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1.教育の責任 

 私は、群馬医療福祉大学看護学部看護学科の教員として成人看護学領域に所属し、学士課

程において、専門領域である成人看護学（慢性期･緩和ケア･がん看護）の授業及び実習を担

当している。また、学士力育成を意図した基礎教養科目についても担当し、総合的に、看護

師として必要な知識・技術・態度の育成に従事している。 

 以下、本学での在籍 6 年半のうち、過去 4 年間に担当した専門領域および基礎教養科目

に関する詳細について説明する。 

1) 専門領域について 

過去 4 年間に担当した専門領域に関する授業科目は表 1 に示したとおりである。また、

各授業内容の詳細については、群馬医療福祉大学 WEB ポータル上のシラバスにて公開され

ている。 

表 1.過去 4年間における授業担当科目（科目責任者科目のみ記載） 

科目名（keyword） 授業目的 必修

選択 

学年 

時期 

受 講

者数 

単位 

(時間) 

成人看護援助論Ⅰ 

(慢性期看護 

セルフケア 

セルフマネジメント) 

慢性期にある対象を理解し、健康特性に合わせた

看護実践能力を身につける。 

必修 2 年

前期 

90 名

前後 

1(30) 

 

成人看護援助論Ⅲ 

(看護過程・看護診断) 

成人期の対象における看護の実践方法をエビデン

スに基づき導き出す方法を修得する。 

必修 2 年

前期 

90 名

前後 

1(30) 

 

成人看護援助論Ⅴ 

(緩和ケア･がん看護) 

成人期にあり緩和ケアを受ける対象を理解し、必

要な看護実践能力を身につける。 

がんで治療を受ける対象を理解し、治療に伴う看

護に必要な看護実践能力を身につける。 

必修 2 年

後期 

90 名

前後 

1(30) 

 

成人看護学実習Ⅰ 回復期･慢性期にある対象の自己効力を意識した

セルフマネジメントに働きか、機能回復及びセル

フケア再獲得のための援助を展開できる。また、

緩和ケアを受ける対象及び家族が抱える苦痛を緩

和し、QOL を高めるための看護について学ぶ。 

必修 3 年

通年 

90 名

前後 

2(90) 

 表 1 で示した通り、私の担当する授業科目は、成人看護学、慢性期・緩和ケアが主であ

り、専門領域は、がん看護学である。その他、全領域の教員で関わる４年次の統合実習での

学生指導や看護研究セミナーにおける担当ゼミ学生の看護研究論文指導なども担当し、教

授活動に従事している。 

成人看護学の慢性期看護では、生活習慣病など生涯にわたり疾病のコントロールを必要

とする慢性疾患をもつ、成人期の対象へのセルフケア再獲得と促進に向けての支援方法に
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ついて教授している。緩和ケアにおいては、緩和ケアの概念と対象理解から倫理的課題につ

いてまで、講義･演習を通して教授している。がん看護では、がん治療（化学療法･放射線療

法）に伴う看護について学習し、看護を実践できる能力を身につけることを到達目標とし、

教授している。 

また、成人看護援助論にて修得した知識を、エビデンスに基づき実践するための方法論と

して、看護過程および看護診断の科目も担当し、学生に教授している。  

そして、3 年次の成人看護学実習Ⅰ（慢性期・緩和ケア）での臨地実習指導を通して、こ

れらの科目で修得した知識・技術を活用し、対象を看護する上での態度も修得できるように

教授している。 

いずれの科目も看護師国家試験出題基準に関わる重要科目であり、科目の教授活動を通

し、看護師の育成に関する教育の責任を担っている。 

2) 基礎教養科目について 

本学では、専門領域に関する授業・演習のみならず、学士力の育成を意図した担任業務や

それに伴う基礎教養科目の授業が構築されている。各学年の担任は 5名で構成され、担任を

担った教員は、学年に応じた学士力育成の授業科目である基礎演習Ⅰ、Ⅱ（1、2 年次）総

合演習Ⅰ、Ⅱ（3，4 年次）の授業、演習を全員で担当する。過去 4 年間で私が担当した授

業科目については、下記のとおりである。 

表 2. 学士力の育成を意図した授業担当科目 

科目名（keyword） 授業目的 必修

選択 

学年 

時期 

受 講

者数 

単位 

(時間) 

