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Ⅰ．学校関係者評価委員会の実施 

 
１．実 施 日：令和 4年 8月 6日(土) 

2．評 価 者：鹿児島医療技術専門学校 学校関係者評価委員 １6名 

3．議   題：１）令和 3年度に定めた重点項目及びその実績報告について  

２）令和 3年度 自己評価結果について 

３）その他 

 

 

Ⅱ．評価結果 

 

項目番号 評価項目名称 評価点(平均) 

1 教育理念・目標 3.5 

2 学校運営 3.9 

3 教育活動 3.7 

4 学習成果 2.9 

5 学生支援 3.7 

6 教育環境 3.6 

7 学生の受け入れ募集 3.4 

8 財   務 3.3 

9 法令等の遵守 3.8 

10 社会貢献・地域貢献 3.3 

11 国際交流 3.1 
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Ⅲ．評価意見 

 

１．教育理念・目標 

・評価委員会に初めて参加し，組織全体で教育の成果，課題がよく整理されていると感じました．できれば

資料を事前配布していただくと活発な意見交換ができるのではと感じました． 

・保護者への周知徹底が課題である． 

・教育理念を大事にしながら取り組んでいると思いました．また，コロナで十分に補えない部分は VR作成な

ども行い，工夫されていると思いました．理念については，まずは学生にしっかり意識を持ってもらうようにし

てみてはどうでしょうか．定期的に周知していくことが大事な気がします． 

・学校ホームページ等での教育理念・目標が依然と比べて確認しやすく改善されていると感じる． 

・高度専門士を取得することができるカリキュラムは特筆すべきものがあると思います．その根幹となり，拠り

所となる理念を今後も大切にしていただけますと有難いです． 

・確認手段・評価手段を検討する必要あり． 

・理念・目的・育成人材については，教育理念，３つのポリシーにおいて明確に定められています．「人生

100年時代」について，医療人がなすべき役割が分かりやすく表記されています．また，教育理念につい

ては，学校 HP，パンフレットにも記載されており，学校が目指す方向性が分かりやすいが，保護者や関係

各所へいかに周知させるかについての工夫が必要であると考えます． 

・4年課程の特色を活かした理念・目標となっていると考えます． 

・専門学校としての理念などしっかりしており，学生も安心して通へ，保護者の期待も大きいものと感じる． 

・教育理念に基づいた人材育成に努めており，先端技術への取り組みも工夫されている． 

・社会に通じる優秀な人材育成，そのためには結果を残すこと（国試合格）．国試突破のためには優秀な卒

業生を．優秀な卒業生を出すためには留年・退学を少なくし，充実した学園生活を送ること． 

・「人生 100年時代」を見据えた医療人材の育成など，将来への構想をしっかり検討されている． 

 

 

 

２．学校運営 

・ネットワークの不安定さはあるものの遠隔講義などの工夫がみられ成果があった． 

・卒業生からの意見は大事だと思います．同窓会体制を整備され，コロナ禍後スムーズに開催できることを

期待します． 

・規定等は整理されている様ですが，全国的に教員の時間外労働が問題になっています．実態が規定に

沿ったものになっているのか点検も重要と考える． 

・適切に学校運営がなされていると思います． 

・コロナ禍により教育現場は大きく様変わりしていますが，授業方法の工夫や，学内外のコミュニケーション

ツールについてレベルアップしているように感じます．10の委員会設置につきまして，委員会によっては活

動内容のバラツキや活動頻度も変わってくると思われます．せっかく設置された委員会であるので活発で

継続的な活動に期待したいと思います． 

・業務効率化に積極的である． 

・幅広い学校評価委員会等のメンバーにより，地域社会に対する社会的責任は十分果たされていると考え

る． 

・収まらぬコロナ禍を見据えて感染対策，リモートシステム等を強化，充実させ安全安心を維持することが

大事だと思います． 

・ネットワーク環境がさらに整うことで，遠隔授業など学生への支援がさらに充実すると思います． 
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３．教育活動 

