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1・教育の責任 

 群馬医療福祉大学短期大学部医療福祉学科の教員として、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 

生活支援技

術Ⅴ－① 

短大・2年 選択 令和 2、前期 17 1 

生活支援技

術Ⅴ－② 

短大・2年 選択 令和 2、後期 17 1 

サービス・ラ

ーニングⅠ

－① 

短大・1年 必修 令和 2、前期 53 1 

サービス・ラ

ーニングⅠ

－② 

短大・1年 必修 令和 2、後期 53 1 

介護総合演

習Ⅱ－① 

短大・2年 選択 令和 2、前期 17 1 

介護総合演

習Ⅱ－② 

短大・2年 選択 令和 2、後期 17 1 

基礎演習Ⅰ

－① 

短大・1年 必修 令和 2、通年 13 2 

介護福祉特

講Ⅱ（介護福

祉コース・介

護福祉士実

践コース対

象） 

短大・2年 選択 令和 2、通年 8 2 

介護福祉特

講Ⅱ（福祉総

合コース対

象） 

短大・2年 選択 令和 2、通年 9 2 

生活支援実

習Ⅱ 

短大・2年 選択 令和 2、通年 18 5 



生活支援技

術Ⅴ 

短大・2年 選択 令和元、通年 25 2 

介護総合演

習Ⅱ 

短大・2年 選択 令和元、通年 25 2 

生活支援技

術Ⅰ 

短大・1年 必修 令和元、通年 18 2 

生活支援技

術Ⅱ 

短大・1年 必修 令和元、通年 18 2 

基礎演習 短大・1年 必修 令和元、通年 13 2 

介護福祉特

講Ⅱ 

短大・2年 選択 令和元、通年 25 2 

生活支援実

習Ⅰ－② 

短大・2年 選択 令和元、通年 25 1 

生活支援実

習Ⅱ－② 

短大・2年 選択 令和元、通年 25 4 

上記の科目一覧のとおり、担当する科目は、短期大学部の介護福祉士養成に係る必修およ

び選択科目である。また介護福祉士の国家試験を受験する上において、重要な科目を担当し

ている。 

 

本学での講義の他に、以下のような活動を行っている。 

1）学生課長 

2）学生委員会 

3）介護実習員会 

4）国試対策委員会（介護福祉士） 

 

2.教育の理念・目的 

本学の建学の精神「仁」において、「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」とある。また教育理念の「知行合一」として、「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」と定めている。 

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。 

 以上が学校法人昌賢学園群馬医療福祉大学の教育の理念であり、目的である。その定めに

沿い、教育を実践するものとする。 

 

 



3.教育の方法 

 教育の理念・目的を基礎としたうえで、以下の点に重点をおいて実践している教育方法を

述べたい。 

（1）知識や技術の習得 

「生活支援技術」や「生活支援実習」の授業では介護現場における利用者の現状などを把

握することが重要であるため、それを理解した上で実践に入るようにしている。生活支援技

術は生活を支えることであり、幅広い知識や技術が求められる。そこで、机上では実感しに

くい内容であっても、視聴覚教材を用いた学習により、利用者の尊厳や自立支援を考慮し

た、基本的かつ応用的な技術の習得、さらには利用者のより良い生活を営むことを学生自身

がイメージ出来るよう考え授業を展開している。また、授業では介護現場での自分自身の利

用者との関わり方や実体験を学生に教授、伝達している。実体験（成功例や失敗例）は学生

にとっても、意義ある情報の一つとなるものと考えている。 

 

（2）グループワークを通じた実践活動からの学び 

「サービス・ラーニング」の授業では、アクティブ・ラーニングを取り入れている。とり

わけ、後期はグループワークを中心に授業を展開し、主体的な学び、対話的な学び、そして

深い学びが得られるよう努め、さらには決定事項を実践することで学生の主体性を養うこ

とを主眼としている。 

 

（3）授業(介護総合演習)の取り組みと仕方 

 担当授業科目の一つである「介護総合演習」では、学生が不安を抱えることなく実習に臨

めるよう、注意を払い、いわゆる実習事前指導を行っている。具体的には実習に臨む姿勢、

書類の書き方、一連の介護過程の展開方法など他の授業科目の復習を兼ね対応している。 

 また、学生の実習施設の選定については、種別の希望を確認の上、学生本人の性格や施設

との相性等も考慮し決定している。なお、本科目においては教員 2 名体制で対応し、実習

前、実習中の帰学日指導、実習後の事例報告書の作成、発表会の実施まで一貫性のある対応

を図っている。 

 

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。以下にアンケート結果の一例を示す。 

 

授業科目 生活支援技術Ⅴ 

実施日  令和 2年 8月 31日 

実施対象者数  13人 

学部 短期大学部 2年 



 質問項目 この講義

の平均 

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。 3.85 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.69 

