
令和４年度 長野県須坂看護専門学校運営会議 議事録 

 

 

日 時：令和４年(2022 年)7 月 13 日(水) 午後２時から午後４時 

場 所：長野県須坂看護専門学校 視聴覚室 

出席者：２２名 

【外部委員】 

  浅 野 章 子（須坂市健康福祉部長） 

  松 本 あつ子（長野県看護協会会長） 

  寺 田   克（信州医療センター病院長） 

  滝 澤 裕 介（美須峯会（同窓会）会長） 

  水 橋 亜 子（こぶしの会（保護者会）会長） 

【オブザーバー】 

  小 林 由利子（長野県健康福祉部医師・看護人材確保対策課 企画幹兼看護係長） 

  宮 﨑  開 （長野県健康福祉部医師・看護人材確保対策課 看護係主事） 

【学校職員】 

  松 本 清 美 校長 以下 １５名 

 

内 容： 1 開会 

     2 あいさつ 

     3 自己紹介 

     4 会議事項 (1)当校の概況について 

            (2)令和３年度学校自己評価について 

           (3)教育課程（カリキュラムの改正）について 

           (4)その他 

     5 閉会 

 

 

・提出議題の「令和３年度学校自己評価報告書」については、全委員より承認された。 

・質問及び意見等に対する回答については別紙１のとおり。 

・学校評価保護者アンケート自由記載された要望及び回答については別紙２のとおり。 

 

 

 

 



質問及び意見等と回答要旨                        別紙１ 

区 分 質問及び意見       回 答 

本校の概要 人間総合大学の希望者の減少理由 コロナ禍とアルバイト禁止による経

済的な厳しさ 

令和３年度 

自己評価 
コロナ禍において実習の学生評価は高

く出ている。昨年、今年度の入職者は

現場に出てから差があると現場からの

声がある。実習に出ていないことから

現場でギャップを感じ１年目の離職者

も多い。学内実習が多く自己評価で自

分の能力が高いのは良いが高すぎるの

もいかがなものか。 

学内実習については教員が２年間の

経験、振り返りからコミュニケーシ

ョン力、リアル体験を状況設定し工

夫を入れた。学内実習ならではの看

護過程の思考力を強化し、対象把握

に自信が持てるように指導してい

る。ギャップがあるとの意見を取り

入れ、さらに工夫していきたい。 

本校は４年制のため学内実習もあっ

たが、３、４年生で実習を分けてい

るため、他校より影響が少なかっ

た。 

カウンセリングの必要な学生は具体的

にどのような内容か。 

１，２年生が多く、慣れない環境へ

の悩みや友人関係、実習不安 

4 年制の効果がみられる評価項目を作

成したらどうか。 

 

 

 

 

 

 

 

学校の中だけで評価指標をしてもそれ

ぞれの学校の特徴が見えてこない。 

全県の中で行ったものと自校を比べて

みてはどうか。 

 

４年制の卒業生として、実習での振り

返りをしっかり行い自己課題を明確に

して次の実習に行くことができたのは

良かった。 

４年制になり５年連続国家試 100％

合格は大きな指針。 

４年制の入卒状況が医療機関にとっ

てどうかを評価しなければいけない

と考えているが、実習病院等の看護

部長さんにお聞きしたが入職者の人

数も少なく、個人資質もあり、４年

制について現場での評価は難しい。 

 

日本看護協会のヒアリングの際にも

お願いしたが、４年制あるいは専門

学校の中でどうであるかも含めて検

討していただきたい。 

教育課程 少子化により母子については須坂市の

先進的な取り組みを新しい科目の地

域・社会学演習にも取り入れられない

か。 

地域・社会学演習の学生調査の際に

須坂市市役所、保健センターや福祉

で母子の話を聞けるよう調整してい

る。 

その他 須坂看護の先進的な教育を市民を含め

た外部に PR して欲しい。在校生だけ

でなく卒業生の声も届けてはどうか。 

４年間で勉強だけでなく、何をしてい

くかの動機付け・資質向上を期待す

る。 

 

市内中学校を含め看護の紹介、４年

制の学校を言葉で伝えることを大切

にしていきたい。 

新カリキュラムついては教務で検討

しながら進めていく。 



 



  令和 3 年度 学校評価保護者アンケート自由記載された要望及び回答  別紙２ 

 

〇 教育活動について 

 ・感謝の言葉の記載 4 件 

意見 現状 今後に向けて 

新型コロナ対策の一環とし

てリモート授業の活用をも

っとしてはどうか 

・講師の都合、学内での感染があ

った際に実施しています。 

・外部講師からは学生の反応を見

ながら授業ができる対面授業の希

望が多い状況です。 

・ICT の活用は今後の課題でも

あり、授業効果を検討する中で

オンラインを含めて活用を図っ

ていきたいと考えます。 

地域へのボランティア活動

を取り入れてほしい 

・コロナ禍でボランティア活動の

自粛が続いていましたが、感染対

策等検討して案内を開始しまし

た。 

・ボランティアの効果は認めて

いるため、感染状況、感染予防

対策を勘案しながら推進してい

きます。 

学内実習における教員の指

導のばらつきについて 

臨地実習がコロナ禍で学内となり

内容の変更を余儀なくされた実習

もいくつかありました。学内実習

の際は担当教員で指導の方向性、

内容について指導案を作成して実

践しています。事例の状況、領域

によっては違いが出てしまったこ

ともありますが、振り返りの会等

通じて学生は学内ならではの学び

を得ておりました。 

・今後も学内実習への変更が考

えられますので、更に実習内容

の検討を行い、実りある実習に

していくよう努力していきま

す。 

併修の学生へ細やかな指導

をして欲しい 

基本的には大学での学習スケジュ

ールは学生自身が主体的に管理、

実践しています。 

学生の主体性を尊重しつつ、大

学との連携は取れているので、

相談に対してはきめ細やかに対

応していきます。 

 