・鹿児島県人材確保計画で看護教員の高齢化に伴う教員確保が課題となっていますが，今後の教員確保

の見通しなど如何でしょうか． 

・外部との意見交換を行いながら行われている． 

・教育課程編成委員会での説明も含めて，常に新しいことを取り入れて改善に努めていると感じる． 

・授業評価の実施・評価体制があることは，講義の質を高める意味でも大変意義のあることだと思います． 

・全講師への授業アンケートを再検討中であること．カリキュラムの編成に対し，再検討中であること．国家

試験の合格率向上を図ることが必要． 

・学内講師の意見だけでなく，教育課程編成委員会，実習指導者会議，講師会議等により教育方針や内

容について広く協議・検討されています．また，令和 4年度より導入される VR活動について体験させてい

ただきましたが，リアルで臨場感ある教育ツールになると感じました． 

・時代を生き抜くキャリア教育を圧記していくことを考えます． 

・高度専門士・専門士としての学習ができる事，人材として卒業生に期待が持てます． 

・国家試験の合格向上に向けて，全職員一丸となって取り組まれ実績を上げている． 

・国家試験全員合格を目標に，指導体制もすばらしい．しかし，合格率が下降している学科もある為，1年

次からの取り組みをさらに強化して頂きたい． 

・最大の目標である国家試験合格．先生方には負担がかかるかもしれませんが卒業生の再受験への指導

も手厚くお願いいたします． 

・職業教育の視点がカリキュラムに位置付けられているのは大変素晴らしいと思います． 

 

 

４．学習成果 

・退学者の増加に対して，成績不振の学生への対応方針等や個別支援等どのように行われているのか伺

いたいです． 
・退学者・留年者が一定数みられる． 
・低学年の対面対応などの努力に期待したい． 
・同窓会に関しては，所在が分かっている少人数から始めてはどうでしょうか．毎年，実施することでつなが
りが出来てくるかと思います． 
・入学してきた学生に対する取り組みは十分に行われていると感じるが，学生の質の低下，Motivationの低
下が課題と考える． 
・質の良い学生を入学させる取り組みが重要と考える． 
・学校運営に関連するため，様々な意見があるとは思いますが，退学等は評価に含めなくても良いのでは
ないでしょうか？ 
・退学者の増加，目的を見失う学生がいるため，学生サポートの充実を図る必要がある． 
・今回の報告で一番気になったのは国家試験合格率の低下です．令和 3年度の全国平均合格率に対
し，総数では 5％程度上回っていますが，作業療法学科，診療放射線技術学科はかなりの低率であった
のが気になるところです．志願理由の上位に「国家資格取得」があることから改善を希望したいと思いま
す．ただし，その反面，就職率 100％は学生・保護者にとって安心要素だと思います． 
・卒業生の社会的評価について，フィードバックがない． 
・今後も原田カンファレンスのバックアップをよろしくお願い致します． 
・コロナ禍で大変な状態であるが，学生の学習活動について，よりよく把握され最善を尽くされている． 
・退学率の軽減に向けての取り組み．コロナ禍でオンライン授業の影響もあるが，学生自身の意欲低下が
大変心配である．常日頃からの声掛け，友人関係等，そして保護者との連携も必要ではないかと思う． 
・診療放射線技術学科の退学者が多い．特に１～２年生，せっかく先生方が苦労と工夫を重ねて確保した
学生なので，最小限に抑えたい．コロナ禍でのメンタル面も危惧するが，学力低下は入学試験等の段階で
厳しい判定が必要では？ 
・令和 3年度の就職率 100％はすごいです．退学者が昨年度より増加したのは気になりますが，メンタル
面のケアを含めた対策をとられているのは良いと思います． 
・コロナ禍での学業精神面のサポートが十分ではなかったのでは． 
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５．学生支援 

・学生へのメンタル面への支援が充実している． 

・卒業生への支援・コミュニケーションが行われている． 
・健康チェック表の入力や webポータルの活用などは，社会人になってからも継続される事なので，習慣
化できるように指導を継続して頂きたいです． 
・特にキャリアセンターの運営は他校にはない強みになっていると思われる．ただ，卒業生がキャリアセンタ
ーを有効に活用できていないように感じる． 
・学生支援は十分になされているように思います． 
・サークル活動の見直し． 
・社会人ニーズを踏まえた教育環境整備を図る必要がある． 
・学生の充足率が低下している中，教育委員会からの報告に「退学・休学者の増加」がありますが，そこに
至るまでの過程で更に手厚い対応も必要だと考えます．（無断欠席者や成績低下者など）．卒業生への
支援体制についても転職相談 38件や，学会会場としての校舎開放など，卒業生に対しての対応はあり
がたいことだと思われます． 

