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令和 4年 6月 

学校関係者評価報告書 

学校法人 名古屋大原学園    

大原介護福祉専門学校沼津校   

学校関係者評価委員会      

 

令和 4 年 3 月に実施しました、自己点検・自己評価の結果をもとに、学校関係者評価委員会におい

て意見交換を行いました。「（１）教育理念・目標」以下 11項目にわたり、学内で評価された問題点と

その改善のための方策並びに両者に関する関係者からの評価と助言を掲載します。 

なお、関係者からの評価と助言を踏まえ、改善のための方策を順次実施しています。 

 

（１）教育理念・目標 

①課題 

全体として「適切」と評価された背景には、学校の理念・目的・育成人材像について全学生が日々使

用する学生手帳に明記されていることや、日常の変化や成果についても、年4回発行している「学年通

信」により周知されていることへの評価であると認識している。 

 

②今後の改善方策 

継続的に行っている、「保護者ガイダンス」や「学年通信」の発行により保護者等に向けて学校

の理念や教育目標、福祉施設実習の情報や介護福祉士の国家試験対策授業等の様子を伝達できたこ

とへの評価だと認識し、今後も同様に継続していく所存である。 

しかしながら、近年、留学生が増えてきていることもあり、日本人学生と異なり留学生への周知

徹底については、今後どのような方法が適切か検討していく必要がある。 

 

 

③特記事項 

特になし 

 

【関係者評価】 

数年前より、内容や教育理念・目標についての問題点は見受けられない。 

学生への意識付けにおいては、学園独自の手帳活用が大きな成果を生んでいると考えられる。また、

保護者ガイダンスへの出席率の高さから、学年通信等を通じて保護者と情報共有ができており、その結

果、保護者が学生・学校に高い興味関心を持っていることが感じられる。 
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（２）学校運営 

①課題 

全体として「適切」「ほぼ適切」と評価された。 

■項目⑧について 

情報のシステム化については、コロナ禍の影響により「Teams」というツールを用いて学生への

対応を行っているが、効率的な利用という面においては改善の余地があるといえる。 

 

②今後の改善方策 

■項目⑧について 

昨年度、課題になっていたリモート授業の技術等については、教職員研修を行い、教員全員のス

キル向上を図った。しかし、活用できるツールが増えてきていることもあり、今後は効率的・効果

的な利用ができるツールの模索とともに、教員のさらなる技術向上に努める所存である。 

 

③特記事項 

■項目①②③：運営方針・事業計画・規則等の策定について 

学園の運営方針は学校長会議等を通じて適宜見直しと提言を図り、最終的には理事会での決議に

基づき、その策定がなされている。また、事業計画は毎年度教職員自らが策定し、事業計画ごとに

担当責任者を定め、その者を中心に計画の遂行に努め、その遂行状況についても、毎月の全体朝礼

で報告を行い、周知徹底がなされている。 

■項目④：人事、給与に関する規程等の整備について 

人事、給与に関する規程は、学園諸規則の中に「就業規則」、「給与規程」、「退職金規程」、

「組織責任者規程」等として定め、教職員がネットワーク上にて必要に応じて自由に閲覧できる状

態となっている。 

また、責任者より全教職員向けに事前説明を行ったことで、全教職員が諸規則の内容を把握してい

る。 

■項目⑥：コンプライアンス体制の整備について 

介護施設での実習に際し、事前に機密情報の保持や個人情報の保護に関する誓約書を交わす等、

コンプライアンスについては最善の注意を払っており、開校以来、トラブル等も一切生じていない

状況である。 

 

【関係者評価】 

業務で使用するパソコンのスペックが不十分との意見があった。コストがかかることではあるが、リ

プレースを検討していただくよう望む。 
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（３）教育活動 

①課題 

全体として「適切～ほぼ適切」と評価された 

■項目②について 

令和2年度に引き続き、教育業界全体でリモート授業の導入が継続している状況である。当校に

おいてもリモート授業に取り組んでいるが、特に留学生や障がいを抱える学生に対しては、直接対

面形式の授業に比べて、想定している教育の到達レベルに達しない者が見受けられたという課題が

挙げられる。 

■項目⑬について 

コロナ禍ということもあり、対面での研修については実施が難しい面もあるが、リモートだから

こそ実現した、従来受けることのできなかった講師のリモート研修を受けることができた。これは、

新たな指導力育成の一助となっている。 

 

