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1.日時 令和 4年 7月 7日(木) 9：30～11：00 

 

2.場所  ヤマザキ学園 渋谷キャンパス 2号館 B棟 4F会議室 

 

3.出席者  

 

(1)学校関係者評価委員 任期は何れの委員も 1年 

花田道子 (ヤマザキ動物看護専門職短期大学 学科長 当該分野専門家) 

 落合直美 (株式会社エルムスユナイテッド動物病院グループ エルムス動物医療センター動物看護師、卒業生)、委員長 

後藤幸美 (ヤマザキ動物専門学校 保護者) 委任出席（事前ヒアリング） 

 

(2)専門学校出席者 

山北宣久 (ヤマザキ動物専門学校 校長) 

佐藤恵子 (ヤマザキ動物専門学校 副校長兼事務部長) 

橋本直子 (ヤマザキ動物専門学校 教育部長) 

井上桃子 (ヤマザキ動物専門学校 事務部教務・学生課長)、書記 

 

(3)委員からの評価と質問及び回答 
 

■教育目標と本年度の重点目標の評価 

委員からの質問・意見 質問・意見への回答 

学校の教育理念・目標の中でも重点目標である３つのポリ
シーを更に改訂し、愛玩動物看護師の国家資格に向けて、今
までの 2 年制を改組し 3 年制の愛玩動物看護学科を新設し
ており、その教育課程の充実に努力されているのが伺えま
す。 

ご意見を真摯に受け止め、今後も教育理念・目標に沿
った学生指導を行って参ります。今後もご期待に沿うよ
う努力いたします。 

学生の学修支援としての入学前教育や CA,AA の細やかな
面談や保護者との連携をもって、動物看護師統一認定試験合
格率も 100％に達したようで、素晴らしいと感心していま
す。国家資格の合格率もぜひ、充実した指導により、維持し
て欲しいです。コロナ禍での教育の充実も教職員全員の努力
によるものと感服しています。 

 国家資格である愛玩動物看護師の合格率向上に向け、
入学前から基礎学力をつけられるよう、入学前教育の内
容を見直す予定です。 

ヤマザキ学園全体としての理念・目標には共感します。 貴重なご意見を頂きありがとうございました。今後も
ご期待に沿うよう努力いたします。 

 

■基準１．教育理念・目標・育成人材像 

委員からの質問・意見 質問・意見への回答 

教育理念及び目的がはっきりと学則や学校案内に示され
ており、育成する学生増（人材像）として、動物の保護及
び管理に必要とされる知識・技術の修得もカリキュラムポ
リシーをもとに教育に取り入れられている。 

貴重なご意見を頂きありがとうございました。今後も
ご期待に沿うよう努力いたします。 

幅広い人材像を構築する一助となる資格も NPO法人日本
動物衛生看護師協会の認定により取得できるように用意さ
れており、育成人材像の中に特色として入っていると思わ
れる。 

 21世紀は資格の時代であると創始者の教えがありま
す。資格取得が職業人としての自立にもつながると考え
ますので、今後も継続して指導して参りたいと思いま
す。 

専門学校としての強みはどこなのか、大学、専門職短期
大学との差別化を端的に表現できると良いと思います。ア
ルバイトに来ている学生達をみると、その方の性質により
大きく変わりがないと感じます。 

専門学校は 3年制の愛玩動物看護学科となり、動物
看護教育に特化しております。グルーミングとトレーニ
ングの実習はありますが、国家資格化により動物看護に
関する内容がより濃くなりました。これにより、今後動
物病院への就職傾向が強まると予測されます。一方、大
学は一般企業への就職や動物人間関係学科がある点が専
門学校と異なる点で、専門職短期大学は臨地実習でペッ
ト関連産業を知ることができ、幅広い選択肢を検討でき
ます。 

資格取得率では、認定動物看護師においては、併設校
3校の中では専門学校が毎年トップであり、令和 3年度
の合格率は 100％でした。今後、国家資格である愛玩動
物看護師の高い合格率を目指します。 

3校を持つ強みという部分では、大学・専門職短期大
学の先生も専門学校で教えていらっしゃるため様々な先
生の授業を聴講できることが挙げられます。 

パンフレットやオープンキャンパス・説明会で差別化
して説明しておりますが、今後の課題として参ります。 
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■基準２．学校運営 

委員からの質問・意見 質問・意見への回答 

運営方針は教育理念に沿ってなされており、事業計画も
それを達成するために組まれている。コロナ禍であって
も、各部ごとにミーティングを行い、優先順位をつけて行
われていると思われる。 

