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1・教育の責任 

 看護学部看護学科の教員として、主に高齢者看護学領域に関わる授業を担当している。過

去 2年の授業実績については以下の通りである。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 

高齢者看護援助論Ⅱ 看護学部 

２年 

必修 令和２年 

後期 

89 １ 

高齢者看護援助論Ⅲ 看護学部 

２年 

必修 令和２年 

後期 

89 １ 

チームケア入門Ⅱ 看護学部 

２年 

選択 令和２年 

後期 

89 １ 

基礎演習Ⅱ 看護学部 

２年 

必修 令和２年 

前期・後期 

89 ２ 

看護研究セミナー 看護学部 

４年 

必修 令和２年 

前期・後期 

ゼミ担当 

2 

１ 

高齢者看護学実習Ⅰ 看護学部 

３年 

必修 令和２年 

前期・後期 

84 ２ 

高齢者看護学実習Ⅱ 看護学部 

３年 

必修 令和２年 

前期・後期 

84 ２ 

施設・病棟統合実習 看護学部 

４年 

必修 令和２年 

後期 

90 ２ 

高齢者看護援助論Ⅱ 看護学部 

２年 

必修 令和元年 

後期 

86 １ 

高齢者看護援助論Ⅲ 看護学部 

２年 

必修 令和元年 

後期 

86 １ 

基礎演習Ⅱ 看護学部 

２年 

必修 令和元年 

前期・後期 

86 ２ 

看護研究セミナー 看護学部 

４年 

必修 令和元年 

前期・後期 

ゼミ担当 

2 

１ 

高齢者看護学実習Ⅰ 看護学部 

３年 

 

必修 令和元年 

前期・後期 

90 ２ 

高齢者看護学実習Ⅱ 看護学部 

３年 

必修 令和元年 

前期・後期 

90 ２ 
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施設・病棟統合実習 看護学部 

４年 

必修 令和元年 

後期 

91 ２ 

医療・福祉・教育の

基礎 

看護学部 

1年 

選択 令和元年 

前期・後期 

175 ２ 

 

本学での授業に加え、以下の活動を行っている。 

1) 高等学校における教育連携講師 

2) 出版社におけるセミナー講師 

3) 各種委員会活動 

 

2.教育の理念・目的 

 建学の精神である「仁」は、真心をもって人の道を行い、世の中の役に立とうとする志を

指し、医療に携わる者として不可欠である倫理に大きく関わっている。そのため、「仁」を

踏まえた教育理念としての「知行合一」とそれを実現するための教育目標である、「質実剛

健」「敬愛」「至誠」「忠恕」を目指すことで、学生の医療者としての倫理観も養われると考

える。そのために、授業を通して、他者性や思いやりを身に付け、「仁」を育むことは不可

欠である。 

また、担当している授業科目は看護師を目指す学生にとって、卒後すぐに必要とされる知

識や実践力に直接結びつく科目が多く、臨床場面で活用できる能力の向上を目指すことは

自身の授業における責務であると感じている。 

学生自身が学習の面白さに気づき、主体的に自ら学びをつかみ取ることを目指して教育

を行う。変化の著しい医療現場において、新たな局面に遭遇した時にも、自ら考え実践でき

る学生の育成、多面的な見方、新たなものの見方ができる学生を育成していくことが重要で

あると考えている。 

 そのためには、学生のレディネスをしっかりととらえ、学生の状況に合った授業を提供し、

学習者を支援する姿勢を欠かないことが重要である。また、学生の成長のため、個別学習支

援も含めた学生への指導・支援を行う。 

  

3.教育の方法 

1) 見通しのつく授業の提供（資料 1） 

1 コマ 90 分の授業の中で、ゴールがどこにあるのか、どのように授業が進行してい

くのかが見えることで、学生が現在何を学んでいるのか、どこへ行き着くのか見通しを

もって授業を受けることができると考える。そのためにシラバスを基にした授業全体

の流れの説明を丁寧に行うことを心掛けるだけでなく、授業 1 コマの展開が分かるワ

ークシートを基にしたゴールの見える授業展開を行っている。 
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2) 視覚教材の有効活用 

百聞は一見に如かずと言われるが、看護の対象となる現場を知っているかどうかは

学生の理解に大きな影響を与えると考えられる。近年、DVD 等の映像教材が多くあり、

授業の中に取り入れることで、イメージを持って授業に臨むことができると考える。そ

のため、学生の理解の向上に役立つと考えられる場合には、映像教材を活用し、授業を

展開している。 

 

