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1・教育の責任 

 わたくし浅野貞美はリハビリテーション学部理学療法専攻の教員として、主に内部障害

理学療法関連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。 

 

（行は各自で増減等、調整してください。） 

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 

運動生理学

演習 

リハ学部 

PT2学年 

必修 令和 2年度 

2年後期 

36名 1 

運動療法学

Ⅲ 

リハ学部 

PT3学年 

必修 令和 2年度 

3年前期 

38名 2 

理学療法技

術論Ⅰ 

リハ学部 

PT3学年 

必修 令和 2年度 

3年後期 

38名 2 

理学療法技

術論実習Ⅰ 

リハ学部 

PT3学年 

必修 令和 2年度 

3年後期 

38名 1 

総合演習Ⅱ リハ学部 

PT4学年 

必修 令和 2年度 

4年通年 

34名 1 

運動生理学

演習 

リハ学部 

PT2学年 

必修 令和元年度 

2年後期 

36名 1 

運動療法学

Ⅲ 

リハ学部 

PT3学年 

必修 令和元年度 

3年前期 

38名 2 

理学療法技

術論Ⅰ 

リハ学部 

PT3学年 

必修 令和元年度 

3年後期 

38名 2 

理学療法技

術論実習Ⅰ 

リハ学部 

PT3学年 

必修 令和元年度 

3年後期 

38名 1 

内部障害理

学療法特論 

リハ学部 

PT3学年 

選択 令和元年度 

3年通年 

12名 1 

 

上記の表の通り、私は 2年後期から 4年生の授業を担当しており、専門科目が多い。現在

わが国では、心血管疾患、代謝疾患、呼吸器疾患、腎疾患等の内部障害者に対する理学療法

の重要性が科学的根拠のもと明らかになっており、学生が将来自身の専門分野を決定する

上で、私の責任は重いと感じている。 

 



2.教育の理念・目的 

本学の建学の精神である「仁」や教育理念である「知行合一」を私の教育理念としている。

（資料１） 

教育理念をもとに、①思いやりの心を育てること、②豊かな人間性を身につけること、③

セラピストとして必要な知識や技術を身につけること、④患者様・利用者様に対し、美しい

心を行いで示すことを教育目的としている。 

 

3.教育の方法 

私が実践している方法は下記の通りである。 

①アクティブアウトプットを取り入れた学習により、記憶の定着を図る。 

教科書や参考資料の文章を一言一句覚えるのではなく、用語をイメージ化出来るように、

ホワイトボードを用いて図示している。まず、学生は私の図を参考に図を描き、それを話し

ながら複数回繰り返すことによって、記憶の定着につなげている。 

 

②ランダマイズプレゼンテーションにより、学習習慣を身につける。 

 授業の冒頭に、前週に学習した内容のキーワードについて、複数名の学生にホワイトボー

ドを用いてプレゼンテーションをしてもらっている。プレゼン発表者は当日エクセル上で

乱数を発生させて、ランダムで決めるため、学生は授業内容全般を必ず復習しなければなら

ない。また、他者へ可能な限り分かりやすく説明するためには、自分自身がその内容を十分

に理解しなければならず、アウトプットを繰り返す作業で長期記憶として保存できるよう

になる。 

 

③グループ活動により、学生の心を育てる。 

 積極的にグループワークやグループ発表を導入しており、グループ活動を開始する前に

は、建学の精神である「仁」を繰り返し説いている。学生はグループ活動を通して、他者を

尊重し理解する心、他者と協力する力、他者に迷惑をかけてはいけないという倫理観、他者

に対する思いやりの心などを育てている。 

 

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 運動生理学演習 

実施日  令和 3年 2月 9日 

実施対象者数 36人（回答者：33名 回答率：91.7％） 

学部 リハビリテーション学部理学療法専攻 



 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。 4 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.94 

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。 3.85 

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。 

3.91 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.85 

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。 3.94 

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。 

3.88 

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。 3.97 

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。 

3.94 

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。 

3.97 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.7 

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。 3.85 

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。 

3.94 

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。 3.91 

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。 3.94 

（※本年度は１・２の設問が無かったため省略。） 

 

自由記述 

 

