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学校法人 松樹学園 

信州リハビリテーション専門学校 

学校関係者評価委員会 

 

 学校法人松樹学園  信州リハビリテーション専門学校 学校関係者評価委員会は「平成 30 年度

自己評価結果」を基に、学校関係者評価を行いました。その結果を以下のとおり報告いたします。 

 

 

１．学校関係者評価委員会委員 

 学外委員（五十音順） 

  青木 啓成  氏  相澤病院 運動器疾患リハセンター スポーツリハ部門科長 

    窪堀 健一  氏  信州リハビリテーション専門学校 在校生保護者 

  駒村  亮  氏  信州リハビリテーション専門学校 卒業生 

    塩原 美和子 氏  信州リハビリテーション専門学校 在校生保護者 

    田畑 邦仁  氏  長野県塩尻志学館高等学校 学校長 

  橋戸  勝  氏  塩尻市贄川区 区長 

  原田 聡昭  氏  飯田市立病院 診療技術部長 

 

 学内委員 

  村松 秀明     信州リハビリテーション専門学校 学校長 

  小野 佳子     信州リハビリテーション専門学校 学科長 

  木島  隆     信州リハビリテーション専門学校 教務主任 

  小尾  勉     学校法人松樹学園 事務局長 

 

 

２．基準項目ごとの学校関係者評価・意見 

評価項目 評価・意見等 

基準１ 

教育理念・目標・育成

人材像等 

① もし専門職大学に移行したとすると、例えば学費や保護者の

負担という点において変わる可能性はあるのか。 

回答：保護者・学生負担は多少出るのではないかと思われる。 

ただ大学にする場合、所管が文科省になり補充率や経済的な

問題もあり、今のところ難しいというのが現状である。専門

職大学について認可をもらって開校するのは、まだ全国で 

数校程度とかなり厳しい状況のようだ。 



② 3 つのポリシーを明確にしていくことについて、ぜひ学校 

現場、高校現場にも伝えていただきたい。また掲げた以上は、

多くの国家試験合格者を出せるような体制を作っていって 

頂きたい。 

 

③ （3 年制から 4 年制への移行について）もし 4 年制になると

すると、大学のように一般教養もやることになるのか。その

場合、専門学校ではなく大学になるということなのか。 

回答：4 年制になった場合には、授業科目として一般教養もやる 

ことになると考えられる。4 年制の専門学校も多くあり、 

大学になるかは分からない。理学療法士協会は（養成校とし

て）4 年制を推奨しており、大学化していく方針が出されて

いる。 

 

④ 3 年制のままか、4 年制に移行するかという方向性の議論は 

現在されているのか。現状はどうなっているのか。 

回答：現状は 3 年制のまま進んでおり、最短 3 年で国家資格が取

れることをアピールしていく方針である。 

 

基準２ 

学校運営 

問題ないと思われる。 

基準３ 

教育活動 

① 補習が敬遠されがちとあるが、学生からはあまり喜ばれない

ものなのか。 

回答：補習を敬遠する学生はいるが、全員というわけではない。 

最近は「補習に出たい」という学生も出てきている。補習に 

出ると理解が深まり結果がついてくることから、上の学年に

なるほど、特に国家試験前には参加希望の学生が増えてくる。

補習は１年生の早期より複数のデータから対象者をピックア

ップして行っており、結果が少しずつ出てきていると感じる。

入学時に学習習慣があまり定着していない学生については、

補習の中で出来るだけ学習時間をとる事、勉強のやり方の 

確認などを中心に関わり取り組むことで、少しずつ成果が 

出てきている。 

 

基準４ 

教育成果 

① 4 人の学生が退学したとのことで、保護者の意見はどうだっ

たのか。 

回答：保護者としては続けて欲しいようだったが、最終的には 

本人が決めた事なので仕方がないという意見だった。 



② （上記①を受けて、退学について）学校側に責任があると 

いう意見が出ていないとすると、（項目 19「退学率の低減が

図られているか」における）責任を感じているような点数の

低さをどう理解したらいいのか。 

回答：退学者が出るたびに振り返りをしているが、保護者や学生

との話の中で学校側の責任を問うような言葉はあまり出てき

ていない。しかし、出来るだけ退学者を少なくし全員を最終

のゴールまで持ち上げるという目的がある中で、実際に退学

者を出してしまったことに対する責任が数値に表れていると

考える。 

 

