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1・教育の責任 

 群馬医療福祉大学看護学部は看護師・保健師・養護教諭を養成している教育機関であり、

カリキュラムは看護師・保健師国家試験を軸に構成されている。現在私は、地域で生活する

すべてを対象にした地域看護学、公衆衛生看護学に関する授業を中心に担当し、群馬医療福

祉大学看護学部の公衆衛生看護学領域の教員として、看護師・保健師の育成に関して教育の

責任を担っている。今年度 1年間の担当と授業科目は以下のとおりである。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 

地域看護学

概論 

看護学部 

2年 

必修 令和 2・後期 90  １ 

公衆衛生看

護学原論 

看護学部 

3年 

選択(必修：保健

師教育履修課

程) 

令和 2・前期 59  １ 

公衆衛生看

護学活動論

Ⅰ 

看護学部 

3年 

  

選択(必修：保健

師教育履修課

程)   

令和 2・後期 23  ２ 

公衆衛生看

護学活動論

Ⅲ 

看護学部 

4年 

必修：保健師教

育履修課程 

令和 2・前期 20  ２ 

公衆衛生看

護学実習Ⅰ 

看護学部 

4年 

必修：保健師教

育履修課程 

令和 2・通年 20  ３ 

公衆衛生看

護学実習Ⅲ 

 

看護学部 

4年 

必修：保健師教

育履修課程必修 

令和 2・通年 20  １ 

看護研究セ

ミナー 

看護学部 

4年 

必修 令和 2年・通

年 

5  １ 

 

 本学での授業の他に、以下のような活動をしている。 

1）本学公開講座 講師、令和 2年度（コロナのため休講） 

2）高大連携事業 

3）各種委員会 

4）新型コロナ感染症予防プロジェクトにて本学部の感染予防対策に向けた取り組みを検討

し、感染予防対策を実践している。 



 

2.教育の理念・目的 

本学の建学の精神「仁」：「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」、

教育理念の「知行合一」：「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」、全

学ディプロマ・ポリシー：「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」がある。これらに共通した

「心（真心）」は、看護の視点からも「道徳心・倫理観」の確立にあたり、看護職を目指す

ものにとって看護の根底を成すものである。私教師には、教育の理念に基づき大学 4年間に

おいて、学生の「道徳心・倫理観」を育む使命を持っていると考えている。 

 

 

3.教育の方法 

 （１）人々の健康に関する社会情勢に興味を持ち、自ら情報を収集し、自身で考え、実践

する。 

 インターネットの普及によって私たちは一度に膨大な情報が手に入れられるようになり、

専門職を目指す学生には、健康医療情報に関し、自身で取捨選択できることが求められる。

また、ソーシャルメディアの普及で、誰もが簡単に情報を発信できるようになり、自身の倫

理観が求められる。この情報社会においては、エビデンスに基づく保健医療と共に、実践知

からこれらの情報を使えるようにならなければならない。公衆衛生看護活動論Ⅰ～Ⅲでは、

保健指導や健康相談、健康教育などの実践から地域の健康問題を社会化し、地域を基盤に

人々と共に取り組み協同するプロセスを作り出し、進める専門技術を理解できることが学

生に求められている。私は前職である行政保健師の経験を活かし、自身が会得したこれらの

プロセスを実践する醍醐味を学生に伝え、興味を持って欲しいと考えている。そして、健康

課題を見出すために必要な情報を収集し、エビデンスと知識、実践知から健康課題解決のた

めの力をつけていただきたい。そのために、日常の授業においても常に知識を確認し、反芻

できるよう双方向の授業を展開できるよう工夫を図っている。 

（２）人々との対話の中で自身の「強み」と「弱み」を知る。 

公衆衛生看護活動は、常に人との対話をとおして実践される。その実践にはコミュケーシ

ョン能力が大きく左右する。看護の実践者として社会人となる前に、自身のコミュニケーシ

ョンスキルの現状に気づくと共に自身の持つ「強み」と「弱み」を知り、スキルを高める努

力を惜しまない人材になることを願っている。そのために、授業をとおして個人へのアプロ

ーチとしての保健指導や相談、集団へのアプローチとして健康教育等を演習の機会をとお

して学び、これらのスキルの重要性とそのスキルを身に付けるための授業を実践している。 

 

（３）学ぶことを生涯の糧とし、成長する。 



 医療は日進月歩であり、情報社会においてはこれらの情報を取捨選択できることが求め

られる。これからの保健活動では、実践能力と専門能力の強化が求められている。そのため

には、常に新たな知識を身に付ける努力が必要である。高校までの与えられる学習から、自

ら学ぶことの面白さを経験し、学びが実践能力に結びついていく体験を演習や実習を通し

て、体験できるよう公衆衛生看護額実習では、準備に重点を置き、自ら調べ得られた情報を

アセスメントし健康課題を見出し、その課題解決のために実践する体験に力を入れている。 

 