3) 自ら考え、表現できる授業の構成（資料 2） 

看護の場面では臨機応変の対応を求められることも多く、自ら考えて実践できる力

を養うことが重要である。そのために日々の授業の中で、実際の臨床場面に近い状況を

設定し、学生へ問いかける授業を展開している。学生の回答には多種多様な意見があり、

多面性を相互に理解するために、板書等を活用し、受講者全体で共有し、考えを深めて

いる。また、QR コードの活用などにより、双方向授業を取り入れることで、それぞれ

の考え方を把握し、それを基に授業を展開している。 

 

4) 感情に働きかける教育の実践（資料 3） 

看護師を目指す学生にとって、他者の気持ちがわかる他者性を身につけることが重

要であると考えられる。他者性は備わっている学生もいるが、生活体験に乏しい学生も

おり、他者性の育成は教育的観点として欠かせない。自身の臨床経験の事例を教材とし

て語り、時には映像教材を基に感じる授業の展開に努めている。 

 

5) 看護体験の教材化と対話 

目まぐるしく状況が変化する看護学実習では、看護実践の場面を教材化し、発問と

対話を繰り返すことで、場面に即した適切な看護について考え、看護実践能力の向上

を図ることを目的にしている。 

 

 

4.教育の成果・評価 

1) 授業評価アンケート結果 

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。 

 

授業科目 高齢者看護援助論Ⅱ 

実施日  令和３年 2月 13日 

実施対象者数  89人中 44人（回収率 49.4％） 

学部 看護学部 2年 
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 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。 

3.61 

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。 

3.68 

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。 3.7 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.66 

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。 3.61 

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。 

3.64 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.52 

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。 3.68 

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。 

3.61 

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 

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。 3.75 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.61 

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。 3.59 

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。 3.61 

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。 3.55 

授業評価 

授業評価について、各項目の平均が 3.55～3.77であることから、全体として充実した授

業が実施できたと考える。特に、臨床で活躍している非常勤講師を３名迎え、音楽療法、摂

食嚥下看護、認知症看護について充実した授業が行えたことで、現場での知識と講義での知

識が融合した結果であると思われる。3.十分な準備、10.新しい知見、11.新しいものの見方、

12.授業の価値については 3.7を超えていることから、事前に十分な準備を行うことで、新

たな発見や授業の価値に繋がったと考える。17.公正な評価については、3.55と最も低い評

価となっている。本来はミニテストを実施する予定であったものの、対面での授業ではない

ことから、知識の確認にとどめ、評価の対象としなかった。それについては十分口頭で説明
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をしていたものの、事前に評価表を提示すれば、どの課題がどの程度の割合で評価点となる

のか、学生に伝わったと考える。 

2) 毎授業後の学生のコメントカード 

毎回の授業後に学生よりコメントカードを提出してもらい、質問や感想を受け取って

いる。以下に高齢者看護援助論Ⅱ全 15回のコメントカードより抽出した学生のコメン

トを紹介する。 

 

 講義ありがとうございました。板書の授業はなかなか無いのでとても新鮮であっとい

う間に感じました。パーキンソン病について忘れてしまっていた部分や曖昧な部分な

どあったのでもう一度しっかり復習したいと思います。 

 大学へ入学してから板書の講義が減ったので、久しぶりに黒板を使っての講義でした。 

 黒板を用いるというほかの先生とは違う講義方法なので、新鮮で内容が頭に入ってき

やすいと感じました。この動画は日曜まで見れるという事だったので、繰り返し視聴し

しっかりと学習していきたいです。 

 板書していただけると分かりやすいです。集中して動画がみれた 

 説明がゆっくりで、資料に沿って進んでいたのでとてもわかりやすかったです。 

 ブレイクセッションで色々な意見が出てきてとても勉強になりました。 

 認知症患者への対応の仕方で私はあまり思い付かなかったのですが、みんな具体的な

例を挙げられていてすごいと思いました。実際にそのような状況になった際に的確に

対応していきたいです。 

 教科書に書いてないことも教えていただけるのでわかりやすいです 

 ホワイトボードの授業とてもわかりやすいです。他の授業がパワポばかりでこの授業

がとても印象に残ります。ありがとうございました。 

 講義ありがとうございました。最後に Google formでの問題に苦戦しました。とてもい

い学習になりました。ありがとうございます。また問いを作ってくださると嬉しいです。 

 アクティビティケアについての理解が深まりました。DVDをみて、様々なアイディアが

あることを知ることができたので、課題や今後に活かしていきたいです。 

 映像の対象者の方が笑顔で積極的に活動されている姿を見て、そんな表情にできる援

助を考えるのは難しいけれど、頑張って考えたいなと思いました。認知症の方はなんと

なくコミュニケーションが取りづらいと勝手に思ってしまっていたのですが、接し方

次第で変わるのだと分かりました。先輩のような楽しいものを考えられるか不安です

が精一杯取り組みたいです。講義ありがとうございました。 

 ご丁寧な動画配信を有難うございました。先日の模試で、先生に教わってできた問題が

いくつかありました。プリントで学習した箇所が頭の中で思い浮かびました。ありがと

うございます。しかし点数が悪かったため、また模試の直しをして今後も学習を深めて

いきたいです。 
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 高齢者の看護についてとても分かりやすかった。また、急性期の看護で事例を見て、賛

