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1・教育の責任 

 私塚越八重子は、看護学部看護学科の教員として、看護学部で主に在宅看護学領域の授業

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 

在宅看護援

助論Ⅰ 

看護・2年 必修 令和 2・後期 90  2 

在宅看護援

助論Ⅱ 

看護・2年 必修 令和 2・後期 89  1 

在宅看護学

実習 

看護・3年 必修 令和 2・通年 84  2 

チームケア

入門Ⅰ 

看護・1年 選択 令和 2・後期 89  １ 

基礎演習Ⅰ 看護・1年 必修 令和 2・通年 90  2 

統合実習 看護・4年 必修 令和 2・前期 90  2 

看護研究セ

ミナー 

看護・4年 必修 令和 2・前期 90  1 

在宅看護援

助論Ⅰ 

看護・2年 必修 令和元・後期 86  2 

在宅看護援

助論Ⅱ 

看護・2年 必修 令和元・後期 86  1 

在宅看護学

実習 

看護・3年 必修 令和元・通年 90  2 

統合実習 看護・4年 必修 令和元・前期 91  2 

看護研究セ

ミナー 

看護・4年 必修 令和元・前期 91  1 

 

私は、疾病や障害を持ちながら在宅で生活をする療養者とその家族の特徴を学び状態・状

況に応じた支援ができるための基礎的な知識技術を習得するための在宅看護援助論Ⅰ・Ⅱ、

在宅看護学実習を主に担当している。 

その他、1学年の副主任を担当しているため、基礎演習Ⅰの授業や 4年生では統合実習指

導と看護研究セミナーも担当している。 

 本学の授業の他に、令和 2年度は以下のような活動も行っている。 
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1）1学年担任（副主任） 

2）教務カリキュラム委員会 

3）自己点検・評価・コンプライアンス委員会（副委員長） 

4）学生委員会 

 

2.教育の理念・目的 

 本学におけるすべての教育活動は、建学の精神である「仁」を根本精神として行うもので

ある。「仁」とは何か。「仁」とは心の全徳をいう。つまりみんながそれぞれ所有している「ま

ごころ」として認識し把捉できる。「中庸」に「仁は人なり」とあるように、人を人として

信愛することを指す。そして、「仁」の発揚が思いやりなのである。人間相互のまごころと

思いやりに基づいて社会を築いていくのが儒学であり、その根本概念が「仁」である。（資

料１） 

 教育理念は「知行合一」である。「知行合一」は、善いことを行いで示すことである。心

に抱いた仁の精神を高度な専門技術と医療・福祉・教育の実践として現実社会に展開すべく

日々教育活動を展開する。（資料 2）  

 この建学の精神や教育理念に基づいて、医学的な看護の知識や看護技術を習得するだけ

でなく、人間性を豊かにする教育が重要である。受け身的な学習ではなく主体的に、自分で

考えながら学修していく姿勢が必要である。 

私の専門分野である在宅看護は、在宅で療養する人々に対して、彼らが望む生活の質（QOL）

を維持・向上させることを目的に本人及び家族に対して提供される看護活動である。学生が

生活者という視点で療養者をとらえ、生活を支援していける看護師となるように教育して

いる。（資料 3） 

 

3.教育の目的・方法 

 このような理念・目的を実現するためには、以下のことを実践している。 

1） 授業では 

（1） 授業初回には、授業計画を授業資料として配布し、授業のスケジュールがわかるよ

うに明示する。 

（2） 授業の学習目標を提示し、目標に向かって学べるように工夫している。 

（3） 授業の最後には、遠隔授業でも質問時間を設けて対応している。 

（4） 講義形式だけではなく、演習でグループワークも取り入れ、学生自身が参加できる

ような授業を目指す。 

（5） 学生の学びを把握するために、毎回コメントをコメントカードや Google フォーム

で答えてもらい、質問に対応している。 

（6） 授業の理解度や要望を取り入れ、授業を改善する。 

（7） 看護師国家試験問題を数問授業の中で出題し、国試対策に繋がるように工夫してい
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る。 

