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聖隷クリストファー大学介護福祉専門学校 教育情報の公表 

１．学校の概要、目標及び計画 
 

●学校の教育・人材養成の目標及び教育指導計画、経営方針、特色  

 ①設置の目的 

  キリスト教精神による生命の尊厳と隣人愛に基づき人格を陶冶すると共に、介護福祉に必要な

専門的知識、技術及び態度と愛の精神が統合された有為な職業人を育成して、社会の福祉に寄与

することを目的とする。                       

 

 ②人材養成の目的及び教育目標 

  聖隷クリストファー大学介護福祉専門学校では、介護福祉の知識・技術・価値・理念と、隣人

愛の精神が統合された人間教育を行い、自分のことのように他者を考え「愛の実践」ができる介

護福祉士を養成することを目的とします。そのために、以下の目標を掲げます。 

 

教育目標 

・人間理解にもとづき、他者と全人格的な人間関係を深めることができる隣人愛に根差した態

度が身につく。 

・介護対象者の全体像をとらえ、介護の領域に必要な基礎的な知識を身につけ、科学的かつ生

活に寄り添った個別ケアを展開することができる。 

・自己を理解し、だれとでも発展的な人間関係を創造できるコミュニケーション力が身につく。 

・常に地域や福祉に関心を持ち、介護福祉実践にかかわる問題として考えていくことができる。 

・保健医療福祉チームの一員として、介護専門職者の役割を認識し、協働してその責務を果た

すことができる。  

                                   

 ③教育指導計画 

・隣人愛の精神を実践、追求するための人格形成に重要な科目が、「聖隷の理念と介護福祉教育」

です。聖隷の実践は介護から始まったこととその積み重ねを知り、自校で学ぶ意義を考え、こ

れから専門職として目指す働き方、生き方を描いていくための土壌を培います。 

・キリスト教と福祉に関する科目を設けます。聖書の人間理解を学び、福祉の分野で働こうとし

ている人々が持つべき人権擁護の考え方、社会正義、個人の責任、自主性や協調性などを学び

ます。 

・授業は専門学校の専任教員と共に大学・大学院の教員が担当します。介護福祉学科教員だけで

なく、社会福祉学科の教員が、「社会の理解Ⅰ」を担当します。こども教育福祉学科教員が「人

間関係とコミュニケーション」を担当します。同様に、国語表現基礎、情報処理基礎などの科

目を設け、実践力のある介護福祉士を養成します。 

・選択科目として、教養科目（社会学、法学、経済学、現代コミュニティ論、臨床心理学、レク

リエーション概論）の６科目を配置しました。これは希望者が科目等履修により、大学の教養

科目を履修できるようにするものです。学生にとっては学びの幅を広げ、大学への編入学の準

備（情報収集）となります。 

  

④経営方針 

 超高齢化社会において、介護の質を向上させ豊かな高齢期を実現するためには、介護職員のリ

ーダーの養成とともに、介護福祉士の量的な確保が必要とされています。こうした社会的ニーズ

に応え、介護福祉現場で即戦力となる知識と技術を備えた介護福祉士を 2 年間で養成し、社会に

送り出していきます。本学社会福祉学部と一体となって介護福祉士の養成に取り組み、大学教員

が授業を担当するほか、大学の充実した施設設備を共用します。さらに聖隷福祉事業団や近隣社

会福祉法人による奨学金制度を設け、介護福祉士を目指す学生を支援します。 
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 ⑤学校の特色  

大学レベルの教育 大学の充実した学習環境を共用し、専門学校の教員と共に日々新しい知

識・技術を開拓している大学・大学院の教員が授業を行います。 

多様な進路 学生の学ぶ意欲を育て、さらに学びを深めたい学生には、大学編入学、そ

の後の大学院への進学といった将来の学びが開かれています。 

豊富な就職先 聖隷学園で学んだ卒業生が、地域の福祉施設において介護実践に携わって

いることから、将来像を描き、安心して就職を目指すことができます。 

充実した経済的 

サポート 

静岡県内の介護福祉専門学校の中で最も安い学費と２つの奨学金制度で、

経済的にサポートします。 

       >>>詳しくはホームページをご覧ください。 

        https://www.seirei.ac.jp/carework/guide/ 

 

●校長名、所在地、連絡先等  

 ①校長名 

  野田 由佳里 

 

 ②所在地 

  〒４３３－８５５８ 

  静岡県浜松市北区三方原町３４５３ 

 

 ③連絡先 

    聖隷クリストファー大学、聖隷クリストファー大学介護福祉専門学校 総務部 

  ０５３－４３９－１４００ 

  somu-office@seirei.ac.jp 

 

●学校の沿革、歴史  

 ①設置認可年月 ２０１６年３月３０日 

 ②開設年月日  ２０１６年４月１日 

                                     

 >>>聖隷の歴史については以下の URLをご参照下さい。 

 https://www.seirei.ac.jp/about/philosophy/history/ 
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●その他の諸活動に関する計画 

①学校安全計画 

月 行事 安全管理 安全教育 組織活動 

4 

入学式 

オリエンテーション 

新入生セミナー 

交流会 

日常点検 

自転車・バイク・自動車

の通学安全確認 

水質検査 

生活安全講習 

交通安全講習 

成年年齢講習 

消費者教育講習 

SNS利用講習 

防災訓練・教育（学

生・教職員） 

5 

 日常点検 

授業・演習用器具の点検

（生活支援技術基礎Ⅰ） 

実習前の安全指導 

交通安全指導 

後援会総会 

6 

教育懇談会 

介護実習（1・2年生） 

日常点検 

授業・演習用器具の点検

（生活支援技術基礎Ⅰ） 

水質検査 

実習巡回指導 

実習期間中の安全に

ついて諸注意（介護

総合演習） 

教育懇談会 

後援会役員会 

7 
定期試験 

スポーツ大会 

日常点検 夏期休業前の安全指

導 

 

8 

夏期休業 

事例研究発表会 

日常点検 

生徒用机・いすの点検整

備 

建物等自主検査 

  

9 

ガイダンス 

交流会 

リーダー研修会 

日常点検 

授業・演習用器具の点検

（生活支援技術基礎Ⅱ） 

消防設備機器点検 

消防用設備等自主点検 

生活安全講習 

ネット犯罪防止講習 

薬物防止講習 

著作権・動画作成研

修 

防災訓練（教職員） 
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 日常点検 

授業・演習用器具の点検

（生活支援技術基礎Ⅱ） 

自転車・バイク・自動車

の通学安全確認 

交通安全指導  

11 

聖灯祭 

ホームカミングデー 

日常点検 

授業・演習用器具の点検

（生活支援技術基礎Ⅱ） 

 後援会役員会 

12 

点火祭 

クリスマス礼拝 

クリスマス祝会 

冬期休業 

日常点検 

授業・演習用器具の点検

（生活支援技術基礎Ⅱ） 

冬期休業前の安全指

導 

交通安全講習 

 

1 

定期試験 

2年生を送る会 

日常点検 

授業・演習用器具の点検

（生活支援技術基礎Ⅱ） 

水質検査 

交通安全講習 

実習期間中の安全に

ついて諸注意（介護

総合演習） 

 

2 

介護実習（1年生） 日常点検 

授業・演習用器具の点検

（医療的ケアⅢ） 

防災用品点検・購入 

実習巡回指導 

春期休業前の安全指

導 

交通安全講習 

 

3 

春期休業 

卒業式 

日常点検 

交通安全対策実施 

消防設備機器点検 

消防用設備等自主点検 

交通安全講習 教職員会（防災） 

後援会役員会 

次年度安全計画の作

成 
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②学校保健計画 

月 行事 計 画 

4 

入学式 

オリエンテーション 

新入生セミナー 

交流会 

健康診断（学生） 

新型コロナウィルス感染症感染予防指導（通年） 

１年生：ＵＰＩ調査(学生心理調査）２年生：Ｋ６調査(心理調査） 

心身の健康相談(学生希望者 随時） 

カウンセリング（学生希望者 随時） 
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 健康診断（教職員） 

健康診断事後指導（学生） 

・結果説明会 

・個別指導、面談 

・有所見者受診勧奨・ワクチン接種勧奨 

治療中の疾患がある学生に対する面接 

ＵＰＩ面接(学生）Ｋ６調査面接（学生） 

6 
教育懇談会 

介護実習（1・2年生） 

特定保健指導面談(教職員） 

7 
定期試験 

スポーツ大会 

ストレスチェック(教職員） 

8 
夏期休業 

事例研究発表会 

 

