
2021 年度（令和 3 年度） 学校評価報告書 
重点目標：新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、学生へ不利益な状況が生じないよう教育活動の円滑な実施 

神奈川県立よこはま看護専門学校 
 

項目 今年度実施した内容 重点目標の 
達成状況 学校内評価 評価委員会の 

学校評価 
次年度に向けた 
課題と改善方策 

次年度 
重点目標
（案） 

１ 
感
染
対
策 

１．学生の健康管

理および促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．学生のメンタル

サポート 

 

 

 

 

 

 

 

3．予防接種の動向

を見ながら計画

的に接種できる

ようサポート 

１．学生の健康管理および促進 
①教員による学生への健康チェック実施 

症状がある場合、速やかに受診・検査を

促し出席停止の対応をとった。 
② PCR 検査実施・結果の把握 
③ 感染予防行動をとるための支援 

1）健康チェック表・行動記録記載 
2）新入生対象オリエンテーション実施 
3）学習会開催 7 月 26 日・30 日 

「新型コロナウイルス感染症・予防の基礎

知識」（外部講師) 

 全学生・教職員対象 
2．登校時の健康チェック時に教員側から

学生に声掛けを行い、メンタルサポート

に努めた。7 月 1 日、3年生を対象に「ス

トレス状況やリアリティーショックと

の向き合い方・セルフケア方法につい

て」というテーマで、本校のスクールカ

ウンセラーの講演を実施した。 

 

3．学生の新型コロナウイルスワクチン接

種の支援（1.2 回目接種）6～8 月 

3 年生：けいゆう病院、国際親善総合病院、

海老名総合病院に協力を得て実施 

1.2 年生：がんセンターと連携し、未接種

の学生への接種を本校で実施。 

＊3 回目のワクチンについては、医療従事

者枠での勧奨接種を促している。 

感染の流行状況に合わ

せた健康チェックの実

施、オーバートリアー

ジ、予防接種の推進を行

い、感染拡大防止に努め

た。 
学内におけるクラスタ

ーは発生していないこと

で、学内での教育活動の継

続につなげることができ

た。 
  

１．11 月中旬以降、教員による学生

への健康チェックは学生の 2 回目

のワクチン接種率 93.5％となり、

市中の感染数も減少したため毎日

のチェックは中止し、学生の自己

管理と定期点検に変更した。 
しかし、1 月からのオミクロン

株による感染拡大があり、本校に

おいても PCR 実施件数、陽性者

の増加がみられた。 
（1 月 11 名、2 月 10 名） 
陽性や濃厚接触が疑われる場合

には随時健康チェックを実施し、

オーバートリアージを行うこと

で、学内でのクラスター発生はな

かった。トリアージの方法や、対

応がケースによって異なることが

あったため、陽性疑い者への対応

マニュアルの見直しを実施し、次

年度に臨む必要がある。 
 

２．感染の流行が長期化し、制限 
のある学校生活が継続する中 
で、メンタルヘルスへの影響も 
否めない。スクールカウンセリ 
ングの積極的な活用を勧めてい 
る。 

 

・感染防止のための継続的な種々

の努力の結果として、学内におけ

るクラスター発生を防げたことは

大いに評価される。 
・院外講師やスクールカウンセラ

ーによる学習会について、学生が

科学的根拠に基づく正しい知識を

理解し、自ら適切に予防できる態

勢づくりを行ったことで、学生の

不安を軽減でき、前に進む力につ

ながると評価できる。 
・外部施設との連携により、早期

にワクチン接種体制が作れたこと

は、感染リスクを抑える上で効果

があったと評価できる。 
 
・授業中に正しくマスクを着用し

ていない学生が見受けられた。 
・陽性で欠席した学生への学習サ

ポート体制はどのようになってい

るのか。学びの遅れがその後の学

習意欲の低下につながらないよ

う、丁寧な対応が必要である。 
 
 

１．感染状況に合わせた

対応方法について、具

体的にマニュアル化

し、学生とも共有しな

がら対応していく 
 
２．看護学生として自覚

し、健康管理にとどま

らず、家族も含めた感

染予防行動が取れるよ

うに、指導、支援を行

っていく必要がある。 

感染の流行状

況に合わせ、

適切な感染予

防と対応を、

外部施設とも

連携を取りな

が ら 取 り 組

む。 

 
 