2） 授業の工夫 

（1） DVD視覚教材の活用 

事例を提示し、地域で療養されている療養者の生活の様子をイメージできるように

視覚教材を活用することは有効である。 

（2） 2020年度より医療介護連携センターの社会福祉士や介護支援専門員・看護師の外部

講師を招き現場の専門職からの講義も組み入れる。 

（3） グループワークの発表を行い、学生間で学びを共有する。 

 

3） 授業評価 

授業の中で課題を提出することや定期試験を行い、全体的な視点で成績評価を行う。 

 

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。以下にアンケート結果の一例を示す。 

 

授業科目 在宅看護援助論Ⅰ 

実施日  2020年 9月 28日 月曜日 5限 

実施対象者数 86人 

学部 看護学部 

 

 質問項目 この講義

の平均 

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。 3.42 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.22 

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。 3.08 

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。 

3.42 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.31 

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。 3.31 

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。 

3.39 

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。 3.64 

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。 

3.64 

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 3.64 
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か。 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.28 

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。 3.03 

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。 

3.33 

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。 3.44 

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。 3.39 

（※本年度は１・２の設問が無かったため省略。） 

自由記述 

在宅看護援助論Ⅰは、在宅看護学教員 4 名と外部講師 2 名のオムニバス形式で授業を行

っている。学部結果全体の平均より全体的に少し低い評価であった。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」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」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」この 3つは 3.64と一番高得点であった。最新情報をわかりやすく

講義資料に入れ、新しい知識を学べるように工夫した。また、2020 年度より医療介護連携

センターの社会福祉士や介護支援専門員・看護師の外部講師を招き現場の専門職からの講

義も組み入れたことが高評価につながった。特に 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。」は、3・03 と低い評価であった。コロナ渦の影響で、授業変更が

多くなり、学生も教員も遠隔授業が慣れないことが影響したと考える。 

しかし、コロナ渦の中、遠隔授業の制限の中、学生は授業の学習目標は概ね達成すること

ができていた。これは、学生の努力と口頭での説明だけでなく、パワーポイント、授業掲示

板等を活用しながら、学生に周知を図り、授業を構成していった結果と考える。今年度は、

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、年度途中より、日程や授業の構成を変更せざるをえな

い状況であった。そのことで学生への連絡、課題などが授業直前となることがあり、授業や

課題がわかりにくくなってしまったと考える。課題については、日程や授業構成等を吟味し、

より良い授業構成になるように準備を行っていく。学生が混乱しないように、早めに授業配

布資料や課題を提示する。 

 

5. 教育を改善するための努力 

・遠隔授業日程や授業構成等を吟味し、より良い授業構成になるように準備を行う。 

・遠隔授業 ZOOM操作の熟達につとめ、授業効率を図る。 

・教員間で連携を取りながら、日程や授業構成等を吟味し、より良い授業構成（になるよう

に準備を行う。 

 

6今後の目標（短期・長期） 

1） 短期目標 
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（1） 在宅看護の対象の特性と支援のあり方、社会資源である訪問看護制度について学ぶ

ことができる。 

（2） 在宅におけるケアマネジメントや地域包括支援システムの基本・関係機関・職種と

の連携の必要性、社会資源について、学ぶことができる。 

（3） 学生の状況を見ながら、授業の進み方のペースを調整する。 

（4） グループワークの時間や発表時間を確保し、学生間で学びあえるように工夫する。 

（5） 学生の質問や要望に対応し、学生が求める授業を構築する。 

2） 長期目標 

(1) 在宅で療養する人々に対して、彼らが望む生活の質（QOL）を維持・向上させることを

目的に本人及び家族に対して提供される看護活動である在宅看護について、学生が生

活者という視点で療養者をとらえられるように授業や演習を工夫する。 

(2) 療養者とその家族を保健・医療・福祉と多方面から捉え、多職種で連携して、望む生

活を実現できるよう支援することを学ぶことができる。 
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