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１．教育の責任  

 

本学の特質は、医療・福祉・教育・心理等の分野で多くの国家資格もしくはそれに準じる資格を取得し、

確実に就職に繋げるという明確なスタイルをもっている。従って資格に関連する国家資格や実務経験を

持ち、資格に直結する科目を受け持つ教員が必然的に多い教員構成になっている。 

このような大学において、私は資格を持たず、純粋にアカデミックな観点から人間心理に関連する科目

を幅広く受け持っていることから、私の教育上の責任とは、学生の視野を広げ、人間を見る視点を深く開

拓することにあると考えている。 

私は専任教員として所属する群馬医療福祉大学において、2020年度までに下記（表１）にまとめるよう

な多数の科目について講師を担当してきた。これらの科目は、何らかの国家資格取得に必須の教養的な科

目、教職に必要な科目が多いが、選択できる心理学系統の専門科目も受け持ってきた。 

これらの授業は、社会福祉学部社会福祉専攻をはじめとして、子ども専攻、看護学部、リハビリテーシ

ョン学部、と目指す国家資格を異にする複数の学部にわたっている。（かつては系列の専門学校でも心理

学科目を担当していた）。このため、同じような用語や概念を教える心理学の科目を担当するにしても、

目指す資格と職場が異なる、すなわち、対象として関わる人の層がかなり異なるため、それらを前提に踏

まえた授業内容にすることを意識してきた。 

また、ここ数年は本学独自の指導方式であるクラス担任制度の担任業務を担い、2年生（2018年度、2020

年度）と3年生（2019年度）を受け持ち、それに伴う「基礎演習」「総合演習」の授業も担当してきた。 

さらに本年度は2学年全体の学生が参加する「ボランティア活動Ⅱ」という人間形成に寄与する科目を

受け持ち、実験的な挑戦を学生たちに求める内容に大きく転換をし、最期の発表までやり遂げることがで

きた。これらすべてを含めても、やはり本学における授業担当者としての教育の責任は、教養を開拓する

役割にあるといえる。 

 

 実施学部・専攻等 

（学年配置） 

科目名  カリキュラムにおける位置づ

け（学年配置）  

分担  開講サイ

クル 

受講生数 

（概数） 

1 リハビリテーション学部 

（1年次・前期・選択） 

心理学 リハビリテーション学部における

教養教育科目 

代表  

（単独）  

毎年  

 

20～40 

 

2 リハビリテーション学部 

（1年次・後期・必修） 

臨床心理学 

 

リハビリテーション学部における

専門教育科目 

代表  

（単独）  

毎年  

 

80 

 

3 看護学部 

（1年次・前期・必修） 

人間の心理 

 

看護学部における教養教育科目 代表  

（単独）  

毎年  

 

50～60 

 

4 看護学部  

（2年次・後期・選択）  

ヘルスカウンセリ

ング 

看護学部における選択科目、養

護教諭課程の必修科目  

代表  

（分担） 

毎年  

 

20～40 

 

5 社会福祉学部（子ども

専攻）  

（1年次・前期・必修） 

保育の心理学Ⅰ 

 

社会福祉学部子ども専攻におけ

る保育士課程の必修科目 

代表 

（単独）  

毎年  

 

20～30  
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（『表１．担当科目概要・一覧：2003（平成15年）～2020（令和2年）』） 

 

 

6 社会福祉学部（子ども

専攻）  

（1年次・後期・必修） 

教育心理学 

 

社会福祉学部子ども専攻におけ

る教職課程の必修科目 

代表 

（単独）  

毎年  

 

20～30 

  

7 社会福祉学部（社会福

祉専攻）  

（1年次・前期・必修） 

（学校教育）教育

心理学 

 

社会福祉学部社会福祉専攻に

おける教職課程の必修科目、教

養教育科目の選択科目 

代表 

（単独）  

毎年  

 

20～30 

  

8 社会福祉学部（社会福

祉専攻）  

（1年次・通年・必修） 

発達心理学 

 

社会福祉学部社会福祉専攻に

おける教養教育科目の選択科目 

代表 

（単独）  

毎年  

 

20～50 

  

9 社会福祉学部（社会福

祉専攻）  

（2年次・後期・選択） 

青年心理学 

 

社会福祉学部社会福祉専攻に

おける教養教育科目の選択科目 

 

代表 

（単独） 

  

毎年  

 

10～40 

  

10 社会福祉学部（社会福

祉専攻）  

（3.4年次・後期・選択） 

人格・感情心理

学 

 

社会福祉学部社会福祉専攻に

おける教養教育科目の選択科目 

、公認心理士の基礎科目 

代表 

（単独）  

 

毎年  

 

10～40 

  

11 社会福祉学部2学年  

（2年次・通年・必修） 

ボランティア活動

Ⅱ 

社会福祉学部2学年における教

養教育科目の必修科目 

代表 

（学年分担）  

毎年  

 

50～70 

  

12 社会福祉学部2学年 

（2年次・通年・必修） 

基礎演習Ⅱ 社会福祉学部2学年における教

養教育科目の必修科目 

クラス担任 

（分担）  

毎年  10～20 

 ※過去に受け持っていた科目 

1 社会福祉学部（社会福

祉専攻）  

（3年次・前期・選択） 

社会心理学 

 

社会福祉学部社会福祉専攻に

おける教養教育科目の選択科目 

、公認心理士の基礎科目 

代表 

（単独）  

 

毎年  

2003～

2019まで 

10～40 

  

2 社会福祉学部（子ども

専攻）  

（1年次・後期・選択） 

子ども家庭支援

の心理学 

 

社会福祉学部子ども専攻におけ

る保育士養成課程の必修科目 

代表 

（単独）  

 

毎年  

2019～

2019まで 

10～40 

  

3 社会福祉学部（子ども

専攻）  

（1年次・後期・選択） 

保育の心理学Ⅱ 社会福祉学部子ども専攻におけ

る保育士養成課程の必修科目 

代表 

（単独）  

 

毎年  

2017～

2018まで 

10～40 

  

4 社会福祉学部3学年 

（3年次・通年・必修） 

総合演習Ⅰ 社会福祉学部3学年における教

養教育科目の必修科目 

クラス担任 

（分担）  

毎年  

2019～

2019まで 

10～20 
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２．教育の理念  

 

教育とは、可能性を拓くことである。資格を取り就職をするというシンプルかつ堅牢な教育体系をもつ

本学においても、このことは揺らぐものではないし、揺らがせてはならないと考えている。特に本学学生

の多くは、対人援助職に就くことを前提に学習を進める。そのため、学んだ知識と資格を生かす場に立つ

ときが将来必ず訪れる。その時、身につけた知識や技術そして資格を武器として使いこなす力や人間性が

なければ、教育によって可能性が拓かれたとはいえないだろう。 

私が受け持つ科目の多くは、人や社会に貢献していこうとする知恵と勇気、人と社会を大切に思う人間

性を磨き、養い育てる科目となる要素を含んでいる。学生たちの人間観や人生観、職業観に関わる基礎教

養科目を多く担う立場の一人として、今後も一人ひとりの学生の人間性の涵養に貢献することを、自分の

教育の理念としたい。 

また、発達段階的に青年期後期に当たる学生たちの中には、人間性の涵養とは程遠い、むしろ治療に近

いケアを必要とする学生も少なからず入学してくる時代になっている。また、学校とは違う能力や資質が

求められる、大人社会の扉を開ける力や準備が整わず、立ち尽くす学生もいる。私の担当科目の中には、

青年心理学や発達心理学、教育心理学という人の成長と発達に関わる授業が多くある。短い授業ではある

が、その中でもこうした学生にとって参考になる観点や知識を与えることができればと思い、授業に取り

組んでいる。 

こうしたことの前提として、“わかりやすい授業”の実現を目指すことももちろん重要であり、日々ど

うしたらもっと学生にとって理解が進むかを考えながら授業の準備には力を入れている。また、授業の後

処理として、シャトルカードやコメントカードなど、学生からの意見に返信を返すことにも努力をし続け

ている。こうした地道な取り組みが、学生からの授業への信頼を得る近道だと確信をしている。現実には

多忙な日々の中でこうした双方向のやり取りが途切れることもあるが、今後もコメントにはコメントを

返すという基本的な努力を継続したい。 

以上のような理念について、理解しやすい項目として整理をする。 

 

① 学生の人格と経験を否定せず、学生の可能性の開発を信じ、可能性を引き出す教育を心がけること 

② 知識の習得を越えた感動や発見、喜び、楽しみのある授業の実践 

③ 心理学の知識やトピックを通して、自分や他者、人生や社会の問題を身近に感じ、理解する力を深め

る授業の実現 

④ 青年期に当たる学生が大人社会に円滑に移行する支援となるような授業の実現 

⑤ 知的な教養を広げ、視野を拡大し、生活世界を広げるような授業を目指す 

⑥ わかりやすさ、双方向性など授業の基盤となる部分の継続的な向上 

⑦ これらすべてのために、自らが学び続ける教師であり続けるための努力をしていくこと 
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３．教育の方法および戦略 

