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1・教育の責任 

 わたくし片岡信子は看護学部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 

精神看護援

助論Ⅰ 

看護・2年  必修 令和２、前期 90  ２ 

精神看護援

助論Ⅱ 

看護・2年  必修 令和２、後期 91  １ 

精神看護学

実習 

看護・3年  必修 令和２、通年 84  ３ 

ボランティ

ア活動と自

己省察 

看護・1年  必修 令和２、通年 90  ２ 

施設・病棟統

合実習 

看護・4年  必修 令和２、後期 90  ２ 

看護研究セ

ミナー 

看護・4年  必修 令和２、通年 90名の内 
セミナー担
当 2名 

 １ 

精神看護援

助論Ⅱ 

看護・2年  必修 令和元、後期 87  １ 

精神看護学

実習 

看護・3年  必修 令和元、通年 90  ３ 

基礎演習Ⅰ 看護・1年  必修 令和元、通年 92  ２ 

施設・病棟統

合実習 

看護・4年  必修 令和元、後期 91  ２ 

看護研究セ

ミナー 

看護・4年  必修 令和元、通年 91名の内 
セミナー担
当 2名 

 １ 

 

上記の表でわかるように、私の担当する授業は、精神看護学領域に係る科目が主である。

精神科疾患をケアする精神看護学領域に関しては、病巣を取り除く外科手術のように問題

を取り除いて回復というわけにはいかない。また、精神疾患は学生の身近で体験することも

少なくない。そのため、問題解決志向優先の他の領域では意識しない「対象の強みを見つけ、

協力や共同作業を通して、対象が自律し回復の道を共にたどる」という考え方や支援方法を



伝えることが学生自身の成長にもつながると考える。（資料１）（資料２） 

本学での授業の他に、以下のような活動も行った。 

１）ボランティア委員会委員長 

２）自己点検・評価・コンプライアンス委員会委員 

３）図書委員会委員 

４）１学年クラス担任 

１）ではコロナ禍のなか、感染対策について学生と共に試行錯誤しながら、社会福祉協議会

など地域との繋がりを作ってきた。学生からは「コロナの中でもできるボランティアがたく

さんあるということが分かりました。もう少し詳しく知りたいと思ったボランティアもあ

ったので自分で調べてみたいです。」、「思っていたより今できる沢山の種類のボランティア

があることを知った。実際に活動してみたいと思った。」などという声が多く聞かれた。今

後もコロナで途切れがちな人との絆を、学問とボランティアを通して学生に伝えていく。 

 

 

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」とある。また、「質実剛健・敬愛・至誠」の三則を庭訓とし、同じくこの慈教の

根本思想の展開である「忠恕」を加えて四則とし、大本の「仁」、並びに展開した「仁義礼

智信」等の五倫五徳を踏まえ、総合した仁の精神を建学の精神とし、人格教育を行う。（資

料３） 

至誠とは、この上なく誠実なことであり、誠実とはまじめで真心があることである。真心

とは、偽りや飾りのない心、真剣につくす心である。対人を相手とする職業人を育てる上で、

誠実であることは何にもまして重要である。誠実に相手に尽くすには、自身の先入観にとら

われず、相手の本質を見抜き相手に寄り添う必要がある。自身が刺激される感情を大切にし

つつ、相手の本意を探求し続ける力を育てることが真剣に向き合うということであり、結果

として学生の成長につながると考える。 

 

 

3.教育の方法 

このような理念・目的を実現するためには、私は至誠を重視している。以下に私が実践し

ている方法を述べたい。 

１）学生が考える環境を整える。 

 臨機応変に知識を活かすためには、活用する手札を多く持っている必要がある。しかし、

実践経験もなく知識も授業から学んだばかりの学生に、環境を整えることもなく、自分で考

えるように促すことは、学生の創造性を刺激する一方で大きなプレッシャーを学生に与え

る。臨床現場では、「まず先輩の実践を見学し、一緒に実践し、一人で行う」という段階を



踏んで経験を積んでいく。 

 具体的には学生にも、まず知識を支援に活かす実践を視覚的に見る機会を多く作り、その

意味を伝え、本人が実践できるように環境を整え、できている部分をフィードバックする。

そうすることで、学生の自信の芽を大切に育てることにより、結果として人を大切にする実

践家に成長していくことにつながると考えるからである。（資料４） 

２）学生が意見を出せる場を作る 

 学生は若い目線で素晴らしい意見をたくさん持っているが、まだまだ自信はなく、教員の

言葉が影響して学生自身の言いたいことを飲み込んでしまうことは少なくない。黙ってい

るから意見がないということではなく、声をかければ臨床経験がないが故か患者の目線に

立った意見がたくさん出てくる。 

 一時期、忖度という言葉が種々場面で使われていたが、学生も教員の動きを見ながら一生

懸命授業についていこうと努力している。学生が何か言う前に教員がコメントすることで、

学生の自発的な動きを妨げてしまうことも残念ながらあるのだ。具体的には学生が考え表

現する時間、場所を教員が意識的に作り、学生の表現を活発に出せる環境を作る。そして、

学生の表現で光る物や寄り添える部分があれば教員が言葉で伝え、学生が自身の見ていな

かった面を自覚できるようにしていく。そうすることで学生の自信を育てていけると考え

る。（資料５） 

３）学生が安心して学び、実践できるよう見守る 

 独創的な意見や個性的な意見であっても、誠実で真剣な姿勢があれば相手に伝わる気持

ちが必ずある。実践家がやっていないことでも、学生だからこその視点で相手に寄り添える

素晴らしい一面がある。意見だけで学生を見るのではなく、学生の心がけを見て学生を信じ、

学生の実践を見守ることで相手との絆が深まることにつながる。そして、それがお互いの成

長につながるのである。学生を信じる教員の姿勢は、学生の自他を信じる姿勢を育てると考

える。（資料６） 

 

