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1・教育の責任 

 群馬医療福祉大学は、「教育基本法、学校教育法、建学の精神及び教育の理念に従い、保

健・医療・福祉を学術的に教授・研究し、高度な専門知識・技術と豊かな人間性を併せ備え

た有能にして社会的に有為な人材を育成し、医療福祉の発展に寄与すること」を目的として

いる。」（学則第１条）。本学は、教養教育、福祉、看護学教育を推進し、保健・医療・福祉

の各分野で広く活躍する専門職としての有資格者である人材を輩出し、地域社会に対して

その役割を果たしてきた。 

看護学部は、看護師・保健師・養護教諭を養成する教育機関である。私の役割は、地域社

会で活躍できる看護専門職者を養成するために、看護学部カリキュラムを円滑に運営し、教

育の柱である「人間力」と「専門力」を育むための教育実践を行うこと、並びに学生を国家

試験に合格させ資格取得できるように指導することである。 

私は、看護学部開設当初より小児看護学全般並びに看護研究に関する科目について、以下

の講義を担当している。また、本学大学院社会福祉研究科修士課程の講義を担当している。 

 

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 

小児看護学概論 看護・２年 必修 2012～2020、前期 90 １ 

小児看護援助論Ⅰ 看護・２年  必修 2012～2020、前期 90 ２ 

小児看護援助論Ⅱ 看護・２年  必修 2012～2020、通年 90 ２ 

小児看護援助論Ⅲ 看護・２年  必修 2012～2020、後期 90 ２ 

小児看護学実習 看護・３年  必修 2013～2020、後期 90 ２ 

看護研究概論 看護・３年  必修 2013～2020、後期 90 １ 

看護研究方法論 看護・３年 必修 2013～2020、前期 90 ２ 

看護研究セミナー 看護・４年 必修 2014～2020、通年 90 ２ 

施設・病棟統合実習 看護・４年 必修 2014～2020、前期 90 ２ 

地域看護研究・演習 大学院・１年 選択 2018～、前期 5 ２ 

 

 小児看護学領域科目の授業では、小児看護の臨床経験や看護研究活動を通し、専門的知

識・技術・態度のみならず、広い視野で倫理観や小児観を培うことができるように教授して

いる。看護研究に関連する科目については、将来の医療人・看護専門職として、生涯のわた

り自己研鑽し研究的態度を育むこと、これらを念頭に学生指導に取り組んでいる。 

 

 本学での授業の他に、以下のような教育活動を行っている。 

1)東海大学大学院健康科学研究科修士課程小児看護学分野の「看護学特論」及び「家族看護
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論」の科目の一部を非常勤講師として担当している。 

2)地域貢献のための活動として、市民講座を毎年担当している。 

 

市民講座 

講座 対象 特徴・テーマ 

前橋東公民館 

あずま子育て、親子支援講座 

前橋市民 子育てボランティア講座 

「子どもの病気・ケガ・身近にひそ

む危険とその防止」   

高崎市中央公民館 

「～いきいき・元気に楽しく～孫育

て講座」 

高崎市民 「子どもの健康と事故予防」 

前橋市桂萱公民館 

桂萱子育て、親子支援事業 

子育てママのいきいきセミナー 

前橋市民 「子どもの安全と応急処置」 

  

 

 

2.教育の理念・目的 

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

であり、教育理念は「知行合一」＝「美しい心を行いで示す」である。この建学精神と教育

理念に基づき、教育を実践している。 

 

【私の教育理念】 

 私は、命の尊重と相手を思いやる心「仁」を基本として、主体的に継続した研鑽ができる

看護専門職を養成したいと思っている。主体的な研鑽とは、自分の課題を明らかにしながら、

倫理観やエビデンスに基づいて看護実践能力を高めるように、学習・成長できるように努力

することを指す。医学・看護学の進歩・発展の中で、人類の幸福な将来に向けて「福祉」「健

康」「看護学」を創造し、高い専門性と看護実践能力、さらに高い教養と倫理観を備えた看

護専門職者の人材養成に貢献していきたいと考える。それを実現するために、私は、孔子の

教えである「知仁勇」の三つを信条として、また私自身の生涯の課題として教育に携わって

いる。「知（智）」というのは知性、判断力で、「仁」は真心があって誠実であり優しいこと。

「勇」は勇気、行動力である。 

 学生には、命の尊厳、倫理観を培い、人間力を基盤として自ら考えて行動でき、看護の専

門力・判断力を身につけ創意工夫ができる、看護が創造できる人になってほしい。さらに自

ら目標設定し、それに向かって努力でき、誇りと責任、やりがいをもって看護専門職として

生涯にわたって自己研鑽し、地域社会で活躍してほしいと考えている。 
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3.教育の方法 