共通する特徴的な方法や方針  

 

１） 授業の準備・組み立て方 

 

私は質の違う多くの科目を受け持っているが、いずれの授業においても先に述べた教育の理念にした

がって、授業の準備に力と授業後のコメントの返信に力を入れるように努力をしている。この点は、2020

年度後期の授業評価アンケートにおいて、授業の準備に関する項目の高評価につながった。 

2020年に蔓延したコロナ禍の影響で授業が遠隔（zoom）方式に大きくシフトしたこともあり、また多く

の科目を同時に受け持つこともあり、すべての授業において紙の資料を無くし、パワーポイントをベース

に授業ができるようにした。 

一つの半期の科目15回、1回につきおよそ32枚程度を基本とし、あまり資料が多くなりすぎないように

配慮をしている。実際の授業においては、教科書の展開や記載をただ説明するということはせず、教科の

該当範囲で触れられている心理学の用語・概念、その背景にある実験や考えなどをその授業の理解課題と

して設定し、それらを学生にわかりやすく説明するための資料を教科書の記載も参考にしながら改めて

作り、授業を展開している。このため、教科書通りの授業にはならないが、結果的には教科書を読み返す

と授業で扱ったことがしっかり説明されている、ということを心がけている。 

教科書にあることはもちろん、関連する知識やそれらの背景となる思想、歴史、実験、人物など、幅広

く紹介をし、個々の知識がバラバラにならずに、体系的につながることを理想に描きながら、授業の準備

に取り組んでいる。 

 

２） 授業の実践上の工夫・戦略 

 

基本的に、必ず「問いから始める」ということを心がけている。授業で扱う知識や概念に関連して、自

分が体験したことなどがあるか、社会の出来事を知っているか、様々な形で、質問を出し、それにまず答

えさせてから、その時間に扱う中心テーマを出すようにしている。 

説明においては、事例や図などをなるべく多く用い、視覚的な理解が進むように考えている。また、授

業内で扱うテーマが変わるたびに、改めて「問いでつなぐ」ことをし、全体の授業がQ&Aに即しながら、

対話的に深まっていくような展開を理想と考え、流れを作っている。 

また、対面の授業でもzoomなどの遠隔授業でも、授業途中で一度手を動かしたり、話し合わせたり、ゲ

ーム的な活動で流れを変えたりと、単調な授業にならないように心掛けているが、特にzoomでの授業にお

いては、アンケートを取り入れたりなどする技術がまだないので、今後伸ばしていきたい点である。でき

るだけ、対話的、ソクラテス的な授業ができればと考え、使えるアイデアや道具を積極的に取り入れると

いう方針で、今後も授業を発展させていきたい。 

 

３） 授業の双方向性 
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授業の双方向性については、対面であれば基本的にシャトルカードやコメントカード、LSMでのコメン

トなどを適宜用いて、受講生とのコミュニケーションを図っている。これにより、受講生の授業に対する

コミットメントの状態や理解度を知ることができ、関連する学生の知識や個性も把握することができる

ため非常に有益だと感じている。ただし、授業科目が多く、すべての受講生のコメントに返信を返すこと

が現状では難しく、一部を抜き取ってそれにコメントを返す「コメントのコメント」という方式を用いた

りするなどの工夫をしている。  

なお、私が授業中に受講生とコミュニケーションをとるにあたって留意している点を示すと、以下のよ

うになる。  

 

① 授業中、なるべく多くの問いを学生に投げかけ、学生の主体的な応答を引き出すこと。 

② 質問や意見があれば授業中でも発言してよいとし、主体的な応答を励ますこと。 

③ 特定の学生に、質問や働きかけが偏らないように意識すること。 

④ 受講生が多い授業では、授業に対するコミットメントが低下しないよう、あらかじめ手や体を 動

かすワークを2つ程度用意すること。 

 

４） 授業の成績評価の工夫  

 

成績判定にあたっては、受講生の「記憶力」に特化した試験にならずに、また、知識に基づかないよう

な意見をただ述べるだけの無意味な作文作成に終わらないよう、知識の理解と知識の用いられ方の理解、

応用の三点を評価できるように配慮をしている。 

教育心理学上の分類では「訂正法」と呼ばれる方法を中心にして、テストを作ることで、記憶力はもち

ろんであるが、正しくその概念の利用する場面であったり、他の知識との関連の理解度も測ることが出来

ると考えている。 

ただし、「不合格にする」「落とす」ためのテストは作らない方針を大切にし、学生の理解への努力も

含めて評価できるように、基礎・基本となる知識や概念を中心に試験を行うこととしている。 

また、レポートでの試験を行う場合、あらかじめ評価のための観点を整理したルーブリックを作成し受

講生に採点方法を開示している（ヘルスカウンセリングなど）。具体的には、「講義の接点」、「テーマ

の設定」、「論理の展開」の3つの観点を設けて採点することとし、学生がどのような観点でレポートを

作成したらよいかがわかるように、周知を図っている（資料 表.2）。  

 

■ルーブリック評価表  

（１）～（５）のレポートそれぞれについて、下記の表に基づいて 10 点満点で採点。合計 50 点。 

評価観点      評

価尺度 

非常に高い 

（10 点） 

高い 

（8 点） 

ふつう 

（6 点） 
低い（4点） 

非常に低い 

（2 点） 

評価外（0

点） 

（Ａ） 
課題への積

極性 

授業資料以外に独

自に資料を調べたり

して書こうとする姿

勢が明確 

授業資料以外に

も独自に調べた

形跡が見える 

授業資料を基本

に書こうとしてい

る 

資料をあまり確認

しているように思

われない 

資料を参照してい

ない 

未提出・記載

なし等 
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（Ｂ） 課題把握 

課題の主旨を的確 

に理解し、大事なポ

イントをよく捉えてい

る 

課題の主旨をま

ずます理解してい

る 

誤解なく課題に沿

ったレポートにな

っているが、一般

論の範囲 

課題の趣旨とや

やずれたレポート

内容になっている 

課題に的確に応

えていない 

未提出・記載

なし等 

（Ｃ） 

対象者につ

いての理解

と対応 

対象者に関して自

分なりによく考え、し

っかりした理解と具

体的な対応を導け

ている 

対象者に関して比

較的よい理解が

あり、具体的な対

応策が挙げられ

ている 

まずまず良好な

理解があるが、一

般的な対応例に

終わっている 

対象者への的確

な理解を欠き、対

応も一般的な考え

にすぎない 

理解のズレや対

応策の不十分さを

強く感じさせる 

未提出・記載

なし等 

（Ｄ） 文章・構成 

論述の筋道や展開

がよく、文章も的確

でわかりやすい 

わかりやすく、よ

い展開の仕方で

書かれている 

わかりやすい文

章や流れではあ

るが、文章や構成

のいずれかに難

がある 

わかりにくさや、

文章のつながりの

悪さを感じる 

書いている文章

自体や流れにお

いて、わかりにく

いところが目立つ 

未提出・記載

なし等 

（Ｅ） 
総合的説得

力 

全体として非常に優

れた論述と感じる 

全体としてまあま

あよいレポートだ

と感じる 

一般的な見方や

知識が中心で平

凡なレポートだと

感じる 

全体的に雑さが

目立ち、説得力に

欠ける部分が目

立つ 

的確でもなく、雑

で適当に書かれ

たレポートと感じ

る 

未提出・記載

なし等 

得   点         

合計得点 （50点満点中）  

（『表2．授業評価におけるルーブリック使用例：2020年度ヘルスカウンセリング』）  

 

５） 特定の授業科目における戦略と目的  

※継続的に受け持っている代表的な科目のうち、特に戦略をもって実践している部分を抽出 

 

▮ 発達心理学 

  

本科目は社会福祉学部社会福祉専攻1年次の通年科目である。選択ができる科目ではあるが、数名を除

き多くの一年生が受講をしてくれている。1年次の基礎的な教養科目の中でも全人生を俯瞰し、人生観の

枠組みとなる発達段階論とそれぞれの段階における心理的な課題が何かについて学ぶため、人間観を養

うという意味でも受講を学生に勧めたい科目である。誕生から死の問題までの全生涯を範囲とするため、

人がどのように個性ある自己を形成し、人生を取捨選択し、結果としての現在を生きているか、こうした

ライフコースとライフサイクルを決定する要因について多く考える機会を作っているので、人間を見る

目を養える科目になると考えている。 

発達心理学全般にわたる広範囲な知識を扱うが、授業では適宜別の時間に学んだ概念などをつなげな

がら、学んだ知識がうまくつながること、そして、一人の人間の個性が編み上がっていくメカニズムが描

けるようになることを目指している。そのため、前期は青年期前期までをじっくりと理論的な面に力を入
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れて学び、後期は映画や物語など、視覚的にも理解しやすい事例や材料を中心にしながら、具体的な人生