総合演習Ⅰ 建学の精神に基づき、基礎演習で身につけた基礎学

士力や問題解決能力等を基にして、高度な総合知識

と豊かな人間性及び人間愛並びに奉仕の精神を備

え、自立心と礼儀を重んじた世の中の役に立つ心豊

かな学生を育成する。プレゼンテーション能力の向

上を目指し、総合的な学士力を養成する。 

必修 3 年

通年 

90 名

前後 

1(30) 

総合演習Ⅱ 建学の精神･教育に基づき、基礎Ⅰ,Ⅱ、総合演習Ⅰ

で身につけた基礎学士力や問題解決能力を基盤と

して資格取得に向けての高度な専門的知識の修得

とプレゼンテーション能力の育成を目指すことを

目的とする。また、礼儀、環境美化活動、ボランテ

ィア、進路決定等に自主的に取り組み実習を通じ身

についた実践力をさらに高め「仁愛」の精神を持つ

自立した社会人になるためのスキルアップを図る。 

必修 4 年

通年 

90 名

前後 

1(30) 
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私は、主として 3，4 年生の担任を経験し、総合演習Ⅰ、Ⅱの授業の科目責任者としての

経験も有している。科目責任者時には、学士力育成のプログラムに関する科目内容の構築や

評価基準の策定にも携わっている。 

また、この授業以外に担任業務として、学生の学習面、生活面のアドバイザーとしての役

割があり、特に 4 学年担任時には、就職活動に関する相談、面接練習、履歴書や小論文の添

削などを通し、社会人基礎力の育成にも従事している。また、その他、国家試験受験に関す

る学生への学習支援や精神的支援にも携わり、資格取得に向けての支援も行っている。この

ように、専門科目以外においても看護師に必要とされる態度や人間力の育成に関わる多方

面からの教育活動に従事している。 

3）その他 

 2019、2020 年度は、国家試験委員長、副委員長として、国家試験対策に従事し、模擬試験

や補習講義、成績低迷者に対する強化対策指導等を通して学生指導に従事している。また、

2019 年度から教務カリキュラム委員として、カリキュラム全体の運営にも関わり、間接的

にも全学年の教育活動に関与している。 

その他、地域貢献の一環として、2019 年には、藤岡市民を対象として“がんってどんな

病気か知っていますか”をテーマに市民講座の講師を務め、市民に対してがんについての正

しい知識を身に着けてもらうための啓蒙活動も行っている。 

 

2.教育の理念・目的 

 私が学生への教育において大切にしているのは、将来、医療・看護に携わるものとして、

高度な専門的知識と技術を身に着けることはもとより、相手の立場に立って物事を考える

ことができる「思いやりの心」と「察する力」を育むことである。看護学は、人と人との関

わりを対象とした学問である。どんなに高度な専門的知識と技術を身に着けていてもそれ

を提供する看護師自身に心が通っていなかったなら、それは看護とは言えないだろう。また、

「察する力」とは、対象の変化にいち早く気づき、相手が何を感じ求めているのかを推し量

り、行動できる力である。 

 さらに、看護の魅力と楽しさを伝えることについても私が大切にしていることの一つで

ある。それを伝えるためには、私自身が看護することの楽しさとその魅力を体感し、それを

学生に還元する。自分自身で体感し、同じ場面を共有しているからこそできる教育がある。

それは、教員の看護師としての臨床経験や実習指導の場面から伝えられる看護である。 

自らの行為で患者に安楽をもたらすことが出来る喜びを体感し、そして患者から感謝さ

れる喜びを味わい、看護のやりがい、楽しさ、素晴らしさを知ってもらいたい。それを体感

できる教育をすることが私の務めであり、教育の理念でもある。 

 また、学生自身に求める学習の姿勢として、自ら主体的に学ぶ姿勢を育むことも大切にし

ていきたいと考えている。看護師には、自ら考え行動する姿勢、臨床判断能力が求められる。

そのためにアセスメント力を身に着けることは必須である。普段から自ら主体的に学び考
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え、行動する姿勢を身に着けられるよう、生活面での指導も通し、意識して教育していきた

いと考える。 

 

