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令和元年度 学校関係者評価報告書 
 

１ はじめに 

  

 学校法人青照学舎が運営するメディカル・カレッジ青照館の学校関係者評価委員会は、

学校評価に関する関連法令に基づき、令和元年度の自己評価報告を基本とした学校関係者

評価を実施いたしましたので、ここにご報告します。 

 学校関係者評価は、学校自らが選任した教育関係者、業界関係者、卒業生、保護者等の

学校関係者が、学校自らが実施した「自己評価」の結果について評価することを基本とし

て行う評価で、ホームページ等に公表いたします。 

 本校といたしましては、学校関係者評価の結果を踏まえ、今後も学校関係者と連携・協

力し、学校運営の改善・強化、教育の質の向上、教職員の資質・能力の向上を図って参り

ます。 

 

２ 学校関係者評価について 

（１）目的 

  学校関係者評価は、自己評価結果について、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、また、生徒・卒業生、関係業界、職能団体、高等学

校、保護者・地域住民など、専修学校と密接に関係する者の理解促進や連携協力による

学校運営の改善等を図ることを目的とします。 

（２）評価のポイント 

  ① 自己評価結果の内容が適切か。 

  ② 自己評価結果を踏まえた今後の改善方策は適切か。 

  ③ 学校の重点目標や自己評価項目等が適切か。 

  ④ 学校運営の改善に向けた実際の取組が適切か。 

（３）評価期間 

  ２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日 

（４）評価結果の公表 

  ① 評価結果や今後の改善方策等を取りまとめ公表します。 

  ② 評価結果は、次年度の学校運営や教育活動等について具体的に改善を図ります。 

 

３ 学校関係者評価委員会について 

（１）活動内容 

  ① 自己評価結果の評価 

  ② 学校関係者評価委員会の開催 

  ③ 改善意見、助言 

  ④ 施設等の確認 



 

 

（２）学校関係者評価委員会の委員、事務局 

① 学校関係者評価委員 ７名 

委員氏名 所属名 役職名 

大脇 秀一 公益社団法人 熊本県理学療法士協会 専務理事 

青山 和美 一般社団法人 熊本県作業療法士会 理事 

上村 龍輝 
社会福祉法人 恩賜財団 

済生会みすみ病院 在宅介護支援室 
係長 

財津 岳士 
社会福祉法人 恩賜財団 

済生会みすみ病院 リハビリテーション室 
係長 

鬼塚 博光 熊本県立八代清流高等学校 教頭 

塩平 浩二 メディカル・カレッジ青照館後援会 会長 

猪口 孝志 メディカル・カレッジ青照館卒業生 作業療法士 

 

  ② 学校関係者評価事務局（教職員） ６名 

氏 名 所属名 役職名 

高野 茂 メディカル・カレッジ青照館 学校長 

黒川 一也 メディカル・カレッジ青照館 
副学校長 兼 

法人運営改革推進室長 

瀧本 文博 メディカル・カレッジ青照館 教務部長 

楠本 敏文 メディカル・カレッジ青照館 理学療法学科長 

小野 厚美 メディカル・カレッジ青照館 作業療法学科長 

辻本 幸之助 メディカル・カレッジ青照館 事務長 

 

（３）評価項目 

  基準１  教育理念・目標・育成人材等 

  基準２  学校運営 

  基準３  教育活動 

  基準４  学修成果 

  基準５  生徒支援   



 

 

基準６  教育環境 

  基準７  生徒の募集と受入れ  

  基準８  財務 

基準９  法令等の遵守 

  基準 10  社会貢献・地域貢献 

    

（４）学校関係者評価委員会の開催状況 

  ① 回答期間 ：令和２年５月２７日（水）～６月１２日（金） 

  ② 開催方法 ：新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、一堂に会した開催を中止 

し、当該委員会については年１回の委員会開催が職業実践専門課程 

の認定要件として求められていることから、委員の皆様方のご意見 

を書面にて賜る形での開催に変更した。 

  ③ 回 答 者 ：学校関係者評価委員７名、学校関係者評価事務局６名 

 

４ 自己評価結果に対する学校関係者評価、委員の意見 

（１）自己評価結果に対する学校関係者評価委員の評価、意見等を実施状況に照らし、以

下の５段階で記載した。 

  ・適切（実施） 

  ・ほぼ適切（概ね実施） 

  ・普通（問題や課題はあるが一通り実施） 

  ・やや不適切（少し実施） 

  ・不適切（実施していない） 

 

（２）委員の意見 

 学校関係者評価委員会での意見を各項目毎（基準毎）にまとめた。 

 

５ 評価項目毎の状況 

 評価項目の基準１～基準１0 までの状況は以下のとおりである。 

 

 

基準１ 教育理念・目標・育成人材像 評価 ほぼ適切 

 

【委員の意見】 

・コミュニケーションが工夫され、社会人として・職業人としての成長を支える的確な教 

育理念を学生・保護者・関係機関に対して周知が行われている。 

→教育理念・教育方針については、学生のみならず保護者や実習先、就職先等への周知 

を今後も継続して行っていきたい。 

 



 

 

・閉校までの期間において学生数の減少に伴い、在籍する学生の環境やメンタル面での支

援が必要ではないか。 

→学生個人の生活、学修状況を把握し、心理面・学習面でサポートするとともに、新型 

 コロナウイルス感染症拡大防止に配慮しながら、学校全体での交流会等を１０月に行 

う予定である。 

 

 

基準２ 学校運営 評価 ほぼ適切 

 

【委員の意見】 

・人権への配慮やコンプライアンスの徹底等、信頼される学校であるための努力がされて

いる。学校運営への理解を促すための研修については、どのような計画をされているの

か。 

 →両校合同の職員会議や各校での教職員会議等の機会を利用して、理解を深めていきた

い。 

 

