている結果、教職員が多忙である。分掌組織の見直し、仕事の効率化を図る必

要があろう。 

情報公開の取組状況指標が、2.8 とやや低い。２７年度は、学校自己評価をはじめ学

校運営に関する情報を積極的に公開し説明責任を果たしていきたい。 

 

（３）教育活動 

   取組状況指標は平均 3.1、ほぼ適切以上。 

   授業時間の確保、教育課程については 3.5 と評価が高い。学生アンケートでも授業と

りわけ演習・実習の評価が高い。教育課程が円滑かつ効果的に実施されている証左で

ある。実習については、２７年度は、施設との連携を今まで以上に密にし、指導方法

等を見直して、学生の実践力を強化したい。 

   教員資質向上、指導力向上のための研修の指標が 2.7 と低い結果になった。多忙で時

間的なゆとりがないという実情もあるが、研修体制を確立し、校内研修を充実させる

とともに、校外研修にも積極的に参加し資質の向上に努めなければならない。 

（４）学修成果 

   取組状況指標平均は、3.2、ほぼ適切以上。 

   就職率100％が維持されているので、指標は4.0という評価である。退学者も少なく、

試験の成績も比較的良かったが、２８年度入学生から課せられる国家試験及び一部の

学業不振の者に対する指導法の工夫改善が必要である。 

   卒業生の把握、卒業生のキャリアの活用については、2.7 と低い評価である。卒業生

については、関係施設と連絡を密にして卒業生の把握に努めているが、十分とは言え

ない。卒業生のネットワークを構築するなど、卒業生全体を把握できる組織の設置を

検討したい。 

（５）学生支援 

  取組状況指標平均は、3.2、ほぼ適切以上。 



  学生アンケートでもほぼ適切であるという評価を得ている。一人ひとりに親身に対応

した結果であろう。卒業生に対する支援は、学校での相談や電話相談に応じているが、

卒業生のキャリアアップについては、支援体制がやや不十分である。平成２５年度以前

の卒業生に対する医療的ケア基本研修などについて検討する必要がある。 

高校との連携は、高校訪問、インターンシップ、出前授業等を行っているが、高卒の

入学生が少ない現状を鑑み低い評価となっている。連携内容の充実が必要である。学生

の課外活動についても、学生の自主的な活動を支援する体制を整えなければならない。 

（６）教育環境 

  取組状況指標平均は 3.2、ほぼ適切以上。  

 学生のライフスタイルが極めて多様化しており、修学旅行のような一斉の研修を実施す

ることは難しいので、学生の学外研修の評価が低くなっている。実情に応じてグループ

や個人の課外活動を支えていきたい。 

設備が一部旧式になってきているので、低い評価になっている。学生アンケートでも

指摘されているので対応したい。 

 防災体制は消防署と連携し整備されているので高い自己評価になっている。 

（７）学生の受け入れ募集 

  取組状況指標平均は、3.5 ほぼ適切以上。 

  介護福祉希望者が激減する中で、健闘しているという意味の高い評価であろう。しか

し、これからも大きな課題である。学生募集を学校の将来構想と併せて、２７年度の重

要研修課題に据えて検討する必要がある。 

（８）財務 

  取組状況指標平均は 3.1、ほぼ適切以上。 

  学校の財務は、社会福祉法人神流福祉会が適切に行っている。自己評価は、学校とし

てより効果的な財務を考慮した上での評価である。財務の情報公開は、神流福祉会が学

校を含めて行っているが、学校のホームページ上にも掲載する予定である。 

（９）法令等の遵守 

  取組状況指標平均は 3.0 ほぼ適切 

  自己評価の改善及び公表が不十分で低い評価になっている。２７年度は改善し公表する

予定である。 

（１０）社会貢献・地域貢献 

  取組状況平均は 3.3、ほぼ適切以上 

 地域住民参加型の行事、地域行事への学校参加、県の委託事業の実施等の取組状況に

対する自己評価である。今後も地域に開かれた学校として、行事の精選、ＰＲ方法など

について改善し、地域社会に貢献していきたい。 

  