〇 学校運営について 

 ・コロナ禍での学校運営へのねぎらい 

意見 現状 今後に向けて 

学校からの連絡を早めに欲

しい 

必要時に学生を通じて実施してい

ます。 

早めの連絡を心がけていきま

す。 

信州医療センターと連携し

て、同センター内に学校を

移設して実習ができるよう

にならないか。 

付属の学校だった時期から、あり

方検討会を経て、県立の看護専門

学校となった経過がございます。

信州医療センターには実習、外部

講師等様々なご支援をいただいて

います。 

いただいたご意見は設置者へ伝

えてまいります。 

SHR、LHR が必要なのか。 当校は「学生一人ひとりの資質を発展させ、自主性、主体性をはぐ

くみ、豊かな人間性と幅広い視野を養う」という教育理念のもと、4

年制のメリットを生かし、学年目標を立てながら、クラスでのコミ

ュニケーション、集団の中での自己の役割の認識と他者への理解、

他者とのかかわりの中での役割遂行力等を身に着けてきておりま

す。クラスの時間、自治会活動等も大切な教育の一環ととらえてお

ります。 



〇 その他 

 ・4 年生の保護者からは 4 年間の教育へのお礼、感謝の言葉がたくさん寄せられていました。 

 ・ホームページのキャンパスライフを楽しみにご覧いただいているとのご意見もいただきました。 

 ・ 

 意見 現状 今後に向けて 

教室の環境を快適にして欲

しい。夏は暑く、冬は寒い 

ご意見のとおりです 改善に向けて設置者の県へ予算

面の要望は引き続き出していき

ますが、当面は衣類等での調整

をお願いします。 

フリーWIFI を授業で活用で

きるようにしてほしい。 

 

・授業におけるインターネットの

活用については、授業用のパソコ

ンによる検索、資料作成や外部講

師とのＺＯＯＭを用いた遠隔授業

等が挙げられます。 

・フリーWi-Fi については、授

業中に個人のデバイスを学校に

持ち込んで利用する「BYOD

（Bring Your Own Device）」等

の必要に応じて検討してまいり

ます。 

寮の WIFI 環境も悪い ・寮の Wi-Fi 環境については、今

年度に光ファイバーの敷設、通信

容量の増設を実施しました。 

・寮の Wi-Fi 環境については、

引き続き、環境改善に努めてま

いります。 

学生のアルバイトを許可し

てほしい 

学生心得において「アルバイトが

必要な場合は学業に支障をきたさ

ないように行う」としていまし

た。コロナ禍になり、学内で感染

者が出た場合は実習受入れ中止、

休校措置等による学習への影響等

考え、学生の学びの保証を第一と

し、コロナ禍で原則全面禁止とし

てきました。 

経済的に苦しいためにアルバイト

を実施したいという学生もおりま

す。 

運営会議において検討 

・長期休業中は可とする 

・許可制とはしない 

・アルバイト届は提出してもら

い、感染予防の状況は把握して

いく 

・経済的に大変な学生への対応 

実習病院（飯山等）が遠方

のため実習費が高額とな

る。学校からの補助など検

討していただきたい。 

学校から実習に掛かる経費の補助

はできません。学生間の偏りが出

ないような実習先の配慮はしてお

ります。以前飯山線が災害で不通

となった際はこぶしの会から補助

をいただいた経過もあります。 

実態を把握しながら、学校、保

護者の皆さんで検討できたらと

考えます。 

社会人からの入学生が使え

る厚生労働省専門実践教育

訓練給付の対象になってい

ない。 

看護師は 3年課程のため、4 年制

の当校は給付対象になっておりま

せん。制度の拡充に向けて担当部

署へは実態を伝え、働きかけてお

ります。昨年は日本看護協会のヒ

アリングの際に要望をしました。 

今後も引き続き、担当部署への

働きかけをしてまいります。 

コロナ禍での感染予防、学

生の行動に関して、看護学

生という立場をしっかりと

考えて行動して欲しい 

感染予防に関しては書面での通

知、SHR を通じての呼びかけ等学

校としましても医療従事者に準ず

るという立場で対応してまいりま

した。 

ご意見のとおり、なかなか徹底

が図れていない状況にあります

が、学生各自が自覚するととも

に、引き続き学校としても感染

予防の徹底を図ってまいりま

す。 



自転車置き場があふれてい

て、雨ざらし、倒れている

ものもある。 

・ご指摘のとおり、充分な自転車

置き場が確保されていない状態で

す。 

・放置自転車の定期的な整理や

無許可による駐輪の注意喚起を

進め、適正な駐輪場の利用を進

めてまいります。 

・駐輪場の増設については、土

地の制約などの問題もあり早急

な対応は困難な状況ですが、設

置者の県へ要望してまいりま

す。 

・学生便覧に記載のあるご質問についてはお手数ですが入学時にお配りした便覧もしくはお子さんの便

覧をご確認いただきますようお願いいたします。 