をイメージできるような工夫を心がけている。 

（特に工夫をしている点） 

・学生が借りたり購入できる新しい映画、漫画、小説などの物語を教材に用いること。（実際の視聴は授

業の時間を圧迫するためほとんどせず、あらすじや脚本を整理して、教材とする。 

・内面で引き受ける発達課題を体感できるように、「アイデンティティ・ゲーム」や「死の疑似体験」な

どのワークを適宜授業中に挟むこと。  

 

▮ 教育心理学  

 

同様の名称で、社会福祉専攻と子ども専攻の1年次において、別々（2020年度前期・後期）に授業を行

う科目である。教員免許を取得するためには必須の科目であるが、他の学生は教養教育の科目として履修

することも少なくない。一般的な教育心理学の基礎知識はもちろん扱うが、なるべく、教壇に立っていく

学生のことを前提に、教育場面で起こり得る学習や教授上の課題や子どもの悩みや問題について、事例を

通して理解する力を磨いてもらいたいと考えながら授業をしている。特に最近は、学習者がどのように問

題を解いているか、など、目に見えない認知過程のプロセスの理解などに力を入れるようにしている。 

 

▮ 心理学、臨床心理学 （リハビリテーション学部）、人間の心理（看護学部）  

 

本学はキャンパスが三つに分かれているが、本町キャンパスのリハビリテーション学部においては1年

次の教養選択科目である「心理学」を前期に、後期には必修の国家試験関連の科目である「臨床心理学」

を講義している。また、看護学部のある藤岡キャンパスでも、1年次に全員必修の「人間の心理（心理学

概論）」を前期に、後期には2年次で養護教諭を目指す学生は必修の「ヘルスカウンセリング」の講義を

受け持っている。 

いずれも、医療に関する学部で、卒業後の進路も明確な学部学生を対象としているため、それぞれの科

目で扱う心理学の用語や概念などを、医療現場での患者理解や病気と治療、健康の回復などに結び付くよ

うに例を挙げて授業をすることを心がけている。 

さらに、これらの科目においては、医療系の学部で人間心理を学ぶ意味を体感してもらうために、「患

者」「元患者」「現役看護師」「医療関係者」「理学療法士」「臨床検査技師」「障害者」「ご家族」な

ど、これまでも多くの「当事者」の方に授業参加をしてもらえるようにしてきた。これは、教員だけでは

作れない、患者となって生きる人の心理を学ぶ貴重な機会になっている（表3）。 

 

（『表3．授業における「当事者参加の授業実施記録」例（主要科目のみ）』（ゲスト講師肩書は参加当時のも

の） 

 実施学部・専攻等 

（学年配置） 

科目名  授業回数・テーマ ゲスト講師区分 

ゲスト講師名 

1 看護学部 

（1年次・前期・必修） 

人間の心理 

 

2019年度（前期）第8回「患者

と家族の心の支援：がん哲

群馬大学附属病院（看護師）：高山 千春 様 

がん哲学外来なごみカフェ：塚本 恵美子 様 
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▮ ボランティア活動Ⅱ  

 

心理学科目以外にも、本学独自の学部生の教育制度として「クラス担任制度」がある。担任となること

により、受け持ちクラスそれぞれで「基礎演習」「総合演習」などの授業を受け持つことになるが、これ

によって資格取得の面ではなく、アカデミックスキルやいわゆるジェネリックスキル、また社会人基礎力

を向上させるための授業に取り組むことになる。私は2018年度から2020年度まで、現時点で3年連続で担

任をすることになったが、今年はこの他にも学年全体で年間を通じて取り組む「ボランティア活動Ⅱ（2

学年、通年、必修）」の代表を引き受け、実質的にシラバス作成から運営、評価までを担当した。 

2019年度まで1年次に「ボランティア活動Ⅰ」として、ボランティアの基本理念や活動のための知識、

マナーなどを学びさらに積み上げるように行う科目が「ボランティア活動Ⅱ」であった。しかし、主体的

な体験的学習を主目的とし、地域での活動を通してしかなしえない学びを作るという目的で、2021年度か

ら「サービスラーニングⅡ」へと転換をしていくこととなった。これに伴って、急遽「ボランティア活動

Ⅱ」についても、サービスラーニング的な方向性をとることとし、そのかじ取りを担うことになった。 

新しく作成し実施した内容に沿って修正をした「授業概要」（添付資料3-1）のように、30回の授業の

流れや構成を考え、実際にゲスト講師を依頼したり、後期の地域での主体的な実践活動をしたりするため

の準備から運営、振り返りの授業まで、全体を統括し、学生たちの活発な活動を引き出すことができた。

（添付資料3－2.「（学生の）振り返りシート」代表例）」） 

 

４．授業評価  

 

群馬医療福祉大学では、現在前期・後期の二期制度のもと、半期もしくは通年の授業を基本として実施

している（看護学部は1単位からの授業があり、私が担当する「人間の心理」「ヘルスカウンセリング」

はいずれも8時間（コマ数）１単位である）。それら全ての授業について、授業終了時に「学生による授

業評価」を実施し、改善につなげる制度をとっている。これは、平成16（2004）年度から開始されたもの

で、現在では紙のアンケート用紙からLSMによるシステム上での授業評価制度へと転換している。これに

伴い実施率が下がっているものの、集計が自動的になされることなどにより、自分の授業の評価結果が即

確認できることなどによって、改善点が把握しやすい状況になりつつあると考えている。 

学外来の取組みと挑戦」 がん哲学外来G-AYA：佐藤 友哉 様 

2 リハビリテーション学部 

（1年次・前期・選択） 

心理学 2019年度（前期）第14回「リ

ハビリ患者と家族の心理」 

群馬ALS協会：板橋敦子 様 

DET群馬：飯島 邦敏 様 

3 リハビリテーション学部 

（1年次・後期・必修） 

臨床心理学 2019年度（後期）第14回「が

ん医療の現場から：今、学生

に伝えたいこと」 

伊勢崎市民病院臨床検査科：藤原 悠基 様 

伊勢崎市民病院リハビリ科：長岡 秀哉 様 

4 リハビリテーション学部 

（1年次・後期・必修） 

臨床心理学 

 

2020年度（後期）第15回「リ

ハビリ患者の心理と障害受

容」 

DET群馬：飯島 邦敏 様 

エーラスダンロス症候群患者会：和久井真糸 様 
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何回かの改訂を経て、現状では以下の17項目の質問によって授業評価がされている。  

 

《2020年度現在 群馬医療福祉大学授業評価アンケート質問項目》 

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。 

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 

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 ．授業の構成は適切だったと思いますか。 

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。  

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、 

7 ．板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 

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。 

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。 

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。 

13 ．授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 

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。 

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。 

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。 

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。 

 

１） 社会福祉学部 

科目にもよるが、基本的にはすべての科目で、各学部での平均値よりも高い評価を得ることはできてい

る（表4）。 2020年度については、コロナ禍でのzoomを用いた遠隔授業に全学で挑戦をする年となったこ

ともあり、この機会にすべての担当科目の授業資料をパワーポイント化することに取り組み、デジタル化

に対応できる準備を試みた。その結果、使いまわしをしていた授業資料にも改めて手を入れるよい機会と

なり、特にアンケート項目の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」という質問に

対して非常に高い評価を得ることができた。これは、他学部の授業でも同様である。また、発達心理学や

教育心理学など、1年次の科目においては特に高い評価を得ることができ、自身の教育理念としても挙げ

た、「可能性の開発」と「視野の拡大」という点で、成果を上げることができたと考える。 

 

２） リハビリテーション学部 

前期の心理学、臨床心理学ともに、同学部の平均値が非常に高いこともあり平均値を下回る結果となり

残念である。ただし、３の授業準備に関することは平均値を上回る結果となった。心理学においても、

「難易度」の項目で評価が低いが、他学部と同様の授業を行い、高い評価を得ていることを考えると、全

般的にリハビリテーション学部学生の知的な興味や特性として、抽象的な心理学用語の理解が苦手な学

生が多くいると感じる。実際に授業自体に強い意欲を感じないこともあり、ゲスト講師として障害当事者

やリハビリ関係の専門職の方にも入っていただくなど工夫をしている。特に臨床心理学については国家
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試験の科目に該当する重要科目でもあるので、本格的なテキストを用いてきたが、そろそろ簡易なものへ

変更をすべきかとも考える。 

 