貴重なご意見を頂きありがとうございました。今後も
優先順位をつけ、真摯に取り組んで行きたいと思いま
す。 

 

■基準３．教育活動 

委員からの質問・意見 質問・意見への回答 

教育活動は、教務委員会を中心に充実しており、愛玩動
物看護師の国家資格に対応すべく、履修科目とその達成目
標に沿ったカリキュラムの整備をしている。さらに教育課
程については、外部からの意見や評価を教職員へフィード
バックすることで、対処改善されていることが伺える。 

 外部から頂いた意見や評価を教職員全員で情報共有す
ることにより、迅速な対処改善を心がけております。今
後も愛玩動物看護師の国家資格に対応すべく、カリキュ
ラムの見直しを行い、より充実した動物看護教育が行え
るよう努力してまいります。 

 オリエンテーションやアッセンブリアワーで資格の取得
や模擬試験の実施について、かなり細かい学生へのアナウ
ンスが行き届き、合格率向上へ寄与していることが示され
ている。その目標が明確であるからこそ、教員や教員組織
の充実が計られているものと思われる。 

 資格取得へ向け、教職員が介入することにより学生一
人一人へきめ細やかな指導を行うことで、合格率向上を
目指しております。今後も国家試験に向け、資格取得教
育のノウハウを活かし、目標達成へ向け、全校で取り組
んでまいります。 

様々な働き方を希望する教員のニーズにも対応し、余裕
を持った人材確保を望みます。 

貴重なご意見を頂きありがとうございました。法人本
部と連携し、人材確保を目指したく存じます。 

動物病院によって方法は様々なので、学校は型を教える
場所、理論だけでなく動くための基本の型を教える方向に
シフトしていく必要があるのではないかと感じています。 

学校の特色を出すということも難しいのですが、それ以
前の段階として、学生に「なぜこの学校に入学したか」、
「この学校ではどういう勉強をしているか」というところ
を学生に自覚させることが大切ではないかと思います。 

受け身な学生が多いと感じています。意欲的な学生さ
んもいますが、元々勉強が苦手で、「動物が好きだか
ら」という理由だけで入学してしまうと結果に結びつか
ない事例も経験しています。そのため、入学前に動物看
護職に関する理解を得られるよう説明することが重要だ
と感じています。 

専門学校は入学試験での学力試験がありませんが、入
学前に基礎学力を身に付けた上で受験に臨んで頂くと、
入学後に授業の理解度が上がります。また、総合型選抜
試験は出願前に講習会の受講があるので、そこで動物看
護に対する理解を深めるのも良いと思います。動物病院
は死が身近な場所でもあり、病気を良くする看護だけで
なく、出来るだけ最期を穏やかにしてあげよう、という
看護もあります。入学を希望される方には、理想だけで
なく、厳しい現実も伝えることで、動物看護に対する理
解を深めて頂き、入学を検討して頂きたいと伝えていま
す。 

 

■基準４．学修成果 

委員からの質問・意見 質問・意見への回答 

 正社員採用を、きめ細かい学生支援を行うことで目標に
達したことは素晴らしいと思います。また、卒業生の勤続
年数も思ったよりも長いことと、統一認定試験合格率
100％も仕事に対する自信と意欲に継っているように感じま
す。 

貴重なご意見を頂きありがとうございました。今後も
ご期待に沿うよう努力いたします。 

 認定動物看護師合格率 100％達成は、先生方のご指導の
賜物と思います。引き続き、熱心な指導を切に望みます。 

 貴重なご意見をいただきありがとうございました。今
後は国家資格である愛玩動物看護師の合格率向上を目指
します。 

 

■基準５．学生支援 

委員からの質問・意見 質問・意見への回答 

 学年主任、CA、AA制度、就職支援課の連携により、コ
ロナ禍であっても、オンラインで支援できており、それが
学生の何よりの支援であったと思います。 

 学生支援を入学前教育や説明からはじめ、卒業生、さら
に保護者へと広く連携を取ることにより、ネットワークが
構築され、より良い学生生活が遅れると思うため、この様
な関係は永続していってほしいです。 

貴重なご意見をいただきありがとうございました。今
後もネットワークが途切れないよう、努力いたします。 

ポリシーでコミュニケーションを大切にするとあります
が、動物は好きだけど喋れない学生がいると思います。動
物看護師としては人とコミュニケーションが取れないと致
命的なので、受入れが難しいところがあります。 

