
　　1．歯科医療の高度化と社会環境の変化に対応することのできる歯科衛生士

　　2．幅広い見識と豊かな人間性を有する歯科衛生士

　　3．高い倫理観を持つ歯科衛生士

　　4．資質向上に寄与することのできる歯科衛生士

　　5．多職種連携のできる歯科衛生士

　　6．科学的根拠に基づいた判断のできる歯科衛生士

　　1．歯科衛生士としての必要な知識・技術を習得できるように学習意欲の向上を目指す

　　2．医療人としての責任感と使命感を養い向上心のある人材を育成する

　　3．歯科衛生士国家試験全員合格を目指す

　　4．施設設備の充実を図り環境整備を進める

　　5．自ら課題を探求し問題解決能力を身につけさせる ←　学生視点への目標ではあるが、学校側の視点として標記する．

前期
評価

後期
評価

第1回 学校関係者評価委員会　R3.10月実施
成果、課題と今後の改善方策（前期）

第2回  学校関係者評価委員会　R4.1月実施
成果、課題と次年度（今後）の改善方策（後期）

1. 3.9 3.9

2. 学校における職業教育の特色を示しているか 3.8 3.9

3. 社会のニーズ等を踏まえた学校の将来構想を抱いているか 3.7 3.8
【課題】
・学校の教育理念、教育目標等を全学年の保護者に対しての周知が不十分である．

【課題】
・学校の教育理念、教育目標等を全学年の保護者に対しての周知が不十分である．

4. 3.4 3.3

5. 3.9 3.9

1. 目的等に沿った運営方針が策定されているか 3.8 3.9

【成果】

2. 運営方針に沿った事業計画が策定されているか 3.7 3.9 ・出席状況等の管理システムを運用試験中．

3. 3.7 3.8

【課題】

4. 人事、給与に関する制度は整備されているか 3.6 3.5 ・HPの活用と改善への取り組みが不十分である．

5. 教務・財務等の組織整備など意思決定システムは整備されているか 3.8 3.7 ・学生情報システムの出席状況等の管理が不十分である．

6. 3.4 3.6

【改善方策】

7. 情報システム化等による業務の効率化が図られているか 3.1 3.1 ・出席状況等の管理システムを構築していく．

学
校
教
育
目
標

令和３年度　沖縄歯科衛生士学校 自己評価 ( 歯科衛生士科 ） 

評　価

学校教育方針 （ 教育理念　）

豊かな人間性を養い地域社会の健康と福祉に貢献できる歯科衛生士を育成する

前期：16名　学校運営委員6名、専任教員6名、指導教員2名、事務2名
後期：17名　学校運営委員7名、専任教員6名、指導教員2名、事務2名

評 価 者　４：適切　　３：ほぼ適切　　２：あまり適切ではない　　１：不適切

重
点
努
力
目
標

大項目 評　価　項　目

Ⅰ
教育理念、

目的、
人材育成像

学校の理念・目的・育成人材像は定められているか（専門分野の特性が明確になっているか）
【成果】
・教育理念、学校教育目標について、HP、学生募集要項、学生便覧、また保護者が
参加する式典（入学式、登院式）等において、周知を行った．

