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1・教育の責任 

 わたくし清水久二雄は短期大学部の教員として、短期大学部 社会福祉学部の 2学部で授

業を担当している。過去 2年間の担当と授業科目は以下のとおりである。各授業のシラバス

は群馬医療福祉大学 WEBポータル上で本学学生並びに教職員に公開されている。 

 

科目名 対象学部・ 

学年 

必修・

選択 

開講年度、 

前期・後期・通年 

受 講

者数 

単位 

介護過程の展開Ⅰ‐① 短大 1年 必修 令和 2年 前期 30  1 

介護過程の展開Ⅰ-② 短大 1年 必修 令和 2年 後期 30  1 

介護過程の展開Ⅱ 短大 2年 必修 令和 2年 前期 18 1 

介護過程の展開Ⅲ 短大 2年 必修 令和 2年前期・後期 18  2 

介護の基本Ⅲ 短大 2年 必修 令和 2年前期・後期 18  2 

介護総合演習Ⅰ-① 短大 1年 必修 令和 2年 前期 30  1 

介護総合演習Ⅰ-② 短大 1年 必修 令和 2年 後期 30  1 

人減関係とコミュニケー

ションⅠ 

短大 1年 必修 令和 2年 前期   1 

人減関係とコミュニケー

ションⅡ 

短大 1年 必修 令和 2年 後期 30 1 

楽しむ介護Ⅰ 短大 1年 選択 令和 2年 後期 5名 1 

アクティビティ・サービス

援助技術 

短大 2年 

社福 3年 

選択 令和 2年  

前期・後期 

12 

4 

2 

レクリエーション活動援

助法 

短大 2年 選択 令和 2年 

前期・後期 

18名 2 

総合演習 短大 2年 必修 令和 2年前期・後期 18 2 

コミュニケーション技術

Ⅰ 

短大 1年 必修 令和 2年  前期 30 1 

コミュニケーション技術

Ⅱ 

短大 1年 必修 令和 2年  後期 30 1 

介護過程の展開Ⅰ 短大 1年 必修 令和元年前期・後期 18  2 

介護過程の展開Ⅱ 短大 2年 必修 令和元年 前期 24 1 

介護過程の展開Ⅲ 短大 2年 必修 令和元年前期・後期 24  2 

介護の基本Ⅲ 短大 2年 必修 令和元年前期・後期 24  2 

介護総合演習Ⅰ 短大 1年 必修 令和元年前期・後期 18  2 

介護福祉士試験対策 短大 1年 選択 令和元年前期・後期 18  1 

人減関係とコミュニケー 短大 1年 必修 令和元年前期・後期   1 



ション 

障害の理解 短大 1年 必修 令和元年 後期 18 2 

レクリエーション活動援

助法 

短大 2年 選択 令和 2年 

前期・後期 

24名 2 

総合演習 短大 2年 必修 令和元年前期・後期 12 2 

コミュニケーション技術 短大 1年 必修 令和元年前期・後期 18 2 

介護福祉士 特講Ⅰ 短大 1年 必修 令和元年前期・後期 24 2 

 

上記の表に記載されているとおり、私の担当する授業は、短期大学部の介護福祉士養成に

関わる授業が殆どであり、短期大学部１・２年ともに科目を担当している。短期大学部の１

年次に担当する科目が多いため学習において配慮しているのは以下のとおりである。 

 

(1) 専門用語に触れる機会を多く持つ 

  

 担当する科目は、国家資格の介護福祉士養成であるため多くの専門用語を用いることが

多い。その専門用語の意味が分からないまま学習を進めてしまえば、学習に対する苦手意識

が芽生えてしまうと考えている。そのため学習を進めて上において、Webポータルには授業

回毎のシラバスではその回毎の授業のアウトラインを提示し、該当するテキストページを

示し、予習復習をしておくように授業のガイダンス、毎回の授業においてアナウンスしてい

る。また授業冒頭では前回授業の振り返りを行い、反復しながら専門用語に多く触れること

は特に 1年次には重要であると考えており、私の授業の責務は非常に大きいと考えている。 

 