9 

ガイダンス 

交流会 

リーダー研修会 

健康診断事後指導(学生） 

・有所見者受診確認 

・ワクチン接種確認 

10 

 聖灯祭前の衛生管理指導 

インフルエンザ予防接種（学内接種）希望者 

・ワクチン接種勧奨 

・集団接種（希望者のみ） 

11 
聖灯祭 

ホームカミングデー 

ストレスチェックの結果高ストレス者への産業医面接(教職員希望

者） 

12 

点火祭 

クリスマス礼拝 

クリスマス祝会 

冬期休業 

インフルエンザ予防活動（流行期） 

・罹患状況把握 

・予防啓発(注意喚起） 

産業医による職場巡視 

1 
定期試験 

2年生を送る会 

 

2 
介護実習（1年生）  

3 
春期休業 

卒業式 

次年度保健計画の作成 
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２．学科の教育 

●卒業認定に係る基本方針 

聖隷クリストファー大学介護福祉専門学校は、建学の精神であるキリスト教精神による「生命の

尊厳と隣人愛」に基づいて、介護福祉の知識・技術・価値・理念と隣人愛の精神が統合された人間

教育を行い、自分のことのように他者を考え「愛の実践」ができる介護福祉士を養成することを教

育目的としています。 

卒業においては、教育目的に則した教育課程に学び、以下に掲げることに到達することを目標と

し、卒業に必要な所定の単位数を修得した者に対し卒業を認定し、専門士の称号を付与します。 

1. 人間理解にもとづき、他者と全人格的な人間関係を深めることができる隣人愛に根差した態度が

身についている。 

2. 介護対象者の全体像をとらえ、介護の領域に必要な基礎的な知識を身に着け、科学的かつ生活に

寄り添った個別ケアを展開することができる。 

3. 自己を理解し、だれとでも発展的な人間関係を創造できるコミュニケーション力が身についてい

る。 

4. 常に地域や福祉に関心を持ち、介護福祉実践にかかわる問題として考えていくことができる。 

5. 保健医療福祉チームの一員として、介護専門職者の役割を認識し、協働してその責務を果たすこ

とができる。 

 

●入学者に関する受入れ方針及び入学者数、収容定員、在学学生数  

 ①入学者に関する受入れ方針 

 ・人が好きで、豊かな感性をもつ人 

 ・他者への気遣いや心配りができ、社会的行動が身についている人 

 ・他者の意見を素直に聴き、自分の意見を言える人 

 ・他者と共同して課題に取り組む誠実さや協調性をもつ人 

 ②入学者数、収容定員、在学生数（2022年 5月 1日現在） 

学科名 修業年限 入学定員 入学者数 収容定員 在学生数 

介護福祉学科 2年 40 22 80 48 

  ※編入学制度はありません。 

  ※社会人の継続教育は実施していません。 

 

●カリキュラム（科目配当表(科目編成・授業時数)、時間割、使用する教材など授業方法及び内容、

年間の授業計画）  

 ①科目配当表 

  学則 7～8頁の教育課程表をご参照下さい。 

   https://www.seirei.ac.jp/carework/media/gakusoku2022.pdf 

 ②時間割 

  下記 URLをご参照ください（専門学校 TOPページ→学校紹介→シラバス・時間割） 

   https://www.seirei.ac.jp/carework/guide/syllabus/ 

 ③授業方法及び内容、年間の授業計画 

  下記 URLをご参照ください（専門学校 TOPページ→学校紹介→シラバス・時間割） 

   https://www.seirei.ac.jp/carework/guide/syllabus/ 
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●進級・卒業の要件等（成績評価基準、卒業・修了の認定基準等）  

 ①成績評価 

授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。但し、平素の成績また

はレポートの評価をもって試験に代えることができる。授業科目の評価はＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを

もって表し、Ｃ以上を合格とし、Ｄを不合格とする。  

 

 ②卒業認定 

授業科目の成績評価に基づいて、校長は、卒業及び課程の修了の認定を行う。 

卒業要件に必要な授業時数、単位数は以下の通りである。 

   

 

 

                                                                                  

   

                       

 ③取得可能な称号 

  専門士（教育・社会福祉専門課程）                     

 

●学習の成果として取得を目指す資格、合格を目指す検定等  

 介護福祉士国家試験受験資格 

 

●資格取得、検定試験合格等の実績  

資格 受験者数 合格者数 合格率 

介護福祉士 18名 16名 88.9% 

 

●卒業者数、卒業後の進路（進学者数・主な進学先、就職者数） 

卒業生数 18名 内訳 静岡県内 静岡県外 

就職者数 15名 介護福祉士 15名 14名 1名 

進学者数  3名     

 

 必要授業時数 必要単位数 

必修科目 1935時間 94単位 

選択科目 0時間 0単位 

自由科目 0時間 0単位 
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３．教職員 

●教職員数（職名別）  

 人数 内訳 

男性 女性 

校長（兼任） 1名  1名 

専任教員 3名 1名 2名 

兼務教員 15名 10名 5名 

非常勤教員 4名  4名 

専任職員 1名  1名 

 

●教職員の組織、教員の専門性  

  

 ①各教員の担当科目 

担当科目は下記 URL（PDF）のシラバスをご参照ください（専門学校 TOPページ→在学生の方→

シラバス・時間割）。 

  https://www.seirei.ac.jp/carework/guide/syllabus/ 

 

 ②校務分掌組織等 

   

 

 

  

 

③教員が当該教育を担当するにあたっての専門性に関する情報（職務上の実績等）等 

 

校長 野田由佳里（大学社会福祉学部教授を兼任） 

教務主任 髙山暢子 

専任教員 佐野仁美、山本卓磨 
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４．キャリア教育・実践的職業教育 

●キャリア教育への取組状況  

 科目「聖隷の理念と介護福祉教育」を必修とし、介護福祉に関する多くの法人のトップの方々の

生の声を聴き、これからの介護福祉運営のビジョンと本校への期待をしっかり受け止め、学修の動

機付けを図っています。同時に組織体のあり方、対人関係のあり方、リーダーとなった場合の人材

育成のあり方について学びます。 

 

●実習・実技等の取組状況  

 入学後 2 ヶ月で介護老人福祉施設、介護老人保健施設、障害者支援施設、医療型障害児入所施設に

て 2週間の実習を行う「介護実習Ⅰ」を設けるなど、実習を通して学びを深める取組を進めています。

また、「生活支援技術基礎Ⅰ」において尊厳の保持の観点から、どのような状態であっても、その人の

自立・自律を尊重し、潜在能力を引き出したり、見守ることも含めた適切な介護技術を用いて、安全

に援助できる技術や知識を身に付けたりすることができるようにしています。 

 

●キャリア支援等の取組状況  

大学と共通のキャリア支援センターが支援しています。社会人になるための基礎講座や、履歴書

の書き方・面接の受け方講座等、様々な講座を通じて「介護福祉士専門職」として働く準備のため

の就職支援プログラムを用意しています。また、就職相談、模擬面接、履歴書・エントリーシート

等応募書類の添削、小論文の添削を個別にサポートしています。 

 

 キャリア支援プログラム 

学年 行事名 内容 

1 

進路ガイダンス 
就職活動スケジュールや支援プログラムの紹介など
年次に合わせた内容でガイダンスを行います。 

社会人マナー講座 
電話やメール、文書マナー、敬語の使い方など、ビジ
ネスマナー対策講座です。 

社会人になるための基礎講座 
「働く」こと、社会人に求められる力、ストレス対策
（オンとオフ）などの採用試験対策講座です。 

スーツ着こなし講座 
メイクアップ講座 

実習前に基本的なスーツ着こなしとメイクアップ法
を学びます。 

履歴書の書き方、面接の受け方講座 
履歴書作成や面接試験において、必要な自己分析やマ
ナーについて学ぶ採用試験対策講座です。 

卒業生による仕事報告会 

実際に福祉施設の現場で働いている先輩をお迎えし、仕
事の紹介、やりがい、どのように就職を決定したのか、
苦労したこと、頑張ったこと、学生時代に考えておくこ
と、取り組んでおくことなどについてうかがいます。 

就職説明会 
施設の採用担当者をお迎えし、お話をうかがい、就職先
を選択する機会とします。 

2 社会人としての心構え 
社会人になること、職場でのコミュニケーション、ビジ
ネスマナー基礎などを学びます。 

 

                                  