・適切である． 

・今後も原田カンファレンスのバックアップをよろしくお願い致します． 
・学生自身はもちろんであるが，保護者との連携を密にされ，一人一人の学生にしっかり目を向けられてい
る． 
・学生相談に関する体制で，スクールカウンセリングを実施しているが，相談できる学生はよいが，そうでな
い学生が数多くいると思う．学業，人間関係，アルバイト，悩みは様々である．ちょっとした学生の変化，態
度などが気になれば早めの対応が必要である． 
・キャリアセンターの存在は頼もしい．卒業生（全員ではなく）の追跡調査のようなものを実施してみると思わ
ぬ発見をするかもしれない．（社会人としての感想・本音） 
・Webポータルサービスは学生だけでなく保護者にとってもかなり良いと思います．保護者への周知など課
題もありますが，活用の促進を図ってほしいと思います． 

 

６．教育環境 

・建物の老朽化で補修予算の確保が難しい． 

・床シートの張替え等の保守は行われている． 

・災害時の備品に関しては整備されているようですが，火災や地震などの災害時マニュアル等があるのか

気になりました． 

・定期的に訪問させていただいているが，備品等の老朽化が進んでいるように感じる．また，清掃等で改善

できそうな点もあるので，清掃業者等の活用も検討課題と考える． 

・遠隔講義，文献検索サービスと十分な教育環境が整えられていると感じています． 

・清潔な環境である． 

・校舎の老朽化への対応が必要． 

・校舎のバリアフリー化や床シートの張替えなど，学生が気持ちよく学べる環境整備がなされていると思いま

す．コロナ禍で病院・施設等の実習生受け入れが難しくなっている中，実習先が確保できているのは学生

の実習に臨む態度や，学校の支援の成果だと思います． 

・適切である． 

・さまざまな入学志願者に対応している事がとても素晴らしいと感じました． 

・防災対策に関しても考えてあり，学生も理解していれば安心できると思った． 

・環境的には申し分ないと思うが，自然災害等の発生などに対する対策などをもう少し考慮すべきと感じ

る． 

・臨床実習に関して大変先生方の対応が素晴らしい． 

・学生の悩みなど心に寄り添い，学生たちは心強いと思う． 

・コロナ禍で受け入れが難しい中，学校全体で頑張って下さっていることが大変よくわかる． 

・議案に上がらなければ校舎の老朽化は気付きませんでした．災害時に影響を受ける箇所を優先にお願い

します． 

・先端技術利活用実証研究に取り組まれるなど，常に新しいことにチャレンジされていると感じました．VRで

の実習は本当に驚かされました． 
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７．学生の受け入れ募集 

・SNSやオンラインを用いた募集が行われているものの出願者が伸び悩んでいる． 

・ホームページの情報は特に大事だと思います．最新の情報が閲覧できる仕組みを検討していただきたい

と思います． 

・学生募集についてはオープンキャンパスの積極的な開催など十分に行われていると考える． 

・ホームページも見易く，パンフレットの内容も知りたい情報が記載されている． 

・どのような減免制度が実現可能かを含めて検討が必要．（4年制の為） 

・パンフレット，学生募集要項共に見やすくわかりやすい構成だと思います．特に募集要項の最初に記載さ

れている「保護者の皆様へ」Q&Aから各貢への案内は親切だと思います．学生充足率について，介護福

祉学科の充足率の低さは全国的な傾向であると思われますが，作業療法学科や言語聴覚療法学科に

ついては 4年制がネックだと思われます．鹿児島の専門学校で唯一の「高度専門士」をもっとアピールさ

れると良いかと思います． 

・学納金について学生負担を増減した際のシュミレーションにてライバル校と比較できないか． 

・高校生のみでなく，中学生から説明をして興味を持ってもらうことは大切だと思った． 

・機会あるごとにオープンキャンパスなど催され，入学しやすい環境づくりに努力されている． 

・学校のパンフレット等，オープンキャンパス，進路相談会など様々な取り組みをされている．しかし，今現

在も普通科などの高校では，専門学校に対する関心が薄い．高校生へのアプローチはもちろん，中学生

からの意識を図り，医療へのすばらしさをアピールして頂きたい． 

・令和 3年度資料によれば全学科で定員割れ．充足率 50％台，50％以下も目立つ．オープンキャンパ

スや学園パンフなどは充実していると思うが，学費や環境面では保護者の心を掴むことも重要． 

・学生募集活動は充実していると感じています．高校としてもありがたいです． 

 

