
様式第１号 

令和元年７月２５日 

春日部市長 殿 

〔設置者の名称〕 春日部市立看護専門学校 

〔代表者の役職〕 春日部市長 〔代表者の氏名〕 石 川 良 三 

大学等における修学の支援に関する法律第７条第１項の確認に係る申請書 

○申請者に関する情報 

大学等の名称 春日部市立看護専門学校 

大学等の種類 

（いずれかに○を付すこと）
（大学・短期大学・高等専門学校・専門学校） 

大学等の所在地 埼玉県春日部市粕壁６６８６番地 

学長又は校長の氏名 山本 樹生 

設置者の名称 春日部市 

設置者の主たる事務所の所在地 春日部市中央６丁目２番地 

設置者の代表者の氏名 春日部市長 石川 良三 

申請書を公表する予定のホーム

ページアドレス 
http://www.kasukabe-cityhp.jp/kango/ 

 大学等における修学の支援に関する法律（以下「大学等修学支援法」という。）

第７条第１項の確認を申請します。 

※ 以下の事項を必ず確認の上、すべての□にレ点（☑）を付けて下さい。 

☑ この申請書（添付書類を含む。）の記載内容は、事実に相違ありません。 

☑ 確認を受けた大学等は、大学等修学支援法に基づき、基準を満たす学生等を

減免対象者として認定し、その授業料及び入学金を減免する義務があること

を承知しています。 

☑ 大学等が確認を取り消されたり、確認を辞退した場合も、減免対象者が卒業

するまでの間、その授業料等を減免する義務があることを承知しています。 

☑ この申請書に虚偽の記載をするなど、不正な行為をした場合には、確認を取

り消されたり、交付された減免費用の返還を命じられる場合があるとともに、

減免対象者が卒業するまでの間、自らが費用を負担して、その授業料等を減免

する義務があることを承知しています。 

☑ 申請する大学等及びその設置者は、大学等修学支援法第７条第２項第３号

及び第４号に該当します。 



○各様式の担当者名と連絡先一覧 

様式番号 所属部署・担当者名 電話番号 電子メールアドレス 

第１号 看護専門学校・遠藤 048(763)4311 gaku6686@pluto.plala.or.jp

第２号の１ 〃 048(763)4311 gaku6686@pluto.plala.or.jp

第２号の２ 〃 048(763)4311 gaku6686@pluto.plala.or.jp

第２号の３ 看護専門学校・伊藤 048(763)4311 gaku6686@pluto.plala.or.jp

第２号の４
看護専門学校 

遠藤・伊藤 
048(763)4311 gaku6686@pluto.plala.or.jp

○添付書類 

※ 以下の事項を必ず確認し、必要な書類の□にレ点（☑）を付けた上で、これ

らの書類を添付してください。（設置者の法人類型ごとに添付する資料が異な

ることに注意してください。） 

「⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置」関係 

☑ 実務経験のある教員等による授業科目の一覧表《省令で定める単位数等の

基準数相当分》 

☑ 実務経験のある教員等による授業科目の授業計画書（シラバス）《省令で定

める単位数等の基準数相当分》 

「⑵-①学外者である理事の複数配置」関係 

□ 《一部の設置者のみ》大学等の設置者の理事（役員）名簿 

「⑵-②外部の意見を反映することができる組織への外部人材の複数配置」関係 

☑ 《一部の設置者のみ》大学等の教育について外部人材の意見を反映すること

ができる組織に関する規程とその構成員の名簿 

「⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表」関係 

☑ 客観的な指標に基づく成績の分布状況を示す資料 

☑ 実務経験のある教員等による授業科目の授業計画書（シラバス）【再掲】 

その他 

□ 《私立学校のみ》経営要件を満たすことを示す資料 

☑ 確認申請を行う年度において設置している学部等の一覧 



様式第２号の１－②【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 

※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の１

－①を用いること。 

学校名 春日部市立看護専門学校 

設置者名 春日部市長 石川 良三 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

課程名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合

実務経験のあ

る教員等によ

る授業科目の

単位数又は授