 

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 地域看護学概論（学部） 

実施日  令和 3年 2月 22日 

実施対象者数 90人(回答数 52人) 

学部 看護学部 2年 

授業形態 すべて zoom 

 

 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。 3.38 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.29 

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。 2.92 

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。 

3.48 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.23 

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。 3.13 

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。 

3.23 

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。 3.63 

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。 

3.58 

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。 

3.6 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 2.96 

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。 3.06 



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。 

3.4 

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。 3.42 

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。 3.42 

（※本年度は 1・2の設問が無かったため省略） 

【自由記述】 

・授業中の話も早く聞き取れないところもありました。 

・QRコードにとらわれて授業に集中することができなかった。QRコードにとらわれて授業

に集中することができなかった。 

・質問に対して答えるときに、「そうではない。」という趣旨の発言が多くあり、気分が良く

なかったです。皆が考えるアセスメントが同じ対象者であっても異なるように、答えは１つ

ではないと思います。答えが大きく違えばいいのかも知れませんが、この科目は概論であり、

初めて学ぶ基礎を形成するようなコマであるはずです。 

【コメントカード】 

「先生の質問内容から自身で学習する方法を掴むことができました。このような体験は初

めてです。」 

 

地域看護学概論の授業は平均より低い評価をもらっている。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。」では評価をもらえていると考えるが、

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。」では 3.23と

低い。この学年は保健師教育選抜試験の対象でもあることから、公衆衛生看護学の魅力を伝

える必要があり、深く反省すべき点であると考える。本授業はすべて zoom で実施された。

教員からの学生への質問は、学生はビデオ offの状況で実施され、学生の反応を見ることが

できなかった。また、全員への質問の投げかけは QRコードを用いて実施した。対面授業と

同様に学生へ質問することの難しさを感じると共に、学生と共に作り上げていく双方向の

授業の意図を理解してもらう必要性を感じるとともに、その実現に向けた教員の心構えや

提示の仕方を含む方法論を十分に検討する必要があると感じている。 

 

授業科目 公衆衛生看護学活動論Ⅲ（学部） 

実施日  令和 2年 9月 25日 

実施対象者数 保健師教育履修課程 20人(回答数 19人) 

学部 看護学部 4年 

授業形態 対面（演習を含む、公衆衛生看護学領域 3名にて実施） 

 

 

 



 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。 3.79 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.68 

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。 3.74 

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。 

3.68 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.84 

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。 3.84 

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。 

3.58 

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。 3.84 

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。 

3.79 

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 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.58 

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。 3.58 

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。 

3.68 

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。 3.74 

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。 3.74 

（※本年度は 1・2の設問が無かったため省略） 

【自由記述】 

・特にありません。 

・先生ごとに言っていることが違い、混乱してしまう場面があったので、統一して欲しいで

す。ですが、どの先生も丁寧に教えてくださりありがとうございました。 

 

本授業は平均より高めの評価をもらっている。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「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。」では、一定の評価をもらえていると考えるが、自由記述に教員間の学生指導へ

の指導に対するコンセンサスが得られていないコメントをもらっている。演習前の打ち合

わせと振り返りを行うと共に、学生が迷わない指導に向けて改善が必要であると考える。 

 

 



5. 教育を改善するための努力 

 自ら思考し、実践できる看護職を育てるためには、知識の提供はもとより思考するための

提示の仕方を工夫する必要がある。授業の中での成功体験を積み重ねや対話から自尊感情

を育てる声掛けを含む授業展開をしなければならないと考える。看護学部における FD研修

では、zoom におけるブレイクアウトルーム上での Googl ドキュメントを活用したグループ

ワークでは、学生の積極的な参加型学習になっているまた、学生への授業中の問いかけは、

学生の理解を促す機会となるとの評価をいただいた。コロナ禍での授業では遠隔授業やハ

イブリット授業など、対面授業とは異なる環境下での授業展開が求められる。双方のメリッ

トデメリットを理解し、学生が学びやすい求められる授業の工夫を実践していく。 

 

 

6今後の目標（短期・長期） 

私の教育理念にもとづき、継続した学習や、主体的に考えることができる能力を身につけ、

看護職として社会人となってもさらに成長し、その学生が考える最良の（質の高い）倫理観

を持ち合わせた看護が提供できるようになることを期待している． 

 

 

7.添付資料・参考資料 

なし 

 