 
 



 
項目 今年度実施した内容 重点目標の 

達成状況 学校内評価 評価委員会の 
学校評価 

次年度に向けた 
課題と改善方策 

次年度 
重点目標
（案） 

１ 
感
染
対
策 

    ・スクールカウンセラーによるメ

ンタルサポートは有効であり、継

続してほしい。 
・登校時の健康チェックでの学生

への声かけ、スクールカウンセリ

ングの積極的な活用は早期に学生

の異変に対応するために今後も重

要である。 
・マニュアル化と学生との共有は

ぜひ進めてほしい。 
 
・当院としても、感染予防対策に

ついては、状況に合わせ柔軟な対

応を行ったが、今後更に形を変え

た柔軟な対応の必要があると感じ

た。 
・特にオーバートリアージについ

ては、学生に関する情報の共有を

図る中で、お互いに自然に認識を

共有でき、温度差なく対応できて

いると感じた。 
 
〇健康チェックは効率的なやり方

を工夫し、継続的に取り組んでほ

しい。 
〇非常勤講師に対しても感染時の

対応指針を示してほしい。 
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２ 講
義 

１．対面での授業を主軸と

した講義・演習時の感染拡

大防止対策のもと安全な

実施 
 
 
２．遠隔授業実施時の外部

講師との調整・連携及び確

実な課題提出 
 
 
 
 
 
 
 
３．定期試験及び成績管理

の確実かつ安全な運用 
 
 
 
 
４．新学校支援システムの

円滑な導入及び安全な運

用 
 
 
 

１．対面授業・行事等 
〇空き教室を複数使用し、ワーク時

はフェイスシールド装着。 
〇感染拡大期 昼食を挟まず午前・

午後で授業・定期試験実施。 
〇行事の中止 ７月学校祭 ３月特

別講義 
２．遠隔授業実施の実際 
〇前期 ５・６月１年次基礎分野を

主に、９月１・２年次に基礎・専

門基礎分野・看護学を導入。 
〇後期 １月２年次看護学中心、２

月１年次専門基礎・看護学、２年

次看護学中心に導入。 
〇外部講師の協力を得、速やかに対

面授業から遠隔授業に置換。 
〇教務・教務事務、遠隔委員で課題

配布・YouTube 掲載・メールアン

ケート・出欠管理・課題提出後の

講師への送付等実施。 
３．成績 
〇前期・後期 各年次に成績 75 点未

満が数名いるが、学年平均は全学

年 80 点以上到達。 
〇再試者は昨年度比で、1 年次は低

減、2 年次は増加。 
４．新学校支援システム導入（学

籍・成績管理） 
〇システム導入では管理課・看護

科：教務調整・業者と密に連絡を

とり打ち合わせを重ね、担当者間

で確認を行い慎重に準備した。  
〇次年度から時間割を当該システム

に入力、カリキュラム及び出欠管

理を行う予定。 

 
・遠隔授業の割合 
（目標 20％以内） 
５月～２月 
1 年次 基礎 7 科目 25.1％、

専門基礎６科目 10.7％、 
専門５科目 5.6％。 

＜全体で 12.5％＞ 
 

2 年次 基礎２科目 22.7％。

専門基礎３科目 7.1％、 
専門７科目 7.5％。 

＜全体で 8.8％＞ 
 

・遠隔授業課題提出状況 
２/３以上 100％確保 

・遠隔授業理解度平均 
 ４段階尺度 

前期１年次 3.29 
２年次 3.07 

・授業評価 
  
 
・成績 
75 点未満 

前期 各年次１～４名 
 後期 １・２年次  

３～４名 
学年平均 
 前期 各年次 80 点以上 
 後期 各年次 80 点以上 
 
・再試験 
1 年次 前期５科目  
    後期 12 科目 
2 年次 前期４科目 
    後期８科目 
3 年次 前期１科目 

後期１科目 
 

 
   

