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群馬医療福祉大学 看護学部 

講師 佐藤充子 

（令和 3年 2月 26日） 



 

 

１． 教育の責任 

 私、本学看護学部看護学科の講師として、成人看護学領域の教員として 6 年間成人看護

援助論Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ授業（オムニバス方式）を担当している。担当科目は以下の 1・2 年

生の担任として基礎演習Ⅰ・Ⅱやチームケア入門Ⅰ、ボランティア活動と自己省察等の担当

している。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 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 

ボランティア活動と自己

省察 

看護学部・ 

1 年生 

必修 2020 年度 

通年 

89 名 1 単位 

チームケア入門Ⅰ 看護学部・ 

1 年生 

選択 2020 年度 

後期 

89 名 1 単位 

基礎演習Ⅱ 看護学部・ 

2 年生 

必修 2020 年度 

通年 

90 名 2 単位 

チームケア入門Ⅱ 看護学部・ 

2 年生 

選択 2020 年度 

後期 

90 名 1 単位 

成人看護援助論Ⅰ（オム

ニバス方式） 

看護学部・ 

2 年生 

必修 2020 年度 

前期 

90 名 1 単位 

成人看護援助論Ⅲ（オム

ニバス方式） 

看護学部・ 

2 年生 

必修 2020 年度 

前期 

90 名 1 単位 

成人看護援助論Ⅳ（オム

ニバス方式） 

看護学部・ 

2 年生 

必修 2020 年度 

後期 

90 名 1 単位 

成人看護援助論Ⅴ（オム

ニバス方式） 

看護学部・ 

2 年生 

必修 2020 年度 

後期 

90 名 1 単位 

成人看護学実習Ⅰ 看護学部・ 

3 年生 

必修 2020 年度 

通年 

22 名 2 単位 

看護研究セミナー 看護学部・ 

4 年生 

必修 2020 年度 

前期 

ゼミ担当 

3 名 

1 単位 

統合実習 看護学部・ 

4 年生 

必修 2020 年度 

後期 

6 名 1 単位 

昨年まで 

成人看護援助論Ⅳ 

（高血圧・心不全・心筋

梗塞等オムニバス方式） 

看護学部・ 

2 年生 

必修 2019 年度 

後期 

90 名 1 単位 

成人看護援助論Ⅲ 看護学部・ 必修 2019 年度 90 名 1 単位 



 

 

（ゼミ形式、オムニバス

方式） 

2 年生 前期 

成人看護援助論Ⅴ 

（肺・前立腺・子宮がん

を中心としたオムニバス

方式） 

看護学部 

2 年生 

必修 2019 年度 

後期 

90 名 1 単位 

基礎演習Ⅰ 看護学部 

1 年生 

必修 2019 年度 

通年 

93 名 ２単位 

ボランティア活動と自己

省察 

看護学部 

1 年生 

選択 2019 年度 

通年 

93 名 １単位 

成人看護学実習Ⅰ 看護学部 

3 年生 

必修 2019 年度 

通年 

30 名 １単位 

 

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」とあり、また教育理念の「知行合一」を説明して「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」とあり、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。これらには共通して「心（真心）」という文言が含まれているこ

とから、この視点（心の教育の重視・真心の確立）からの教育、または授業への取り組みと

いうのが我々教員に課せられた重要な課題である。創造的主体的に学習者が自らを律して 

専門職修得に学習者と共に切磋琢磨していく。 

 

3.教育の方法 

1）学生の持てる力を引き出し主体的に学ぶ学生を育成する。 

学習者の学ぶ力を育成するための工夫として、何を具体的に何のために学ぶのかを意図 

的に分かりやすく伝えるようにしている。つまり目的・目標をしっかり押えて取り組む 

ことがとても重要であり、自らから学習者自身が意識して主体的に学習していけるよう 

に支持している。 

2）看護職を目指すのに必要な能力（観察・考える力・情報を得る力など）を伸ばす 

専門職を極めていく上で、どのような社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学 

びを人生や社会に生かそうとする学びに向き合う力や人間性等の涵養） 

大きく 2 つのポイントを学習者が気づけるようにしている。 

(1)「主体的な学び」で学ぶ事に興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連付

けながら、学習者が見通しを持って粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次   



 

 

に繋げる。（学内授業及び演習・実習での現任教育） 

 (2)「対話と深い学び」修得・活用・探求（研究ゼミなど）という学びの過程のなかで、 

各科目等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、知識を相互に関連付けてよ 

り深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見出して解決策を考えた 

り、思いや考えを基に創造したりするようにしている。（学内での成人看護援助論の授

業での学習を臨地実習で１人の患者を受け持ち一連の看護展開をするなかで、机上で

の知識等を統合させていく。その中で具体的な現任教育へと繋げている。） 

 3）接遇マナーについて、看護専門職を目指す上で知識・技術ともに態度面も必修である。 

そこで、身だしなみ、挨拶、言葉遣いは日々の積み重ねがとても重要である。その為、 

現任教育に心がけ接遇マナーに努めている。 

 