3.教育の方法 

 前述した教育理念に基づいた教育の方法として、私が授業や実習指導に取り入れ、実践し

ている方法を以下に述べる。 

1）授業資料提示の工夫 

 私の授業では、授業中に説明するパワーポイント(以下 PP とする)資料と学生に配布する

授業資料は別々の資料を作成している。 

 学生配布資料は、1 単元ごとに、疾患の病態生理（復習）、検査･治療、患者の特徴、看護

までを入れたノート形式の講義資料を Word で作成し、ポイントや覚えてもらいたい内容

を穴埋めで授業中に書き込めるように工夫している。 

 説明時に使用する PP 資料は、患者の状況をイメージさせるためや授業内容の理解を補う

ための図表や写真を提示するため等に活用し、視覚的にも内容が伝わるように工夫してい

る。あえて PP 資料には全ての内容を提示しないことで、学生が講義を集中して聴き、穴埋

め箇所の書き込みや、自ら考え必要と思う説明内容を資料にメモするなど、受動的ではなく

能動的に授業を受けることが出来るように工夫している。(ただし、2020 年度は、遠隔授業

となったため、対面授業よりも視覚的に伝える部分を多めにするように、資料をすべてリニ

ューアルし、授業方法に合わせて変更した。) 

2）授業構成の工夫 

 1 単元の授業の中で、教員が知識を教授する講義の部分とその講義内容で得た知識を活用

して、看護を考えさせる内容を必ず入れて構成する（思考の時間を取り入れる）ように工夫

している。例えば、成人看護援助論Ⅴ:緩和ケアの講義内容の一つに「スピリチュアルペイ

ンについて」がある。その授業では、まず、スピリチュアルペインの概要やそれを説明する

村田理論などの代表的な理論、スピリチュアルケア等について講義で説明する。そのあと、

事例を用いて、実際の訴えからスピリチュアルペインに該当する内容を考えさせ、その訴え

に対してどのようなスピリチュアルケアが行われていたのかなどを事例から読み取り記述

する課題演習の時間を取り入れている。それにより、学生は講義を聴くだけではなく、自ら

考え実際に倣った知識を活用することにより、知識の定着を図ることに繋がる。 

 また、本学看護学部では 2020 年度は、すべての講義科目が遠隔授業となっていたため、

事前に講義資料を掲示板に掲載すると同時に、予習課題の提示も行い、予習を効果的に取り

入れた授業構成を組み立てた。講義時に適宜、学生を指名し、回答してもらうことで予習課

題の確認を行いながら授業を進め、教員の一方的な説明となりがちな遠隔授業を回避し、学

生自身が授業に主体的に参加している意識を高め、可能な限り学生参加型の授業となるよ

う工夫に努めた。 

3）「視る」「聴く」「話す」を使って参加し、「思考する」授業 
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 1 単元内の授業構成だけでなく、科目全体の構成についても、講義だけでなく、講義で学