１．教室・実習室の換気の徹底・ワー

クの工夫・モデル人形活用、動画視

聴等で密にならない環境調整に注

力した。集団感染もなかった。 
２．感染急拡大の際には、各講師の協

力を得て迅速に遠隔授業へ切替え、

時間割の変更を行い、学びの継続と

登校者数の削減を図ることができ

た。 
遠隔授業の理解度は昨年度と大

きな変化はなく、概ね理解できてい

たといえる。学生の学習進捗に合わ

せた遠隔課題内容とすることがで

きた。 
３．再試者が一定数おり学力の底上

げが必要。今後も学力維持向上を

目指し講師・担任等との連携強化

を図る。 
４．新システムへの円滑なデータ移行

が容易ではなかったが、入力様式を

整え、担当者間で確認し移行作業を

行うことができた。 

・対面授業と遠隔授業を組み合わせて、

感染状況に応じた教育体制を確保できた

ことはよかった。 

・遠隔授業であっても学業の理解度が低

下していないことは評価できる。 

 

・遠隔授業に関して、課題の提示・提出

で行ったが、Web を利用した双方向の遠

隔授業を検討してもよいのではないか。 

・１〜２月に「課題レポート提出」の形

式を経験したが、全体のまとめの時期に

お互いのコミュニケーションが充分には

取れない情況があり、学生の学習、理解

が効率的に進んだかについては問題を残

した。 

・４〜５月頃、今年度から導入した電子

教科書の配布が間に合わず不便を来たし

た。 

 

・今後も引き続き、感染状況を予測した

時間割の再設定や講師との調整を実施す

る。 

 

・２年次の再試者の増加について、遠隔

授業科目と再試科目の関係性に関する言

及はできないが、前年度再試が多かった

回生であることの関与も考えられる。 

 

・臨床で指導を行うスタッフに学生の学

習環境を伝え、短期間でも実りある臨地

実習のため、情報共有をより強化してい

きたい。新採用者を迎え入れる際にも、

効果的な人材教育に繋げられる。 

・オンラインは、反応が掴みにくい部分

もあるが、逆に“聴く”事の大切さを考

えられる場面でもある。感性を磨く、情

緒向上のチャンスでもあると再認識し

た。 

 

〇ＩＣＴ機器は医療現場で今後一層活用

が進んでいくため、学生のうちから慣れ

て柔軟な発想で使いこなせるように講義

の中などで工夫を図っていただきたい。 

 

１．感染拡大防止に関して

は、継続した取組が必要

であり、感染状況を予測

した時間割の再設定や講

師との調整を引き続き実

施する。 
 
２．対面授業の割合を 80％

以上保持しつつ、感染状

況により、弾力的に遠隔

授業を導入する。学習進

度を鑑み、学習効果が低

減しない課題設定の工夫

が必要。 
 
３．日々の学習状況を把握

するとともに、学生個々

の学力に合わせた学習支

援を担任とともに連携し

て実施する。 
 
４．新カリキュラムによる

授業の円滑な実施 
・ヒューマンケアリングを

主軸とした教育 
・臨床判断モデルを活用し

たシミュレーション教育 
・電子教材等 ICT の活用 
           等 

１．対面での授

業を主軸と

した講義・演

習時の感染

拡大防止対

策のもと安

全な実施を

行う。 
 
２．新・旧カリ

キュラムが

並行して円

滑に進めら

れるようカ

リキュラム

管理ととも

に、学力の維

持・向上に努

める。 
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３ 実
習 

１．感染状況に
応じた実習展
開や感染症対
策などを実習
施設と調整 

 
２．各施設の感

染症対策や体
調管理の徹底 

 
３．実習施設と

学生の学習状
況を共有し、
支援体制の連
携を強化 

 
４．ユニフィケ

ーション活動
の推進 

 
 
 
 

1．5 月～8 月の実習 
まん延防止措置期間により、実習施設の方
針（半日実習等）と調整しながら実施 
1)3 年次：各看護学実習 1～3 クール 
2)2 年次：成人看護学実習Ⅰ 
3)1 年次：基礎看護学実習Ⅰ-1 