・意思決定の迅速化が年を追うごとに鈍化しているのは非常に問題である。決裁の重要度

と決裁権限の階層化を早急に行い、迅速な運営に臨んでほしい。 

→運営委員会等を利用して意思決定の迅速化と透明性を高めていく必要があり、決定事 

 項についての情報共有も併せて迅速に行いたい。 

 

 

基準３ 教育活動 評価 ほぼ適切 

 

【委員の意見】 

・授業評価アンケートを実施した後、外部講師へのフィードバックをどのように行ってい 

るのか。 

→外部講師へのフィードバックも常勤へのフィードバックと同様に、学生への教授方法 

 をより良きものへと再考するため貴重な手段として捉えていきたい。またフィードバ 

ックの方法も個別に丁寧に説明しながら誤解の生じないように行っていく必要がある。 

 

・低学力の学生が入ってくることは以前から問題になっている。今後の取り組みを提示し

ていただきたい。 

 →現在学生募集は停止しているが、在校生については授業料減免で経済的負担を減らし

ていること、豊かな自然に囲まれ勉強に集中できる環境の中で、教職員が学生ひとり

一人に丁寧に関わっていくのが本校の特徴である。学生個々に応じた学習の働きかけ

をこれまで以上に実施していく。また、学生の知識面だけではなく精神面での成長、

社会性の向上などについても引き続き丁寧な関わりを持ってセラピストの養成に努め



 

 

ていきたい。 

 

基準４ 学修成果 評価 ほぼ適切 

 

【委員の意見】 

・就職後に先生方が訪問してくださる取り組みは非常にすばらしい。スタッフや卒業者も

一番不安な時期であり、そういう経験が患者介入に活かされてくるのではないか。 

 →就職後訪問の取り組みも１０年が経過し、卒業生の状況が確認できると共に、各病院 

施設とも情報交換ができる有意義な取り組みとしている。本学独自の取り組みでもあ 

り、今後とも継続していきたい。 

 

・就職率と国家試験の合格率は、教員や就職支援スタッフの努力の賜物である。今後も油

断することなく、対応していただきたい。 

→今後も卒業生全員が国家試験に合格できるよう、国家試験対策を充実させて取り組ん 

 でいきたい。 

 

 

基準５ 生徒支援 評価 ほぼ適切 

 

【委員の意見】 

・学生の募集停止により、少ない人数でも出来る部活動を検討してみるのはどうか。 

→熊専各連や体育大会も今年は中止となり、来年度も人数を集約することや個人種目で 

の参加も考えられるため、部活動の再編をしていきたい。 

 

・学校内外と連携しながら、学生一人一人の希望や適性、健康等に応じた厚みのある支援

が行われている。経済的側面についても、制度の整備や保護者との連携が適切になされ

ている。 

→教職員やカウンセラーと連携した学生へのサポートや入学前の特待制度（授業料免除）、 

保護者後援会からの卒業アルバム制作費や記念品代、青照祭活動費、外部実習費の一 

部補助等を行っていただいており、引き続き学校全体として学生の支援を継続してい 

きたい。 

 

  

基準６ 教育環境 評価 ほぼ適切 

 

【委員の意見】 

・ＩＣＴ活用についての環境整備状況について教えていただきたい。 

→本校では主にパソコンとプロジェクターを使って授業を行っている。データや画像を 



 

 

視覚的にわかりやすく表示させることで授業の理解度を深められるよう努めている。 

タブレット等の端末を使った授業やＷｉＦｉ環境の整備が今後の課題となる。 

 

・臨床実習は新型コロナウイルス感染症の影響はなかったか。 

→新型コロナウイルス感染症の影響でⅠ期目の実習が中止となり、実習がずれ込むとと 

もに遅れた分は学内実習で補わなければならず、時間の確保等負担が大きくなってき 

ている。 

 

 

基準７ 生徒の募集と受入れ 評価 なし 

・令和元年度より生徒の募集と受入れはなし 

 

 

基準８ 財務 評価 適切 

 

【委員の意見】 

・意見なし 

 

 

基準９ 法令等の遵守 評価 ほぼ適切 

 

【委員の意見】 

・ハラスメント防止対策は大変難しい。学内や外部への指導内容・方法を教えていただき 

たい。また、ＳＮＳによる個人情報の取り扱いや情報モラルにおける学生・教職員への 

取り組みを教えていただきたい。 

→外部研修会に参加し、その内容や実際に医療系専門学校で起こった事例などを職員会 

議や全校集会で説明している。また夜の街中での飲食時のトラブルや実習先でのトラ 

ブル等、事例を紹介しながら注意喚起を行っている。ツイッターやインスタグラム等 

ＳＮＳに関連した危険性を意識させるようにしている。 

 

 

基準１０ 社会貢献・地域貢献 評価 ほぼ適切 

 

【委員の意見】 

・士会活動でのボランティアなども協力できる部分があれば、ご検討していただきたい。

→本校でも可能な限り協力していきたい。 

 

・草刈り等を学生に経験させるのはどうか。学生が参加することで、社会に参加・貢献し



 

 

ているという自信が生まれることが大事である。 

→校外の清掃活動も積極的に行っていきたい。 

 

 

6 総括 

今回、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面にての開催ということになったが、

委員の皆様方によるご意見やご提案は、今後の課題解決に向けて大変貴重なものとなった。 

今後は学校の諸課題を解決するために、学校関係者委員の意見を参考に教職員自らが改

善に向けて活動し、学校運営の改善・円滑化、教育の質の確保・向上に向けて取り組んで

いきたい。 

 

 

 

以  上 