(2) アクティブ・ラーニング 

 

上記(１)の専門的知識を知ることとその意味を理解することは重要であるが、それだけ

では今後学生が社会に出て活躍することは出来ないと考えている。そのため(1)の知識をい

かに「活かす」ためには主体的に思考することであり、積極的にアウトプットすることが重

要であると考えている。そのためいわゆる講義形式の授業やテストで高い点数がとれるだ

けでは十分でなく学生が話し合い相互に学び合う機会や発言する機会を設ける必要がある

と考えている。そのため、グループディスカッションや演習の機会を授業の中に組み入れて

いる。そのために授業で使用する教材はテキストのみではなく、パワーポイントの資料や映

像の資料、また学生にテーマを提示し持参し、調べたもの、インタビューした内容のものを

用意してもらうなど授業のテーマ毎に検討している。これらの授業の形式についても Webポ

ータルには授業回毎のシラバスにて定時している。 

 

(3) 創造的な学習 



 

介護福祉の専門性は、利用者を主体とし、「その人らしい生活」を支援することである。

言い換えれば、人の生活は多様な価値、その違いが存在するため。支援方法の正解は 1つで

はない。そのため生活の主体者と支援者とともに「生活を作り上げていく」 こと「再創造」

することが重要であると考えられる。学生にとっては答えが 1 つではない生活支援の難し

さを感じる反面、生活の多様性を考えればたくさんの生活の可能性を発見し、そのために必

要な支援を考える発想が必要である。学習の成果としては創造することが大切であるため、

今はなくても様々アイデアを創造することが大切であると考えている。 

 

本学での授業以外には、以下のような活動も行っている。 

1）ぐんま認定介護福祉士養成研修 講師 令和元(2019）年～現在まで 

(令和 2年度は新型コロナウイルス感染拡大予防のため休講） 

2) 前橋市訪問型サービス A従事者養成研修 講師、令和元(2019）年～現在まで 

(令和 2年度は新型コロナウイルス感染拡大予防のため休講） 

3）前橋市東公民館 東クローバー教室 講師 平成 28(2016)年～現在まで 

4）藤岡北高校 初任者研修 講師 平成 28(2016)年～現在まで 

5）高大連携授業 講師 令和元(2019）年～現在まで 

 

 

2.教育の理念・目的 

本学の建学の精神「仁」の説明に「真心を育て、人の道を行うのが群馬医療福祉大学の建

学の精神」とあり、また教育理念の「知行合一」を説明して「美しい心を行いで示すことが

群馬医療福祉大学の教育理念」とあり、更に全学ディプロマ・ポリシーに、「真心(思いやり・

いつくしむ心)を育て、人の道を行う(正しい行い)「仁」を建学の精神とし、人格的な資質

を育むとともに、社会的常識、およびそれらに支えられた豊かな教養により醸成された人間

性を身につける。」とある。 

ケアおよびケースワークの基本は「個別ケア」であり、利用者の「尊厳」を守ることが求

められる。そのため 1 つの支援方法を知識や技術を得たとしてもその個人にふさわしい支

援となるかは別問題である。その意味において本学の「知行合一」という教育理念によって、

教育し、学生は「知っている」という段階から、その意義や必要性を「わかる」という次の

段階に転化させる必要がある。またそれによってその上には更に「できる」という段階があ

り、「知声合一」とはここまでの学修を求めるものである。 

またケアおよびケースワークにおいて、類型化された利用者の状態に対して支援方法は、

1つではなく、その個人の特性や独自性を理解しなければならない。つまり建学の精神にあ

る「心（真心）」は 1人 1人の利用者の尊厳を守るように「真摯に向き合う心」を育むこと

だと考えられる。 



以上のことから建学の精神である「仁」は知識のみの学びではなく、知識を得た上でさま

ざまな経験を統合させる多くの体験によって形成されることが必要となる。そのためボラ

ンティア活動や環境美化活動という経験の学びなど、学生生活全般においての学びの機会

であると考えられる。 

 