習した内容を活用する演習授業を取り入れ構成している。演習授業の例として、成人看護援

助論Ⅴ：終末期の緩和ケアにおける倫理的課題についての講義・演習について説明する。緩

和ケアにおける倫理的課題の単元では、まず、講義において、倫理とは、倫理的課題が問わ

れる背景や具体的な倫理的課題の例について説明する。その後、事例を提示し、グループに

分かれてそれぞれの終末期倫理的課題事例に対して、肯定、否定側に分かれて「ディベート」

という討論ゲームの方法を用いて、演習を行う。「ディベート」の方法を用いることで、一

見重く難しくなりがちな終末期の倫理的課題にも取り組みやすく、また、勝敗が決まるとい

うゲームの形式の授業形態が、学生のモチベーションを高めることにも繋がり、主体的で積

極的な授業姿勢をもたらしている。また、「ディベート」の方法を説明するにあたり、教員

によるデモンストレーションを取り入れている。入念な準備を行った「ディベート」のデモ

ンストレーションを見ることで、学生は、事前学習の必要性を認識し、主体的に学習に取り

組む姿勢が構築されている。 

このように、講義・デモンストレーション⇒事前学習⇒グループワーク⇒ディベート演習

⇒リフレクション（レポート）の流れで構成することにより、「視る」「聴く」「話す」を使

って授業に参加し、「思考する」授業となるように工夫し、このテーマに関する学生の理解

が深まるように教育を行っている。 

4）察する力を生かし、看護の気づきを促す臨地実習指導 

 「察する力」は、学生全員が最初から身に着けているわけではない。臨地実習を通して培

っていく必要がある。現在、多くの病院で、環境整備は看護助手のルーチン業務として位置

付けられていることも多い。しかし、看護助手が行う環境整備と看護師が行う環境整備とは、

何が違うのだろうか。  

私は、観察力とアセスメント力であると考える。そのことについて、実践を通して学生の

気づきを促したエピソードがある。ある患者の環境整備を行うため、学生とともに病室を訪

室した。患者は、るい痩が著明であり、シーツのしわが当たるだけでも背部に痛みがあり、

褥瘡もできやすい状態であった。私は、事前情報によりそのことをアセスメントし、ベッド

周囲をペーパーで拭き環境整備を終えようとする学生に、横シーツのしわを一緒に直すこ

とを提案した。一度シーツをマトレスの下から引き出し、しっかり張り直す方法を実践して

見せた。翌日、学生に遅れて私が患者を訪室すると、私の姿を見るなり、患者に昨日と同じ

ことをやってほしいと頼まれた。私は、学生に前の日に私が見せた方法の実施を促し、実践

すると、患者からは満面の笑顔で、「あー気持ちいい。ありがとう」との言葉が聞かれた。

実施後控室に戻り、学生とリフレクションを行った。リフレクション時に、患者の反応を見

て感じたこと、横シーツのしわを伸ばすように頼まれたことについてどのように思うかな

ど、患者の反応からの気づきを促す発問をした。また、前日にどのようなことを考えて、私

が横シーツのしわを伸ばすことを提案したのかを説明した。すると学生は、環境整備も重要

な看護であることに気づき、後日のレポートに環境整備で患者に安楽を齎すことが出来る
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こと、また、それが出来た喜びを記載していた。この例のように、環境整備一つをとっても、

看護師の「察する力」、観察力とアセスメント力によって患者に安楽と喜びを齎す看護を提

供することが出来る。そして、患者の嬉しそうな反応を見た学生にも看護をする喜びと「察

する力」の大切さ、気づきを促すことが出来る。今回は、患者の発言からの気づきとなった

が、患者に言われる前に気づける、本当の意味での「察する力」を育む教育を実践していき

たいと考える。 

 

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

全授業科目において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。 

授業科目名：成人看護援助論Ⅴ 

実施期間：R3 年 1 月 29 日(終講日)～2 月 22 日 

実施対象者数：90 名 

学部：看護学部 2 年 

表 3.授業評価アンケート結果 

 質問項目 この講義の

平均/全科目 

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。 3.69/3.66 

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。 3.71/3.69 

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。 3.80/3.71 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.71/3.64 

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。 3.63/3.55 

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。 

3.69/3.67 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.57/3.62 

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。 3.71/3.66 

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。 3.69/3.62 

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。 3.77/3.76 

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。 3.80/3.74 

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。 3.80/3.75 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.40/3.52 

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。 3.51/3.57 

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。 3.66/3.66 

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。 3.63/3.68 

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。 3.63/3.70 
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 自由記述欄については、記載がなかったが日々の授業終了時に提出してもらうシャトル

カードでは、学生のペースや状況に合わせ進行し、質問にも丁寧に答えてくれた、病気や治

療、ケアについて多くの知識が身についたとの意見があった。 

授業評価アンケートの結果は、全体的に見て、4 点満点中ほとんどの項目で本学看護学部

全科目の平均点を超えており、概ね良い授業であったと判断する。しかし、7.スライド内容

のわかりやすさと 13.授業の難易度がやや平均点よりも低い結果であった。難易度について

は、個人の主観的感覚であるため、個人差が大きく判断が難しい。また、提示された予習・

復習をしっかり行い授業に臨んでいた結果であるのかについても判断できない。事実、授業

後のシャトルカードでは、予習をしっかりと行って授業に臨んだ学生からは、授業内容の理

解が深まり、授業ペースも丁度良かったとの声が多数聞かれていた。しかし、このような評

価結果であったことは真摯に受けとめ、学生のレディネスをしっかりと把握し、授業内容を

構成していきたいと考える。 

授業評価はこの授業に関わる全ての教員の総合評価である。そのため、スライドのわかり

やすさについては、特定の授業を指しての評価であるのか、総合的な評価であるのか、判断

は出来ないが、この科目の責任者として、学生に提供するすべての授業資料、内容、方法に

責任を持ち、授業を提供することに努めていきたいと考える。 

 