３） 看護学部 

前期の人間の心理、後期のヘルスカウンセリングともに非常に高い評価を得ている。ただし、やはり

「難易度」が高いと感じる学生がいることが読み取れる。今年は特にzoomでの授業であったので、一方的

に教員が話す授業が多く、扱う用語や項目も増えたと思われる。次年度はこの点をまず考え、スライドの

量や情報量の削減を図りたい。また、今後も心理学を教える上で、あまり抽象的な概念やテーマについて

興味が持てない学生に対して、どのようにすれば身近に感じ、理解を深めてもらえるかを模索していきた

い。 

 

 

（表4.）『2020年度後期主要科目 学生による授業評価アンケート平均値』（2021年2月19日時点資料に基づく） 

質問 社 会 福

祉学部 

平均 

看 護 学

部平均 

リハビリ

テーショ

ン学部平

均 

教育心理学

（子ども専

攻） 

発達心理学 人格心理学 人間の心理 臨床心理学 

1 3.51 3.62 3.75 4.00 3.61 3.60 3.73 3.65 

2 3.49 3.66 3.74 3.83 3.79 3.60 3.75 3.70 

3 3.56 3.71 3.75 3.92 3.85 3.80 3.88 3.77 

4 3.50 3.65 3.75 4.00 3.79 3.60 3.80 3.72 

5 3.41 3.54 3.66 3.75 3.78 3.70 3.79 3.53 

6 3.49 3.61 3.71 3.67 3.79 3.80 3.68 3.56 

7 3.47 3.58 3.68 3.92 3.64 3.90 3.78 3.54 

8 3.53 3.66 3.75 3.92 3.89 3.80 3.80 3.72 

9 3.39 3.53 3.64 3.67 3.71 3.80 3.61 3.47 

10 3.56 3.78 3.80 3.83 3.89 3.90 3.85 3.79 

11 3.51 3.70 3.74 3.83 3.93 3.90 3.78 3.66 

12 3.54 3.75 3.78 3.92 3.93 3.90 3.81 3.68 

13 3.42 3.40 3.57 3.75 3.50 3.60 3.38 3.28 

14 3.48 3.53 3.67 3.92 3.64 3.80 3.46 3.53 

15 3.49 3.61 3.73 3.92 3.75 3.70 3.69 3.72 

16 3.51 3.65 3.75 3.92 3.79 3.80 3.78 3.60 

17 3.51 3.68 3.76 3.92 3.75 3.70 3.80 3.61 

平均 3.49 3.63 3.72 3.86 3.77 3.76 3.73 3.62 

※赤字は、該当学部平均より上回った数値。 
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５．教育改善  

１） 授業改善のための取組み  

 

学生によるシャトルカード、コメントカード、スレッドで収集した授業への感想や改善意見や、授業

評価を含めた受講生からの提出物、他の教員から得た授業の工夫に関する情報などを参考にしながら、授

業の改善に取組んでいる。 

ここ数年で力を入れている取組みとしては、以下のようなものがある。 

 

・zoomでの授業にいつなってもよいように、すべての授業をパワーポイント化した。（2020年度） 

・授業改善のために、他の先生方に積極的に見学してもらった。（ピア・レビューは3科目分実施） 

・大人数での授業では学生からのコメントすべてにコメントをつけて返却しにくい。そのため、コメント

カードに対しては「コメントのコメント」という、代表的な学生からのコメントとそれらへの回答集を

作り配布するようにして、学生とのコミュニケーションを図った。 

・シャトルカードの場合は、メッセージ付きのスタンプのみで済ますこともあるが、できる限りコメント

を多く書き、コミュニケーションを図るように努力した。 

・遠隔授業が多くなってきた際に、スレッドに対して返信できる機能を用いて、授業のコメントを収集

い、そのコメント一つひとつに返信するように努力をした。 

・授業でゲスト講師を呼んで実体験を語っていただくことなど、授業に変化と目的を与えるように意識

をした。 

・学期末の授業評価アンケートに対しては、「授業改善のための報告書」をまとめ、次年度に向けた反省

と授業方法の練り直しを図っている。 

・zoomによる他大学の研修などに参加 

 例）令和3年3月9日（火）13:30～15:00 FD講演会「九州大学オンライン授業のグッドプラクティス～

オンデマンド型授業編」等 

 

２） 学生の授業へのコメントの例 

 

授業へのコメントの中で特によかったコメントは以下のようなものである。 

 

・2020年度 教育心理学（社会福祉学部後期 子ども専攻1年生対象）（第15回講義時） 

「公平さについての考え方だったり、子ども達にどう公平さについて授業で取り入れ、教えていくのかは

とても難しいと思った。自分自身が公平さについての考えを持ち、意見を押し付けることがないよう

に、道徳の授業も行いたいと思う。１年間ありがとうございました。心理学についてはとても興味があ

るので、これからも学び続けていきたいです。先生の授業はとても分かりやすく、資料もたくさん用意

してくださったので理解しやすく、楽しみながら授業を受けることができました。２年次でも先生の授

業があったらいいなと思います。１年間、ありがとうございました。」 
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・2020年度 発達心理学（社会福祉学部通年 社会福祉専攻1年生対象）（第15回講義時） 

「1年間ありがとうございました。先生の授業はとてもわかりやすく、面白かったです。特に、事例を用

いた説明が具体的でとてもわかりやすかったです。また、私は本も映画も好きなため、映画や本の紹介

をいつも楽しみに授業を受けていました。（最後の授業でやった宮沢賢治のグスコーブドリの伝記も大

好きな作品でした。）2年生になったら先生の授業をとるのは難しいようですが、機会があればまた先

生の授業をうけたいと思います。1年間本当にありがとうございました。 

P.S テストですが前期の教育心理よりは解けました！」 

  

「1年間講義ありがとうございました！！発達心理学は選択科目でしたが、私たち人間は発達過程の中で

どんな心理で生きているのかについて興味を持ったので選択しました。エリクソンの発達段階、乳児期

から老年期まで学び、発達していく中でいろんな感情があったり、まだ経験してない青年期以降につい

てもたくさん学び得ることができました。授業内で実践してみたり、ほんとに先生の授業はとても楽し

かったです。発達心理学を学び、さらに興味を持ったのでこれからの人生にも活かしていきたいなと思

います。対面では飴を毎回配って下さり、ほんとにありがとうございました！」 

 

・2020年度 ヘルスカウンセリング（看護学部後期 2年生対象）（第4回（担当分最終）講義時） 

「講義では先生の「自分を生きる」という言葉や「失敗してもいいから前向きに進んでいく」という言葉

がとても印象に残りました。先生は1年の時から心に残る、というか深い言葉を講義中にたくさんおっ

しゃってくださるので1コマに1つは必ず私の心に刺さる言葉がありました。そんな言葉の引き出しを

たくさん持ち、それを言葉にして伝えられるというのは先生が培ってきた長年の経験や、先生の伝え

方、人柄なのだと思います。私も、養護教諭になった暁には子供の成長を傍で見つめ応援できる大人に

なりたいです。講義ありがとうございました。」 

 

２） 同僚による授業参観（ピア・レビュー）のコメント 

 

今年導入した授業改善の取組みとして、同僚教員によるピア・レビューがある。取り組んだ証拠として、

1事例は最低することとされたが、積極的に取り組み、4つほどの授業を参観していただき、そのうち3つ

の例について報告書にまとめた（添付資料5－1）。 

基本的に、授業のわかりやすさについては、よいコメントをいただいている。ただ、zoom授業が多かっ

たせいもあるが、双方向性という点では課題を指摘されている。これは、今後の課題としたい。 

ここでは、そのうちの同僚教員のコメントの実を抜き出し、提示する。 

 

・参観授業：ヘルスカウンセリング （日時2020年10月2日他） 橋本が前半4回を担当するうちの、１・

３・４回目の3回をzoomにて参加していただいた。 

 

① 授業を参観して、「良いと思った点」を書いてください。 

 

「橋本先生の講義は、昨年度も参観させていただきました。現代の子どもたちが抱える問題点をとても
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分かりやすく、多くの資料を用い説明してくださっていました。今年度はzoomでの講義ということで、

配布された資料は以前にもましてわかりやすく、先生の説明でさらに深く理解できるものでした。 

子どもたちの抱える問題の背景はとても複雑で、重く暗く感じてしまうのですが、先生の説明や語り

を聞いていると、子どもたちの成長する力や問題を乗り越えていける可能性や力を感じることができ

ました。また、その支援者となる養護教諭という仕事や大人として子どもたちの成長を信じ寄り添うこ

との大切さを考えることができました。 

次の4回の演習へとつなげていける内容で、私自身とても勉強になりました。ありがとうございまし

た。」 

 