３ 平成２７年度かんな福祉専門学校経営方針 



  （学校自己評価に基づき、本年度の重点目標を策定した） 

（１） 教育目的 

本校は、学校教育法並びに社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉の

領域に関して広く知識と技能を習得して、地域福祉に貢献できる有能な福祉専門

家を育成することを目指すとともに、「笑顔」「健康」「誠実」を基本とし、介護を

通して「心と心との触れ合い」ができる人間性の豊かな介護福祉士を養成する。         

（２）教育目標 

良識と思いやりの心を兼ね備え、自他を大切にする、心豊かな介護福祉士を養

成する。 

（３） 教育方針 

     ア 介護福祉士としての幅広い知識・技術及び態度の育成を図る。 

     イ 人の喜びや悲しみ、心の痛みを感じ取れる豊かな人間性と、人間尊重の精

神を育成する。 

     ウ 高齢者福祉・障がい者福祉を通じて、地域社会に貢献できる人材の育成に

努める。 

エ 一人ひとりの個性や能力等の個別性に応じた、きめ細かな職業教育の充実

を図る。 

 

 （４） 本年度の重点目標 

   ア 専門力・実践力・人間力の向上 

      介護の基礎・基本をしっかりと身に付けさせ、学ぶ意欲や思考力、判断力、

表現力を含む質の高い専門力・実践力・人間力を育成し、卒業後も主体的に学

び続け、問題を解決していくことができるようにする。 

     ＜方策＞ 

      ① 個に応じた指導の充実を図り、学生一人ひとりの学習状況や教育課程実施

況を適切に評価するとともに、評価を指導に生かす。 

② 理解や習熟の程度に応じたきめ細かな指導により、介護福祉の基礎・基本

を確実に身に付けさせる。補習を計画的組織的に実施する。 

③ 調査・研究・発表・討論など問題解決的な学習の充実を図る。 

      ④ 施設と密接に連携し、授業・実習の工夫・改善を行い指導のレベルアップ

を図る。  

⑤ 国家資格取得体制の充実を図る。 

⑥ 教育課程編成委員会・学校関係者評価委員会の意見を活用する。 

      ⑦ 旧式の設備・器財などの新調、円滑な授業のための器財の増補等、学習環

境を整える。  

イ 豊かな人間性の醸成 



       教育活動を通して、責任感、公正心、倫理観、共感的な態度、コミュニケ

ーション力、協調性など豊かな人間性を育む。 

＜方策＞ 

       ① 心と心がふれ合う心的体験の場である学校行事・施設行事・地域行事・ボ

ランティア活動に学生が積極的に取り組めるように、教育課程と関連づけ

た課外活動を推進する。 

② 多様なライフスタイルをもつ学生に対応するために、活動日、活動時間、

活動内容など適切な設定をする。  

③ 相談体制を整えるとともに、言葉かけを日常的に心がけるなど積極的な学

生指導を展開する。  

      ④ 学生の主体的な活動に対する支援体制を整備する。 

ウ 就職・進学指導の充実 

       学生が主体的に適切な進路選択を行えるよう就職・進学指導の工夫・改善

を図り、就職率１００％を維持する。 

＜方策＞ 

      ① 就職ガイダンスの機能を充実させるために、施設や関係機関等と密接な連

携を図る。 

      ② 就職・進学相談体制を強化するとともに、履歴書・面接指導等を徹底する。  

      ③ 近年見られる４年生大学への編入学希望者に対して適切に対応する。 

      ④ 就職・進学情報を収集整理し、閲覧環境を整える。   

エ 地域に開かれた学校づくりの推進 

       地域の本校に対する理解を深め、介護福祉分野の啓蒙普及を図ることによ

って、地域から愛され信頼される学校づくりを推進する。 

① 学校情報、学校自己評価、学校関係者評価・財務諸表等をネット上に情報

公開し、学校理解を深める。 

② 学校祭、各種講演会、出前授業、オープンキャンパス、授業公開、体験授

業などを通して、積極的に学校を地域に開き、学校理解や介護福祉の啓蒙

普及に努める。 

③ 学生・職員ともに地域や施設の行事、ボランティア活動に積極的に参加し、

地域住民との親睦を深める。 

      ④ 卒業生に対する支援体制を構築する。   

 

オ 入学者確保 

      入学者を確保し、地域の介護人材不足を解消するために、全職員で広報活動

に取り組み学生募集を行う。 

＜方策＞ 



① 高校のキャリア教育（分野別説明・出前授業・面接指導等・専門学校見学）

に協力するなど、高校と本校との連携を強化し信頼関係を築く。 

      ② 高校訪問地域を拡大する。通学の便を図るため送迎地域を拡大する。 

      ③ メディアの活用やホームページの更新充実により、本校に対する理解を深

め知名度を高める。 

④ 職業能力開発センター及びハローワークと密接な連携を図り、職業訓練生

に対して適切な教育を行い、本校に対する信頼度を一層高める。 

 