成・反対を考えてとても難しい問題だと思った。患者の意見を決断させることが出来る

ようにしてあげたいと思った。 

 成人の援助と同じところ異なるところがあったため、そこを理解すると共に個別性を

持ってその方を見て援助することが大切だと思いました。薬剤も高齢の方であるから

こそ気をつけなければならない所があったのでしっかり覚えておきたいです。講義あ

りがとうございました。 

 ワークの番号ごとに動画が区切られているので、見返す時にとても助かりました。 

 グループワークのワーク 9 の箇所で、私たちの班は禁煙指導や服薬管理はあげたので

すが、社会資源の活用などはあげてなかったので違う視点から事例を見ることも大切

であると感じました。授業ありがとうございました。 

 必ずしも手順通りにやるのではなく、患者さんの反応などから工夫を交えてやる必要

もあることを学べました。授業ありがとうございました。 

 ハンドマッサージ、家族で実践してみたいと思いました。 

 ケアをする時に手順ばかりに気を取られてしまいがちなのでコミュニケーションも意

識しようと思いました。 

 動画が見やすかったです。タクティールケアとハンドマッサージについて動画も通し

てよくわかりました。ハンドマッサージなどをする前の患者の状態の確認を忘れずに

しないといけないと思いました。患者がリラックスできるように実施したいと思いま

した。 

  

3) FDSD研修での授業参観教員からの意見 

FDSD 研修の一環として、第 15 回高齢者看護援助論Ⅱの授業に他の教員が 1 名参加し、

意見を戴いた。 

以下、教員のコメントを紹介する。 

 

 資料は学ばせたいポイントを授業の進行とともに分かり易くまとめられている。また

写真やイラスト・動画を組み合わせ可視化されており、学生がイメージし易く印象に残

るものであり、学生の授業参加意欲と同時に学習を深める効果があると感じた。 

 授業の途中でグーグルフォームでの回答を組み合わせ、さらに即座に学生の意見を表

示し伝えることで学生自身の確認にもなり、よかった。 

 初めに授業スケジュールを伝えることで授業の全体の流れが理解でき取り組み易いと

思った。時間配分もよかった。 

 声のトーンや大きさ・速さも聞きやすく学習効果を高めたと思った。 

 どんなに良いポジショニングが行われても、長時間同一体位での弊害があるため時間

との関連の根拠も含め説明を加えるのも良いと思った。 
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 学生は「ずれ」について何がどのようになり、どのような影響を及ぼすのかなど予防の

根拠（「ずれ」は褥瘡になった時ポケット形成に繋がり治癒しづらいことなど）が理解

できているか不安が残ります。20 歳前後の若い皮膚ではイメージしづらいように思っ

た。 

 

5. 教育を改善するための努力 

自身の教育の改善のために、学生のコメントカードに毎回、目を通し、質問があれば回答

すると共に、寄せられた意見について、学生の利益に繋がるよう、次回の授業の準備の際に

改善をしている。授業は学生と共に作り上げていく意識を持ち、コメントカードに寄せられ

た板書や動画を活用した授業を継続し、学生本位の教育を実践できるよう、改善していきた

い。 

また、全授業終了後に行っている授業評価アンケートや FDSD研修会の内容を基に、授業

全体の振り返りを行い、伝統的な授業の展開についての研鑽を欠かさず、新たに求められる

学習についての研鑽も怠らず、伝統的な授業展開と新たな学習方法を共に取り入れられる

よう柔軟な発想力を持ち改善を行っている。 

 

6今後の目標（短期・長期） 

短期：動画を活用した予習復習の提示や、授業の際には対面での個別指導やグループ指導が

行えるような授業展開を目指す。 

長期：１人１人の学生を置いてきぼりにしない、学生の進度に応じた授業を目指す。 

 

 

7.添付資料・参考資料 

1) 高齢者看護援助論Ⅱ第 15回ワークシート 

2) 高齢者看護援助論Ⅱ第 8回ワークシート 

3) 日本看護協会,第 7回・第 8回忘れられない看護エピソード 

 

 