3.教育の方法 

 このような理念・目的を実現するためには、多種多様な方法が考えられる。その中でもわ

たしが実践している方法を述べたい。 

 

(1) 主体的な学び 

  

知識を得ることは、さまざまな情報を記憶するだけでは達成しえない。知識は自らがその

情報の意味をわかることが大切である。また更にその内容を自身から、発信することによっ

て得た知識の習得となると考える。これらの学修を達成するためには一方向的な学習では

達成し得ない。そのために授業において一斉講義した場合においても個人によって理解、興

味・関心が違うため、個人が知識に対して、深く調べることを授業の中に取り入れている。 

また知識として得たこと、考えた内容について発言、発表、レポートにまとめるなどのア

ウトプットすることにより、「できる」ことにつながると考えているため、授業時間内、お

よびボランティア活動などあらゆる場面でこのような機会をつくるようにしている。 

 

(2) 演習・体をつかうことの学び 

 

 先に述べたように知識として「知っている」ことのみでなく、「できる」という事をどの

科目においても学修の到達目標としているため、知識と経験を統合させるように科目の構

成を考えている。それ故に授業のシラバスの中にどのような演習を取り入れることが効果

的かについて検討している。 

学内で実施している授業評価アンケートは学生が「できる」ようになる学修の成果を見る

ための指標として活用している。これらの意見により、シラバスは毎年見直し、効果的な学

修方法を検討している。 

 

(3) 授業に関する双方向のやりとり 

 

 授業の内容を「即時フィードバック」することは学修成果を高めるための重要な方法であ

ると認識している。そのため、授業終了前の 5分ほどの時間を使い、本学に定められている 

「シャトルカード」を活用している。シャトルカードに書かれている内容は同じ授業を受け

ても、困難さは学生によって違う。困難さや学生ごとの感じ方の違いについてはコメントを



入れ、学修の補助、また困難な状況が多い場合は次回の授業時には前回授業の振りかえり、

および追加の説明を入れている。 

 

(4) 相互学習 

 

 授業および演習等の学びを深めるために教員と学生間の相互の関係構築以外にも、学生

と学生間による相互学習の機会が必要であると考えている。対人援助職として他者の尊厳

を保持することが命題である以上、他者と自分の違いについて知ることが必要である。また

その違いがあることを「わかった」うえで、互いにどのように違う意見や考えを交換しあう

かについて、その意義を実際の学びの機会で「できる」ようになることを目的とされている。 

このために、1回の授業で完結しないで、複数回で同じメンバーによってワークを展開し、

前述のような学修成果が得られるように実施している。 

 

 

4.教育の成果・評価 

 本学では年 2回、前期と後期に学生による授業評価アンケートを実施しており、担当する

全授業でアンケートの提出を学生に求めている。以下のようにアンケート結果の一例を示

したい。 

 

授業科目 介護過程の展開Ⅰ-① 火曜 2限 

回答期限 令和 2年 8月 21日 

実施対象者数 23人 (回収率 76％) 

学部 短期大学部１年  

 

 

 質問項目  

1 シラバス（授業計画）に即した内容の授業が行われていたと思いますか 3.55 

2 教員は私語を注意するなど、受講生が授業に集中できる環境を作っていたと思

いますか 

3.55 

3 教員は授業のために十分な準備をしていたと思いますか。 3.86 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.78 

5 教員の説明は、あなたにとってわかりやすいものでしたか。 3.65 

6 使用した教科書、参考書、配布資料などの教材は、理解を補う内容であり、 3.73 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.57 