カ 教職員研修の充実 

   教職員研修を改善し専門性及び指導力の向上を目指す。 

＜方策＞ 

① 研修規程を整備する。   

② 専門性や指導力の向上を図るために、校外講師との連携授業や校外研修を

実施する。  

      ③ 本校の教育課題を明確にして、問題解決のための校内研修を組織的計画的

に行う。 

      ④ 社会のニーズに応える学校の将来構想を描く。 

      ⑤ 分掌を見直し、所掌業務の明確化を図る。  

      ⑥ 個人情報保護の徹底を図るための研修を実施する。 

 

４ 学校関係者評価結果とその活用状況   

 平成２６年度学校自己評価結果を踏まえた本年度重点目標について、意見交換が行われ

以下の点が特に重要であると集約された。 

（１）専門力・実践力・人間力の向上を図ることについて 

  ア 学生一人ひとりの学習状況を適切に把握し指導評価する。 

  イ 補習を計画的に実施する。 

ウ 施設と密接に連携を図る。 

  エ 設備を整える。（一部の老朽化した設備に対して） 

（２）豊かな人間性の醸成について 

   学校行事やボランティア活動をさらに活性化する。サークル活動がないので、新設

できないか検討する。 

（３）就職活動を充実させるために 

    本校主催の就職ガイダンスを工夫改善する。 

（４）地域に開かれた学校行事のＰＲを工夫する。 

（５）入学者を確保するために 

    高校の進路ガイダンスや進路指導に積極的に協力し、高校との信頼関係を一層高



める。 

５ 学校関係者評価の活用状況（平成２７年９月現在） 

 （１）４の（１）のアについて 

     専門力がやや不足している学生に対して、夏期休業中の全期間を通して補習を

計画的に実施し、全員求めるレベルに到達した。 

   ４の（１）ウの＜施設連携＞について    

   平成２７年６月３０日 介護総合演習 

実習についての心構え 講師小沢裕美子（障害者支援施設みさとの森） 

        ７月２７日 介護総合演習Ⅲ  

訪問介護について   講師武田真之（ヘルパーステーションけいあい） 

１１月１３日 講演 排泄ケア（予定）     

            講師 ユニチャーム職員（予定） 

 

（２）４の（３）について 

      ブース式の就職ガイダンスを昨年の９０分から１８０分に延長し、学生と施

設の人事担当者が面談できる時間を確保した。２０施設が参加し、学生にも施

設にも好評であった。１０月には、第２回就職ガイダンスを予定している。 

 

（３）４の（５）について 

    高校訪問及び高校の進路ガイダンスに加えて、高校が実施する面接指導に面接官

の役割で複数校協力している。また、高校への出前授業も実施し、介護福祉の啓発

普及に努めた。  

   

 現時点での活用状況は上記の通り道半ばであるが、残りの項目についても具体的に実現

できるようにする。学校自己評価で顕在化した課題に積極的に取り組んでいきたい。 

 

平成２７年度第２回学校関係者評価委員会 

 

平成２８年２月２９日（月）１０時 

かんな福祉専門学校ゼミ室 

 

                                司会 渡部委員長 

１ 校長挨拶 

 

２ 職業実践専門課程について 

  資料参照 



３ 平成２７年度重点目標と自己評価について・ 

  資料参照 

 

４ 平成２７年度学校自己評価の課題と改善 

【評価委員の主な意見】 

＜教育目標・育成人材像＞ 

   国家資格取得制度が変わり、現場からの受験者に実務研修が課せられていますが、

人手不足の現状では、研修に出ることが難しい。学校が即戦力の人材を養成すること

を期待しています。（鈴木委員） 

   現場では利用者に対して対処的な仕事に終始しがちな部分があります。他職種と連

携して自立支援を引きだす必要性を感じています。技術以外の教育、自立をサポート

する教育が重要だと思います。いわゆる人間力の養成をお願いしたい。（森委員） 

   豊かな人間性を養うためには、ボランティア活動をより一層充実させる必要があり

ます。（渡部委員） 

人間力・実践力のある人材の育成は、本校の目標です。文科省に認定された職業実

践専門課程の効果的な実施により、目標達成に向けて努力していきたいと思います。

（校長） 

 