② 授業を参観して「こうすればもっと良くなるのではないかと感じた点」や、よりより授業のためにで

きそうな「具体的な改善についての提案」を書いてください。 

「zoomでの講義でしたので、学生とのやり取りがなかったのが残念でした。Zoomでの双方向のやり取り

は、私自身の課題でもあります。しかし橋本先生は、学生からのコメントに丁寧に、その学生の心に寄

り添い返していられたことと思います。学生も先生の講義の中に、自身の課題も見つけていたのではな

いかと思いました。」 

 

③ 授業担当者から：１．授業参観者による記録を読んで「感じたこと」「気づいたこと」はどのような

ことですか。 

「現場での長いご経験がある山下先生に、肯定的なコメントをいただき感謝しておりますし、自信にな

りました。前半を自分が理論的な面で授業を行い、後半を演習として山下先生が実践的な形で授業を行

うということで、3年ほど継続的に行っている授業で、山下先生には何回も授業を見ていただいており

ました。今回この機会にじっくり考えてコメントをいただいたことは、大変よい経験になりました。」 

 

④ 授業担当者から：２．授業をよりよくするために今後実践できそうなことについて、なるべく具体的

に挙げてください。 

「②コメントにあるように、もともとは教室で学生とのやり取りをしながら授業を進めたりしていま

したが、zoomでの授業ということや、さらに4回の限られた時間で行うということで、双方向性を意識

せずに、放送大学風に行うことに徹しました。顔などを見せるカメラ機能をオンにすると通信が不安定

になるため、基本的に顔を出さなくてもよいことにしておりますので、学生の反応がわからないなかで

授業を進めている点が、確かに残念な点ではあると思います。 

最近は「拍手サイン」などを利用したりして、時々反応を引き出す程度のことは使うようになっていま

す。さらに、ブレイクアウトルームなども時には使ったり、学生からアンケートをあらかじめシステムで

とってまとめたものを授業とつなげる工夫など、まだまだできることはあるなと思いますので、今後のテ

ーマとしていきたいと思います。」 

 

６． 組織的な教育改善活動への貢献  

１） 学内における教育改善活動への貢献  
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本学においては、授業を多く受け持ちクラス担任業務もこなし、ボランティア活動のコーディネートま

で2020年度は行った。それ以外にも、業務分掌として前年度まで「IR室」の業務を担当し、「親睦スポー

ツ大会」アンケートや「学生満足度調査」の分析や報告書の作成、また「高大連携授業」のアンケート分

析や報告を行い、教育活動の改善に貢献をした。 

また今年度から新設の高等教育支援センター員として、「入学前指導」や「学習何でも相談」などに対

応をしている。 

また、委員会ではFD委員会委員長（2019年度）、自己点検・評価・コンプライアンス委員会委員長（2020

年度）を経験した。この間、授業評価アンケートに対する「授業改善のための報告書」の様式を改訂し、

具体的な数値と行動目標で自分の授業に対する状況を把握できるようにした。 

 特に「学生による授業評価アンケート」についてはそのデータを分析し、4段階評価の3・0を切る科目

について整理をし、学長に報告をするなど、新たな角度からの組織的な授業改善資料を作成した。 

 

２） 外部FD研修への参加 

FD委員会や自己点検・評価・コンプライアンス委員会など、教授学習システム全体の改善に貢献できる

力をつけるために、外部研修の情報を取得し、積極的に受講をした。ここでは、修了証が発行された二つ

の研修について記載しておく。 

①「ファカルティ・ディベロッパー養成講座」 

・日時：平成29年10月15日  

・主催：愛媛大学教育・学生支援機構教育企画室及び芝浦工業大学教育イノベーション推進センター 

・修了証書番号 第7号 

 

②「2019年度 第1回大学職員のための（I）Rゼミナール」 

・日時2019年5月26日 

・主催：広島大学高等教育研究開発センター 

・修了証番号 大6291CRN1028号 

 

こうした活動を通して、大学全体の教学マネジメントシステムに関する構想を練る力を磨き、さらなる貢

献を果たすことを目指し努力している。 

 

７． 今後の目標  

 組織的な教育改善については、全体的な教授学修のシステムがうまく機能するように、まだまだ未完成

な全体のシステムの設計図と教育上の点検道具の整備に貢献できればと考えている。 

 授業を実践する者としては、理念にも描いたような、理想とする授業を多く実践できることを目指した

い。そのために、短期、中期、長期と分けて、以下のような具体的な目標を立てて取り組んでいく。 

 

（短期的目標） 具体的なzoom機能の活用など 

・zoomでの授業で双方向性を作るために、「投票機能」をうまく活用すること。 
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・リアルタイムで意見を吸い上げるその他の機能などについて、使えるようにすること。 

・授業評価が厳しいリハビリテーション学部での授業評価の向上。 

（中期的目標） PBLの導入と実験的試み 

・実際にアクティブ・ラーニングだと言えるような能動的な学習スタイルで貫く授業時間を数時間ずつ、

各授業の中に取り入れたい。具体的には、目標到達のために学生自身が方法を考えて実践するPBL（プロ

ジェクト・ベースド・ラーニング）であったり、問題を多角的に考えてその解決のために何が必要かを導

き出すようなPBL（プロブレム・ベースド・ラーニング）などの授業をうまくできるようにしたい。 

（長期的目標）多彩な授業実践の模範へ 

・他の教員にとって授業を考える上での模範となるような、多彩な引き出しをうまく使い分けながら授

業ができる授業実践者を目指す。そのために、毎年、一つずつ授業改善のテーマを決めて取り組むことが

できればと考える。 

 