業時数 

省令で定める

基準単位数又

は授業時数 

配

置

困

難

専門課程 看護学科 
夜 ・

通信
85 単位 9単位

夜 ・

通信

夜 ・

通信

夜 ・

通信

（備考） 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

冊子を配布（学生便覧）。※冊子は閲覧可（事務室）

３．要件を満たすことが困難である学科 

学科名 

（困難である理由）



様式第２号の２－②【⑵-②外部の意見を反映することができる組織への外部人

材の複数配置】 

※ 様式第 2号の２－①に掲げる法人以外の設置者（公益財団法人、公益社団法人、医療法

人、社会福祉法人、独立行政法人、個人等）は、この様式を用いること。 

学校名 春日部市立看護専門学校 

設置者名 春日部市長 石川 良三 

１．大学等の教育について外部人材の意見を反映することができる組織 

名称 学校運営会議 

役割 

学校の円滑な運営及び教育内容の充実向上を図る。 

(審議事項) 

・学校諸規定の制定及び改廃に関する事項 

・学校の人事に関する事項 

・教育に関する重要事項 

・学生に関する重要事項 

・入学試験に関する事項 

・その他学校の運営及び管理に関し、学校長が必要と認めた事項

２．外部人材である構成員の一覧表 
前職又は現職 任期 備考（学校と関連する経歴等） 

春日部市病院事業管理者 在職期間 元学校長 

春日部市立医療センター 

看護部長 
在職期間 実習施設 

春日部市立医療センター 

事務部長 
在職期間 実習施設 

（備考）



様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

学校名 春日部市立看護専門学校

設置者名 春日部市長 石川 良三

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．各授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法や基準その他

の事項を記載した授業計画（シラバス）を作成し、公表していること。

（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

・シラバスは、授業科目ごとに授業担当者が授業方法(講義・演習・校内実習など)や授業内容

を精選し作成。また、添付資料の「実務経験のある教員担当科目」記載のとおり、各分野の

スペシャリストである臨床医師・薬剤師・理学療法士・栄養士等による授業や専門分野Ⅱ、

統合分野の授業科目の一部に認定看護師をはじめとする臨地で活躍している看護師が担当

する単元を設けており、医療・看護の現状をもとに学生が興味・関心を持ち、効果的な学習

ができるよう構成している。各学年の年間授業計画は添付資料「３年間の進度表【学年・学

期別単位(時間)】」のとおり。 

・終講時に講義・実習ともに「学生による授業評価」「教員による授業評価」を行ってい

る。毎年、評価をもとに授業計画(シラバス)を授業担当者が見直し、学生便覧に掲載。

シラバスには授業科目、単位数、時間数、履修時期、講師名、学習目標、単元および単

元毎の学習内容、評価方法、テキスト等を記載し学生がいつでも確認できるようにして

いる。 

・学生便覧は入学時(1年生 4月)に学生全員に配布し説明。また、年度初めに各学年カリ

キュラムガイダンスを実施し授業の進め方等について説明している。 

授業計画書の公表方法 冊子(学生便覧)。冊子は閲覧可（事務所）



２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、学修成果を厳

格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定していること。 

（授業科目の修学成果の評価に係る取組みの概要） 

・学修意欲については、面接を実施し把握している。定期面接は 1年次 5～6月、基礎看

護学実習Ⅰ実習前、2年次基礎看護学実習Ⅱおよび領域別実習前に実施している。その

他、学校生活状況を見ながら、成績や学習態度が低迷している学生に対しては随時面接

をしている。 

・授業科目の評価は後述(学則施行規則第 5条 2項)のとおり、「出席必要時間数の 3分の

2以上出席した者に対して、筆記試験、実技、レポート、その他の方法で行なう。 

 ただし、臨地実習の評価については、当該科目の出席必要時間数の 5分の 4以上出席し

た者に対して、臨地実習評価基準に基づき行なう。」としている。実技やレポートによ

り評価する場合も、評価表に基づいて客観的に評価している。 

・成績評価については以下のとおり(学則および学則施行規則一部抜粋) 