   ※8/2 緊急事態宣言発令により基礎看
護学実習Ⅰ-2 は学内実習に変更 

2．9 月～12 月の実習 
 8/2～9/30 まで緊急事態宣言発令 

1)3 年次：各看護学実習 4～7 クール 
・4～5 クール 学内実習に変更  

  ・6～7 クール 実習施設と調整し、臨地
実習再開 

2)2 年次：老年看護学実習Ⅰ 
受入れ可能施設と調整しながら実施 

3．令和 4 年 1 月～2 月の実習 
 1/21～まん延防止措置期間により、施設の

方針と調整しながら実施 
1)2 年次：成人看護学実習Ⅱ 学内実習 
2)1 年次：基礎看護学実習Ⅱ 
  感染拡大状況により、実習期間を短縮 

   
【学内実習での取り組み】 
1)紙上事例での看護過程の展開 
 教育用電子カルテ Medi-EYE の導入 
2)シミュレーション・ロールプレイ 
3)視聴覚教材の活用 
4)ZOOM による学習状況の確認 
5)ナーシング・スキルの活用 
6)臨床との ZOOM カンファレンス（成人Ⅱ） 
 
【臨地実習に向けた調整】 
1)感染症対策・体調管理の徹底 

施設の感染症対策の周知・徹底 
2)実習期間・実習展開等の調整 
3)実習施設と学生の学習状況の共有と支援体 

制の連携強化  
4)同施設内の教員間の連携強化 
5)PCR 検査を受けた場合の対応等、再調整 

1．国や県の方針、実習施
設の方針や感染拡大状
況により、臨地実習や
学内実習を実施した。 

2．臨地実習および学内実
習により、予定してい
た実習は、滞りなく実
施することができた。 

 
 
1)臨地実習実施率 ※概算 

(1)3 年次：71.4％（57％）
（450 時間/630 時間） 
(2)2 年次：66.7％（0％） 
（180 時間/270 時間） 
(3)1 年次：77％（0％） 
（103 時間/135 時間） 

 
〈補習実習〉 
・基礎看護学実習Ⅱ：2 名 
・成人看護学実習Ⅱ：5 名 
 
2)感染症対策および体調

管理の徹底により、臨地
実習および学内実習に
おいて、集団感染は発生
しなかった。しかし、実
習中に学生が感染した
事案が１例あった。 

 
 
 

1．できるだけ臨地で実習ができる
よう施設と調整を行い、前年度よ
り臨地実習率が各学年ともに上
昇した。3 年次の臨地に出て課題
が明確になった学生もいたが、ほ
とんどの学生が各実習目標に到
達した。 

2．学内実習では、より臨地の場に近
づくようシミュレーションや視
聴覚教材等を活用した。後期に教
育用電子カルテの導入により、
日々、変化する対象への看護をタ
イムリーに考える視点が広がっ
た。 

3.ZOOM カンファレンス 
で実際の看護師と意見交換できた
ことは、看護の視点が広がり、学生
にとってとても貴重な経験となっ
た。 

4．特に 1・2 年生は対象との関わり
が少なく、コミュケーションや関
係性の構築について今後も支援
が必要である。  

5．看護実践の機会が少なく、対象と
直接関わる移動や食事介助等の
技術経験が少ない状況であった。 

6．医療者あるいはチームの一員と
しての態度・行動するまでには至
らず、今後も継続した支援が必要
である。 

・臨地実習率の上昇や ZOOM カンファ
レンスの実施等で学生に実習機会を確
保できた点は、大いに評価できる。 
・zoom カンファレンスという新たな試
みは、学生・指導者双方にとって有意
義だった。 
・少しでも臨床現場を体験することが
重要であり、今後も学校と連携を保っ
ていきたい。 
 
・接触しない、大きな声を出さないで
も伝わるコミュニケーションの取り方
や、情報・意思の伝え方などを学生自
ら考えていくことで、コミュニケーシ
ョン力・主体的な関係づくりができる
ようになるのではないか。 
 
・体験、体感の機会が限られる中、Ｉ
Ｔ活用を双方で検討できるとよい。例
えば、モデル人形を使い Ns が実際にケ
アする様子を映して共有した後にカン
ファレンスをする等。 
・今後感染拡大時でも、適切な防護具
（N95 等）を使う、指導者が学校（カ
ンファレンス等）に出張するなどによ
り継続していけると思った。 
 