学校の理念･目的・育成人材像・特色・将来構想などが生徒・学生・保護者等に周知がなされ
ているか 【改善方策】

・保護者に対する広報活動として、学校のLINE公式アカウントを作成し、LINEからHP
にアクセスできるようなシステムを構築する．

【改善方策】
・現在、学校のLINE公式アカウントを作成中．
・32期生の卒業記念品寄贈に教育理念の掲示パネル（講堂、教室）を予定している．

教育目標、育成人材像は、業界のニーズに向けて方向付けられているか

【成果】
・教育理念、学校教育目標について、HP、学生募集要項、学生便覧、また保護者が
参加する式典等において、周知を行った．

Ⅱ
学校運営

【成果】
・学生情報システムの導入（業者に依頼）により学生管理に関する業務の効率化が図
られた．

運営組織や意思決定機能は、規則等において明確化されているか、また、有効に機能してい
るか

【課題】
・HPの改善への取り組みが不十分である．
・学生情報システムを導入し、昨年に比べ業務の効率化は改善されたが、出席状況
等の管理が不十分である．

教育活動に関する情報公開が適切になされているか

【改善方策】
・学生情報システムについて出席状況等の管理を含め、さらに構築していく．



前期
評価

後期
評価

第1回 学校関係者評価委員会　R3.10月実施
成果、課題と今後の改善方策（前期）

第2回  学校関係者評価委員会　R4.1月実施
成果、課題と次年度（今後）の改善方策（後期）

（目標の設定等）
【成果】

1. 3.9 3.9 ・教育理念等に沿った教育課程の編成・実施方針等を策定している．

2. 3.8 3.8
・教育理念、育成人材像や業界のニーズを踏まえた修業年限に対応した教育到達レ
ベルや学習時間の確保を明確にしている．

（教育方法・評価等）

3. 3.7 4.0

4. 3.8 3.8
【課題】
・外部関係者からの評価取り入れ．
・授業評価のフィードバックの方法について．

【課題】
・外部関係者からの評価取り入れ．
・授業評価のフィードバックの方法について検討する．

5. 3.5 3.9

6. 3.8 3.9

（資格試験）

７. 3.8 3.7

（教職員） 【成果】

８. 3.4 3.5

・関連分野における業界との連携において非常勤講師として講義、実習を依頼してい
る．

９. 3.4 3.5

【課題】
・人材育成目標に向け授業を行うことができる要件を備えた教員について、産休育休
に入る若い教員や定年退職を目前にする教員がいるため、今後の教員確保は必要．
・教員の人材確保のみでなく、多忙な職員業務の改善に向けて問題点の抽出を行う．

【課題】
・人材育成目標に向け授業を行うことができる要件を備えた教員について、今後も教
員確保は必要．
・人材確保のみでなく、多忙な職員業務の改善に向けて今後も問題点の抽出を行う．

10. 3.7 3.7

【改善方策】
・職員業務の改善への取り組みを検討する．

【改善方策】
・職員業務の改善への取り組みを今後も検討する．

1. 3.8 4.0

2. 3.9 3.9

3. 3.7 3.8
【課題】
・令和３年度：休学者１名
・卒業後のキャリア形成への効果については把握していない．

【課題】
・卒業後のキャリア形成への効果については把握出来ていない．

4. 3.2 3.3

【改善方策】
・卒業後のフォローアップ研修等を行い、キャリア形成の効果を把握していく．

【改善方策】
・卒業後のフォローアップ研修等を行い、キャリア形成の効果を把握していく．

大項目 評　価　項　目

Ⅲ
教育活動

教育理念等に沿った教育課程の編成・実施方針等が、策定されているか

教育理念、育成人材像や業界のニーズを踏まえた修業年限に対応した教育到達レベルや学
習時間の確保は明確にされているか

関連分野における先端的な知識・技能等を修復する為の研修や教員の指導力育成など資質
向上の為の取組が行われているか

【成果】
・前期同様に後期も在校生に対し、授業評価を各教科の講義、実習終了後に実施し
た．カリキュラムは体系的に編成されているか

キャリア教育・実践的な職業教育の視点に立ったカリキュラムや教育方法の工夫・開発などが
実施されているか

授業評価の実施・評価体制はあるか
【改善方策】
・外部関係者の評価として講師からの評価を実施する．
・授業評価の結果は個別に講師へ開示する．

【改善方策】
・外部関係者の評価として講師からの評価を実施する．
・授業評価の結果は個別に講師へ開示する．

成績評価・単位認定の基準は明確になっているか

【成果】
・卒業生に対しアンケートを実施し、在学中の満足度等について調査を行った．
・在校生に対し、授業評価を各教科の講義、実習終了後に実施した．

【課題】
・コロナ禍において実習等を行う場合の指導教員配置の人員不足
【改善方策】
・実習指導教員の確保．資格取得の指導体制、カリキュラムの中での体系的な位置づけはあるか