５．様々な教育活動・教育環境 

●学校行事への取組状況  

 年間行事予定は以下の URLをご参照ください。 

 https://www.seirei.ac.jp/carework/campus/schedule/ 

 また、実施した行事については適宜ブログにて報告しています。 

 https://blg.seirei.ac.jp/carework/ 

 

●課外活動（部活動、サークル活動、ボランティア活動等） 

 課外活動は聖隷クリストファー大学と共同で行っています。 

>>>詳しい紹介は 聖隷クリストファー大学 サークル・同好会 のページをご覧ください。 

https://www.seirei.ac.jp/campuslife/extracurricular/details/ 
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６．学生の生活支援 

●学生支援への取組状況  

 聖隷クリストファー大学各センターが共同で支援しています。 

 

事項 内容 

健康に関するこ

と 

ケガをした時、気分の悪い時、心身の健康のことで相談したい時は、健康管理

センターを利用してください。 

カウンセリング 学生相談室を開設しています。カウンセリングを受けたい方は相談員に申し出

るか、アドバイザーや健康管理センター職員を通じて利用してください。 

キリスト教に 

関すること 

キリスト教センターでは、自分の生き方について迷っている方の相談に乗り、

また、キリスト教に関わること全般について、相談を受け、情報提供をしてい

ます。 

 主に取り扱う事項 
事務窓口と 

取扱時間 
場所 

教務関係 

（学習に関する

こと） 

授業、履修、実習、試験、成績、FD（授業評価等） 

国家試験手続き（願書、受験手続き） 

その他学習に関すること全般 

教務事務センター 

平日：9:00～18:30 

土曜：9:00～17:00 

1号館 

1階 

 

ス チ ュ

ー デ ン

ト プ ラ

ザ 

学生生活 学籍異動（休学・復学等）に関すること 

学割・各種証明書の発行 

奨学金、アルバイト、経済的な問題 

施設使用、課外活動（クラブ・サークル、ボラン

ティアなど） 

通学、交通事故、傷害・賠償保険 

下宿・アパート、防犯及び各種トラブル 

障がいのある学生からの相談 

その他学生生活に関すること全般 

学生サービスセンター 

平日：9:00～18:30 

土曜：9:00～17:00 

 

ボランティアセンター 

火・木曜日 

11:00～18:00 

 

進路（就職・進学） 就職・進学に関する相談、模擬面接、履歴書添削

（卒業生を含む）、就職支援プログラム 

病院・施設等の採用情報に関すること、 

国家試験対策講座・模擬試験に関すること 

同窓会に関すること 

キャリア支援センター 

平日：9:00～18:30 

土曜：9:00～17:00 

国際教育・ 

国際交流 

海外研修・実習、海外留学、海外ボランティア、

海外渡航手続きその他海外での活動に関する支

援全般 

海外の協定締結校との国際交流推進 

外国人のホームステイ等の紹介  

グローバル教育推進センター 

平日：9:00～18:30 

土曜：9:00～17:00 

コンピュータ・ 

情報化 

コンピュータ・ソフトウェアに関する情報の提供

と質問への対応 

コンピュータ教室・演習室その他学内のパソコン

のトラブル対応 

情報関係オリエンテーション・講習会の実施 

ノートパソコンの貸し出し 

Wi-Fi接続登録 

ICT センター 

平日：9:00～18:30 

土曜：9:00～17:00 

学修支援 基礎的な学習方法のほか、学修上困っている問題

の解決に向けての支援 

学修支援室 

月・水曜日 

10:00～17:00 

5号館 

6階 

5604室 

学費ほか 授業料の延納・分納相談 

大学・専門学校の施設・設備に関すること 

障がいのある学生からの相談 

大学総務部 

平日：9:00～17:30 

土曜：9:00～17:00 １号館 

１階 入試について 入試や受験生向けの広報に関すること（家族や知

人で入学を希望者がいる、パンフレットや募集要

項希望など） 

入試・広報センター 

平日：9:00～17:30 
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●こころとからだの健康支援 

１）からだの健康（健康管理センター） 

 

健康上の様々な問題や心配ごとの解決のための支援を行います。 

［主な業務］ 

・健康診断 ……… 「学校保健安全法」に基づき毎年 4月上旬に健康診断を行います。 

・応急処置 ……… 学内での急病やケガに対しての応急手当を行います。体調が悪いときは休

養室で休むこともできます。また、状態によっては外部の医療機関に紹介

するなど適切に対応します。 

・健康相談…………健康上の悩み、不安、気になることについて看護師の職員が相談に応じま

す。開室時間内ならいつでも対応します。 

・健康教育 ……… 保健医療福祉を学ぶ学生の皆さんに感染症予防のための知識の啓発を目的

として学校医による B型肝炎予防、結核予防についての健康教育を行って

います。 

・その他……………身長計・体重計・血圧計・視力計を設置しています。 

 

２）こころの健康（学生相談室） 

○相談窓口 

大学生活を送る中で「どこへ相談したらよいか分からない」、「誰に相談したらよいか分か

らない」、「誰かに話を聞いてほしい」、「カウンセラーに相談したい」というようなことが起

こった時は、学生相談室にカウンセラー等がいますので、問題をひとりで抱え込まず、相談

室の戸をたたいてください。 

［相談内容］人間関係について（友人、恋愛、家族のことなど） 

自分について（自分を変えたい、人と違っているみたいだ、自分を知りたいなど） 

精神的なもの（イライラ、緊張、ストレス、不安、やる気がおきないなど） 

身体的なもの（眠れない、食べられない、食べすぎてしまうなど） 

 

○カウンセラーによるカウンセリング 

［利用時間］月・水・金 10：00～17：00 ※長期休業期間は変更する場合はあります。 

［カウンセリング予約方法］５号館１階の学生相談室窓口で随時受け付けています。 

メールでの予約もできます。 

学生相談室のホームページに利用可能日と時間を掲載しています。 

 

 

７．学生納付金・就学支援  

●学生納付金の取扱い（金額、納入時期等）  

 授業料、入学金その他の費用（2022年度）        単位：円 

学部・学科名 
授業料 

（年間） 
入学金 

合計 

 (初年度納付金) 

介護福祉学科 780,000 200,000 980,000 

 ※授業料は 3月と 9月に半額ずつ納入する必要があります。 

                   

  入学検定料 

学部・学科名 入学検定料 

介護福祉学科 20,000円 

 

 

 

 

 

10



 

●活用できる経済的支援措置の内容等（奨学金、授業料減免等の案内等） 

（1）菅野・太田・長谷川奨学金（貸与）………… 募集時期：4月、9月 

応募資格 将来、将来外を問わず、広く保健医療及び社会福祉の分野において社会に貢献する志

を有する者 

貸与月額 53,000円（無利息） 

（2）聖隷クリストファー大学同窓会・後援会奨学金（貸与）…… 募集時期：4月 

応募資格 卒業後、保健医療福祉の専門職として社会に貢献する志を有する誠実な学生のうち経

済的理由により大学各学部の 2年次、3年次、4年次および専門学校の 2年次に在学す

る学生でアルバイト等をしなければ修学が困難な者 

貸与月額 40,000円（貸与期間最長 1年、無利息） 

（3）K.M.奨学金（貸与）…………………… 募集時期：4月 

応募資格 卒業後、国内外を問わず広く保健・医療・福祉の専門職者として社会に貢献する志を

有する学業成績、人物ともに信頼のおける誠実な学生のうち大学各学部 2 年次、3 年

次、4年次および専門学校 2年次に在籍する学生 

貸与月額 50,000円（貸与期間最長 1年、無利息） 

（4）日本学生支援機構 

①第一種奨学金（貸与）……………………… 募集時期：4月 

応募資格 特に優れ、経済的理由により著しく修学困難な者 

貸与月額 自宅通学者  20,000円・30,000円・40,000円・53,000円（無利息） 

自宅外通学者 20,000円・30,000円・40,000円・50,000円・60,000円（無利息） 

②第二種奨学金（貸与）……………………… 募集時期：4月 

応募資格 第一種より緩やかな基準 

貸与月額 20,000円～120,000円から 1万円単位で選択（有利息） 

③給付奨学金（給付）………………………… 募集時期：4月、9月 

応募資格 家計の経済状況、学業成績、学修意欲による 

貸与月額 経済状況等による 

【日本学生支援機構の奨学金に関するＱ＆Ａ】 

〇申し込めば全員採用されますか？ 

→採用条件を満たさない場合は採用されません。 

〇他の奨学金と併用できますか？ 

→奨学金によっては併用できないものがありますので、それぞれ確認してください。 

〇採用後に金額変更、取り消しなどはできますか？ 

→できます。学生サービスセンター窓口に申し出てください。 

〇年度途中で申し込みはできますか？ 

→緊急事態（家計支持者の死亡や失業）や災害等で家計が急変し、証明書があれば申請できます。 

〇在学中に奨学金受給を辞退した場合、返還はどうなりますか？ 

→在学猶予制度を申請すれば、卒業まで返還は猶予されます。 

〇第一種と第二種および給付を同時に申し込むことはできますか？ 

→併用基準を満たしていればできます。 

〇四親等以内・知人に保証人のあてがありません。 

→機関保証制度を選択すれば応募できます。機関保証の場合は、保証金を引いた月額が月々入金 

されます。ただし、採用後、保証人が見つかっても人的保証に変更はできません。 

〇学年が変わる時に手続きは必要ですか。 

→毎年自分で継続（或は辞退）届を入力することが必要です。適格認定により廃止となる場合も 

あります。 
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（5）聖隷福祉事業団奨学金（介護福祉士養成校） 