〇臨地実習環境の制約が当面続くこと
を前提に、学生の心が動き何かを感じ
取れる指導を目指していただきたい。 

 施設と調整や連携を強
化し、以下の点について
支援する。 
1．安全な実習に向け、学

校としての実習におけ
る感染対策を明確にす
る。 

2．実習施設と連携し、レ
ディネスに応じた、段
階的な実習展開・支援 
1)感染対策を徹底し、
対象や医療者との円
滑なコミュケーショ
ンの実施 

2)段階的な看護実践能
力の向上（ロールモ
デルである看護師の
援助の場面を見せ
る・看護師の考えを
語ってもらう→対象
に応じた援助の計画
立案→看護師・教員
と共に援助を実施） 

※技術の経験を逃さな
い  

3)医療者、またはチー
ムの一員としての態
度の習得 

4)刻々と変化する臨地
での、成長に向けた
自己の課題への取り
組み 

5)学習の動機付け 
3. 効果的な実習に向けた

ICT の活用と工夫（学
内実習） 
1）臨床への協力依頼 
・カンファレンス参加 
 依頼 

 ・看護師の経験を語っ 
  てもらう。 
  ・受持ち患者とのコミ 
  ュニケーション等 

2）新たな教材の開拓 
・看護教育用 VR 教材 

1．学生及
び教員が、
感染症対策
や体調管理
を徹底し、
安全に実習
が実施でき
るようにす
る。 
 
2．感染状
況に応じ、
実習展開や
感染症対策
などを実習
施設と調整
しながらす
すめる。 
 
3．実習施
設と今年度
の学習状況
を共有し、
支援体制の
連携を図
る。 
 

 
 
 



2021 年度（令和 3 年度） 学校評価報告書 
重点目標：新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、学生へ不利益な状況が生じないよう教育活動の円滑な実施 

神奈川県立よこはま看護専門学校 
 

項目 今年度実施した内容 重点目標の 
達成状況 学校内評価 評価委員会の 

学校評価 
次年度に向けた 
課題と改善方策 

次年度 
重点目標
（案） 

４ 
学
生
支
援 

学
年 

1．学生支援 
2．保護者との
連携 
3．奨学金、学

生支援緊急
給付金など
のきめ細か
な申請支援 

1．①面談・カウンセリング（スクール
カウンセラーによる情報発信や教員
からの声掛けにより利用しやすさの
向上）・健康チェック等を通じた学生
支援。②担任を中心とした学生の状
況把握と全体での共有。1年次は学力
の基礎力のテストと学習継続にむけ
たアンケートを前期と後期に行い、
面接結果と合わせ、学生支援に活用
した。 

2．必要時個別に保護者との面談や電話
でのやり取りを行い、感染拡大時等
学校の方針や考えをタイムリー（さ
くら連絡網等の活用）に情報発信。 

3．適切・機動的な情報発信をおこない、
各種修学・奨学金制度の説明会実施
と適宜の相談対応を行った。 

 
・退学者数 

1 年次 3 名 
2 年次 3 名 
3 年次 3 名 
 

・休学者数 
3 年次 2 名 

 

 タイムリーな情報発信と適宜対面で
の面談等を実施し、学生の表情変化や
不安の表出に対応することができた。
 退学者数が昨年度より増加してお
り、3年次が 3名と多かった。2 年次
臨地実習が全て学内となり、自らの課
題に向き合う機会を失してしまったこ
とによるものが大きいと考えられる。
 保護者に対してもタイムリーに情報
発信を行うことができた。 

・ICT を活用し、適宜、学生、保護者
への情報提供が行われている。 
・学生の状況にあわせたきめ細かな対
応で大変評価できる。 
 
・授業中に居眠りをする学生が目立つ
クラスがあるなど、学生のモチベーシ
ョンの低さが気になった。外部講師と
教務の連携を密にすることが必要と感
じた。 
・一部にごく基本的な知識が欠如して
いる学生がおり、学習面での更なる支
援が必要である。 
 
・正常とは言えない学校生活の中、退
学者の増加は残念であり、看護職への
モチベーションの低下をいかに食い止
めるかは今後の課題である。 
・退学者増加の原因として 2 年時に学
内実習のみだったことがあげられてい
るが、日々の学びの中でも「自らの課
題に向き合う機会」を作ることができ
るとよい。 
・感染症による欠席等から学習が遅れ
学習意欲が低下して、学生が孤立し取
り残されないよう、より丁寧な個別学
習サポートが必要であると考える。 
・更に期待することとしては、専門職
に就くという姿勢、倫理観の育成への
アプローチ方法について、基礎教育と
臨地との共有が課題になる。 
 