【成果】
・関連分野における先端的な知識・技能等を修復する為の研修や教員の指導力育成
など資質向上の為の研修費を予算計上し、積極的な研修会等への参加を促してい
る．人材育成目標に向け授業を行うことができる要件を備えた教員を確保しているか

関連分野における業界との連携において優れた教員（本務・兼務含め）の提供先を確保するな
どマネジメントが行われているか

【成果】
・資格取得の指導体制、カリキュラムの中での体系的な位置づけを行っている．（1年
次から国家試験過去問題の課題を実施．期末試験不合格者への課外補講の実施．3
年次の国家試験直前対策講座の実施．）

Ⅳ
学修成果

就職率の向上が図られているか
【成果】
・資格取得をした学生は、１００％就職している．
・卒業後にアンケートを実施し、学校の教育活動の改善に取り組んでいる．
・令和２年度資格取得１００％

【成果】
・歯科医師会主催の研修会を歯科衛生士会に後援依頼を行い、認定に必要な単位
取得が可能になった．
・令和３年度：休学者１名（令和４年度復学予定）

資格取得率の向上が図られているか

退学率の低減が図られているか

卒業後のキャリア形成への効果を把握し学校の教育活動の改善に活用されているか



前期
評価

後期
評価

第1回 学校関係者評価委員会　R3.10月実施
成果、課題と今後の改善方策（前期）

第2回  学校関係者評価委員会　R4.1月実施
成果、課題と次年度（今後）の改善方策（後期）

1. 3.8 4.0 【成果】

2. 3.9 3.9
・前期と変更なし

3. 3.9 3.6

【課題】

4. 学生の経済的側面に対する支援体制は整備されているか 3.9 3.8

・学生の生活環境への支援（寮の整備、アパート等の紹介）については、学生課等の
部署がないため支援は困難である．

5. 学生の健康管理を狙う組織体制はあるか 3.9 3.9

6. 2.7 2.6

【改善方策】

7. 3.4 3.5

・在校生から情報収集を行い、新入生等に情報を伝える．

8. 3.2 3.5

1. 3.3 3.4
【成果】
・減価償却積立金の入金．
・県へ設備整備補助事業を申請中．

【成果】
・県より設備整備補助事業の交付決定を受け、備品等の購入．
・防犯カメラの設置．

2. 3.6 3.8
【課題】
・校舎（窓、網戸含む）、フェンス等の経年劣化．

【課題】
・校舎（窓、網戸含む）、フェンス等の経年劣化．

3. 3.7 3.5
【改善方策】
・施設・設備に対する予算を計上し整備を行っていく．

【改善方策】
・施設・設備に対する予算を計上し整備を行っていく．

1. 3.8 3.6

2. 学生募集活動は、適正に行われているか 4.0 3.7

3. 3.9 3.8

4. 学生納付金は妥当なものとなっているか 3.9 3.7

1. 中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか 3.8 3.4

2. 予算・収支計画は適切なものとなっているか 3.7 3.4

3. 財務について会計監査が適正に行われているか 3.9 3.8

【課題】
・予算・収支計画について以下を検討する．
1.校舎の老朽化による設備整備に係る支出の増加．
2.今後迎える18歳人口の減少における定員の充足率の向上と維持．
3.新型コロナウイルス感染症による感染対策費用の高騰に伴う実習材料費の増加．

【課題】
・予算・収支計画について以下を検討する．
1.校舎の老朽化による設備整備に係る支出の増加．
2.今後迎える18歳人口の減少における定員の充足率の向上と維持．
3.新型コロナウイルス感染症による感染対策費用の高騰に伴う実習材料費の増加．

4. 財務情報公開の体制整備はできているか 3.8 3.5
【改善方策】
・施設・設備に対する予算を計上し整備を行っていく．
・感染症対策費用を含め実習材料費の予算を計上していく．