春日部市立看護専門学校学則 

第９条 学校長は学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 1 条に規定する大学若しくは高

等専門学校、放送大学学園法(平成 14 年法律第 156 号)第 2条第 1項に規定する放送大

学又は次に掲げる資格に係る学校若しくは養成所において別表に定める教育内容と同

一の科目を履修した者の単位について、本人の申請に基づき個々の既習の学習内容を

評価したうえで学校の教育内容に相当するものと認めるときは、総取得単位数の 2 分

の 1を超えない範囲で学校において修得した単位とみなすことができる。 

 (1)歯科衛生士 

  (2)診療放射線技師 

  (3)臨床検査技師 

  (4)理学療法士 

  (5)作業療法士 

  (6)視能訓練士 

  (7)臨床工学技士 

  (8)義肢装具士 

  (9)救急救命士 

(10)言語聴覚士 

２ 学校長は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和 62 年法律第 30 号)第 40 条第 2 項第 1

号の規定に該当する者が既に修得した単位について、本人の申請に基づき個々の既修

の学習内容を評価したうえで学校の教育内容に相当するものと認めるときは、別表に

定める基礎分野の単位に限り学校において修得した単位と見なすことができる。 

春日部市立看護専門学校学則施行規則 

第５条 授業科目の成績の評価は次の表のとおりとする。 

判

定

評

価

評 価 基 準 

本試験・実習・追実習 追試験 再試験・再実習 

合

格

A 80 点～100 点 100 点  

B 70 点～80 点未満 88 点～100 点未満  

C 60 点～70 点未満 75 点～88 点未満 60 点～100 点 
不

合

格
D 60 点未満 75 点未満 60 点未満 



２ 授業科目の評価は、当該科目の出席必要時間数の 3分の 2以上出席した者に対し 

て、筆記試験、実技、レポート、その他の方法で行なう。ただし、臨地実習の評価につい

ては、当該科目の出席必要時間数の 5分の４以上出席した者に対して、臨地実習評価基

準に基づき行なう。 

３ １つの授業科目を複数の講師で分担して教授する場合は、各講師の授業時間の割合

に応じて評価点数を分配した上で、各講師が実際に評価した点数を合算した点数をも

って当該授業科目の評価とする。 

第６条 筆記試験時の入退室については次のとおりにする。 

(1)試験開始後、試験時間の 3分の 1の時間を経過するまでは試験会場へ入室することが

できる。 

(2)試験開始後、試験時間の 3分の 2の時間を経過すれば、試験会場から退出することが

できる。 

(3)一旦試験会場から退室した者の再入室は認めない。 

第 7 条 提出期限を越えて課題レポートを提出した場合は、評価の対象としない。ただ

し、学校長が特別な事情があると認めた場合はこの限りではない。 

第 8 条 成績の評価の対象となる試験及び提出物において不正行為があった場合は、そ

の科目を不合格と判定して単位の認定はしない。 

第９条 病気その他のやむを得ない事由により、定められた期日に試験を受けることが

できなかった者は、本人の願い出により追試験を受けることができる。 

２ 前項の追試験を受ける場合は、指定の期日までに追試験・再試験・追実習・再実習願

（様式第 2号）に追試験料を添えて、学校長に提出しなければならない。 

３ 追試験料は 1科目につき 1000 円とする。 

４ 追試験の試験方法及び試験時間は、本試験に準じて行う。 

５ 追試験は本試験後 1週間以内に行う。 

６ 追試験の成績の評価は、追試験の得点から 2割を減じた点数とする。 

７ 追試験を受験しなかった者には、再度の追試験は行わない。 

８ 追試験の結果で不合格となった者には再試験は行わない。 

第１０条 試験の結果が不合格の者は、本人の願い出により再試験を受けることができ

る。 

２ 前項の再試験を受ける場合は、指定の期日までに追試験・再試験・追実習・再実習願

（様式第 2号）に再試験料を添えて、学校長に提出しなければならない。 

３ 再試験料は 1科目につき 1000 円とする。 

４ 再試験の方法については、授業担当講師に一任する。 

５ 再試験の成績の評価は、60点以上を合格とする。ただし、得点が 60 点以上であって

も評価は Cとする 

６ 再試験は、1科目につき原則として 1回とする。 

第１１条 病気その他のやむを得ない事由により臨地実習を欠席し、出席必要時間数の

５分の４に達しない者は、本人の願い出により追実習を受けることができる。 

２ 前項の追実習を受ける場合は、指定の期日までに追試験・再試験・追実習・再実習願

（様式第 2号）に追実習料を添えて、学校長に提出しなければならない。 

３ 追実習料は 1科目につき 1000 円とする。 

４ 追実習は、教務会議において期間、内容、方法を決定する。 