＜教育活動＞ 

   カリキュラムの変化とその成果について知りたい。（土屋委員） 

本校では他校に先駆けて医療的ケアを導入実施しており、昨年度はじめて医療的ケ

アの基本研修を修得した卒業生を送り出しています。講義と演習の授業が行われ、履

修者全員が合格しました。課題は医療的ケアの実習施設が不足しており、実地研修が

行えないことです。このことは、介護福祉士養成教育の大きな課題となっています。（校

長） 

   現場では医療的ケアのできる介護福祉士が求められています。学校の学修成果を期

待しています。（土屋委員） 

   関係機関・施設等と連携を密にして前向きに取り組んでいきたいと思います。（校長） 

新しい取り組みや学生の様子を知りたいので授業を見学したい。（渡部委員） 

  授業は常時公開していますが、次回の学校関係者評価委員会の際には、授業を見学

していただき、ご意見を伺いたいと思います。（校長）  

＜その他＞ 

 マイナンバーの取扱いはどうなっていますか（鈴木委員） 

学校では一切取り扱っていません。今後とも個人情報については細心の注意を払っていき

たいと思います。（校長） 

 



５ その他（来年度の予定） 

 平成２８年６月 第１回学校関係者評価委員会  

         （平成２８年度重点目標について 授業見学他 ） 

 平成２９年２月 第２回学校関係者評価委員会 

         （平成２８年度自己評価結果について他） 

 

 

＊ 平成２７年度学校自己評価が前年度に比較して良い結果になったことについて、学校

関係者評価委員から高い評価をいただいた。また、学校課題についても貴重な意見（前

記）をいただき今後の学校運営上非常に参考になった。 

 

 

 
 

＜平成２８年度＞学校関係者評価結果 
 

平成２８年度かんな福祉専門学校第１回学校関係者評価委員会報告 

 

平成２８年６月２７日（月）９時３０分         

かんな福祉専門学校

ゼミ室 

                      出席者 渡部委員 森委員 土屋委員 

鈴木委員 校長 

 

次  第 

１ 校長挨拶 

 介護福祉士養成校の現状と課題について 

２ 授業観察 

 介護総合演習Ⅰ 対象１学年 指導教員 佐藤 薫 

 実習効果を上げるために、実習前の確認 

（実習記録の意義と目的・書き方・表現及び報告・連絡・相談の意義と目的など実習前の

総合的な諸注意） 

３ 協議 

 （１）授業について 

  ・まじめで積極的に授業に取り組んでいる。矢継ぎ早に挙手するなど学習意欲が旺盛

だ。 



 ・教員の説明が分かりやすい。学生とのやりとりが良い。他校の実習生の中には目標

設定ができない学生や記録が書けない者もいるが、本時のような授業をしていただ

くと、現場も実習生も安心できる。新卒の学生には、高校よりも上の段階の学習を

していることを誇りに思ってほしい。また、このことを自覚させるような授業をし

てほしい。 

（２）平成２７年度かんな福祉専門学校事業報告 

   校長より資料に基づいて説明。前年度の第２回学校関係者評価委員会の学校自己評

価とほとんど重なるため、特筆事項なし。承認 

（３）平成２８年度かんな福祉専門学校重点目標について 

   ・現場職員には、実践力・交渉力に差がある。実践力の強化が必要。 

   ・高齢化の中で地域ケア力を上げる必要がある。そのためには、自助・共助・公助

とあるが、特に、自立に向けた支援、持っている力を伸ばしてやる支援が大切だ。

このことを指導の中で強く打ち出していただきたい。 

   ・外国人留学生については、語学力はもちろん、日本文化や習慣の理解も重要であ

り、利用者に接するにあたりソフト面で不安がある。 

  ・介護人材確保のために、広報を活用するなどできる範囲で協力したい。 

  ・ＩＴ機器の更新 学校通信の発行を円滑に進めたい。 

（４）平成２８年度かんな福祉専門学校事業計画 

   ・事業の日程・意義の確認 参加協力依頼・・承認 

４ その他 次回期日  平成２９年２月予定 主な協議題 平成２８年度学校自己評価 

＜配布資料＞ 授業概要・平成２７年度事業報告・平成２８年度重点目標・事業計画 

 

 

 

平成２８年度かんな福祉専門学校第２回学校関係者評価委員会報告 

 

平成２９年２月２４日（月）午前１０時 

                            かんな福祉専門学校ゼミ室 

             評価委員全員出席 

 

１ 校長挨拶 

  学校の近況 他 

 