３． 教育の成果・評価 

授業科目：チームケア入門Ⅰ 

実施対象者：看護学部 1 年生 89 名 

授業アンケート回収総数 46 名/89 名 

 評価項目 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。 

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。 

3.69 

 

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。 3.71 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.64 

5 教員の説明は、あなたにとって分かりやすいものでしたか。 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。 

3.67 

7 板書やスライドの内容は、分かりやすいものでしたか。 3.62 

8 授業での教員の話し方（声の大きさ、話す速さ）は適切であった。 3.66 

9 授業によって、この分類（領域）をもっと勉強してみたいとおもい

ましたか。 

3.62 

10 授業によって、新しい授業によって、新しい知識を得ることができ

たと思いますか。 

3.76 

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。 

3.74 

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。 

3.75 



 

 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.52 

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。 3.57 

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 

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。 3.68 

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。 3.7 

＊上記のチームケア入門Ⅰについての評価 

・評価項目で平均が高値の 2 項目について 

10.授業によって、新しい授業によって、新しい知識を得ることができたと思いますか

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。 

専門職を目指す上で、ねらいを押さえることができたと考える。 

・一方、13.授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。低値であった。今年

度は新型コロナ感染予防のため、遠隔授業に変更し、グループ発表及び 3 学部合同発

表会も遠隔授業のなかで実施した。学生のなかには対面でのグループワークを望んで

いたことも考えられる。 

＊成人看護援助論Ⅳの循環器系の授業におけるコメントカードより、学生の意見とし

て（一部抜粋） 

①心臓の病気のリハビリテーションは食事から日常生活まで幅広く注意していかない 

とわかりました。     

②合併症が重篤なものばかりで怖かったです。健康的な生活を心がけようと思いまし 

た。     

③心筋梗塞について、解剖生理の復習から詳しく学ぶことが出来ました。ありがとう 

ございました。     

④急性心筋梗塞について、部位やゴールデンタイムが分かりました。   

⑤心臓の疾患は似たりしている、覚えることが多くて大変だと思った。 

去年の循環器の授業を復習することができました。 

  ＊FD 研修（授業参観）からの振り返りを基に次年度に繋げる。 

授業参観をして頂いた教員のご意見・感想について 

<良かった点> 

事前学習が具体的に提示されており、個々の学生で自分の意見をまとめているため、グ

ループワーク時の発言がスムーズに行われていた。教員の配置も、経験者と新人の組み

合わせがなされており、グループワークの運営の円滑化が配慮されていた。 

＜改善点＞ 

今回は zoom での授業となり、個人のオンライン授業の技術の有無等により、グループ

ワークの運営が左右されると感じた。事前の技術の確認、打ち合わせ等が重要であると

考えた。3 学部の教員との打ち合わせは難しいと思うが、個々の教員の裁量によりグル



 

 

ープワークの成果が変わるので、zoom ミーティングなどで、全員で一度打ち合わせが

できるとさらに充実しものになると考える。 

 

４． 教育を改善するための努力 

（1） 対面ではなく遠隔授業にてグループワーク、合同発表会企画運営について 

今年度は対面から ZOOM でのグループワークも含めての授業運営であった。 

学生の中には ZOOM 内での操作手順に慣れていない学生もいたので、学生間

及び教員のサポートも必要であった。したがって次年度は学生の ZOOM 操作

情報を早めに把握する。また、3 学部の教員間の打ち合わせは計画的に余裕を

もって行う。 

（2） 授業後の QR コードより、授業に対してポイントをミニテストで確認し、学生 

の授業の理解度や質問内容を確認し、次回の授業開始前に質問事項に対して全

員の学生に説明し、再度不明な点を再確認している。また、国家試験に出題し

やすいポイントを意図的に押さえるようにしている。 

（3） 看護学部 FD 研修授業改善からの学びを今後の教育に繋げていく。 

・ひとつの授業を複数の教員が担当する場合には、コンセンサスを得ておくこと、 

役割を認識しておくことが円滑な授業に繋がる。 

     ・第 3 者の視点で評価をして頂いたことで、改めて授業の工夫の良さを再認識 

      する機会となった。 

 

 

5.今後の目標（短期・長期） 

 短期目標：個々の学生が主体的に授業に参加して、専門職を目指す学習に繋げる。授業展 

開をする。 

長期目標：①将来を見据えて、どんな状況下にあっても建学の精神「仁」を基に専門職と

して培われたことを現場で応用できる力をつけていけるように教育する。 

       ②コミュニケーションを通して、他者理解・自己理解のできるように意図的に

教育をする。 

  

6.添付資料・参考資料 

 1）第１・２回チームケア入門Ⅰの授業資料 

 