 【概要】 

 小児看護学は、子どもと家族が主体となるケアの理念に基づいて、すべての健康レベルに

おいて子どもの成熟過程を支えることを目標としている。これまでの県立小児医療センタ

ー等での小児看護の臨床経験及び看護師養成教育機関（専門学校・短期大学・大学）での小

児看護学の教育経験を教育実践に活かしている。 

看護研究に関連する科目においては、看護学博士の学位を有する者として、これまでの看

護研究活動、国内外の学術学会での研究発表など、研究論文や研究活動など実体験を活用し

て具体的な指導、かつ研究が身近に感じられるような学生指導を心がけている。 

以下、私が実践している教育方法について述べる。 

 

（１）興味関心がもて魅力ある授業展開と工夫 

小児看護学では、小児各期の特徴と発達課題の理解、小児特有の症状や代表的疾患の看護

援助、小児看護技術、小児看護過程の展開をとおして、小児看護を実践できる能力の土台と

して身につけるための授業を行っている。子どもと接する機会が少ない現代の学生にとっ

て、小児という成長発達の途上にある対象の特徴ゆえに、「理解が難しい、どのように接し

たらよいかわからない」などの学生の声が寄せられている。よって、映像や写真等を授業に

活用し、小児のイメージ化を図りながら、興味関心が持てるように体験談を交え、学生自ら

考え行動する場面を授業に取り入れながら思考過程をふみ、小児観を育むことが重要であ

ると考える。 

看護研究関連科目については、学生は「研究は難しい」「自分に研究ができるかどうか不

安」と考えている場合が少なくない。自分の研究論文や研究活動の様子を伝えることで、研

究の楽しさ、看護専門職としての必要性とやりがいを伝える工夫をしている。 

私が授業において重視していることは、“わかりやすさ”と“学ぶ楽しさ”である。知識

に裏付けされた思考力、想像力や実践力の育成が重要であると考えている。さらに、学生の

知（智）への刺激を忘れず、授業に取り組んでいる。 

 

（２）体験学習を重視した教育方法 

教育課程では、小児看護学概論、小児看護援助論Ⅰ、小児看護援助論Ⅱ、小児看護援助論

Ⅲ、小児看護学実習の科目編成し、講義・演習・実習の授業形態である。少子超高齢化社会

の中で、子どもを取り巻く環境は変化しており、各授業の展開においては、国の動向・施策

や専門的な最新情報の活用、具体的な事例を提示しながら、社会の中でその子らしく生活で

きるようにするためにはどのような課題があり看護支援が必要であるか、学生とともに考

えている。実践力を養うために、個人学習・グループ学習、プレゼンテーションを取り入れ、

子ども目線や子どもの気持ち、家族の気持ちになって考える、その気づきや思考過程を学び

として大切にしている。 
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小児看護学実習においては、幼稚園実習、障がい児（者）実習、病院実習を行っている。

健康な小児の理解及びあらゆる健康レベルの子どもとその家族の支援について、看護過程

の展開や小児看護技術の体験を通して看護実践の中で理解を深められるように、学内で学

んだ知識・エビデンスに基づく看護が実践できるように、教員と臨地実習指導者と連携した

指導を実施している。学生は、「小児看護学実習は楽しい」、「子ども達がかわいい」、「何か

してあげたい気持ちが強くなり勉強する意欲が増した」など、毎年こうした学生の声が届く。

臨地実習での体験や学びは、学生を大きく成長させてくれる。教育する者として学生が成長

する姿、それが体感・実感できることはこの上ない喜びであり、私の看護教育へのモチベー

ションとなっている。 

 

（３）学生とのコミュニケーション・対話を重視した教育活動 

授業での質疑応答や授業終了後のコメントカード、オフィスアワー時間などで、学生の理

解度や状況を把握している。授業の中で質問の解説をしたり、学生からの要望や意見に対す

る回答など、学生全員に伝えるようにしている。学生との信頼関係なくして効果的な教育活

動はできない。学生との対話を重視し、学生一人一人に対して教員として丁寧な指導に心が

けると共に、学生にとって身近な存在でいたいと考える。 

 

 

4.教育の成果・評価 

 本学では、全科目において「授業評価アンケート」を実施し、学生に提出を求めている。

以下にアンケート結果の一例を示す。 

授業科目：小児看護学概論 火曜 3・4限 

実施日： 2019年 6月、2020年 6月 

実施対象者数：90人 

学部：看護学部２年 

                                                                    ＊4点満点  

 質問項目 2019 

対面 

2020 

遠隔 

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。 

3.74 3.69 

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。 

3.74 3.64 

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。 3.75 3.72 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.77 3.73 

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。 3.70 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 3.74 3.54 
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あり、適切に使われていましたか。 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.68 3.48 

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 3.83 

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。 

3.66 3.71 

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。 3.68 3.83 

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。 

3.72 3.69 

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。 

3.79 3.82 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.62 3.45 

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。 3.68 3.68 

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。 

3.72 3.63 

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。 3.66 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。 3.70 3.63 