8 授業での教員の話し方（声の大きさ、話す速さ）は、適切でしたか。 3.78 

9 授業によって、この分野(領域)をもっと勉強してみたいと思いましたか。 3.78 



10 授業によって、新しい知識を得ることができたと思いますか。 3.78 

11 授業によって、新しいものの見方や考え方を得ることができたと思いますか。 3.78 

12 この授業で得られたものは、自分にとって価値があったと思いますか。 3.78 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.52 

14 授業の進み方のペースは、あなたにとってどのようでしたか。 3.61 

15 成績評価の基準と評価方法の説明は適切になされていたと思いますか。 3.7 

16 評価方法は授業の内容にふさわしいものだと思いますか。 3.7 

17 この授業においては公正かつ正確な評価が行われると思いますか。 3.78 

 

学生の回答をみると、13「難易度」に関する回答の中には「分かりやすい」という回答は

他の項目と比較するとやや低い結果となっていて、中には「全く分からなかった」と回答し

た学生が 1人いた。その要因として、7「板書やスライド」に関する回答のところで、13同

様に「分かりやすい」という回答が他の項目より低く「全くわからなかった」という回答し

た学生が 1人いることと、14「授業進度」の回答も同様の傾向にあった。 

また、5の「分かりやすい説明や話し方」に関する項目の中で「全くそうは思わない」と

思う学生が 1人いた。 これらを総合して考えてみると、授業が難しいと考えてしまう要因

としては、「板書やスライド」に対する工夫を検討する必要があり、それに伴う説明の方法

や話し方に工夫が必要であると考える。また授業の進度について早いと感じている学生も

いることから、伝えるべき内容やポイントを見直し、授業のアウトラインや到達目標につい

てもう一度整理する必要があると考える。シラバスの構成については現在のコロナ禍によ

る遠隔授業が主体であったため、授業のガイダンスについて、中間で何回か挟む必要もあっ

たかと考える。 

(2020 授業評価アンケート後の授業改善報告書より 抜粋) 

 

前期、後期ともに学生による授業アンケートを webポータルで実施した後、本学にある高

等教育支援センターより授業改善の報告書の提出を求められ、その機会を得て自らの授業

に対する振りかえりを行っている。上記介護過程の展開を担当し、5年目となるが、受け持

った当初は学生より「難しい」「混乱して分からなくなった」など複数の貴重な意見を頂け

た。このような取り組みの成果によって年々学生からの指摘は減ってきているものの、その

年その年によって学生の困難性は違い、上記にあるように学生間でも得て不得手もあるこ

とから、その回答は違ってくる。 

そのため、今後もこの機会を大切にし、更なる充実した授業の実施を行っていきたい。 

 

5. 教育を改善するための努力 

 本学の学生は純粋にケアを仕事にしたいという高い志を持ち、本学へ進学してくれた。そ

のため、その志す未来に対して、希望を持ち今後その仕事をすることによって学生自身が活



き活きと社会で活躍するための下地をつくる責務があると認識している。そのために今あ

るもの、これまでの経験頼みでの授業ではなく、私自身のスキルをアップさせていかなけれ

ばならない。 

 

(1) 自分自身のスキルをアップグレード 

 学生への教育で意識しているのは最新の情報、今後の流れなどを意識する必要がある。利

用者の生活支援に携わるケアは、生活とは何かを考える必要があり、尚且つ変化する生活

の中にケアはどうあるべきか、は重要である。そのために、生活様式の変化、さまざまな

年代の文化と高齢者・障害のある人の生活についても理解を深めていく必要がある。 

  また国は住み慣れたその人にとって資源や機会が多くある「地域」での生活を継続する

ことの意義についても「地域包括ケアシステムの推進」の中で謳っている。しかし現段階

では体制的な整備は完全ではなくまだ途上の段階である。 

  これらのことを考えると時代の変化、新たな文化的価値などの最新の社会情勢をキャ

ッチすることと、その中でケアには何を求めているのかについて検討する必要がある。 

 つまり、教員である私自身が常にアップグレードし続け、今後を学生と一緒に考えていく

必要がある。そのためには自身が多くの人を救うための研究活動や、他分野の職能団体、

企業、などと広く関わりを持つことが大切である。 

 