 ①一般奨学金…………………………………………………………… 募集時期：随時 

応募資格 卒業後、聖隷福祉事業団各施設のいずれかに介護福祉士として勤務すること 

貸与月額 月額 30,000 円（貸与期間最長 2年） 

②特別奨学金…………………………………………………………… 募集時期：随時 

応募資格 卒業後、聖隷福祉事業団各施設のいずれかに介護福祉士として勤務すること 

貸与月額 月額 30,000 円または 50,000円（貸与期間最長 2年）※返還免除制度あり 

【聖隷福祉事業団奨学金（介護福祉士養成校）に関するＱ＆Ａ】 

〇奨学金に応募する場合、就職先はどうなりますか？ 

→卒業後、聖隷福祉事業団各施設に必ず勤務することが条件になります。 

〇2年次生になってから申し込みはできますか？ 

→できます。 

〇奨学金の振込銀行はどこでもよいですか？ 

→遠州信用金庫中川支店の口座と指定がありますので、口座がない場合は開設していただきます。 

〇学年が変わる時に手続きは必要ですか。 

→聖隷福祉事業団法人本部人事企画部に成績証明書を提出することが義務付けられています。 

 

（6）クリストファー介護福祉士奨学金……………………………… 募集時期：随時 

応募資格 卒業後、会員施設のいずれかに介護福祉士として勤務すること 

※会員法人 一穂会（西山病院グループ）、小羊学園、三幸会、慈悲庵、十字の園、 

白梅会、七恵会、日本老人福祉財団、八生会、ひかりの園、牧ノ原やまばと学園、 

和恵会 

貸与月額 月額 30,000 円または 50,000円（貸期間最長 2年）※返還免除制度あり 

 

（7）天竜厚生会介護福祉士奨学金…………………………………… 募集時期：随時 

応募資格 卒業後、天竜厚生会に介護福祉士として勤務すること 

貸与月額 月額 30,000 円 ※返還免除制度あり 

 

（8）あしなが育英会奨学金（貸与）…………………………… 募集時期：４月〜５月 

応募資格 保護者等が病気もしくは自死（自殺）や災害（除、交通事故）等で死亡したり、 

著しい後遺障害で働けないため、教育費に困っている学生 

貸与月額 一般 40,000 円、特別 50,000円 

 

（9）交通遺児育英会奨学金（貸与）…………………………… 募集時期：10 月 

応募資格 保護者等が道路における交通事故で死亡したり、著しい後遺障害で働けないため、 

教育費に困っている 25才までの学生 

貸与月額 40,000円、50,000円、60,000円から選択 

 

（10）ニッセイ聖隷健康福祉財団奨学金（給付）……………… 募集時期：４月 

応募資格 介護福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士として、卒業後高齢者福祉施設（有

料老人ホーム・介護老人福祉施設・介護老人健康施設・健康増進センター等）に勤務

を希望する者 

貸与月額 20,000円（期間：介護福祉士 2年間、理学・作業療法士・言語聴覚士 3年間） 

 

（11）静岡県介護福祉士修学資金（貸与）…………………… 募集時期：４月 

応募資格 卒業後、静岡県内の社会福祉施設等で介護等の業務に従事しようとする者 

貸与月額 50,000円に加え、１年次生には入学準備金 20万円が、卒業時に就職準備金 20万円 

が貸与されます ※返還免除制度あり 
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地方自治体の奨学金 

＜特定資格の養成施設在学者対象＞ 

 上記で紹介した以外にも、都道府県によっては、介護福祉士の養成施設に在学する学生を対象と

した奨学金制度を有する場合があります。この奨学金は、卒業後、その都道府県内の施設で一定期

間勤務することが条件になります。詳細は学生サービスセンターに問い合わせてください。 

＜出身地の学生対象＞ 

 都道府県や市町村の中には、「出身地の学生」を対象にした奨学金制度を有するところがあります。

各地方自治体の教育委員会が窓口になることが多く、自治体広報誌を通じて募集します。直接、自

治体に問い合わせてください。 

 

授業料等の延納・分納制度 

 特別の事情により期日までに学費を納付できないときは、分納や納入期限の延長を申請すること

ができます。申請については、納入期限の遅くとも 1ヵ月前までに大学総務部に相談してください。 

 

 

８．学校の財務 

 聖隷学園として、以下の URLにて財務情報を公表しています。 

 https://www.seirei.ac.jp/gakuen/financial/comparison 

 

 

９．学校評価 

 

＜2021年度教育活動等の学校評価＞ 

 

2021 年度事業計画 

評価 
◎：目標通りできた 

○：概ね目標通りできた 

△：十分に達成できていない・

次年度の課題である 

１
．
学
生
募
集
活
動 

入学生を確保するための学生募集活動（2022 年度入学者目標数 40 名） 

高校生、保護者の介護に関するイメージ向上を図るため、介護

の魅力・やりがい・将来性・処遇改善・卒業生の活躍の様子など

を専門学校入学案内、オープンキャンパス、高校内ガイダンスな

どを通して継続して伝えていきます。5月までにホームページの

リニューアルを行い、高校生がより興味を持てるように、内容や

構成を改善します。また、高校教員から生徒に本校を薦めてもら

えるよう実績のある高校を中心に高校訪問を行い、高校教員との

関係を強化します。外国人留学生についても継続して広報を行い

ます。 

 

①オープンキャンパスの参加者を増やし、確実に出願・入学に繋

げる。 

ホームページのリニューアルにあわせて、オープンキャンパス

ページの充実を図り、参加者の増加を図ります。引き続き受験情

報サイトも活用することで、接触者・反応者を増やし、出願まで

繋がるようにサンクスレター、ダイレクトメールを定期的に送付

します。 

 

評価 

△ 

コロナウィルス感染症の影響も

あり、オープンキャンパス等の

募集行事を十分行うことができ

ませんでした。5月にはホームペ

ージのリニューアルを行い、こ

れまで以上に見やすく、欲しい

情報が得られるホームページと

しました。行事への参加者に対

しては出願・志願への結びつけ

は行えたものの、参加者の絶対

数が伸びていないため、目標未

達となりました。入学者目標数

40名に対して、入学見込みが 22

名程度（2/16 現在）となってい

ます。 
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2021 年度事業計画 

評価 
◎：目標通りできた 

○：概ね目標通りできた 

△：十分に達成できていない・

次年度の課題である 

１
．
学
生
募
集
活
動 

②重点校との関係作りを強化する 

卒業生、在校生の出身校や介護福祉分野への希望者がいる高校

（重点高校）との関係づくりを通して本学への志望者を育て、オ

ープンキャンパス、入学へ結びつけます。重点校の見直しをしつ

つ教員との訪問を複数回行い、在校生の近況を伝えるニュースレ

ターを持参するなど関係強化を図ります。 

 