5. 教育を改善するための努力 

 毎回授業開始後 5～10 分間に、本時の目標の提示を行い、それを受けて学生個々にこの授

業に対する自己目標を設定し、シャトルカードに記入してもらう時間を設けている。そして、

授業終了 5～10 分前には、設定した自己目標に対する達成度の評価と本時の授業で最も印

象に残った内容とその理由をシャトルカードに明記をしてもらい、提出してもらっている。

2020 年度は、遠隔授業の関係で、Google フォームを用いて、シャトルカードの提出を促し

た。書かれていたコメントや質問・意見を見て、教員が授業設定時に意図したポイントが学

生に伝わっていたかどうか確認し、学生の視点がどこに向いているのか確認し、1 回ごとの

授業の振り返り、授業改善に役立てている。 

全体に回答した方が良い授業内容や方法、課題に関する質問については、次回の授業時ま

でに掲示板を通じて回答したり、授業の最初に確認するように心がけ、なるべくタイムリー

に回答する努力をしている。また、PP 資料の見えにくさや授業のスピードなどに関する意

見については、なるべく次回の授業時に意識して改善するように努めている。 

 その他、科目全体の評価として、本学では年 2回、前期と後期に授業評価アンケートの結

果を受け、科目責任者が授業改善の報告書を提出している。私は、科目責任者として、オム

ニバスで担当している教員の授業内容や方法、授業資料を事前に確認するなど、その科目全

体の責任を担い、授業全体を振り返り、授業改善報告書を作成している。 

2020 年度の成人看護援助論Ⅴの授業の振り返りとしては、授業資料は、1 週間前から遅く

とも 3 日前（授業後すぐに次回の授業資料を掲示する）までに掲示板にアップし、その際、
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必要となる予習や復習課題についても提示を行ったことにより、しっかりと事前課題に取

り組み、予習をして授業に臨む学生が増えたことを評価した。それにより、遠隔授業であっ

ても授業の理解度が上がった学生が増え、シャトルカードにも「予習をして授業に臨んだた

め、よく理解できた」などのコメントが多数寄せられた。その一方で、若干名ではあるが、

授業時に掲示板に添付した資料を印刷していなかった学生がいたことも事実であり、学習

姿勢によりかなり個人差が大きかった。いかに、授業に対する学生のモチベーションを高め

ていくかが今後の課題であると考えている。学生の意見も聞き入れながら、共により良い授

業を作り上げていけるように努力していきたいと考える。 

 

6 今後の目標（短期・長期） 

1）短期目標 

 成人看護援助論Ⅴの授業評価アンケートの結果を受けての直近の短期目標としては、 

（1）科目全体の授業内容、方法、提示する授業資料の確認、見直しを図る。 

（2）科目を担当する教員間で協議し、学生のレディネスを踏まえた授業の難易度、達成目

標の見直しを図る。 

 とする。 

2) 長期目標 

 専門領域である成人看護学の科目は、看護師国家試験の出題範囲においても広範囲を占

めており、必然的に授業内容もボリュームが多くなりがちである。いかに授業内容を精選し

て提供し、限られた授業時間の中で最大限の授業効果を発揮していくかが課題である。これ

は、今後のカリキュラム改正も視野に入れ、検討していく必要がある。また、この課題を達

成するためには、学生自身の授業に対する主体的な取り組みは欠かせない。そのため、予習・

復習も含めて授業であるとの意識改善や授業へのモチベーションを高める働きかけが必要

である。 

 したがって今後の長期目標は、 

（1）他領域の授業内容と関連性を意識し、授業内容の精選を図る。 

（2）予習・復習の必要性に対する意識を高める仕組みを構築する。 

（3）授業へのモチベーションを高められるような授業内容・方法の工夫を取り入れる。 

とする。 

 

7.添付資料・参考資料 

資料 1:担当科目シラバス 

資料 2:授業資料 

資料 3:授業評価アンケート・シャトルカード 

資料 4:授業改善のための報告書 