第１２条 臨地実習の評価が不合格の者は、本人の願い出により再実習を受けることが

できる。 

２ 前項の再実習を受ける場合は、指定の期日までに追試験・再試験・追実習・再実習願

（様式第 2号）に再実習料を添えて、学校長に提出しなければならない。 

３ 再実習料は 1科目につき 1000 円とする。 

４ 再実習の成績の評価は、60点以上を合格とする。ただし、得点が 60 点以上であって

も評価は Cとする。 



５ 再実習は、教務会議において期間、内容、方法を決定する。 

６ 再実習は、1科目につき 1回を限度とする。 

第１３条 基礎看護学実習Ⅰの単位を修得した者でなければ、基礎看護学実習Ⅱを履修

することができない。 

２ 基礎看護学実習Ⅱの単位を修得した者でなければ、専門分野Ⅱおよび統合分野の実

習を履修することができない。 

第１４条 各学年における履修科目のうち未修得単位が３単位以上ある者は、当学年に

留まり単位が修得できなかった科目を再び履修しなければならない。 

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとともに、

成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

・成績評価については前述のとおり。前年度履修科目の成績証明書を年度初めに学生に配

布している。最終学年は卒業前に成績証明書を学生に提示し確認してもらっている。成

績証明書には学籍番号、学生氏名、性別、生年月日、在学期間、学科名、修得単位、成

績、修得年度、順位を記載している。 

・単位認定試験が終了した授業科目の評点(100 点満点)を加算し、その平均を算出して学

年順位を決定。60 点未満で再試験(再実習)対象学生においては素点をそのまま加算す

る。再試験に合格した場合は、当該科目の評点を 60 点として計算する。追試験は素点

の 2割を減じた点数で計算する。 

・成績状況については教務会議で成績一覧表を提示し協議している。科目の履修状況(各

自の評点、平均点、再試験・追試験、再実習・追実習の有無、学年順位等)を確認・把

握し教育活動に役立てている。 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法

年順位（番／人） 成績証明書を年度初めに配布 

添付書類「客観的な指標に基づく成績の分布を示す資料」

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施している

こと。

（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

・卒業の認定に関しては以下のとおり(学則施行規則一部抜粋) 

春日部市立看護専門学校学則施行規則 

第１５条 本校に３年以上在学し、次の各号いずれにも該当する者に対して教務会議及

び運営会議を経て、学校長が卒業を認定する。

(1) 学則別表に定める科目の全て単位を修得した者 

(2) 教科外活動の出席時間が出席すべき時間の３分の２以上の者 

２ 卒業認定を受けられなかった者は、単位未修得の科目の履修をするほか、教科外活動

に出席しなければならない。 

・追試験・再試験、追実習・再実習を実施しても修得できない学科目がある場合は、適宜

面接し成績状況を確認・指導している。卒業年次にこのような科目が生じた場合は、状

況によっては保護者も含めた面接を実施し細やかに学生対応している。 

・卒業時に学生が身につける能力は、教育理念・教育目的・教育目標に掲げたとおり。 

本校の履修科目を全て履修した段階でこれらの能力を身につけたと判断する。



教育理念 

 本校は、埼玉県東部地域住民の健康と福祉に寄与する人材を育成することを目指す。

看護を学ぶものとして、生命を尊重し、豊かな人間性を養い、看護の対象である人

間を総合的に理解し、健康上の課題に対応するための基礎的能力を身につける。 

 また、本校は、主体的に学習する環境を整え、相互に関係し合い、学生の資質の向

上を支援し、変動する社会のニーズに対応できる看護実践者を育成する。 

教育目的 

 豊かな人間性を養い、安全な看護実践に必要な知識・技術・態度を主体的に学び、

地域・社会に貢献できる看護実践者を育成する。 

教育目標 

 １）看護の対象である人間を総合的に理解する能力を身につける。 

 ２）対象の健康上の課題に対応することを目指し、安全な看護を実践するための知

識・技術・態度を育成する。 

 ３）保健医療福祉チームの一員として、看護の役割を自覚し行動できる能力を身に

つける。 

 ４）自己の看護観を養い、変動する社会のニーズに合わせ主体的に学習し研究的態

度を身につける。 

 ５）生命の尊厳と個々の人格を尊重し、豊かな人間性をもとに、看護実践者として

の倫理観を養う。 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法
冊子を配布（学生便覧）。※冊子は閲覧可（事務室）