 

 

＜自由記述＞   

2020年度（ZOOMでの遠隔授業） 

・病院でのエピソードや海外での経験談、フィリピン研修などの話がとてもためになりまし

た。 

・大丈夫です。小児に興味を持つことができました！ありがとうございました！ 

先生の実体験をたくさん話していただけて、とても参考になりました。実習や将来に活か

したいと思います。 

・フィリピン研修などはみんながみんな行ける研修ではないので、その時に出会った病気を

抱えた子どもの話はとても貴重であるため、今後の授業でも話していくと良いと思いま

した。 

・楽しく授業を受けることができました。好きな授業の一つでした。先生の体験などを取り

入れてくださっていたことがわかりやすかったです。 

・ZOOMのみでの完結のためわかりづらかったです。 

2019年度（対面授業） 

・コメントの記載はなかった。 

 

 私のこの授業は、学部全体の平均値より全体的にやや高い評価をもらっている。2020 年

度の授業は COVID-19 感染症の影響により、これまでの対面授業から ZOOM での遠隔授業へ
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と全面授業形態の変更を余儀なくされての実施であったが、2019 年度の得点と比較して大

きな得点差は認められなかった。一方、「教員の話し方」や「この分野を勉強したい」、「授

業によって、新しい知識を得ることができた」、「自分にとって価値のある授業」の項目では、

前年度より評価得点が上昇し、私の伝えたい内容と思いは学生に理解されたと評価できる。 

 小児看護学概論は、小児看護学を学ぶ基礎・土台となる重要な科目であり、学生からは臨

床での体験談や海外における小児看護活動などを紹介しながら、広い視野で小児看護が考

えられるように授業の展開を心掛けている。特に、近年の学生は、生活体験が乏しい傾向で

あり、また子どもと接する機会が少ないことから、子どものイメージ化が困難であるという

学生観をもっている。授業展開においては、子どものイメージ化を図り、思考力を育て、成

長発達する一人の人格、権利を持った尊重されるべき存在であることなど、命の大切さや倫

理観、小児観を培えるような授業を心がけている。今後も小児看護学が楽しく学べるように、

授業の創意工夫を行い、“伝える技術”説明力の向上や“教育技術”のさらなる向上を目指

し努力をしていきたいと考える。 

 

 

5. 教育を改善するための努力 

【授業改善に向けた努力】  

 学生からの各担当科目に対する「授業評価アンケート結果」を真摯に受け止め、科目の特

性や学生の評価・意見を踏まえ、次年度の授業に向けて最新情報や研究知見などを取り入れ、

教育方法の検討をするなど創意工夫し、授業改善に向けた努力をしている。また、本学の FD

研修での学びや教員同士での授業参観・授業評価を参考にしながら、よりよい授業が展開で

きるように、授業改善に取り組んでいる。 

 

【自己研鑽】 

・大学教員として必要な素養と教育力、研究力の向上を念頭に、自己研鑽していく。 

・教育改善については、「説明力」の向上であり、目標は“心を動かす説明力”を備え、教

育の現場で応用することである。 

・教育の質保証のためには、教員としての高い教育力を備え、看護実践能力が求められる。 

日々、大学教員（教育・研究）として自身の成長・自己研鑽の姿勢を持ち続け努力する所

存である。 

 

【学生指導】 

・学生指導にあたっては、積極的にコミュニケーションを図ることにより、学生との信頼関

係を築き、双方向の授業及び思考を育てる授業の展開、授業研究等により質の高い教育力

をもって教育実践する。 

・学生の成功体験や学ぶ楽しさを感じることで自己効力感を高め、主体的に学習行動ができ
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るように指導にあたる。 

・参考図書や文献を紹介するなど最新情報を提供し、学習や研究に対する興味関心への動機

づけを図る。 

・学生にとって、看護専門職者及び教育研究者として身近な存在でありたい。 

 

 

 

6.今後の目標（短期・長期） 

【短期目標】 

１．教育研究活動の改善に向けて、自己評価を行うことが不可欠である。毎年、自己評価を

行い、わかりやすい効果的な授業が展開できるように創意工夫する。 

２．活発な教育研究活動を行い、ディプロマポリシーに基づく質の高い看護専門職者の養成

及び資格取得に向けて積極的な学生指導を行う。 

 

【長期目標】 

１．看護学部教育を継承し発展させた大学院の設置、及び地域社会の状況に対応した看護学

教育の推進と発展に貢献する。 

２．カリキュラム改正（2022年度）に伴う管理・運営を推進する。 

３．教員個々が研究教育活動に関する諸問題を克服できるよう、教員間の相談・支援体制を

整える。 

 

 

 

 

7.添付資料・参考資料 

（資料１）2019年度前期授業評価アンケート結果「小児看護学概論」 

（資料２）2020年度前期授業評価アンケート結果「小児看護学概論」 