評価 

○ 

コロナ禍により、訪問は 6 月に

高校訪問、校内ガイダンス等、

教職員で連携・分担して対応し

ました。ニュースレターの代わ

りとして、1年生からお世話にな

った高校（もしくは日本語学校）

の先生に近況を伝えるお手紙を

出して近況を伝えました。 

③奨学金支援法人と協力して広報を行う 

奨学金の支援法人の協力を得て、随時見学会を実施します。コ

ロナウィルス感染症の状況が落ち着いた場合は、中断していた

「福祉のお仕事体験」を実施します。 

評価 

△ 

高校 1～3年生を対象とする「福

祉のお仕事体験」は今年度も感

染症の影響で実施を見送りまし

た。具体的に出願を考え、かつ

奨学金に関心のある高校生につ

いては、奨学金法人への施設見

学、役員面接を勧めました。こ

れにより入学前に 6 名が奨学生

として採用が決まっています。

（2/16 現在） 

④外国人留学生への広報を行う 

アジアからの外国人留学生を継続して受け入れるために、県内

の日本語学校 4校を中心に募集広報活動を展開します。聖隷福祉

事業団、近隣社会福祉法人の施設見学会への参加を促し、入学に

結びつけていきます。 

評価 

◎ 

これまで実績のある日本語学校

への訪問を継続しましたが、コ

ロナ禍で日本語学校の生徒さん

の入国が遅れ、かつ学生数が減

少していることもあり、志願者

を十分に得ることができません

でした。10 月に 1 名の入学が決

まっていますが、3 月にあと 1

名が入学する見通しです。（2/16

現在） 
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2021 年度事業計画 

評価 
◎：目標通りできた 

○：概ね目標通りできた 

△：十分に達成できていない・

次年度の課題である 
２
．
主
体
的
な
学
び
力
を
高
め
、
自
分
で
判
断
し
行
動
で
き
る
、
人
間
力
と
実
践
力
を
涵
養
す
る
教
育
の
徹
底 

（１）主体的に学修できるような授業展開を図る 

①オンラインでも対面でも学生が主体的に学修（アクティブラー

ニング）できる授業を実施します。 

②自ら調べ、考え、知識を得ていく楽しさを感じることができる

授業を展開します。 

③教員の教育力向上のためにピアレビューを実施します。 

 

評価 

◎ 

オンラインでの授業を 1 年生も

体験できるように春セメスタか

ら、試験的に授業に取り入れ、

その際にアクティブラーニング

の授業展開も実施することがで

きました。教員間で授業参観を

行うことが日常的に行われるよ

うになり、1月にピュアレビュー

も実施もできました。 

（２）個別化に特化した学習支援の充実 

①誰もが、基礎を確実に理解できるように、確認の小テスト等を

実施し、学生の理解力に応じた個別指導を徹底します。 

②学習習慣が身についていない学生に対しても、事前事後学修を

促すに課題を出し、学びの楽しさを感じられるような授業展開

を行います。 

③専任教員だけでなく、準教員を採用し、外国人留学生の学習支

援を強化します。（1年生は介護用語獲得のための補講の実施、

2年生は国試対策の支援） 

 

評価 

○ 

各教員が学生の現在の力を把握

し、その学生が理解しやすいよ

うな授業展開を心掛けていま

す。小テストや事前事後課題等

を通じて学びを深めることがで

きています。 

外国人留学生の学習支援のため

に準教員を採用する計画を立

て、春セメスタは採用すること

ができましたが、秋セメスタは

採用ができず、専任教員で留学

生支援を強化しましたが、準教

員採用時程は効果的に実施する

ことはできませんでした。来年

度は 6人の外国人留学生が国家

試験を受験するために、さらな

る学習支援の強化を図っていく

必要があります。 
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20201 年度事業計画 

評価 
◎：目標通りできた 

○：概ね目標通りできた 

△：十分に達成できていない・

次年度の課題である 

３
．
学
生
支
援
の
充
実 

（１）就職・キャリア支援  

①奨学金支援法人との協力 

奨学金支援法人に対し、採用担当者や就職した卒業生から、当

該法人の運営や介護福祉士の役割・働きなどの説明など、継続し

て就職支援行事等への協力を依頼し、学生が当該法人でのキャリ

アデザインを描き、就職先としてつながるよう支援していきま

す。 

評価 

○ 

聖隷福祉事業団単独の説明会お

よびクリストファー介護福祉士

奨学会加盟施設を中心とした施

設説明会を実施し、人事担当者

等の説明を通じ、法人・施設へ

の理解を深めました。これらは

学生の希望する施設への就職に

つながりました。 

奨学生の採用としては、2年次生

で聖隷福祉事業団 5 名、クリス

トファー介護福祉士奨学会 2 名

(2法人)、1年次生で聖隷福祉事

業団 14名、クリストファー介護

福祉士奨学会 4 名(3 法人)の計

25名となりました。 

②編入学 

福祉分野でより高い専門性と知識を実践するために大学へ編

入することについて、具体的なイメージがもてるよう卒業生から

の説明機会を継続して設けます。また、学園内推薦編入学制度に

ついて十分に説明を行うことで積極的に制度の利用を促し、学生

が学修を学園内で継続できるよう支援していきます。 

評価 

◎ 

1年次生は「卒業生と在学生との

懇談会」で実際に編入した卒業

生からの話を聞き、うち 4名（前

年度 6 名）が学園内推薦編入学

説明会に参加しました。また、2

年次生はエントリーした 3 名全

員が出願許可を得ました。2年次

の 4 月に出願許可を得られるス

ケジュールであることから、よ

り安心して学修を継続できる環

境を整えられています。 

③卒業生支援 

「新しい生活様式」のなかで、オンラインを活用することで、

ホームカミングデーや教員が行っている勉強会など、卒業生同士

の情報交換のほか在学生との交流等を継続して行います。また、

これらの案内を情報発信ツール（広報誌クリストファー、WEBキ

ャリア支援センター、ホームページ等）を使って積極的に案内し、

卒業生の接触機会を維持します。 

評価 

◎ 

ホームカミングデーには 3 名が

来校し、旧交を温めました。ま

た、就職支援プログラムの「卒

業生と在学生との懇談会」では 4

名の卒業生が来校し、在校生に

進路決定までのプロセス等を語

ってくれたほか、進路に関する

質問・疑問にも対応してくれま

した。 
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2021 年度事業計画 

評価 
◎：目標通りできた 

○：概ね目標通りできた 

△：十分に達成できていない・

次年度の課題である 

３
．
学
生
支
援
の
充
実 

（２）学生生活 ～学生満足度が高く、帰属意識を涵養するよう

な学生支援を行う～ 

 

①日本人と外国人の学生が共にお互いの文化や習慣等を学びあ

う機会を、授業内やアドバイザー懇談等に設けます。 

評価 

◎ 

年度初めの 4月・5月に集中して

実施することにより国籍や文化

を超えて学生たちの学ぶ環境が

構築できました。 

②準教員や学生ピアサポーターによる留学生の介護用語の勉強

会を実施し、留学生の日本語力の向上と日本人学生のリーダー

シップの涵養を目指します。 

評価 

◎ 

秋セメスターに準教員の採用が

かなわなかったが、学生同士の

学びあいが定着し、日本人学生

だけでなく外国人留学生もリー

ダーシップを取る場面が多くみ

られました。 

③建学の精神「生命の尊厳と隣人愛」を具現化した、学生支援を

深め、だれもがその人らしい学生生活が送れるように支援しま

す。 

評価 

◎ 

国籍や文化等違う学生たちがお

互いを認め合いながら、互いに

支え合い、学び合う事の出来る

学生絵死活を送ることができて

います。 

④多様な視点を持て、人間力の涵養を図るために行われる、新入

生歓迎会、クリスマス祝会、2年生を送る会等の本学独自の行

事をコロナ禍においても工夫しながら実施を目指します。 

評価 

◎ 

コロナ禍の中、一堂に集まって

飲食を共にする会は実施しませ

んでしたが、学生たちが考え工

夫を凝らして新入生歓迎会を実

施し、クリスマス祝会はお世話

になった方々へ手作りのクリス

マスカードを作成しお渡しする

ことができました。 

 

17



 

  

2021 年度事業計画 

評価 
◎：目標通りできた 

○：概ね目標通りできた 

△：十分に達成できていない・

次年度の課題である 
４
．
留
学
生
の
受
け
入
れ
の
対
応 

留学生の入国管理、公的機関に関する手続き、資格外労働の管理、

日本語支援等、生活全般にわたるサポートを行います。留学生が

安心して生活し、学業に専念できる環境を作り、自立して日本で

の生活ができるよう、支援します。 

 

評価 

◎ 

外国人留学生の在留資格更新手

続きの準備と支援、在籍状況や

アルバイト時間数などについ

て、適正な管理を行いました。 

コロナ禍、対面（集合）での活

動が制限される中、少し落ち着

いた 7 月に国際交流イベント

「夏祭り」を開催し、外国人留

学生に日本の文化に触れ、日本

人学生と外国人留学生が交流す

る機会を設けました。 

外国人留学生の退学の際、出入

国在留管理庁と連動して、在留

資格の変更手続きを適切に行い

ました。 

外国人留学生に対して授業後に

教員が日本語支援を行っていま

す。 
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＜2021 年度学校関係者評価＞ 

 