〇学びに対するモチベーションをいか
に高めるかを、次年度は検討していた
だきたい。 

1) 引き続き丁寧な学校
運営方針の発信、説
明を行い、学生、保
護者との信頼関係
を保持する。 

2) 今後も必要と思われ
る学生にはスクー
ルカウンセリング
や面接など実施す
る。 

3) 健康管理や経済的に
困難を抱える学生
が更に増加すると
予想されるため、奨
学金などの活用な
ど引き続き対策を
図る。 

〇学びに対す
るモチベーシ
ョンをいかに
高めるかを意
識して学校運
営を行ってい
く。 
 
可能な限り対
面でコミュニ
ケーションを
とり、学生状
況を把握し、
早期に対応す
る。 
 
 

国
家
試
験 

1．国家試験ガ
イダンス 
（各学年） 
2．模擬試験実
施 
3．冬季・補講、
講座の開催 

1．オンデマンドも取り入れながら各学
年実施 

2．1 年：11 月・3 月。2 年：9 月・3
月。3 年は予定回数実施。 

3．①学習習慣の獲得と学習方法につい
て指導。 
②感染状況に合わせた国家試験講座
を開催。 
③Zoom の活用による学習意欲の喚
起と精神的サポートの実施。 
④メンタルトレーニングの実施 

国家試験受験者全員合格 
（合格率 100％） 

 各学年、感染状況に合わせ、オンデ
マンド等も取り入れながら国家試験に
向けての意識付けや準備を行うことが
でき、1・2 年は日々の学習意欲の向
上にもつなげることができた。3 年は
国家試験合格に向けてのサポートとな
り、成績の上昇につなげることができ
た。 

・感染状況に対応し、ICT を効果的に
活用した学習・国家試験サポートが実
施されている。 

1) 低学年から、学習習
慣を身に着ける。 

2) 領域、領域全体で国
家試験に取り組み
必修対策を行って
いく。 

 



 
項目 今年度実施した内容 重点目標の 

達成状況 学校内評価 評価委員会の 
学校評価 

次年度に向けた 
課題と改善方策 

次年度 
重点目標
（案） 

４ 
学
生
支
援 

就
職
支
援 

1．就職ガイダ
ンス 
（各学年） 
2．担任との連

携により個
別支援を行
うことでミ
スマッチを
低減 

3．職業継続の
ための支援 

1．各学年の就職ガイダンスに加え、社
会人向けガイダンスを実施した。 

2．①就職相談、模擬面接の実施。リモ
ートによる面接対策の実施。社会人
や必要な学生に対しては面接後の振
り返り等も実施。 

 ②卒業前に早期離職を防止し、職業
継続を支援していくために日本看護
協会ナースセンターによる「キャリ
ア支援講座」を 3 月に実施した。 

3．卒業生の集いの実施 
 

 
45 回生 
県内就職率 100％達成 
卒業 96 名 
就職 93 名（96.8％） 
進学 3 名（3％） 
 
 

 今年度は就職試験の変更はなかった
ため混乱はなく試験に向かうことがで
きた。 
 対面での病院説明会やインターンシ
ップが軒並み中止となる中で、就職活
動を行う学生には就職先の選定に影響
が出たと考えられる。次年度もこの影
響を予測して支援を行う必要がある。

・卒業前に離職予防の教育をしている
のは心強い取組みである。 
・ICT を活用した、ロールモデルとな
る卒業生との交流会なども有用であ
る。 
・情報不足で就職試験に臨んでいる学
生が少なくないのではないか懸念され
る。看護師を志した初心を明確にして
相手に伝えられることが大切である。
意志力と学習習慣を持つ看護職員とし
て育つように、学習環境を提供した
い。 

臨地実習が学内に変
更となることで、自己
と向き合うこと、病院
を知る、看護師像を身
近でみることで将来の
自分の姿をイメージす
る機会が減っている。
自己分析の機会を設
け、看護のやりがい、楽
しさを伝えていくこと
で動機づけを強化して
いく。 

 

 
 