８． 添付資料  

・（添付資料3-1） 「ボランティア活動Ⅱ：授業概要」 

※修正シラバス 2020/09/23 橋本作成 

科目名  ボランティア活動Ⅱ（サービスラー

ニングⅡ） 

担当教員 2学年担任 単位数 4 

（単位認定者） （時間数） （60） 

履修要件  2学年 全員必修 免許等指定科目 特になし 

カリキュラム上の位置づけ 全学教養プログラム（仮） 

キーワード  サービスラーニング ボランティア 地域実践活動 

■授業の目的･到達目標 

【授業の目的】 

 卒業後、地域の様々な場における課題と解決の道筋を発見し、それぞれが生きる場をより良いものに変革していく力

の土台となる、「体験基盤」を主体的・実践的学習活動を通して構築する。 

【到達目標】 

1）地域社会にある課題に対して興味を持ち、具体的に問題のありかを調べ、説明することができる。 

2）課題を見つけ出し、その解決に向けた道筋を描き出すことができる。 

3）具体的な地域貢献・社会貢献のための活動を計画することができる。 

4）計画した活動について、具体的な実践をすることができ、それを通して、自分の人生の豊かな「体験基盤」を作るこ

とができる。 

■授業の概要 

 「学びのあるボランティア」「社会や地域に貢献する（サービス）活動を通して深い学びの体験を得る」ことを目指

し、地域で貢献できる場を探すための基礎知識を得る活動と、実際に自分が社会や地域に出かけて貢献する体験活動を

組み合わせながら、実践学習を展開していく。一人ひとりがそれぞれの進路を考える土台を提供するための体験基盤を

得ることも目標とする。 
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授 業

計画 

日時 授業形式 授業・課題内容 

第1回 4月 14

日（火） 

課題型 オリエンテーション  ・YouTubeで、「高知大学地域協働学部企画番組「ともに、未来

へ」Part1.課題探求実践セミナー編」を検索し、ノートをとりながら視聴する（12分程

度）。 

・地域協働学部の学生たちの取り組みを参考にしながら、群馬県内でのグループでの実

践活動を前提にして、「私がやってみたい、地域ボランティア活動」を提案してみる。

その際、以下のものを入れること。「①やってみたい活動名称、②活動内容、③活動協

力者、活動に必要なその他の条件」「②もし実際にやれたとしたら、得られそうなこと

（成果）」添付の「ワークシート」にある「課題ワーク１」と「課題ワーク２」につい

て考え、ワークシートに直接書き込んで添付して返信。 

第2回 4月 21

日（火） 

課題型 前回作成した「私がやってみたい地域ボランティア活動」について、対象（関わること

になる人）となる人の「ニーズ」を実際に吸い上げるための調査方法を三つ考えるワー

クと、インタビューをするとした場合の質問を５つ考える。 

第3回 4月 28

日（火） 

課題型 第3回（4月28日分）の課題として、前回インタビューの質問を考えたのに連動して、今

度は「アンケート用紙」を作ってみる。Excelで先生が作った様式を活用し、それをいろ

いろと変えながら、自分が実際に調査で使えるようなアンケート用紙を作ってみる。 

第4回 5月 12

日（火） 

課題型 「模範となるボランティア活動を調べる」 群馬県内を基本としつつ、自分が地域で実

践するうえで模範となる活動をしている団体や個人を調べレポート（ワークシート）提

出 

第5回 5月 16

日（土） 

課題型 「身近な人にボランティア」①  添付のワークシートを用いて、身近な人にボランテ

ィア活動を実践し、記録を取り報告する。一人暮らしでも、人が苦手でも、身近な人に

喜んでもらえる手段は何かあるはずであり、人の立場から何をしてくれたら嬉しいかを

考えること自体に挑戦する。 

第6回 5月 19

日（火） 

課題型 2年生全員で実施できるボランティア活動を企画してみる。優れた企画が提出されたら、

実際に秋以降実現可能なものについては、実施を検討する。まず、学生ボランティア団

体IVUSAのプロモーションビデオをYouTubeで視聴し、それも参考にしながら、今の2年

生50名程度で実際に実施できそうなボランティア活動を計画する。 

第7回 5月 26

日（火） 

zoom これまでのまとめ 

第8回 6月2日

（火） 

zoom 「地域でのボランティア実践活動について」 群馬県社会福祉協議会・松村さんによる

講演。これまで群馬県社協などで実践してきたボランティア活動などを手掛かりに、ボ

ランティアの意義や課題、未来について考える。 

第9回 6月9日

（火） 

対 面 ＆

zoom 

コロナ対応に関する説明会  

第 10

回 

6月 16

日（火） 

対 面 ＆

zoom 

「障害者から見たボランティアについて」 障害平等研修（DET群馬）を実践しながら、

障害の社会モデルを広めている方お二人に来ていただき、その理念や活動の経緯、内容

について紹介をしていただく。 



17 

 

第 11

回 

6月 23

日（火） 

zoom 前回の研修を振り返りつつ、障害を持つ方や障害者とともに活動をするボランティアに

ついて学び、自身の実践活動の手掛かりを得る。 

第 12

回 

6月 30

日（火） 

対 面 ＆

zoom 

「子どもの支援とボランティア」 まんまる食事会：丸茂ひろみさんによる講話。 

第 13

回 

7月7日

（火） 

課題型 「身近な人にボランティア」②  前回と同様に、身近な人にボランティア活動を実践

し、記録を取り報告する。何をしたら人を喜ばせることが出来るか、相手の立場に立ち、

考えること、そして実践することを課題とする。 

第 14

回 

7月 14

日（火） 

対 面 ＆

zoom 

「子どもたちの「貧困」問題とボランティア」 認定NPO法人ひこばえ・石坂公俊先生を

招いて、子どもの貧困問題の具体的な姿や学習支援の様子、課題などについて講演をし

ていただき、自分の活動の手掛かりを得る。 

第 15

回 

7月 21

日（火） 

対 面 ＆

zoom 

「接触しないでできるボランティア活動に向けて」 前半まとめ 後期に向けて 

第 16

回 

9月 29

日（火） 

対 面 ＆

zoom 

「ソーシャルデザイン」の考え方に沿って作られたワークシートを確認し、ワークシー

トを埋めていく形で、以前自分たちが作成した「地域一体となってのボランティア活動

を企画する」を発表し、改めて整理する。そして、話し合いながら、複数で実施できる

現実的な企画として改善するためにはどうすればよいか、グループで話し合う。 

第 17

回 

10月 6

日（火） 

zoom 「具体的な活動の開始に向けた準備」 本学講師（新木主任）によって、具体的に自分

たちで企画したボランティアを実践するためにはどのようなことをすればよいかにつ

いて、経験を通して語ってもらう。 

第 18

回 

10月13

日（火） 

対 面 ＆

zoom 

「具体的な活動計画を立てて、実践活動の準備を行う」 あらかじめ企画した内容につ

いて、実際に活動を開始するために必要な準備を行う。グループを作り、それぞれの活

動計画に基づいて実際に動くための準備を行う。動くところまで行けないグループは、

動けるようにするために必要な活動を行う。 

第 19

回 

10月20

日（火） 

zoom  

※基本は、クラス内でグループ（4名前後）を作り、担任の指導と許可のもとで活動

を実践する。                                         

※活動計画に基づき、実践活動を行う。「ボランティア」の授業時間に限定する必要

はないが、この時間は活動にあててよい。この時間外に実施する場合は、この時間を

ボランティアに当てる必要はない。                      

※活動の回数の目安はおおよそ4回程度だが、多すぎたり少なすぎたりしないように

すること。                  ※グループの中心者は、ボランテ

ィアの授業時間が始まるまでに担任に毎週、状況報告を行う事。報告の形態は、担任

との間で決めてよい。                                                           

※担任は、授業担当者（橋本）に週ごとに問題がないかを報告すること。                                   

※ボランティアに関しては、地域の関係者の方としっかり連携をしたり、挨拶等基本

を大切にすること。 
 

第 20

回 

10月27

日（火） 

活動日 

第 21

回 

11月10

日（火） 

活動日 

第 22

回 

11月17

日（火） 

活動日 

第 23

回 

11月24

日（火） 

活動日 

第 24

回 

12月 1

日（火） 

活動日 
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第 25

回 

12月 8

日（火） 

対 面 ➡ 活

動 日 に 変

更 

➡  活 動 期 間 延 長                                                                                    

※この週までで授業の活動としては終了する。終了に際しては協力者にお礼のあいさつ

をしっかりとすること。 

第 26

回 

12月15

日（火） 

zoom ※一度ｚｏｏｍに参加をしてもらい、全体の情報共有をします。その後、グループごと

に、全体報告会に向けたパワーポイント作りをするため、ブレイクアウトセッションに

移行してもらう予定です。基本的に担任の先生がｚｏｏｍを立ち上げて、それぞれ入り

直してもらう形を予定しています。1月12日、19日を使って、zoomでグループの代表者

が発表をし、その発表を録画する予定なので、それに間に合うように計画・準備をする

こと。 10分から 15分程度を想定する。 10から15枚程度のスライドを用意。                                              

（1年生が参考に見られるようにする予定。） 

第 27

回 

12月22

日（火） 

zoom 担任（もしくは同一専攻）の先生がｚｏｏｍを立ち上げて、ブレイクアウトセッション

をする形で、グループごとにzoomを使って、「報告会」の発表準備を行う。準備ができ

たグループは早めに終了して構わないが、パワーポイントの資料を橋本（もしくは担任）

までデータで提出すること。準備できたチームから１２日に発表をします。 

第 28

回 

1月 12

日（火） 

対面 全体報告会① 関係した（する）方々に案内を出して（zoom参加）、全体での報告を行

う。1グループ10分程度 

第 29

回 

1月 19

日（火） 

ｚｏｏｍ 全体報告会② 関係した（する）方々に案内を出して（zoom参加）、全体での報告を行

う。1グループ10分程度       ➡録画したものは、1年生の次年度の活動の参考

に見られるようにする予定。 

第 30

回 

1月 26

日（火） 

対面 振り返りとまとめ 個別の「ポートフォリオ作成（授業開始時に渡したファイルを利

用）」               →担任に提出して終了 

■評価方法 

①ワークシート等提出物、②実践計画、③報告、④ポートフォリオを総合的に評価する。ただし、S,A,B,C等のレター・

グレードはつけず、合格か不合格かで評定をつける。※必修科目なので不合格の場合は再履修が必須になるので注意 

 

 

・（添付資料3－2）「（学生の）振り返りシート」代表例）」 シートの作成から収集分析まで行った 

（ボランティア活動Ⅱ）2020地域実践活動振り返りワークシート 

今年度、期間内で行った地域実践活動を振り返ってみましょう。複数の活動を行った人は、一番熱心に活動をしているの

ものから振り返ってください。選択肢があるものには○をつけ、空欄は埋めてください。※○は添付の図を変形・移動し

て利用 

令和 2 年度 ボランティア活動Ⅱ クラス A C E F G 

学籍番号 000000 氏 名 ○○2年（男子） 

１．実践した活

動名 

清掃活動をしよう～高速道路下のゴミ拾い～ 
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２．活動メンバ