②今後の改善方策 

■項目②について 

リモート授業に限らず、留学生、障がいを抱える学生に対しては、少人数での授業時間確保など

を検討し、取り入れていく。 

■項目⑬について 

外部研修への参加等、指導力向上育成については引き続き取り組んでいく所存である。 

また、令和3年度において新たに設置した「ＤＸ教育研修室」を核として、教員各人が創意工夫した

授業の映像データを作成し、そのデータの完成度や講義力を競うという研修が行われた。 

令和 4 年度においても、さらなる努力を続けるとともに、個々のスキルアップとともに、学校全

体として技術向上に努める所存である。 

 

③特記事項 

特になし 

 

 

【関係者評価】 

令和 3 年度は、最終目標となる介護福祉士の国家試験において、留学生 2 名を含む全員が合格する結

果となり、教員も学生も非常に努力されたのだと感じた。引き続き、全員合格を目指していただきたい。 
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（４）学修成果 

①課題 

■項目②③について 

「適切～ほぼ適切」と評価されたが、留学生の資格取得率の低さを問題視する声があった。基礎

学力向上のための指導および生活指導について改善が必要である。 

■項目④⑤について 

同窓会を開催しはじめた矢先、新型コロナウィルスの感染が拡大した。面会がはばかられ、多く

の卒業生と接点が持てず、情報収集ができないという現状の改善を求める声が挙がった。 

 

②今後の改善方策 

■項目②③について 

学力不振者を中心に、正規授業以外の補講授業を設け、フォローを図る。 

■項目④⑤について 

まずは卒業生講演から再開し、感染症の様子を確認しながら数年毎の同窓会の再開を目指したい。 

 

③特記事項 

■項目①について 

開校以来、継続して就職率 100％を達成している。それに加えて、令和 3年度は初めて国家試験受

験者の全員合格を達成できた。今後も就職・国家試験ともに 100％達成を継続できるよう努めていく。 

 

【関係者評価】 

退学率について問題視されることがあるが、もともとの学生数であったり、やりたいことを見つけて

の退学なのであれば、一概に悪いこととは言えないのではないだろうか。 
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（５）学生支援 

①課題 

「適切～ほぼ適切」と評価された。 

コロナ禍の影響で我慢を余儀なくされた部分はあるが、日々の健康観察、換気、消毒等の感染予

防対策を十分に行うことで、施設実習や 1・2年生合同研修を実施することもできたことへの評価で

あると認識している。 

 

②今後の改善方策 

コロナ禍は今後も続くものと思われるため、令和4年度においても同様の対応を図り、次回はすべ

て「適切」の評価となるよう学生支援を行う。 

 

 

③特記事項 

■項目⑩について 

令和 3 年度においては、高等学校での医療的ケアの授業補助を行うなど、今までにない取り組み

もできている 

 

【関係者評価】 

コロナ禍において学生生活を送るうえで、学生だけでなく親御さんも相談窓口が担任の先生に限

られてしまい、負担も大きかったと思う。スクールカウンセラーを取り入れたと伺い、学生だけで

なく保護者等や教員にとっても良いことであると感じた。
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（６）教育環境 

①課題 

全体として「適切～ほぼ適切」と評価されている。 

防災訓練は入学当初に行っているが、2 年間に数回実施するなどして、より不測の事態に備える

意識を持つことが必要である。 

 

②今後の改善方策 

■項目③について 

これまでも、入学初日の段階で実際に避難場所の確認を行う時間を設け、クラスごとに避難場所

まで足を運ぶ等周知徹底を図ってきた。今後も継続し、防災意識を高めていくことに加え、授業内

で外出援助などの演習時に、避難訓練を想定した演習等も盛り込んでいく。 

 