様式第２号の４－②【⑷財務・経営情報の公表（専門学校）】 

※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の４

－①を用いること。

学校名 春日部市立看護専門学校 

設置者名 春日部市長 石川 良三 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法

貸借対照表 ―

収支計算書又は損益計算書 ―

財産目録 ―

事業報告書 ―

監事による監査報告（書） ―

２．教育活動に係る情報 

①学科等の情報 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士

医療 専門課程 看護学科 ○  

修業

年限
昼夜

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

３年 昼 3,223／99

単位時間／単位

1,896 

単位時間

/単位

114  

単位時間

/単位

1,035 

単位時間

/単位

単位時間

/単位

単位時間

/単位

3,045 単位時間／99単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数

120 人 118 人 0 人 13 人 80 人 93 人

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

基礎分野：13 単位/330 時間、専門基礎分野：21 単位/540 時間、専門分野Ⅰ：14 単

位/495 時間、専門分野Ⅱ：38 単位/1320 時間（成人看護学：12 単位/450 時間、老年

看護学：8単位/285 時間、小児看護学：6単位/195 時間、母性看護学：6単位/195 時

間、精神看護学：6 単位 195 時間）、統合分野：13 単位 360 時間（在宅看護論：6 単

位/180 時間、看護の統合と実践：7単位 180 時間）および教科外活動 178 時間の授業

計画を作成し、冊子にて配布。

成績評価の基準・方法 

（概要） 

春日部市立看護専門学校学則施行規則 

第５条 授業科目の成績の評価は次の表のとおりとする。 

判

定

評

価

評 価 基 準 

本試験・実習・追実習 追試験 再試験・再実習 

合

格

A 80 点～100 点 100 点  

B 70 点～80 点未満 88 点～100 点未満  

C 60 点～70 点未満 75 点～88 点未満 60 点～100 点 

不

合

格
D 60 点未満 75 点未満 60 点未満 



２ 授業科目の評価は、当該科目の出席必要時間数の 3 分の 2 以上出席した者に対

して、筆記試験、実技、レポート、その他の方法で行なう。ただし、臨地実習の評

価については、当該科目の出席必要時間数の 5分の４以上出席した者に対して、臨

地実習評価基準に基づき行なう。 

３ １つの授業科目を複数の講師で分担して教授する場合は、各講師の授業時間の割

合に応じて評価点数を分配した上で、各講師が実際に評価した点数を合算した点数

をもって当該授業科目の評価とする。 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

・実習の履修順序、単位未修得科目の履修については、以下のとおり(学則施行規則

一部抜粋) 

春日部市立看護専門学校学則施行規則 

 第１３条 基礎看護学実習Ⅰの単位を修得した者でなければ、基礎看護学実習Ⅱを

履修することはできない。 

 ２ 基礎看護学実習Ⅱの単位を修得した者でなければ、専門分野Ⅱおよび統合分野

の実習を履修することができない。 

 第１４条 各学年における履修科目のうち未修得単位が３単位以上ある者は、当学

年に留まり単位が修得できなかった科目を再び履修しなければならない。 

【様式第２号の３より再掲】 

・卒業の認定に関しては以下のとおり(学則施行規則一部抜粋) 