(2) 教育方法の使用する物品や媒体の効果的活用 

  2020 年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、年度当初からこれまでに経験し

たことのない、不慣れな遠隔授業を実施した。対面授業ではないため、学生の様子の発見、

演習の制限などのデメリットもあった。しかし一方では、遠隔授業だからできる、教員の

声がしっかり、そして身近に届くこと。使用する資料数の制限がなく準備することができ

るなどたくさんのメリットがあることも分かった。 

  このように教育方法や使用する物品や媒体は用途に応じて使用することによって、そ

の効果を高めることが出来ると考える。シラバスの作成時、学修のねらい達成するために

はどのような物品や媒体を使用するのかを今後検討していく。なお、現段階では以下のと

おり、具体的にすすめていきたい。 

 

 ① webポータルのさまざまな機能 

  ・修学ポートフォリオ  

    →学生からの質問、サポートの内容を記述することにより、学生の困難性の傾向 

     の把握と、効果的な教育方法の検討に活用 

  ・レポート機能 

    →現在シャトルカードを使用しているが、シャトルカードの回収は授業の終盤に 

     限定されてしまう。そのため、レポート機能により急に思い立ったときに質問 



     したりと思ったその時にすぐサポートできるようになる 

   

 ⓶ 遠隔授業のスキルアップ 

  ・双方向型授業 

    →ホストの変更が容易であり、尚且つその際にデータを所有していたり使用した 

     いアプリケーションを共有することによって学生側が、プレゼンターとなるこ 

     ともできる。それによって学生が発信することによって先に述べたように「で 

     きる」という学修の成果を手に入れることができる。 

 

  ③ 動画の活用 

     →2020 11月～12月 に実施された「遠隔授業に関するアンケート」の結果に

よれば、難しい内容は動画をしようすると学生の学修効果が高まったとする 

      結果が出た。そのため、学習が困難である学生や言葉の理解に時間が掛る場合

(留学生も含む)ポイントを絞った内容について動画を撮影し、それを視聴で

きるように教育支援することによって学修成果は更に高くなると考える。 

しかしそのためには時間や経費がかかることも想定されるため、複数の教員

と連携する必要がある。 

 

 以上のように学生が高い志を持ち入学してくれて、学び始めてから更に知的好奇心を高

められるようにするためにはこのような努力をしなければならないと考えている。 

 

6今後の目標（短期・長期） 

 

長期目標 

 未来のリーダーとなれる素養を身につけて卒業することができる。 

 

短期目標 

 ①「知ること」「分かる」ことを楽しむことができる。 

 ②「なぜ」「どうして」と思う能力を高め、物事を洞察すること、そしてそれらに対し  

  てたくさんのアイデアを出せる喜びを知ることができる。 

 ③学修の活動を通じて、他者と戦略的協調・協働関係を構築し、ひとつの事業に取り組 

  む充実感を得ることができる。 

 ④自らの考えを発信することと、他者の考えに対して共感的理解する態度で訊くことが 

できる。 

 

 



7.添付資料・参考資料 

（資料１）鈴木利定・中田勝『咸有一徳』修訂第 3版、P60、2020年 4月、中央法規出版 

（資料２）同上 P48 

（資料３）日本介護福祉士会 倫理綱領  (https://www.bing.com  

閲覧日 令和 3年 2月 11日) 

（資料４）授業改善報告書 (2020年 9月) 

（資料 5）遠隔授業に関する学生アンケート(2020 年 11 月下旬~12 月上旬実施)の検証結果

より 

（どの大学も添付資料・参考資料は公開されていない） 

https://www.bing.com/