学校が実施した自己点検・評価結果の各項目を根拠資料とともに説明し、評価項目ごとの自己点検・評価結果の妥当性について検証すると共に、各委員から

意見を聴取した。なお、自己点検・評価の評価項目と様式は、静岡県専修学校各種学校教育振興会 自己点検・評価委員会発行『自己点検・評価ガイドライン』

に掲載されているものを一部改編して使用した。 

 

 

【学校関係者評価委員会 構成員】 

①保護者・・・・・・・・・・・後援会理事 渥美之吏子 氏 

②関連実習施設の関係者・・・・社会福祉法人小羊学園 在宅支援センターぱぴるす施設長 紅谷 純 氏 

③高等学校関係者・・・・・・・聖隷クリストファー高校校長 上村敏正 氏 

④大学関係者・・・・・・・・・聖隷クリストファー大学社会福祉学部介護福祉学科学科長 野田由佳里 氏 

 

【実施日（意見聴取日）】 

 2022年 2月 22日 

 

【評価に用いた資料】 

 ・専門学校の自己評価および学校関係者評価について 

 ・2021年度 聖隷クリストファー大学介護福祉専門学校 自己点検・評価結果 

 ・聖隷クリストファー大学介護福祉専門学校 教育情報の公表 

 ・2021年度 聖隷クリストファー大学介護福祉専門学校 事業計画 

 ・2021年度 聖隷クリストファー大学介護福祉専門学校 履修要項 

 ・2021年度 聖隷クリストファー大学介護福祉専門学校 学生生活の手引き(CAMPUS LIFE) 

 ・聖隷クリストファー大学・聖隷クリストファー大学介護福祉専門学校 学報 2021年 6月号、12月号 

 ・聖隷クリストファー大学介護福祉専門学校 2022年度入学案内/募集要項 
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１．教育理念・目標・人材養成 

評 価 項 目 

適切・・・４、ほぼ適

切・・・３、やや不適

切・・・２、不適切・・・１ 

自己点検・評価による現状の問題点 

および改善のための方策 
学校関係者の評価とコメント等 

① 学校の理念・目的・人材養成像は定められてい

るか 
○4  ３ ２ １ 

〔現状の問題点〕 

問題点は特になし 

①②：履修要項に記載されており卒業時の

到達度は、履修要項の「卒業時認定にかか

る基本方針」に示されている。 

③：「介護福祉士養成課程の教育課程の改

定」が本年度より実施されており、それに

向けて昨年度に教育課程や教育目標につい

ても見直しを行った。本年度が実施1年目で

ある。 

④：専門学校教職員会議で教職員に周知を

図っている。学生はガイダンス（春・秋の

セメスター開始時）や授業内、礼拝等で、

具体的でわかりやすく話すなど工夫し周知

を徹底している。 

自己点検・評価結果の妥当性が確認できま

した。 

  

 朝礼拝は出席必須としているのか。前身

の専門学校では自由参加だった。宗教上問

題となる学生はいないか。 

〔回答〕 

 礼拝前の朝の会は必須としているが、礼

拝への参加は大切さを説いてはいるが強制

してはいない。宗教上、礼拝への参加が難

しい人は申し出るようにと声掛けしてい

る。他宗教の学生が過去にいたがその時は

問題ないとのことだった。 

② 教育目標は卒業時の到達が読みとれるものにな

っているか 
○4  ３ ２ １ 

③ 教育理念並びに教育目標は定期的に見直され

ているか 
○4  ３ ２ １ 

④ 教育理念並びに教育目標を教職員・学生に周

知しているか 
○4  ３ ２ １ 
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２．教育活動 

評 価 項 目 

適切・・・４、ほぼ適

切・・・３、やや不適

切・・・２、不適切・・・１ 

自己点検・評価による現状の問題点 

および改善のための方策 
学校関係者の評価とコメント等 

① カリキュラムは教育目標が反映されているか ○4  ３ ２ １ 

〔現状の問題点〕 

 問題点は特になし。 

2021年度より、社会福祉士介護福祉士養成施設指定

規則（以下、「指定規則」という）の一部改正に伴

い教育課程を改定した。成績評価は、履修規程やシ

ラバスに従って行い、全体的な視点で授業科目ごと

のＧＰ（Grade Point）も確認し、授業の点検・評価

をしている。 

①：「学則第3条 キリスト教精神による生命の尊厳

と隣人愛に基づき人格を陶冶すると共に、介護福祉

に必要な専門的知識、技術及び態度と愛の精神が統

合された有為な職業人を育成して、社会の福祉に寄

与することを目的とする。」を実現するため指定規

則に則って、介護福祉士養成に必要な科目を配置し

ている。カリキュラムを静岡県健康福祉部福祉長寿

局介護保険課に届け出ている。 

また、キリスト教精神による生命の尊厳と隣人愛に

基づき人格を陶冶するために、「聖隷の理念と介護

福祉教育」を開講している。加えて、毎朝礼拝の時

間を設けている。 

②：カリキュラムは、指定規則に指定された内容を

教育するための科目を配置しており、指定規則の改

正に合わせて見直しを行うこととなる。各科目の内

容については、シラバス作成時期に各教員が見直し、

教育改善を進めている。2021年度より、指定規則の

一部改正に伴いカリキュラムを改定した。 

③：テキストはシラバス見直し時に各教員が最新の

テキストを提示している。新版の発行等については、

図書販売業者の確認も行われ、教授内容に合わせて

選択を行っている。 

④：シラバスは、毎年作成方針を決めて、方針に沿

自己点検・評価結果の妥当性が確認

できました。 

 

 学修支援の必要な学生はどのよ

うな学生でしょうか。 

〔回答〕 

 コミュニケーション能力に課題

のある学生が見受けられる。成績は

悪くないが、自分の意見が言えな

い、こちらからの問いかけに返事が

できない、といった様子がある。そ

れでも毎日の声掛けで改善は見ら

れる。療育手帳をもっていて学修習

慣がない学生もいる。個別の対応が

必要と考えている。 

② 定期的なカリキュラムの見直しがなされているか ○4  ３ ２ １ 

③ テキストや教材は適切なものを選定しているか ○4  ３ ２ １ 

④ シラバスが作成され学生に配布されているか ○4  ３ ２ １ 

⑤ 授業の点検・評価が適切に実施されているか ○4  ３ ２ １ 

⑥ 資格試験の合格率は ○4  ３ ２ １ 
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⑦ 資格試験不合格者の対策は ○4  ３ ２ １ 

って各教員が見直しの上作成している。 

⑤：成績評価は、履修規程やシラバスに沿い行って

いる。また、履修状況、科目別成績評価状況（ＧＰ）

を教職員会で確認し、学生の学修状況を確認し、組

織的な見直しを行っている。教員レベルでは、シラ

バス作成に当たって振り返りを行っている。 

⑥：介護福祉士国家試験の現役合格率は、2019年度

全国介護福祉士養成施設の平均80.0%に対して本校

は88.2％（15名/17名）、2020年度同72.9％に対して、

95.8％（23名/24名）であり、不合格者はいるものの、

全国平均に比べて高い合格率を維持している。 

⑦：資格試験の受験申し込み状況を把握したのち前

期に希望者には模擬問題の配布や個別指導の時間を

設けている。2020年度既卒合格者は5名受験し0名で

あったので課題である。 

⑧：成績評価は、シラバスにおいて評価方法をあら

かじめ明示し行っている。科目の到達目標の到達状

況は科目責任者がシラバスに記載している評価方法

に基づき評価を行い、教員間で情報を共有し必要な

学修支援を行っている。本校では、指定規則に定め

られた科目の修得が必要であり、進級・卒業の判定

審査については本校学則、履修規定に基づき適切に

実施している。 

⑨：目標に到達しない学生のフォローとして、教員

は授業以外に以下の取組みを行っている。 

・学修支援（主に留学生を対象） 

春セメスター準教員による学修支援（1回/週） 

秋セメスター教員による学修支援（3回/月） 

・介護福祉士国家試験対策 

学生主体による一問一答：4月～12月 2時限目終了

時に実施 

学内教員による対策講座：10月～1月 週1回実施 

外部講師による対策講座：4月～12月  

専門学校独自対策：過去問題・模擬問題の実施 春

セメスター月1回程度、秋セメスター週1回実施 

⑩：卒業判定は卒業要件に対する単位修得状況を確

認することで、客観的な判定を行っている。 

⑧ 評価は適切な方法で行われているか ○4  ３ ２ １ 

⑨ 目標に到達しない学生に対し適切なフォローが

なされているか 
○4  ３ ２ １ 

⑩ 進級、卒業の判定審査は適切に実施されている

か 
○4  ３ ２ １ 
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３．学生の受け入れ 

評 価 項 目 

適切・・・４、ほぼ適

切・・・３、やや不適

切・・・２、不適切・・・１ 

自己点検・評価による現状の問題点 

および改善のための方策 
学校関係者の評価とコメント等 

① 学生募集のための広報資料の表現・内容並びに

広報活動の方法・時期は適切か 
４ ○3  ２ １ 

〔現状の問題点〕 

 2016年度の開設時からの入学者は22名、26名、

21名、27名、19名と推移しており、2021年度も28

名と入学定員40名を満たせていない。 

①④：コロナウイルス感染症の拡大により2020年

度は開催できなかった5月の高校教員対象の学

校説明会を開催し、オープンキャンパスも概ね

予定通り実施ができたものの、いずれも参加者

数は以前と同程度にとどまった。 

⑥：2016年度からの入試結果は別表の通り。平均

充足率は61.7%である。 

 