春日部市立看護専門学校学則施行規則 

第１５条 本校に３年以上在学し、次の各号いずれにも該当する者に対して教務

会議及び運営会議を経て、学校長が卒業を認定する。 

(1) 学則別表に定める科目の全て単位を修得した者 

(2) 教科外活動の出席時間が出席すべき時間の３分の２以上の者 

２ 卒業認定を受けられなかった者は、単位未修得の科目の履修をするほか、教科外

活動に出席しなければならない。 

・追試験、再試験、追実習、再実習を実施しても修得できない学科目がある場合は、

適宜面接し成績状況を確認・指導している。卒業年次にこのような科目が生じた場

合は、状況によっては保護者も含めた面接を実施。

学修支援等 

（概要） 

・教務会議で学生状況の情報を共有している。特に再試験が多い、再実習の学生等に

ついては、密に情報共有、意見交換をして学習支援に取り組んでいる。 

・国家試験対策係りを作り、１年次から模擬試験などに取り組んでいる。３年次 9月、

12 月には外部講師や教員が国家試験対策講座を実施。さらに教員が３～４人の学

生を担当するチューター制を取り入れ、精神面も含めて支援している。 

・1 年生は、入学時、基礎看護学実習Ⅰの実習前、2 年生は基礎看護学実習Ⅱの実習

前、および領域別実習開始前に面接を実施し、学習面や学校生活等について話をす

る機会をつくっている。3年生は国家試験対策・就職試験対策などの機会や臨地実

習中の状況において担当した教員が適宜面接指導をしている。これらの対応により

問題がある学生がいた場合に早めに対処している 

・成績が伸び悩む学生を対象に個別面接、外部講師による学生カウンセリング（毎月

2回（夏季休業期間を除く）を実施して心のケアに努めている。 



卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。）
その他 

42 人

（100％）

0人

（ 0％）

39 人

（ 92.9％）

3人

（ 7.1％）

（主な就職、業界等） 

春日部市医療センター（２１名）他市内外の病院等 

（就職指導内容） 

・春日部市立医療センターによる就職ガイダンスの開催、模擬面接（随時）の実施、 

就職試験対策（エントリーシートの作成要領、面接時の注意点等）を実施している。

・2年次 10 月頃に副学校長による進路指導ガイダンスを実施。春日部市立医療センター

の推薦採用試験、進路面接、就職活動・採用試験・進学について説明し 3 年次の進路

選択にむけて準備ができるようにしている。3 年次 4 月には、副学校長が学生一人一

人に対して進路希望を聞き、就職先等の選択を支援している。 

・3 年次 4 月に市立医療センターの看護部・事務部を本校に招き、病院概要や採用試験

について説明の機会を設けている。また、就職試験対策講座を実施し、履歴書(エント

リーシート)の書き方や面接のポイントについて具体的に説明している。その後、就職

試験前に専任教員が履歴書や面接の指導を実施している。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

看護師国家試験受験資格、保健師学校・助産師学校の受験資格、専門士の称号が付与

される。 

（備考）（任意記載事項） 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

122 人 2 人 1.6％

（中途退学の主な理由） 

進路変更 2人 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

・1 年生は、入学時、基礎看護学実習Ⅰの実習前、2 年生は基礎看護学実習Ⅱの実習

前、および領域別実習開始前に面接を実施し、学習面や学校生活等について話をする

機会をつくっている。3年生は国家試験対策・就職試験対策などの機会や臨地実習中

の状況において担当した教員が適宜面接指導をしている。これらの対応により問題が

ある学生がいた場合に早めに対処している。 

・学業成績が伸び悩む学生を対象に個別面接、外部講師による学生カウンセリング

（毎月２回（夏季休業期間を除く。）を実施して心のケアに努めている。 



②学校単位の情報 

ａ）「生徒納付金」等 

学科名 入学金 
授業料 

（年間） 
その他 備考（任意記載事項） 

看護学科 70,000 円 168,000 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

修学支援（任意記載事項） 

ｂ）学校評価 
自己評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

http://www.kasukabe-cityhp.jp/kango/ 

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制） 

前年度の学校評価報告書８領域（Ⅰ.学校経営、Ⅱ.教育課程・教育活動、Ⅲ.入学・卒

業対策、Ⅳ.学生生活への支援、Ⅴ.管理運営財政、Ⅵ.施設設備、Ⅶ.教職員の育成、

Ⅷ.広報・地域活動）４２項目の 5段階評価結果を基に、学校関係者評価委員から評価・

意見を頂き学校運営に反映する。 

学校関係者評価の委員 

所属 任期 種別 

春日部市立医療センター（3名） 在職期間中 学校運営会議メンバー

春日部市立看護専門学校同窓会  
卒業生代表（同窓会会

長） 

春日部市立医療センター 在職期間中 講師代表（副院長 3名）

学校関係者評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

http://www.kasukabe-cityhp.jp/kango/ 

第三者による学校評価（任意記載事項） 

ｃ）当該学校に係る情報 
（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

http://www.kasukabe-cityhp.jp/kango/ 