ー 

7 名 【活動参加者名】 ○○○○ ○○○○ … 

３．活動内容 高速道路下の清掃活動 

４．活動期間 （ 2020 ）年（ 10 ）月（ 13 ）日 から （ 11 ）月 （ 24 ）日  まで 

５．活動サイク

ル 

①回目 10月27日  ②回目 11月10日  ③回目 11月24日   計3回の5限目 

６．活動への関

与度 

・熱心に活動できた  ・それなりに熱意をもって活動できた  ・熱心に活動はしていない 

７．リフレクシ

ョン① 

活動を通して地域社会への興味・関心が広がったと感じるか 大きく

広がっ

た 

やや広

がった 

あまり

広がら

なかっ

た 

広がら

なかっ

た 

８．リフレクシ

ョン② 

活動を振り返り、自分の考えが変化したと感じることがあるか とても

ある 

まあま

あ    

ある 

あまり

ない 

まった

く    

ない 

９．リフレクシ

ョン③ 

活動を振り返り、よい体験を得たと感じることができたか 強く感

じる 

まあま

あ  

感じる 

あまり

感   

じない 

感じな

い 

⒑ラーニング・                 

ブリッジング 

大学で学んでいる内容で、この活動に活かせたりつながったと思うようなことは、どのようなことです

か？ 

  学校で日々ゴミの分別を行ってきましたが、落ちていたごみは、大方分別がされているわけではな

く、燃えるゴミ、燃えないゴミをはじめペットボトルや危険物、排泄物まで多種多様のゴミが一つの袋

に詰め込まれていた。しかし、日々の分別の成果もあり、スムーズにかつ即時に判断分別を行うことが

でき、より多くの範囲で活動することができた。 

 また、毎日こまめな清掃を行っている学校と異なり、ボランティア活動先では、約2週間に１回の清

掃活動だったので、ゴミや廃棄物がたった2週間で再び廃棄されていて、学校で行っている毎日の清掃

を怠ったら、似たような状況になってしまうというのが分かり、学校で毎日清掃している意味が再度確

認できた。 

⒒ラーニング・                   

ブリッジング 

この活動で得た経験のうち、今後の大学での学習や就職につながると思うことはどんなことですか？ 

  まずは、学校での日々の清掃活動を怠らずにしっかりと行えるようにしようと思う。毎日やっている

と綺麗に見えてしまい、怠りがちであったが、チリと積もれば山となるということわざがあるように、

怠った結果、余計な労力を使って一気に行うより、継続して清掃を行った方が合理的であるというのが

身にしみてわかったためである。 

 また、ボランティアによって継続することの大切さを学ぶことができたため、今後の学校生活や日常

生活で、今まで以上に清掃を行いたいと考えている。私は元々清掃が好きで趣味が清掃であると言える

ほどだ。そのため清掃過程の中で、清掃の方法や工夫方法などを身に着けて行くことができる。そのた
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め将来就職した際には、清掃活動や日々の細かい部分に着目し、計画性・継続性を持ちながら業務にあ

たることができるのではないだろうかと考えている。また、清掃活動においては他の人と段違いな合理

的で実用的な清掃ができるのではないかと思う。 

⒓活動による

成長 

この活動の経験によって、自分が成長したと思うところはどんなところですか？ 

  何気なく通っている道にどのようなごみが落ちているのか気になるようになったことは一番成長し

ている部分だと感じる。日ごろ何気ない日常で気づきにくい部分に着目するのは、今後生活していく中

で重要だと思う。職に就いたときには、当たり前の部分に着目し、その部分について考えて行くことが

できると思う。日常生活内では、当たり前にあるものに着目し、それを様々な感動や喜び、悲しみ、怒

りなどに置き換え日々の生活が充実していけるのではないかと感じている。現状、車での外出が多く、

ちらっと見ることぐらいしかできないが、信号待ちで止まった時に、信号機の近くにお花が置いてあっ

たり、大きなごみが捨ててあったり、動物の死骸がある等今まではふとしなければ気づかなかった部分

を気づくことができている。 

 また、継続することの大切さを学ぶことができ、自宅での清掃や洗濯・ちょっとした勉強を継続でき

るようになった。特に掃除では、毎日の掃除機が日課となり、帰りが遅くなったり、体調不調で行えな

い日は、とても罪悪感が残るようになった。以前であれば自分のほかのことを優先しがちで、掃除の日

を設けて掃除の日はとことん行うという生活様式であったが、日々行うことで、掃除の日におこなうこ

とが減り、ほかのことに時間を使うことができるようになった。時間の使い方をもっと学習し、継続す

る力を継続できるように努力していきたい。 

⒔その他の活

動 

・仮に新たな取り組みをする場合、さらによい体験が得られそうに感じる活動を挙げてください。 

 ゴミ屋敷と呼ばれるようなお宅を訪問し清掃のお手伝いを行う 

清掃が苦手な方のお宅を訪問し清掃のお手伝いを行う               など 

 

 

（添付資料5－1） 教員間での授業参観（ピア・レビュー）記録用紙 

 

１） ボランティア活動Ⅱ 

群馬医療福祉大学・短期大学部 FD活動 2020年度 後期 

   教員間での授業参観（ピア・レビュー） 

 

  

 方 

 

  法 

 

・2人1組（または3人）でお互いに授業参観を行う（実験・実習を含む）。 

・レビュー担当者を個人的に依頼するのが難しい場合は「高等教育センター」 に申

し出る。  

・参観日時は相互で適宜決め、参観したら本用紙に参観者が記入し、授業実施 者に

渡す。その際、参観した授業に関する情報交換が可能であれば簡潔に実 施する。 
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 【授業参観記録用紙】 

〔Ⅰ：参観授業概要〕 

授業参観者氏名  大島 由之 

参観実施日時 2021年 1 月 12 日 火曜日 5限 

参観場所（教室名等） 

（授業場所を記載） 

Zoom上の遠隔授業への参加  

①授業科目名 

②授業回数 

③参観した時の中心テーマ・ 

 ねらい 等 

（シラバスを確認し明記） 

①ボランティア活動Ⅱ 

②  29  回目  30/回中 

③「地域実践活動プログラム」活動報告会（1） 

2年次生が、これまで行ってきた実践した活動について、

グループごとに報告を実施する。 

 

授業の形態や方法（対面・遠隔の別 /

 一斉学習・グループ学習の別 / 実

践活動の方法など） 

・授業形態：遠隔 

・方法：グループごとの発表を全体で視聴。発表はMicr

osoft PowerPointを用いて作成された提示資料を、

学生がZoom上で画面共有を行い、口頭で発表を行う

。 

 

〔Ⅱ：参観した授業について〕 

① 授業を参観して、「良いと思った点」を書いてください。 

・授業担当の教員だけでなく，クラス担任が全員参加しており，学生の発表後に関わ

った教員による丁寧なフィードバックが行われていた点。 

・発表時間が明確に定められていない等，発表の自由度が高く，学生の発表にさまざ

まな内容や生き生きとした感想が盛り込まれていた点。 

・司会の橋本先生はじめ，フィードバックを行う先生方の口調や言葉遣いが非常に穏

やかであった点。あたたかな雰囲気が作られており，発表中に学生のインターネッ

ト環境に起因するトラブルが発生した際も，責めるような雰囲気にならず，学生同

士が助け合う様子がみられた。 

 

② 授業を参観して、「こうすればもっと良くなるのではないかと感じた点」や、よりよい授業

のためにできそうな「具体的な改善についての提案」を書いてください。 

□インターネット環境やZoomへのアクセス方法が異なる中で難しい部分はあるのです

が，wifi環境が整っている学生だけでも，参加している学生の顔が映っていると，よ

り「報告会」な雰囲気が出るのかなと感じました。 

  1年次の「サービス・ラーニングⅠ」の前期に，遠隔で実施した計画発表会後に，発表を担当し

た班の学生らから『発表を聞いている人の顔が見えないので発表しにくかった』『反応があった方
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がうれしい』という意見がありました。『カメラがオンで顔が見えると緊張してしまう』という声

もあったのですが，後期の報告会では「可能な学生はカメラをオンにするか，反応ボタンで反応

を行って欲しい」と伝えて実施を試みて感想を今集めています。  

 

 

    【授業参観実施報告書】（「授業参観記録用紙」を得て） 

報告者（授業実施者）氏名 橋本 広信 

 

1．授業参観者による記録を読んで「感じたこと」「気づいたこと」はどのようなことです

か。 

 

1年生のサービスラーニングを丁寧に作る努力を重ねている大島先生からのフィードバ

ックは大変貴重な意見としてありがたく受け止めました。自分の性格や忙しさもある

ため、2年生の方があまりカチッとした決め事をしないでやってきたことが、最終的に

はよい形になってきたが、授業としては、もっと計画的にいろいろ進めるべき点があ

ったのかもしれないと反省が多い。 

 しかし、学生が2年生ということである程度経験値があることや、主体的に動く力が

備わっていたこと、また他の担任の先生が積極的に指導に参加してくださったことな

ど、ある意味ラッキーな面がよい形で働いて、よい実践活動とその報告ができたと考

える。 

 毎年、温度差のある学生たちを一律に活動に向かわせるということであれば、やは

り事前の計画や準備、関わる人員などの整備も本当は必要だろうと感じる。 

 

 2．授業をよりよくするために今後実践できそうなことについて、なるべく具体的に挙げ

てください。 

 