③特記事項 

■項目①：施設・設備の整備について 

当校の学生はタブレット型端末を保有しており、コロナ禍におけるリモート授業やTeamsという共

通のアプリケーションソフトの利用も定着してきたため、円滑な運営ができている。 

また、対面授業の介護資材も演習としては十分な設備を備えている。 

■項目②：学内外の実習施設、インターンシップ等の教育体制の整備について 

昨年に引き続き、施設実習については、新型コロナウィルスの影響により施設における実習が困

難な状況となり、学内実習に切り替えざるを得ない学生もいたが、殆どの学生は規定通りの施設実

習を済ませている。 

学内実習に切り替えとなった学生についても、看護教員が薬学についての授業を行うなどして施

設実習で学ぶ内容を盛り込み、施設実習を行った学生と同等レベルの知識を得られるよう配慮して

いる。 

 

【関係者評価】 

防災訓練について注目した。帰宅方法の把握、家族・知人との連絡手段について確認し、また避難後

に更に災害があった場合等に備えて専用サイトの存在を周知徹底してほしいと思う。特に、遠方から通

学している学生は帰宅困難となることが予想される。そのような不安を取り除くためにも、ぜひ積極的

に防災訓練、指導を行ってほしい。 
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（７）学生の受入れ募集 

①課題 

全体として「適切」と判断された。 

 

 

②今後の改善方策 

■項目②について 

令和 3 年度においては、体験入学の際に演習授業はもちろんのこと、座学を中心としたメニュー

も取り入れ、より入学後の授業に近いものを取り入れた。今後は、リモートでの体験授業を求めら

れても対応できるよう、より一層の工夫をしていく所存である。 

 

③特記事項 

特になし 

 

 

【関係者評価】 

今年度の新入生数は減少しているようだが、募集活動そのものは適切に行われているとのことなので

特段の問題は無いのではないかと思われる。今後も継続して、学校の教育について周知しながら学生募

集に努めていって欲しい 
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（８）財務 

①課題 

全体として「適切」と評価された。 

「④財務情報公開」は継続して実施する。 

 

②今後の改善方策 

財務情報は整備され、適切に公開されており、財務については現状問題がないと認識している。 

 

 

③特記事項 

■項目①②：財務基盤の安定性、予算・収支計画の有効性・妥当性について 

毎年度、事業計画を反映した資金収支予算・消費収支予算が組まれており、理事会・評議員会等

での必要な手続きを経て予算が承認されている。 

■項目③④：適切な会計監査、財務情報公開の体制整備について 

会計処理は学校法人会計基準に準拠した処理が行われ財務計算に関する書類を適正に作成し、他

の学校情報と共にホームページ上に公開しており、いつでも閲覧できる状況になっている。財務内

容は長期にわたり収支の均衡がとれ、財務の健全性が維持されているものと判断している。 

 

【関係者評価】 

特に問題点はないと考える。 
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（９）法令等の遵守 

①課題 

全体として「適切～ほぼ適切」と評価された。 

■項目①②について 

教職員が法令遵守の重要性を常に意識している。 

■項目③について 

卒業生との接触が制限されるなど、コロナ禍の影響により未改善の部分もあるため、今後の状況

を踏まえつつ、改善を図る必要がある。 

 

②今後の改善方策 

■項目③について 

「ほぼ適切」の評価はあったものの自己評価は毎年度確実に実施しており、またその改善方策は

全教員で検討している。今後は、日々の業務の中でも常に自己評価において課題として挙げられた

点を意識し、改善を図るよう一層の努力をする。 

 

③特記事項 

■項目①②について 

全教職員で重要性・安全性に努めており、特に問題はない。 

また、介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針に則り、静岡県介護保険課への報告・相談

についても欠かさず行っており、適正な運営がなされている。 

 

【関係者評価】 

静岡県介護保険課に対する、業務に関する年度報告も適切に実施されており、健全な運営がされてい

るものと考えられる。 

今後も継続して、法令遵守や個人情報保護に取り組むと同時に、学生への指導をお願いしたい。 
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（10）社会貢献・地域貢献 