動物より先に人と話さなければいけない仕事ですの
で、それを理解した上で入学して欲しいと考えていま
す。学生それぞれ良いところがあるので、自分をどれだ
け理解できるかが大切です。就職支援ではそれぞれの個
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性が活かせる求人先を探すことで、本人の希望と個々の
強みが活かせるようになることを意識しています。 

 退学の理由はどのようなものですか。  病気療養、学習意欲低下、進路変更、その他（結婚）
等です。「動物が好きなら動物の専門学校に行ってみた
ら」という理由だけで目標が曖昧なまま入学してしまっ
た学生が、勉強についていけなくなるケースがありま
す。愛玩動物看護師という明確な目標があって、看護の
知識を得た上で別の道に進むのであれば問題ありません
が、深く理解せずに入学したために生じるミスマッチを
防ぐため、学校説明会やオープンキャンパス、入学前の
説明にて、授業内容や動物看護職に関する理解を深めて
頂くよう説明をしています。 

 一度、離職しても国家試験を目指す卒業生はいますの
で、国家試験に関する情報をもらえるとありがたいです。 

 学校ホームページや同窓会ホームページにて、情報提
供を行っていきます。 

 

■基準６．教育環境 

委員からの質問・意見 質問・意見への回答 

新しい渋谷 2号館 B棟の増設により、かえって老朽化し
ている渋谷 2号館 A棟の床や壁が気になります。 

 渋谷 2号館 A棟の補修も引き続き行う予定です。 

学外実習やインターンシップ先を学生の自主性に任せる
のは良いことと思われますが、コロナ禍での対応が先方様
から問われませんでしたか。PCR検査や抗原検査、ワクチ
ンの必要性等あったのではないでしょうか。 

 学外実習の受け入れ先からは、体調不良の場合は欠席
するようにと連絡がありましたが、各種検査やワクチン
接種の有無等に関しての要望はございませんでした。 

防災、安全管理面では、土地柄、警備員の配置が望まれ
ます。 

 今後の課題として参りたいと思います。 

 

■基準７．学生の募集と受入 

委員からの質問・意見 質問・意見への回答 

 学校説明会や入学試験時のコロナ対策はいかがでしょう
か。かなり万全を期していたと思いますが。 

 手指の消毒、入室前の検温、マスク着用、ソーシャル
ディスタンスを保った座席配置、人数制限等、万全を期
して行いました。また、来校に加え、ハイブリット方式
での学校説明会も開催し、安全管理に努めました。 

 動物看護を教える同法人の大学、専門職短期大学と教育
内容の違いをわかり易く、また、「強み」をアピールできる
と良いと思います。 

 貴重なご意見ありがとうございます。わかり易く、強
みをアピールできるよう、改善して参ります。 

配慮が必要な学生については、どのように対応していま
すか。 

 個別に面談をし、配慮の方法について検討していま
す。入学前にご相談頂けると、座席の工夫や授業の進め
方、教材について相談に乗ることが出来るので助かりま
す。個別対応になりますので、なるべく事前にご相談い
ただけるとありがたいです。アレルギーについては、主
治医とよく相談していただくように指導しています。 

 

■基準８．財務  

委員からの質問・意見 質問・意見への回答 

特記事項なし  

 

■基準９．法令等の遵守 

委員からの質問・意見 質問・意見への回答 

 法令等の遵守はなされていると感じております。個人情
報の取扱いは教職員個人の裁量でしょうか。 

 「学校法人ヤマザキ学園個人情報保護に関する規程」
及び「学校法人ヤマザキ学園 個人情報保護に対する基
本方針」に基づき取り扱っております。 

 

■基準１０．社会貢献・地域貢献 

委員からの質問・意見 質問・意見への回答 

令和 3年度はコロナ禍で困難だったと思われますが、何か
策を講じられましたか。 

 コロナ禍のため、例年参加していたボランティア活動
が中止になることが続きました。その中で、近隣 4社と
協力し行っていた地域清掃を再開することとなり、教職
員有志にて清掃活動をいたしました。 

 また、キャットショーの有償ボランティアの参加はワ
クチン接種を済ませた学生に限定いたしました。 

 コロナの感染状況にもよりますが、開催されつつある各イ
ベントへの参加の復活を願います。 

 コロナの感染状況に応じ、参加を検討しております。 

記録／事務部 佐藤恵子 