大島先生からのご指摘にある通り、たしかに発表をする学生くらいは「顔を写す」と

いうことも考えてよかったと思った。授業でも電波の状況なども考え、基本的に顔を

見ない前提ですべて行っているため、意識しないうちにそれを当たり前としていたこ

とに気づかされた。これは大変よい指摘をいただいたと感じる。 

 また、放任的な指導の仕方であると新木先生から別のメールでご指摘を頂いた点も

反省と言えば反省である。これはたぶん自分の性格と現在の受け持ち授業の多さもあ

り、指導を外部講師にお願いしたりと、かなり手抜きをしていることもあるので、多

に何科目もの授業を受け持ちつつ一人で学年全員参加のボランティア活動を年間で担

当する体制は変えるべきかと感じた。 

 ボランティアはサービスラーニングという形で、ゼミ制度に変える方向で動いてい
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るが、やはりこうした少人数指導体制＋全体での報告という形になるのがよいと実感

した。 

 最終的にはよい活動と報告をしてくれた2年生の学生たちに感謝したい。 

 

 

 

２） ヘルスカウンセリング 

〔Ⅰ：参観授業概要〕           【報告者】  橋本 広信  

授業参観者氏名          山下 博子 

参観実施日時  ２０２０年１０月２日 金曜日   ５限 

参観場所（教室名等） 

（授業場所を記載） 

zoomでの講義 

①授業科目名 

②授業回数 

③参観した時の中心テーマ・ 

 ねらい 等 

（シラバスを確認し明記） 

①  ヘルスカウンセリングの原理と方法 

②  １回目・3回目・4回目/４回中 

③  「子どもが向き合うこころの仕事」 

「学びと協調の課題」仲間・味方とつながる仕事 

「自分を生きる・自分とつながる課題」        

  

授業の形態や方法（対面・遠隔の別 /

 一斉学習・グループ学習の別 / 実

践活動の方法など） 

Zoomでの講義 

 

 

〔Ⅱ：参観した授業について〕 

①   授業を参観して、「良いと思った点」を書いてください。 

 橋本先生の講義は、昨年度も参観させていただきました。現代の子どもたちが抱え

る問題点をとても分かりやすく、多くの資料を用い説明してくださっていました。今

年度はzoomでの講義ということで、配布された資料は以前にもましてわかりやすく、

先生の説明でさらに深く理解できるものでした。 

子どもたちの抱える問題の背景はとても複雑で、重く暗く感じてしまうのですが、先

生の説明や語りを聞いていると、子どもたちの成長する力や問題を乗り越えていける

可能性や力を感じることができました。また、その支援者となる養護教諭という仕事

や大人として子どもたちの成長を信じ寄り添うことの大切さを考えることができまし

た。 

次の4回の演習へとつなげていける内容で、私自身とても勉強になりました。 

ありがとうございました。 

②   授業を参観して「こうすればもっと良くなるのではないかと感じた点」や、よりよい授

業のためにできそうな「具体的な改善についての提案」を書いてください。 

zoomでの講義でしたので、学生とのやり取りがなかったのが残念でした。Zoomでの双
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方向のやり取りは、私自身の課題でもあります。 

しかし橋本先生は、学生からのコメントに丁寧に、その学生の心に寄り添い返してい

られたことと思います。学生も先生の講義の中に、自身の課題も見つけていたのでは

ないかと思いました。 

 

    【授業参観実施報告書】 

 

1．授業参観者による記録を読んで「感じたこと」「気づいたこと」はどのようなことです

か。 

・現場での長いご経験がある山下先生に、肯定的なコメントをいただき感謝しており

ますし、自信になりました。前半を自分が理論的な面で授業を行い、後半を演習とし

て山下先生が実践的な形で授業を行うということで、3年ほど継続的に行っている授業

で、山下先生には何回も授業を見ていただいておりました。今回この機会にじっくり

考えてコメントをいただいたことは、大変よい経験になりました。 

 2．授業をよりよくするために今後実践できそうなことについて、なるべく具体的に挙げ

てください。 

②コメントにあるように、もともとは教室で学生とのやり取りをしながら授業を進め

たりしていましたが、zoomでの授業ということや、さらに4回の限られた時間で行うと

いうことで、双方向性を意識せずに、放送大学風に行うことに徹しました。顔などを

見せるカメラ機能をオンにすると通信が不安定になるため、基本的に顔を出さなくて

もよいことにしておりますので、学生の反応がわからない 

なかで授業を進めている点が、確かに残念な点ではあると思います。 

最近は「拍手サイン」などを利用したりして、時々反応を引き出す程度のことは使

うようになっています。さらに、ブレイクアウトルームなども時には使ったり、学生

からアンケートをあらかじめシステムでとってまとめたものを授業とつなげる工夫な

ど、まだまだできることはあるなと思いますので、今後のテーマとしていきたいと思

います。 

   

 

 

 

 

 

３） 青年心理学 

【授業参観記録用紙】 

〔Ⅰ：参観授業概要〕 
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授業参観者氏名          𠮷澤 幸 

参観実施日時   2020 年 10 月 21 日 水 曜日  4  限 

参観場所（教室名等） 

（授業場所を記載） 

研究室（オンライン授業のため） 

①授業科目名 

②授業回数 

③参観した時の中心テーマ・ 

 ねらい 等 

（シラバスを確認し明記） 

①  青年心理学 

②          4     回目  15 /回中 

③  青年期の親子関係 

授業の形態や方法（対面・遠隔の別 /

 一斉学習・グループ学習の別 / 実

践活動の方法など） 

遠隔授業 

 

 

 

〔Ⅱ：参観した授業について〕 

①   授業を参観して、「良いと思った点」を書いてください。 

・パワーポイントの文字の大きさ、分量がちょうどよかった。 

・説明を聞いている中で「ここがポイントですよ」と幾度か声をかけており、そうす

ることで集中が高められると思った。 

・自立に向かっていく子どもの心理、それに対する母親の心理について事例を挙げて

説明してくれたので、「その時どんな気持ちだったのだろうか」と感情移入をしながら

考えることができた。また、自分自身の親子関係について「自分はどうなんだろう」

と考えた学生もいたのではないかと思う。 

・「養育スタイル」の応答性と要求性の組み合わせの説明について①～④のカテゴリを

文字だけでなく、具体的な説明を加えて話してくれたので理解しやすかった。 

・様々な親子関係について考えさせられ、「親としての仕事」での説明には聞き入って

しまった。 

・事例を含めて考察していくことで、青年期の自立についての重要なポイントが理解

しやすくなっていた。 

・学生の授業だけでなく、地域のセミナーでも行ってほしい内容だと思った。 

・自身の「乳児保育」と被る部分もあり、興味深かった。保育では乳児期の子どもの

保育の意義・支援方法などを教えるが、「青年心理学」では乳児とのかかわりからその

後どう成長していくかという論点であり、非常に面白かった。 

・エリクソンやブロスなどの学者についても折に触れていることで、知識が高まると

感じた。 

② 授業を参観して、「こうすればもっと良くなるのではないかと感じた点」や、よりよい授業

のためにできそうな「具体的な改善についての提案」を書いてください。 

・学生が顔を出してくれると、表情などで反応が見られたかもしれない。 
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・「親」について語り合えたら、いろんな意見や感想が出てくるかもしれない。 

・対面式での授業を参観してみたい。 

 

    【授業参観実施報告書】（「授業参観記録用紙」を得て） 

報告者（授業実施者）氏名  橋本 広信 

 

1．授業参観者による記録を読んで「感じたこと」「気づいたこと」はどのようなことです

か。 

 

・二児の母という立場でもあり、子ども関係の仕事も長くされていた先生に参観して

いただいたので、納得のいく内容であったかが気になったが、親の立場、先生という

立場でも「知識が高まった」等と言ってもらえたことに安心した。 

・授業のあり方としては、ｚｏｏｍでの授業でブレイクアウトも使わずに進行した。

基本的には一方通行形式ではあるが、時々、学生に手のマークを挙げさせて、それぞ

れの体験や理解を確認するというやり方は工夫をしてみて。 

・この点で、「学生の顔を出して反応を確認するとよい」との指摘や、「親について語

り合う時間を作る」などの提案をいただいた。今後、ところどころ双方向的に展開す

る工夫は必要だと感じた。 

全般的には、「具体的な説明を加えて話してくれたので理解しやすかった」等、授業内

容の理解はうまくできていたと感じる。 

・対面での授業にも参観をしていただきながら、ｚｏｏｍと対面の組み合わせの授業

形式においてできる工夫などについて、ご意見をうかがえればと感じた。 

 

 2．授業をよりよくするために今後実践できそうなことについて、なるべく具体的に挙げ

てください。 

 

１．の部分で大半書いたが、ｚｏｏｍではあっても、学生同士を話し合わせたり、少

しでも双方向性などを高めていく工夫として、ブレイクアウトセッションを使いこな

せるようにしたいと思った。 

 