【改善方策】
・施設・設備に対する予算を計上し整備を行っていく．
・感染症対策費用を含め実習材料費の予算を計上していく．

卒業生への支援体制はあるか

・社会人入学者への支援として専門実践教育訓練指定講座の認定を受けている．

社会人のニーズを踏まえた教育環境が整備されているか

大項目 評　価　項　目

Ⅴ
学生支援

就職に関する支援体制は整備されているか
【成果】
・学生支援（就職、学生相談、健康管理等）については、担任を通して学生の状況を
把握し、教務課全体で対応している．

学生相談に関する体制は整備されているか

保護者と適切に連携しているか

・学生の経済的側面に対する支援体制は、昨年度に引き続き修学支援新制度を行
い、サポートを継続している．

・卒業生への支援として、毎年、復職支援セミナーを開催し、復職へのサポートを行っ
ている．

学生の生活環境への支援は行われているか

【成果】
・財務については税理士による定期的な監査を受け、適正に処理を行っている
・財務情報公開及び修学支援制度における情報公開を実施している．

【成果】
・前期と変更なし

Ⅵ
教育環境

施設・設備は、教育上の必要性に十分対応できるよう整備されているか

学内外の実習施設について十分な教育体制を整備しているか

防災に対する体制は整備されているか

Ⅶ
学生募集

高等学校等、接続する機関に対する情報提供等の取組が行われているか

【成果】
・昨年度から新型コロナウイルス感染症の影響で、学校訪問、進学相談会等が中止と
なったが、今年度もオープンキャンパスを工夫し開催することができた．
・今年度、男子学生が入学したことにより、男子の入学が可能であることを周知するこ
とができる．

【成果】
・今年度、男子学生が入学したことにより、男子の入学が可能であることを入学案内パ
ンフレット等で周知することができる．学生募集活動において、資格取得・就職状況等の情報は正確に伝えられているか

Ⅷ
財務



前期
評価

後期
評価

第1回 学校関係者評価委員会　R3.10月実施
成果、課題と今後の改善方策（前期）

第2回  学校関係者評価委員会　R4.1月実施
成果、課題と次年度（今後）の改善方策（後期）

1. 3.9 3.9
【成果】
・前期と変更なし

2. 3.8 3.7
【課題】
・SNS等での個人情報の対策

3. 3.7 3.7
【改善方策】

4. 自己評価結果を公開しているか 3.8 3.8
・学生、講師に対し、SNS等の取り扱いについて注意を促す．

1. 学校の教育資源や施設を活用した社会貢献を行っているか 3.2 3.1

【成果】
・学生のボランティア活動については、奨励及び紹介を行っているが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により、昨年度からボランティア活動の外部からの依頼もなく、また
自粛もしている．
【課題】
・学校施設の開放を復職支援事業以外では行っていない．

【成果】
・前期と変更なし．
【課題】
・コロナ禍により外部のボランティア活動が困難
・学校施設の開放を復職支援事業以外では行っていない．

2. 学生のボランティア活動を奨励、支援しているか 3.3 3.2

【改善方策】
・学校施設を卒業生へのフォローアップ研修や歯科医師会の学術講演会等で活用し
ていく．

【改善方策】
・外部へのボランティア活動ではなく、校内でできるボランティア活動を募る．
・学校施設を卒業生へのフォローアップ研修や歯科医師会の学術講演会等で活用し
ていく．

Ⅹ
社会貢献・
地域貢献

　その他所見
・評価者全員が全ての項目を評価するのではなく、妥当性、信頼度を上げるために、評価項目によって評価する対象者を振り分けする必要がある．
・卒業生対象のアンケートは活用方法が多く非常に良いアンケートである．また、入学生に対し、歯科衛生士の職業を知った時期や進路決定の時期等の情報収集を行い、周知対象者（高校生、中学生等）の把握に利用できる．

大項目 評　価　項　目

Ⅸ
法令等の

遵守

法令・専修学校設置基準等の遵守と適正な運営がなされているか

【成果】
・法令・専修学校設置基準の自己点検を行い、適正な運営の実施を行っている．
・個人情報保護については設置法人に準じている．
・2019年度より学校自己評価を行い、HPに公開し問題点の改善に努めている．

個人情報に関し、その保護のための対策がとられているか

自己評価の実施と問題点の改善に努めているか