・後期の講義ありがとうございました。わかりやすい説明で理解できました。グループ発表

もやりがいがありました。ありがとうございました。  

・ホワイトボードを家でも使うようになりました。勉強しやすいです。  

・授業が非常にわかりやすかったです。 聞いているだけでなく、ホワイトボードを活用し

何度も繰り返し書くことで、理解につながったと思います。 またカラーのプリントもわ

かりやすく、量的にも復習しやすいです。 1年間ありがとうございました。来年度から

も宜しくお願い致します。  

・この授業を通して 1 年次の復習とその分野の知識をさらに深めることが出来ました。授

業もインプットとアウトプットの時間を作ってくれたおかげでしっかりと理解すること

が出来ました。来年もよろしくお願いします。  



・いつも分かりやすい授業をありがとうございました。期末試験がプレゼンになったこと

で、自分でまとめたり、考えたりすることができ、頭にしっかり入れることができました。

ありがとうございました！  

・文章で覚えるのでは無く、絵に描いて覚えることでより深く学ぶことが出来ました。しか

しやはり、対面での授業の方がいいなと思いました。  

・教室での授業の際、座席位置の影響から、画面に映されているスライドの文字が見ずらい

ことがありました。 また同様に、ホワイトボードの板書が、前の人の頭やペンのインク

の影響で見えなかったです。 そのため、ZOOMでのスライドの共有がありがたかったです。  

・大学に入って、勉強が難しくてすごく嫌いで、授業も集中できませんでした。でも、初め

てすごく楽しいと思った授業でした。今まで勉強したけど興味を持てなかった所も、すご

く理解できて、アウトプットするのがすごく楽しくて、90 分集中できました。もっと浅

野先生の 授業を受けたいです。ありがとうございました。  

・覚えるまでホワイトボードに書くことが習慣になりました。 ありがとうございます。  

・とても分かりやすく、かつやる気が出る授業でした。 生徒の焦らせ方ややる気の引出し

方の分かっているカリスマ性のある先生だと思います。  

・オンライン授業ということで難しい場面もあったがそれも考慮して授業を進めてくださ

ったのでスムーズに授業が受けれたと思います。 講義ありがとうございました。  

・ホワイトボードに書くことにより復習がその場で行えるのでとても良いと思いました。 

 

私の授業評価を全学部の評価と比較した結果、すべての項目において高い評価を得るこ

とが出来た。特に「質問項目 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。」

では、全学生が一致して「4」を付けていた。私が担当する授業は身体の内部構造や機能、

病態生理に関するものが多く、難易度が高いため、学生が理解しやすいように工夫したこと

が高評価につながったと考える。また、「質問項目 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。」、「質問項目 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。」はいずれも評価平均 3.97であり、大抵の学生が「4」を付けてい

た。新しい知見を得ることは価値あるものであると認識したようである。 

しかしながら、「質問項目 13．授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。」では

3.7と圧倒的に低い評価平均であった。難しい内容をより分かりやすく丁寧に教えることが

必要である。 

 

5. 教育を改善するための努力 

本学では国家試験を受験する学生が多く、国家試験に合格するためには、膨大な量の知識

量が必要である。膨大な量を記憶するためには、在籍年数と知識量が相関する必要があるが、

現状では必ずしも相関していない。まずは、学習の習慣化・継続を図ることが必要であると

考える。具体的な方法として、空きコマ時間を有効に活用すること、学年を超えた学習グル



ープを作成し、相互で学習効率を高めること、学習方法を具体的に提示すること、個別性を

加味した教育指導を行うことが挙げられる。 

また、通常の授業をよりわかりやすく提供するよう努力しなければならないと感じている。 

 

6今後の目標（短期・長期） 

 

短期目標（3か月～6か月） 

新学習スタイルの提案 

内容：2～4年生は学年毎のグループ、および縦割りのグループを作成する。 

学年毎のグループでは、アクティブアウトプットを主体とした ICT を活用した学習方法に

より、基礎学力の底上げ、学習方法の共有等を図る。また、全学年で国家試験合格という共

通した目標を設定し、各学年の到達目標として、2年：基礎三科目領域（解剖学・生理学・

運動学）、3年：疾患、評価学領域、4年：理学療法全般の理解を設定することによって、無

理のないスケジュールで余裕を持って国家試験の対策が出来るようにするべきである。ま

た、学習グループ内で連携し、相互で助けあうことで、セラピストとして必要な協調性や思

いやりの心を身につける。 

縦割りグループでは、上級生は下級生に学習方法や実技指導、実習、就職活動等を含めたさ

まざまなことを指導し、下級生は学習や学生生活全般に関するアドバイスを受ける。学年を

超えた交流を持つことによって、下級生は自身の数年後の姿を容易に想像しやすくなり、将

来に向けて短期目標・長期目標が設定出来るのではないかと考える。また上級生は下級生の

見本とならなければならず、必然的に学習習慣を継続し、努力が出来るようになると考える。 

 

長期目標（2年） 

：理学療法士国家試験 100％合格 

 

 

7.添付資料・参考資料 

注）提出の際は、添付・参考資料もご提出ください。ただし、ホームページ上で公開する際

には、公開されません。 

（資料１）鈴木利定・中田勝『咸有一徳』修訂第 3版、P48、2020年 4月、中央法規出版 

 

 