〔改善のための方策〕 

2021年5月にホームページの更新を行った。今

後は更にコンテンツを増やし、学校の特長を広く

発信できるようにする。オープンキャンパスやガ

イダンス等で接触のあった高校生に対しては、出

願に繋がるよう継続して情報提供を行う。 

引き続き外国人留学生（以下、「留学生」という）

が入学しやすいように、県内の主要な日本語学校

を訪問し、経済的支援、就職支援を目的とした施

設と連携した奨学金制度の紹介を行う。 

自己点検・評価結果の妥当性が確認でき

ました。 

 広報においては、外国人留学生も含め

学修態度、生活態度がよい学生が国家試

験に合格しているので、そうした学生の

日々の様子を取り上げたらどうか。ま

た、今後浜松にも介護福祉士養成校が開

設されるが、外国人留学生をターゲット

としているようだ。本校は日本人学生も

いるうえに外国人留学生も増えていて、

日本人学生、外国人留学生のいずれに対

しても支援体制が充実していることな

どを前面に広報したらどうか。 

〔回答〕 

 外国人留学生への学修指導が熱心で

あることが口コミで広まる一方、外国人

留学生が多いことに対してマイナスイ

メージを抱かれる可能性もあるので、日

本人学生からのサポートがあることな

ども良い点として広報していきたい。 

② 入学案内には志願者が必要とする情報が掲載さ

れているか 
○4  ３ ２ １ 

③ 募集要項の内容は適切か ○4  ３ ２ １ 

④ 学校説明会、体験入学の時期、内容は適切か  ４ ○3  ２ １ 

⑤ 入学者選抜の時期、方針、方法は適切か ○4  ３ ２ １ 

⑥ 志願者状況、定員充足率はどうか   ４ ３ ○2  １ 

⑦ 中途退学の理由・実状を適切に把握しているか ○4  ３ ２ １ 

 

⑥別表 

 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 

志願者数（人） 25 29 21 29 20 29 

合格者数（人） 25 28 21 28 20 29 

入学者数（人） 22 26 21 27 19 28 

充足率（%） 55.0 65.0 52.5 67.5 50.0 70.0 
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４．教員組織 

評 価 項 目 

適切・・・４、ほぼ適

切・・・３、やや不適

切・・・２、不適切・・・１ 

自己点検・評価による現状の問題点 

および改善のための方策 
学校関係者の評価とコメント等 

① 専任教員は設置基準を満たしているか ○4  ３ ２ １ 

〔現状の問題点〕 
 専門学校の専任教員3名と指定規則上の
必要な人数を配置している。教員の担当科
目時間数が多めである。また本年度は7名の
留学生が入学しており、留学生に対する日
本語指導や国試対策支援、到達目標に達し
ない学生への学修支援などを行うには教員
の業務が増える状況である。専任教員１人
あたりの担当科目時間数については多めで
あり、教員間での時間数の差が認められる。
その他、学修支援を必要とする学生が多く
いること留学生においては日本語の支援を
踏まえた支援が必要なため担当科目時間数
と支援の時間を考慮する必要がある。 
〔改善のための方策〕 
 春セメスターには準教員を1名採用し、留
学生や到達目標に達しない学生の支援を行
うことができたが、秋セメスターには必要
な人材を確保することができなかった。次
年度に向けても準教員1名を配置したいと
考えている。 
現時点では、入学定員を満たしていないた
め専任教員の新規採用は難しい。在学生の
学修支援や留学生支援など授業科目以外で
の時間を要することが今後も見込まれる。
支援の継続と教育の質が低下しないよう
に、教員の教育力の向上のための研修の強
化に加えて、非常勤講師や準教員等の活用
を継続し質の高い教育を提供できる環境を
整備する。 
 専任教員１人あたり担当科目時間数につ
いては、各専任教員における科目編成者の
領域を主に担当することを基本とし時間数
の適性を図っていくこととする。 

自己点検・評価結果の妥当性が確認できま
した。 
 
 どの学校も定員確保が課題である中、教
員数が少ない＝現任の教員の負担が大きく
なる、多忙となる、だが学生が集まってい
ないので人は増やせない、という悪循環に
陥っている。教育の質、学生の質を上げて
いくには、教員のコミュニケーション能力
を上げるための研修を行うべきと考える。
留学生の日本語支援、学修支援は教員が本
来持つ介護福祉士養成の専門知識とは別の
知識やスキルが必要となる。そこを補う研
修をぜひ行ってほしい。それが教育の質、
学生の質の向上→魅力ある学校づくり→定
員確保→教員の増員→働き方改革とつなが
っていくと考える。 
〔回答〕 
 教員は学生支援に力を入れるあまり学生
との関係性が近くなることにも課題を抱え
ている。教員研修の内容についてはご意見
を参考にして考えていきたい。 

② 専任教員１人あたりの担当科目時間数は適切か ４ ○3  ２ １ 

③ 教職員の業務分掌は明確になっているか ○4  ３  ２ １ 

④ 教職員の能力、業務内容の評価を定期的に実

施しているか 
○4  ３ ２ １ 

⑤ 教職員の資質向上のためのシステムは適切に

構築されているか 
○4  ３ ２ １ 

⑥ 職員は業務が滞りなく遂行できる人数を雇用し

ているか 
 4 ○3  ２ １ 
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５．学生支援 

評 価 項 目 

適切・・・４、ほぼ適

切・・・３、やや不適

切・・・２、不適切・・・１ 

自己点検・評価による現状の問題点 

および改善のための方策 
学校関係者の評価とコメント等 

① 奨学金等、経済的支援は整備されているか ○4  ３ ２ １ 

〔現状の問題点〕 
 問題点は特になし。 
①：学生サービスセンターが窓口となり、
聖隷福祉事業団（介護福祉養成学校）奨学
金、クリストファー介護福祉士奨学金、静
岡県社会福祉協議会介護福祉士修学資金、
日本学生支援機構奨学金等の説明、手続き
の支援を行っている。 
②：学生相談室は週に3日、平日10時00分か
ら17時00分に開室をしており、カウンセリ
ングは予約制で行っている。入学生に対し
ては、「UPI調査」を実施することで心と体
の健康状態の思わしくない学生をスクリー
ニングし、必要に応じて面談・カウンセリ
ングを実施している。 
外国人留学生に対して、グローバル教育推
進センターにて以下のことについて支援と
取り組みを行っている。 
・私費外国人留学生授業料減免規程に基づ
いた授業料減免 
・奨学金の給付手続きの支援 
・在留資格更新手続きの準備と支援 
・留学生の在籍状況やアルバイト時間数な
どの適正な在籍管理 
・市役所での住民票登録、在留カード住所
変更、また住居の選定などの生活全般の支
援 
・日本の文化を知る機会、日本人学生と留
学生が交流する機会を設定 

自己点検・評価結果の妥当性が確認できまし
た。 
 

② 学生相談、カウンセリングに関する体制が整備・

機能しているか 
○4  ３ ２ １ 

③ 各学校行事について、適切な事後反省を行って

いるか 
○4  ３ ２ １ 
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④ 防犯・防災訓練の実施等、不法侵入・災害に対す