２ 協議 

 （１）平成２８年度学校自己評価と重点目標（下記参照）について 

  ア 学校将来像 



介護の多様化・グローバル化・学生の多様化に対応した将来像を描く。 

  イ 国家試験一元化への対応  

    指導体制・指導内容の工夫・改善、模擬テストの活用、職員研修の充実等により   

全員合格を目指す。 

ウ 実習施設との連携 

実習指導者会議を充実させ、共通理解を深める。実習施設との連携講座により教

職員・学生のスキルアップを図る。 

  エ 教育環境  

新調更新したパソコンを効果的に活用する。 

オ 学生募集等  

  ＜国家試験実務ルートの受験者及び養成校入学者の急減＞について 

  ・介護現場は人材不足の上、結婚離職等もあり現有職員の定着も課題である。 

  ・介護現場は多忙で、実務研修・医療的ケア研修を受講するのは難しい。待遇面

での改善が必要である。 

  ・実務ルートの国家試験受験資格のハードルが高すぎるので、意欲や自信を失っ

てしまう。職員をどう育てるかが課題になっている。 

  ・好不況の影響もあり、養成校を取り巻く環境は厳しいが、介護の専門性は極め

て重要である。質・量ともに養成校は期待されている。介護の啓発普及に努め

る。 

  ・コミュニュケーション力や学力が不足する学生も少数いると思うが、志をもっ

て入学した気持ちを大事にして、きめ細やかな指導で育ててほしい。 

  ・職業訓練の募集期間が短く、周知していないのではないか。長期間募集できる

ように働きかける必要がある。 

カ そのほかの自己評価・改善方法について 

   別紙（自己評価改善方法参照）のとおり承認された。 

 

３ 平成２９年度学校関係者評価委員委嘱について 

   別紙依頼に対して承諾を得られた。 

 

４ その他  情報交換等 

   現在１．２人で１人の高齢者を支えているが、７５歳までを現役と考えると、３・

３人で高齢者１人を支えるようになり、そうなった場合、公助・共助・自助ではもた

なくなり、互助の考えが出てきている。 

 

＜配布資料＞ 次第 学校自己評価・委員委嘱関係資料 

 



 

＊  平成２８年度の学校自己評価は全体的に３.７と高く、評価委員からも高く評価された。

平成２８年度の重点目標は、学生募集と将来構想に大きな課題が残るものの、他の項目

については、達成できたものも多い。特に実践力強化のための施設との連携講座、基礎

学力補充のための課外学習、広報の発行、ＩＴの更新など、評価委員の意見を効果的に

活用し実施し成果を上げることができた。しかしながら、重点目標を達成したとは言い

難い。そこで、学校評価委員会の意見を反映し、より進化・発展を期してあえて２８年

度と同様の大目標を設定し、各評価項目の工夫改善を図ることに全力を傾注することに

した。 

 

 

 

平成２８年度かんな福祉専門学校自己評価と平成２９年度重点目標 

 