８．財務 

・他の私学の平均と比べると妥当である． 

・学生の確保に関しては，広報も大事だが卒業生へのアプローチも大事な気がします．難しいとは思います

が，卒業生に学校の近況などの新聞を配布し，母校を意識してもらう活動も必要な気がします． 

・入学生の増加，定員割れ防止による収入の安定化が重要と考える． 

・学生数の増加は中々望みにくいことが推察される． 

・充実した設備や人材を活かして収益を得る仕組み作り望まれるのでは？ 

・入学生の定員確保の課題がある． 

・財務情報については学園の HPにも公開されており，適正な運営がなされていると思います．しかし学生

の充足率低下により収入も減少しており，より厳密な予算確保と経費運営が必要だと考えます． 

・中・長期の見通しデータを拝見したい． 

・学生充足率の低下は大きな課題．少子化問題は原田学園に限ったものではない．定員数の見直しも必

要では？ 

・会計監査報告書や財務情報がホームページに掲載され可視化が図られています． 

 

 

９．法令等の遵守  

・正しく運用されている． 

・今回の資料や説明から，法令等は遵守され，適切に運営されている． 

・法令等の遵守は適切になされていると思います． 

・個人情報保護対策やセキュリティーポリシーなどがしっかり策定され，定期的な自己評価や外部評価の

機会も適切に保たれていると思います． 

・適切である． 

・個人情報の管理など大変厳しい時代であり，学生の評価などご苦労されていると思う． 

・Sky Seaによる情報セキュリティー強化，維持に期待． 

・自己評価結果がホームページ等で公表され可視化が図られています． 
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10．社会貢献・地域貢献 

・教育課程編成委員会（看護学科）で報告された地域・在宅看護論Ⅰのフィールドワークが定着されること

は，社会貢献・地域貢献につながると感じました． 

・コロナ禍の影響を受けつつも可能な範囲で行っている． 

・令和 3年度は，ボランティア活動はほとんどない状況だったが，令和 4年度は状況に応じて増えてくるか

と思います．学生には地域貢献を通じて学びを深めてもらいたいと思います． 

・コロナ禍で活動が制限される中でも，可及的に取り組まれていたと考える． 

・コロナ禍のため難しい所もあるとは思うが，社会・地域貢献を通して社会性を育むことも一考かと考えます． 

・コロナ禍であったが，可能な限り取り組んでいた． 

・地域貢献への取り組みが必要． 

・コロナ禍において学外活動は中々難しい状況下でありながら，公開講座開催や職能団体からの要請によ

る講座開催など，可能な限り協力されていると思います．欲を言えば，グループが様々な社会貢献活動を

行っていることの周知，地域への協力体制のアピールなど，より積極的に地域・社会と関わっていただきた

いと思います． 

・適切である． 

・地域に対する貢献度はかなり高い評価ができる． 

・今後とも出前講座など積極的に願いたい． 

・学校全体の努力により，学生の登下校が良くなった． 

・以前（学校の）立地条件が悪いのでは，という話があったが，その分地域貢献度は他校に比し高いと思い

ます． 

・新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け，制限もある中で，可能な限り取り組まれていると思います． 

 

 

 

11．国際交流 

  ・外国の情勢が不安定になってきており，戦略を立てづらい状況にある． 

・コロナ禍であっても可能な活動や，準備を適切に進められていると考える． 

・留学生の受け入れ以外でも行える活動がありそうですが…． 

・既に日本で就労されている方に対する指導など（ボランティア）． 

・留学生の派遣については検討が必要． 

・継続的留学生の受け入れについて，鹿児島県との連携や中国の留学制度提携など前向きに取り組んで

おられますが，コロナ禍や昨今の国際情勢不安定などにより難しいところだと思います．しかし，高齢者施

設等では多くの外国人労働者が働いていることから，継続した活動をお願いしたいと思います． 

・学生に対して国際交流が行える入り口を用意できないか． 

・コロナ禍で大変な現状の中で受け入れ体制など十分配慮されている． 

・少し趣旨から外れますが，卒業して勤務すると，少なからず外国人と接する機会が多くなる．特に外国語

での会話は業務を円滑にし，職員内でも頼れる存在になるでしょう． 

・留学生の受け入れ体制は整備が進められており大変良いと思います．留学生と在校生との交流も進めて

いただければと思います． 

 

以上 