る整備は万全か 
○4  ３ ２ １ 

③：新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、学年暦通りに、また従来通りの方法で
の学校行事が実施できていないが、中止に
するのではなく代替え行事の検討や開催方
法の見直しを行い実施することができた。
終了後には関係部署で課題を抽出し、当該
年度のうちに改善案をまとめ、翌年度以降
の実施に繋げている。 
④：毎年、学校安全計画を作成し、その計
画の中に年2回の防災訓練を設定している。
新型コロナウイルス禍の中での避難訓練は
防災教育と安否情報確認（ANPIC）を実施し
た。 
専門学校棟の出入口は2箇所であり、夜間
（21時から翌朝7時）は施錠され、学生や学
外者は入館できないが、教職員は暗証番号
で入館できる仕組みになっている。 
災害時には安否情報確認メール（ANPIC）で
安否が確認できるシステムを運用してい
る。 
⑤：就職等に関する支援プログラムを1年次
生から実施し（別表参照）、毎回ほぼ全員
が参加した。また、学生個々に対し、就職
相談のほか、履歴書添削や模擬面接を実施
するなどの手厚いサポートを実施してい
る。本校の入学定員40名に対して2020年度
延べ349名の介護職求人があった。開校以
来、就職を希望する学生の就職率は100％で
ある。 

⑤ 進路活動に関する支援が整備され、機能してい

るか 
○4  ３ ２ １ 

⑥ 新たな求人開拓の努力をしているか ○4  ３ ２ １ 

 

別表 

2021年 5月 社会人になるための基礎講座、社会人マナー講座 

6月 スーツ着こなし講座、メイクアップ講座（女性のみ）※動画視聴 

12月 
2年次生による就職活動報告会、卒業生と在学生との懇談会、聖隷クリストファー大学社会福祉学部への編入学説明会、履歴書の書き方、面接の受

け方講座 

2022年 3月 福祉系の法人・施設等を招いての説明会 
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６．施設・設備 

評 価 項 目 

適切・・・４、ほぼ適

切・・・３、やや不適

切・・・２、不適切・・・１ 

自己点検・評価による現状の問題点 

および改善のための方策 
学校関係者の評価とコメント等 

① 講義室は学習を行うのに充分な面積を有してい

るか 
○4  ３ ２ １ 

〔現状の問題点〕 

 問題点は特になし。 

①②③④⑤⑧：専門学校棟に普通教室が2室

（各144.0ｍ2）、学生が自学自習できる実

習教育室（36.0ｍ2）を設けている。大学2

号館の介護実習室（115.4ｍ2）は大学社会

福祉学部と共用している。その他の施設設

備も大学と共用しており十分に整ってい

る。また、教務事務センターで教室の使用

状況を一元管理している。教室等の修繕等

は財務部施設課が対応しており、不具合等

が生じれば都度対応している。 

教室には教員用パソコン、プロジェクタ、

DVDプレーヤーなどの機器が整備されてお

り、授業に活用されている。実習教育室に

はパソコンとプリンタが1台ずつ常設して

あり、学生が自由に使用することができる。

教室、実習教育室ではWi-Fiが利用できる。

情報処理の授業など全員がパソコンを使用

する際には、大学の機器を共用して対応が

できている。 

⑥：図書館には、介護関連の図書が9,253冊

あり、教員と学生からの希望を含めて選定

リストを図書館事務センターが作成し、図

書館運営会議に諮り選定している。学生は、

自己点検・評価結果の妥当性が確認できまし

た。 

 

 実習時のマスク支給はありがたかったが、

サイズが合わなかったという声があったよ

うだ。小さめサイズを用意したらどうか。 

〔回答〕 

 学生の要望に合うよう対応する。 

② 実習室は実習を行うのに充分な面積を有してい

るか 
○4  ３ ２ １ 

③ 実習設備は整備されているか ○4  ３ ２ １ 

④ 講義室・実習室の管理は適切に行われているか ○4  ３ ２ １ 

⑤ 学生が自学自習できる教室を有しているか ○4  ３ ２ １ 

⑥ 図書室は適切に整備されているか ○4  ３ ２ １ 

27



 

⑦ 保健室は適切に整備されているか ○4  ３ ２ １ 

貸出パソコンを借りて学習や、ラーニング

コモンズなどで自主学習をしている。 

⑦：健康管理センターが設置されており、

看護師資格を保有している専門の職員2名

が常駐している。 

⑨：教員室は専門学校棟の1階に置かれてお

り、常時学生が立ち寄ることができるよう

になっている。教員室には各教員用に机・

イス・パソコンが配備されている。管理は

教員がおこなっている。夜間は機械警備が

セットされ室内のセキュリティーを確保し

ている。 

⑩：事務室は、スチューデントプラザに学

生支援のための事務部門（センター）が集

約されている。教務事務センター、学生サ

ービスセンター、キャリア支援センター、

グローバル教育推進センター、ICTセンター

など専門性をもって学生支援にあたってい

る。管理部門として総務部が置かれている。 

⑧ 教育用機器備品は整備されており活用されてい

るか 
○4  ３ ２ １ 

⑨ 教員室の管理は適切に行われているか ○4  ３ ２ １ 

⑩ 事務室の管理は適切に行われているか ○4  ３ ２ １ 
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７．管理・運営 

評 価 項 目 

適切・・・４、ほぼ適

切・・・３、やや不適

切・・・２、不適切・・・１ 

自己点検・評価による現状の問題点 

および改善のための方策 
学校関係者の評価とコメント等 

① 理事会・評議員会は適時適切に開催され、機能し

ているか 
○4  ３ ２ １ 

〔現状の問題点〕 

財務分析比率について、専門学校単独の帰

属収支差額がマイナスとなっている。これは

入学者の未充足によるものである。 

〔改善のための方策〕 

学生募集力を強化し入学者を充足させる

ために2022年度は以下の4点を中心に募集広

報を進めていく。 

 ①接触者を増やし、確実に出願・入学に繋

げる。 

 ②卒業生の活躍をホームページや募集行

事において紹介する。 

 ③修学支援制度および近隣法人と連携し

た奨学金制度を分かりやすく伝える。 

 ④重点校（日本語学校含む）との関係作り

を強化する。 

自己点検・評価結果の妥当性が確認できま

した。 

 ② 理事会、評議員会の議事録は適切に作成、管理

されているか 
○4  ３ ２ １ 

③ 就業規則などの諸規程は適切に整備されている

か 
○4  ３ ２ １ 

④ 就業規則などの諸規程・学則等が定期的に見直

されているか 
○4  ３ ２ １ 

⑤ 組織間、各部署間の連携は適切に図られている

か 
○4  ３ ２ １ 

⑥ 消防計画、学校安全計画等は適切に整備されて

いるか 
○4  ３ ２ １ 

⑦ 個人情報保護法を遵守しているか ○4  ３ ２ １ 

⑧ ハラスメントに対する防止・対応策が整備されてい

るか 
○4  ３ ２ １ 

⑨ 財務分析比率は適切な数字になっているか ４ ３ ○2  １ 

⑩ 学校の財務情報を公開する適切な体制が整備さ

れているか 
○4  ３ ２ １ 

29



 

１０．国際連携の状況 

 専門学校としての国際連携活動は現在のところ実施しておりません。 

 

 

１１．その他 

●学則  

 学則は以下の URLをご参照ください。 

 https://www.seirei.ac.jp/carework/guide/regulations/ 

 

●学校運営の状況に関するその他の情報  

キャンパスは以下の通りで、聖隷クリストファー大学の施設も利用可能です。 

キャンパスの木々の緑は目にも優しく、赤レンガとベージュの校舎にはアーチの窓や回廊が施さ

れて明るく開放的。清潔感のある空間があふれています。学内には 240席の大教室や小グループで

の活動が円滑に行われるように工夫された演習室、高度な技術を学ぶためのさまざまな実習設備、

自学自習や授業で利用されるコンピュータ教室、豊富な資料を備えた図書館、体育館など、利用し

やすくて満足できる学修環境が整っています。またランチタイムやミーティングのための学生ホー

ルは、憩いの場としても活用できるように整備されています。学生サービスセンターや健康管理セ

ンターでは、安心して学べるよう、日常生活も含めてサポートします。 

 

◇校舎案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>主な施設については下記ＵＲＬをご参照ください。 

 https://www.seirei.ac.jp/carework/guide/facility/#campusmap 

 

図書館 

本学図書館では、教員や学生の方々のために、保健医療福祉をより幅広く、より専門的に学ぶ

ための支援環境を整えています。なお、大学と共同利用しています。 

 

図書冊数と閲覧室座席数（2022年 5月 1日現在） 

図書冊数 120,961冊  

閲覧室座席数 244席  

    >>>詳しくは 聖隷クリストファー大学 図書館ホームページ をご覧ください。 

https://lib.seirei.ac.jp/library/ 
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