③ （上記②に関連して）先生方から見て、退学者は最後(卒業)

まで持っていかなくてはならなかった人達であると考えられ

ているのか。 

回答：3 年で理学療法士になるのは、正直難しいと感じられる人も

いる。 

 

④ （上記③に関連して）高校の場合、入れた生徒を全員卒業さ

せるのが目標ではあるが、なかなか学校に来られない子や 

状況があるので、そういった場合には、その子に合った学習

法や選択肢があっていいのではないかと思っている。 

そのため「退学率の低減が図られているか」（項目 19）を学校

自己評価項目にするかどうかについて検討してもいいのでは

ないか。この項目だと退学者が多くなるほど数値は低くなっ

ていくが、昨年度までの退学者数と今年度の数を比較して 

評価をするというような客観的な評価をしていかないと、 

感覚的な評価項目は難しいと思う。ミスマッチな学生もいた

かもしれないし、学びの中で挫折してしまう学生もいるわけ

で、そこまでどう支援したかがむしろ重要だと感じる。この

項目自体に注目しても、年によって数値は変化してしまうの

ではないか。 

回答：学校自己評価の項目は、文科省の出しているものを使用し

てきている。頂いた意見によって教職員の見方も少し変わる

と思われるので、今後検討していきたい。 

 

 

 

 



⑤ 退学者について、親としてはやはり卒業し、自分の夢に向か

っていけるようにはしていって頂きたいと感じる。もちろん

本人の努力次第という部分もあるが、上手に進めるようにし

ていただければと思う。 

 

⑥ 退学者を減らすことについて、厳しい言い方かもしれないが、

逆に残っている学生もおりスクリーニングされていると 

  思う。学校としては課題かもしれないが、社会人として選ば 

  れていくにはそういったことも必要だと感じる。 

回答：理学療法士になりたいという初心をもって門をたたいて 

  来てくれた人の集団を、最終のゴールまで持ち上げることが

我々の使命でもある。何かしらの形で関わりながら、出来る 

だけ（退学者を）少なくしたいと考えている。 

 

⑦ 退学した 4 名について、入試タイプ別の分析はしているか。 

回答：入試区分別だと、一般 1 名、指定校 1 名、自己推薦 1 名、

高校推薦 1 名となっている。今後は、入試区分別の分析も 

行っていければと思う。 

 

⑧ 卒業後、就職先でどんな評価をされているかを調べられると

もっといいのではないか。手間がかかるため難しいとは思う

が、これだけきちんと評価活動をしているので、ここに「就職

先もいい評価をくれている」ということが追加できると更に

学校の特色になると思う。 

 

基準５ 

学生支援 

① 学校と同様、病院でも新入職員の様子を見ていくと、いろい

ろな問題が起きたりするので、心理士が関わり、そこから 

得た情報を分析して予期をしている。心理士に提供していた

だく情報は非常に重要だと感じているが、学校にはスクール

カウンセラーは配置されているのか。 

回答：月 2 回、臨床心理士に来ていただいている。カウンセリン

グで話された情報について学校側では把握できないが、接し

方などのアドバイスを頂くことはある。 

 

② （学生の心身について）見えにくいが潜在しているものを、

何らかの方法により数値化することで学校側が把握できるよ

うになるといいのではないか。 

 



③ 評価項目 26 の学生寮（「学生寮等、学生の生活環境への 

支援は行われているか」）について、元々こちらの学校は作る

意向がある中で満足度を聞いているのか。 

回答：学校自己評価の項目については、文科省の出しているものを

使用している。塩尻界隈にアパートを借りている学生も 

毎年いるので、少しでも負担が少なく食事面で賄い等が 

あれば嬉しい、と以前から言われているが、そういったもの

がないため低い数値になっている。 

 