 

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。以下に自分が主担当となった授業のアン

ケート結果の一例を示す。 

 

授業科目 ボランティア活動と自己省察 

実施日  令和 3年 2月 22日 

実施対象者数  90人 

学部 看護学部 1年 

 



 質問項目 この講義

の平均 

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。 

3.43 

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。 

3.67 

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。 3.67 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.67 

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。 3.52 

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。 

3.65 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.64 

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。 3.63 

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。 

3.68 

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。 3.7 

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。 

3.79 

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。 

3.74 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.67 

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。 3.6 

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。 

3.64 

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。 3.64 

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。 3.73 

（※本年度は１・２の設問が無かったため省略。） 

自由記述 

実際にボランティア活動をしてみたかったです。 

特にないです。講義ありがとうございました。 

新型コロナウイルスの影響でボランティア活動は行えなかったがボランティアをするま

での計画の立て方などが分かったので良かったです。 

特にはないです。 

 

ボランティアの授業は平均と比べ、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。」、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。」、13「授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。」、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。」、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。」においては少し高い評価である。前期が講義中心で、

後期が講話やボランティア計画実施のグループワークが多かったことにより、知識を基に

実践につなげ学生自身の視野を広げることにつながったと考える。 

 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。」では 3.43

と最も低い評価点となっている。本科目はボランティアという特性上、他者との接触が不可

避であるが、コロナ禍の影響により当初の授業計画から大幅な変更を余儀なくされた。実践

困難な中でも学生がボランティアの学びを深めるため経験者の講話を多く取り入れ、4年生

のボランティア活動報告会、卒業生の講話、ボランティア活動実践家の講話とボランティア

活動の実際を知る機会を多く取り入れた。このように、シラバスに即した形で授業の変更を

行った。急な授業形態や内容の変更に対して、学生の気持ちが置き去りにならないように授

業後はコメントカードを用いて学生の反応を確認した。 

 

 

5. 教育を改善するための努力 

現場の医療者不足が取り上げられる昨今、本学の学生は将来看護師となる社会的に貴重

な存在であり、彼らの需要に沿うような授業展開をしなければならないと考える。 

国際看護師協会は「あらゆる場であらゆる年代の個人および家族、集団、コミュニティを

対象に、対象がどのような健康状態であっても、独自にまたは他と協働して行われるケアの

総体である。看護には、健康増進および疾病予防、病気や障害を有する人々あるいは死に臨

む人々のケアが含まれる。また、アドボカシーや環境安全の促進、研究、教育、健康政策策

定への参画、患者･保健医療システムのマネージメントへの参与も、看護が果たすべき重要

な役割である」と看護を定義している。 

 人の繋がりを生かし、心身ともにその回復を支援する看護師の仕事を学生がイメージで

き、学びを実践に活かせるように、臨床現場での実践と知識をつなげ学生が理解しやすい内

容を提供できるよう努力しなければならない。 

 

 

6今後の目標（短期・長期） 

短期目標として、以下の 3点をあげる。 

１）学生のコメントカードの積極的な活用 

 自分が担当した授業の後には必ずコメントカードを学生に記入してもらい、学生の反応

を丁寧に確認する。急激に遠隔授業の頻度が増え、教員と学生との距離が物理的に広がった

ことにより、学生の声を拾いづらくなった。授業中に空気を読んで飲み込んでしまった言葉

もコメントカードには書いてあることが少なくない。そのため、コメントカードに書いてあ



る学生の発言にも答えることに努め、学生との対話を重視し、双方向の授業になるよう工夫

していく。 

２）授業以外での交流 

 私の専門領域である精神看護学においては身近に見られないということもあってか、授

業のコメントカードに臨床経験を聞きたいと書く学生が数名出る。また、臨地実習に行くと

イメージしていた病院と違い、精神科病院は暗いイメージであったがそうではないという

ことに気づいたという学生が必ず出てくる。見たことがなければ、社会一般のイメージに引

きずられるのは当然のことである。多くの学生に精神看護領域の人間性の豊かな面へ目を

向けてもらえるように、授業外においても学生と会話し少しずつ臨床の楽しさを伝えるよ

う努める。そのためには学生が気軽に教員に声を掛けられるように、日々から学生との交流

の機会を積極的に自ら作っていく。 

  

 長期目標は、正しい現実の知識を学生に伝えることで偏見や差別を減らし、「仁」の姿勢

を持つ臨床について深い学びによって主体的な実践ができる人材を育てることである。 

不安や自信のなさが偏見や差別を助長するのを、コロナ禍の社会で私たちは目の当たり

にした。偏見・差別の向く先は医療者もそうであったが、感染して心身ともに弱っている弱

者であった。私の専門領域である精神科領域ではまさにマイノリティや弱者が社会に対し

て生きにくさを感じながらたくましく日々を生きている。 

体験がなければ社会的なイメージで先入観を持つことを避けることは難しい。しかし、体

験していれば自分の目で見て、感じたことをもとに相手を知る機会になる。相手を知り、理

解を深かめることができれば、偏見や差別を減らすことができる。偏見や差別から抜け出す

ことができたなら、偏見や差別に苦しみながらも違う見方ができるという自分の体験をも

とに、偏見や差別に苦しみ行動化してしまっている人の気持ちに寄り添えるかもしれない

と考える。寄り添う気持ちをもって存在することは、周囲の偏見や差別を「仁」の姿勢に変

える指標となる。私は自身の学問領域をもって、真にまごころのある至誠を示せる学生をよ

り多く育てていくことを目指している。 
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