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。 3.69 

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、適切に使われていましたか。 

3.77 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.77 

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。 3.77 

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。 

3.85 

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。 3.92 

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。 

3.75 

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。 

3.77 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.85 

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。 3.77 

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。 

3.85 

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。 3.92 

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。 3.92 

（※本年度は１・２の設問が無かったため省略。） 

 

全ての項目における平均数値は 4点満点である。授業評価は学内全体の平均は、すべての

項目で上回っている。なかでも 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 ，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 ，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 については本講義に係わらず、すべて

の 講義で高い評価を得ている。 

このことから学生が積極的に取り組む姿勢を示し、この授業は受け入れられたことが分

かる。また実技等を中心とした授業であり、学生の意欲も高く、授業がしやすかったように

思える。 

 

5. 教育を改善するための努力 

 すべての項目において、学内全体の平均は上回っているが、学生からの評価を再度確認し、

自分なりに改善点、改善方法を見つけ出し、次年度以降の授業に繋げていく。 



 また、今年度は、大学全体にて「教員間での授業参観(ピュア・レビュー)」を実施してお

り、教員からの意見を聞く機会が設けられた。これを貴重な情報と捉え、改善に努めていき

たい。なお、「教員間での授業参観(ピュア・レビュー)」による報告書は以下の通りである。 

 

〔Ⅰ：参観授業概要〕 

授業参観者氏名   土屋 昭雄 

参観実施日時  令和2年11月30日 月曜日 1限 

参観場所（教室名等） 

（授業場所を記載） 

  2C教室 

①授業科目名 

②授業回数 

③参観した時の中心テーマ・ 

 ねらい 等 

（シラバスを確認し明記） 

①生活支援技術Ⅴ 

②24回目 30/回中 

③自立に向けた家事の介護 

授業の形態や方法（対面・遠隔

の別 / 一斉学習・グループ学習

の別 / 実践活動の方法など） 

 

 対面 / 一斉学習 

 

 

〔Ⅱ：参観した授業について〕 

①授業を参観して、「良いと思った点」を書いてください。 

 テキストを中心に、必要に応じ板書しわかりやすく説明されていた。また、学生の

理解を考慮し、DVDを用い該当項目について説明されていた点は、学生にとっても意義

あることと思われる。 

 授業科目にもよるが、介護技術に関する科目については、視聴覚教材を用いること

による学習効果も大いに期待でき、学生にとっても意義ある方法であると思われる。 

 また、学生とコミュニケーションを図り、理解度を確認しながら進められていた点

も良かったと思われる。 

②授業を参観して、「こうすればもっと良くなるのではないかと感じた点」や、よりよい授業の

ためにできそうな「具体的な改善についての提案」を書いてください。 

 必要に応じ視聴覚教材を用い、また、学生とコミュニケーションを図りながら、技

術の習得度合いを確認しながら授業を進められており、現状の授業展開方法でよいの

ではないかと思われる。 

 実技科目である関係上、困難なことかと思われるが、アクティブ・ラーニングを取

り入れられる機会があるとより良い様にかんじている。 

 



【授業参観実施報告書】（「授業参観記録用紙」を得て） 

報告者（授業実施者）氏名  矢嶋 栄司 

 

1．授業参観者による記録を読んで「感じたこと」「気づいたこと」はどのようなことですか。 

 

 視聴覚教材を取り入れた講義に対し、評価して頂けた点は有難く感じている。 

 本科目が技術・実践系ということもあり、テキストの活用以外に何を用い、説明し

ていく必要があるかが日々の悩みどころである。そこで、今回の授業で用いたものが

視聴覚教材であったが、授業参観を通じ他の教員から学習効果も大いに期待できると

のコメントを得られたことは自身の励みにもなったと感じている。 

 

 2．授業をよりよくするために今後実践できそうなことについて、なるべく具体的に挙げてく

ださい。 

 

 担当科目の特性を考慮し、今後も視聴覚教材を活用しながら学生にとってわかりや

すい授業を展開していく。また、視聴覚教材以外の教材や方法を考えるとともに、国

家試験科目ということも考慮し対応していく。 

 

 

6.今後の目標（短期・長期） 

 本学の建学の精神、教育理念を理解し行動に移せる学生の養成に努めていくことは勿論

のこと、自分自身が携わっている介護福祉士養成、とりわけ介護福祉士国家試験の合格を目

指し日々学生と関わっていきたい。 

 資格取得が全てではないが、学生自身が資格を取得することで、卒業後に専門職者となっ

た際、仕事に対する姿勢や責任感にも大きな変化が生じることも十分に考えられる。こうし

たことからも学生にとって国家試験合格は重要なことであり、また、そのために細かな教

育・指導していくことが教員の役目であると考えている。 

 なお、人間誰しも年をとるものである。自分自身が介護を必要とする状況になった際、卒

業生に安心して介護を任せられる人材を養成することが最大の目標である。 