④ 学生寮について、楢川地区としては受け入れも考えていかな

ければならないと感じた。空き家は沢山あるので、いつでも

使えるような形になるとは思うが、それに対応できる人たち

がなかなかいないのが現状である。 

 

⑤ 実習に来る学生の体調があまり良くないことがあるが、体調

を自身で管理することについて、アドバイスや助言が出来て

くればと思う。最近は栄養面など健康管理に関する学習も 

注目されてきているので、そういった方面の学びに触れる 

チャンスを学校や実習施設から提示してもいいのではない

か。食事面が欠けていてはどうにもならない場合もあるので、

その辺りのことが特に気になっている。 

 

基準６ 

教育環境 

① 学生の欲しい文献がある場合に取り寄せるシステムはあるの

か。 

回答：現時点で有料のサイトには加入していない。無料のサイト

を中心に、図書室とパソコン室のインターネットで検索する

という形をとっている。 

 

② 実習棟のロールカーテンについて、少し傷んでいるのが気に

なった。（2019 年 2 月時点） 

回答：2019 年 8 月に新しいものと交換した。 

 

③ 大変いい環境で学生も勉強できるのではないか。 

 

④ 休日や夏休みに学生が登校することはあるのか。 

回答：職員の出勤日には登校しても良いことになっている。ほと

んどが 3 年生だが、勉強したり実技の練習をすることもある。 

 



⑤ 教育と閲覧でネットを使ったというのは、具体的には？ 

回答：授業時間内に教員がアクセスし、それを学生たちに見せると

いう使い方をしている。また、学生たちが調べる学習の時に 

アクセスして、そこで情報を得るなどの状況で使っている。 

非常勤講師により授業の教材として使われることもある。 

 

⑥ 初めてこの学校に見学に来た時、とても第一印象が良く、特に

校舎と環境について親目線ですごく気に入った。ただ教職員

の方も思っておられるようだが、20 代の学生にはあまりにも

行き場がない。でも勉強にはとても良いところだと思う。 

 

基準７ 

学生募集と受け入れ 

① 校舎は総ひのき造りで、原材料に木曽ひのきを使用している。

贄川小学校として建てられた当時、「子どもたちに木造校舎を」

という地元の思いがあって出来たもの。3 年制という事に 

加え、木造校舎で学べる専門学校という点も強調し、学生募集

の際に宣伝してもらえればと思う。 

 

基準８ 

財務 

問題ないと思われる。 

基準９ 

法令等の遵守 

① 自分たちがしている教育活動について自己評価することは 

とても難しく、職員がこのような 4 段階評価のアンケート 

形式で答えていくということになると基準が曖昧になりがち

なので、ある程度評価の基準を作っておかないと適正な数値

が出てこないのではないか。例えば「昨年度と比べて、この 

状態であれば今年度は A 評価」というような指標が必要だと

感じる。 

今回の自己評価結果でいえば、（「18：就職率の向上が図られ

ているか」について、）就職率 100％を維持しているけれど 3.8

という結果で、4.0（満点）にはなっていない。では、どうす

ればこの満足度（4.0）に到達できるのかという。 

 

基準 10 

社会貢献 

① ボランティアの中で、文化祭を地域と一体となり開催している

ことについて、地域からの評価は非常に高く、大いに期待して

いると同時にありがたく思っている。 

 

 

 

 



基準 11 

意見要望の把握及び

その活用 

① 資料から、評価活動をしっかりやっておられるという感想を

もった。以前と比べて色々な面で数値的にも向上している。 

こういう評価活動をきちんと利用し、行動している印象を 

持った。学生アンケートについて数値の低い項目もあるが、 

これは感覚の個人差による受け止めの問題もあるように思

う。そのため、数値が低いことを認識し向上させていくような

取り組みは必要だが、あまり一喜一憂しなくてもいいのでは

ないか。 

 

 

 