①課題 

■項目①②について 

ボランティア活動の推奨は継続しているものの、学科の特性上、福祉施設でのボランティア活動

を希望する者が多く、家族の面会も制限される状況下のためボランティア先が確保できないのが実

情である。 

これが「やや不適切」の評価となっている。 

 

②今後の改善方策（社会貢献・地域貢献） 

■項目①②について 

新型コロナウィルスの影響は続くものと考えられるが、今後、福祉施設における対策や施設の方

針が変化することも念頭に置き、ボランティア活動の実現に向けて受け入れ先を確保していきたい。 

 

③特記事項 

特になし 

 

 

【関係者評価】 

地元町内会としては特に申しあげることはないが、ボランティア活動を通じて社会貢献・地域貢献活

動の意義や自身の参加目的を考えさせ、就職試験や公務員試験に役立てて欲しい。 

今後もボランティア活動等に積極的に参加していただくことで、地域との関係性をより良いものとな

るよう努めていって欲しい。 



大原介護福祉専門学校沼津校 

- 11 - 

 

（11）国際交流 

①課題 

■項目①について 

日本語学校や就職先となる福祉法人との連携を図っているが、留学生は入学後の授業料等や税・

保険料等の工面のためのアルバイト等が勉強と両立する際の障害となることもあり、解決手段が必

要である。 

■項目③について 

「やや不適切」との評価は、学習方法や校内ルールについて丁寧に指導を行っているものの、文

化や習慣の違いからか理解できない留学生も一部いることから、さらなる指導が必要との意識から

である。 

■項目④について 

「やや不適切」は、ボランティア活動などを通じて外部に向けて発信する機会が、コロナ禍の影

響により減少してしまったことへの評価である。 

 

②今後の改善方策 

■項目①について 

まずは日本語学校との連携を図ることで、入学前に学費等納付金についての理解を促す。また、

入学後は就職先とアルバイト先の紹介を当校に求める留学生も多くいるため、よりよいマッチング

となるよう、多くの福祉法人と連携を図っていく所存である。 

■項目③について 

日本人学生とは時間をずらした学習指導の時間を確保し、各人のレベルに合わせた指導を行うこ

とで、改善を図りたい。 

■項目④について 

コロナ禍ではあるが、感染予防に努めつつ、ボランティア活動等を再開していく予定である。  

 

③特記事項 

■項目①について 

留学生の受け入れを開始したときから継続して、福祉系法人との連携を心掛け、一か所でも多く

の就職先を開拓するよう尽力している。 

■項目②について 

申請等取次者を配置し、在学中の在留期間更新許可申請や卒業時の在留資格変更許可申請の手続

きを支援する体制を整えている。 

アルバイト状況の管理については、週労働時間数を報告させ、長期休み前には学校よりアルバイ

ト先に対して休み期間の連絡を行うなど、アルバイト先企業と協力し、関係法令を遵守している。 

 

【関係者評価】 

令和 3 年度においては、コロナによる入国制限があり留学生の数も減っているが、今後制限がなくな

った際には受け入れ体制の再構築を課題として、国際交流に取り組んでほしい。 
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学校関係者評価委員会 

役職 氏  名 現 職 出欠 

委員長 中山 治久 沼津市大手町町内会 大手町会館 事務長 出席 

委員 宮内 裕光 みやうち司法書士事務所 司法書士 欠席 

委員 森  真澄 一般財団法人芙蓉協会 聖隷沼津病院 事務次長･医事課長 出席 

委員 大澤 幸男 
株式会社ＫＴＳオペレーション 

沼津リバーサイドホテル 総務人事マネージャー 
出席 

委員 勝呂 京子 
社会福祉法人 沼津市社会福祉協議会 

千本地域包括支援センター センター長 
出席 

委員 杉山  渉 株式会社ウェルビーイング 人事･人材開発課長 欠席 

委員 桐部 ゆきの 大原公務員医療観光専門学校沼津校２年制医療事務科 卒業生 出席 

以上 