１ 学校自己評価の概要 

（１）教育理念・教育目標 

取組状況指標は平均３.５でほぼ適切以上。学校の教育目標や特色は昨年度以上に学生

保護者に周知されている。広報誌「くじら山だより」の発刊が功を奏している。 

 全国的に介護の国家試験受験者や養成校受験者が激減するなか、将来構想は描きにく

くなっているが、地域のニーズ（人材不足）に適切に対応するなど、学校の公益性を踏

まえた魅力ある学校像を構築する必要がある。 

（２）運営 

  取組状況指標は３.６で昨年より０．５ポイント上昇している。学校は適切に運営され

ているが、変化の著しい国や県の施策に迅速に対応するために、分掌の更なる見直しが

必要となる。情報公開の取組指標が特に上昇したのは、ネット上に積極的に情報公開を

行ったことによる。 

（３）教育活動 

  取組状況指標は３.６でほぼ適切以上。授業確保が徹底されており教育課程が効果的に

実施されたので、指標が上がっている。研修については、指標が昨年よりやや上向いた

が、まだ適切とは言い難い。授業確保を最優先しているため、職員研修の時間確保が難

しいのが現状である。限られた環境の中ではあるが、職員のより一層の資質向上のため、

夏季休業期間の活用などを通して、研修体制を確立したい。 

  施設との連携については、実習指導者会議・巡回指導等で、教員と実習指導者の共通

理解が深められ、高い教育成果が得られた。 

（４）学修成果 

  取組状況指標は３.７と高い数値、昨年より０.５ポイント上昇している。学業不振によ



る中退者もなく、全員が国家資格を取得し、就職率１００％を維持した結果である。２

９年度から、国家試験の一元化が始まるので、全員合格に向けた支援に全力を傾注した

い。 

同窓会を開き卒業生の活躍を把握したことや、実習前指導の講師に卒業生を依頼する

など、卒業生のキャリアの活用に努めたことも、取組指標の上昇につながっている。 

（５）学生支援 

  取組状況指標は３.６とほぼ適切以上。学習面・生活面において、一人ひとりを大切に

丁寧な支援が行われた。また、豊かな学園生活の一助としてサークル支援も充実させた。     

卒業生の来校も多く、職場での相談ごとに親身に対応している。 

高校との連携は、高校のインターンシップ事業の協力、出前授業、福祉分野の説明、

高校生に対する面接指導など多岐にわたって緊密に行われた。  

  学生支援に向けた支援は現状でも実効性があるが、より成果をあげるために、組織体

制を整える必要がある。 

（６）教育環境 

  取組状況指標が３.７と高い数値となったのは、学生用パソコンを３０台新調し、情報

機種の変化に迅速に対応したことによる。ＩＴ教育の成果が期待できる。今後は介護ロ

ボットへの対応が求められるだろう。 

（７）学生の受け入れ状況 

  取組状況指標は３.９と高い。これは、入試改革・募集エリアの拡大・広報誌の発行な

どを積極的に行ったことによる。学生の募集活動が適正に行われたことによる評価は高

いが、充分な成果は得られなかった。今後とも介護福祉の普及啓発に努め、高校や職業

能力開発センターと密接な連携をとり、福祉人材を確保し、地域のニーズに応えていか

なければならない。 

（８）財務 

  取組状況指標は３.７。予算・収支は妥当なものになっている。長期的な学校財務につ

いては、学校をとりまく環境をよく研究し、多角的な経営などを構想するなど本校の将

来像に合う予算づくり検討する必要がある。 

（９）法令用の遵守 

  取組状況指標は３.８と高い。学校自己評価が適正に実施され、工夫改善が行われてい

る。また、学校自己評価・学校関係者評価等が適切に情報公開されている。危機管理に

ついては、新しい状況にいつでも対応できるようにしておかなければならない。 

（１０）社会貢献・地域貢献 

  取組状況指標３.８と高い評価。埼玉県職業訓練受託・地域産業祭への参加・地域包括

センターとの連携講習の実施、老人福祉施設や地域のごみ拾いなど学生のボランティア

活動への奨励支援などが適切に行われた結果である。諸事業の工夫改善を重ね、より一

層社会貢献・地域貢献に努めたい。 



 

２ 平成２９年度重点目標 

（１） 社会の変化に対応したかんなビジョンの構築 

・国、県、業界、地域の動向などについて、情報を収集し整理し、本校の在り方、

将来像を具体的に描く。 

 （２）専門力・実践力・人間力育成教育の推進と進路実現 

   ・基礎基本を徹底し確かな専門力を身につけ、国家試験の１００％合格を目指す。

施設との連携を強化し実習を効果的に実施することによって高度な実践力を育成

する。 

   ・教育課程編成委員会・学校関係者評価委員会・実習指導者会議等を活用し、職業

実践専門課程認定校にふさわしい教育効果を上げる。 

   ・指導体制・指導内容・指導方法の工夫改善に努める。 

   ・就職率１００％を維持する。 

（３）学生・卒業生支援の充実 

   ・学外研修等教育環境を整える。 

・サークル活動の活性化を図る。 

・卒業生対する支援体制を組織化する。 

・人権・個人情報等に配慮した支援を行う。 

（４）学生募集活動の推進 

・入学者減の分析をし、具体的な方策を立て実践し入学者を増加させる。    

・高校・職業能力開発センター・広報業者との連携を強化し、入学者確保に努める。 

・介護福祉の啓発普及に努め福祉人材を確保する。 

（５）研修の充実と積極的な地域貢献 

・学生のスキルアップを目的とした学校主催の研修を実施する。 

・教職員・学生の校外研修を奨励する。 

・施設行事への参加・学校行事の公開などを通して、地域との交流を深める。 

（６）学校理解の促進 

・学校の特色や教育活動を広報誌の発行やホームページの随時更新等により、学校

理解を促進する。 

・公開講演や講習など学校の教育資源を活かした学校開放事業を推進する。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


