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1・教育の責任 

 私は、リハビリテーション学部作業療法専攻の教員として、リハビリテーション学部作業

療法専攻で授業を担当している。2～4学年では、専門科目である「基礎作業療法学」「作業

療法評価学」「作業療法治療学」「地域作業療法学」「臨床実習」「卒業研究」に関する授業を

担当している。新カリキュラムである 1学年では、理学療法専攻・作業療法専攻において、

基礎科目である基礎演習、ボランティア活動を担当し、また 1学年の担任、学年主任として

学生の教育に携わっている。 

2020 年度の担当の授業は以下のとおりで、各授業のシラバスは群馬医療福祉大学 Web ポ

ータルサイト上で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 

基礎演習Ⅰ リハ学部・

1年 

必修 令和 2 年、通

年 

78 1 

ボランティア活

動Ⅰ 

リハ学部・

1年 

必修 令和 2 年、通

年 

78 1 

チームケア入門

Ⅰ 

リハ学部・

1年 

必修 令和 2 年、通

年 

78 1 

基礎作業学実習 リハ学部・

1年 

必修 令和 2 年、後

期 

39 1 

ひとと暮らしⅠ リハ学部・

2年 

必修 令和 2 年、前

期 

40 2 

ひとと暮らしⅡ リハ学部・

2年 

必修 令和 2 年、後

期 

38 2 

地域作業療法入

門Ⅰ 

リハ学部・

2年 

必修 令和 2 年、前

期 

39 1 

地域作業療法入

門Ⅱ 

リハ学部・

2年 

必修 令和 2 年、後

期 

39 1 

地域作業療法実

習Ⅱ 

リハ学部・

2年 

必修 令和 2 年、前

期 

38 1 

高齢期作業療法

学 

リハ学部・

3年 

必修  令和 2 年、前

期 

30 2 

作業療法セミナ

ーⅠ 

リハ学部・

3年 

必修 令和 2 年、前

期 

30 1 



作業療法評価法

特論Ⅱ 

リハ学部・

3年 

選択 令和 2 年、後

期 

26 1 

臨床評価実習Ⅰ リハ学部・

3年 

必修 令和 2 年、後

期 

30 3 

臨床評価実習Ⅱ リハ学部・

3年 

必修 令和 2 年、後

期 

30 3 

臨床総合実習Ⅰ リハ学部・

4年 

必修 令和 2 年、前

期 

23 8 

臨床総合実習Ⅱ リハ学部・

4年 

必修 令和 2 年、後

期 

23 8 

卒業研究 リハ学部・

4年 

必修 令和 2 年、通

年 

23 2 

 

 上記授業の他、ボランティア委員会（リハビリテーション学部委員長）、FD・SD 委員会（リ

ハビリテーション学部委員長）、学生委員会に所属し、学生の学修の機会の確保や支援に携

わっている。 

 

 

2.教育の理念・目的 

 本学の建学の精神である「仁」は「己に克って礼を復む」であり、建学の理念は「心豊か

な立派な人を育てる」である。また、教育理念は「知行合一」であり、「良いことを行いで

示すのが群馬医療福祉大学の教育理念」1）とある。このことから、私は、主体的に自己研鑽

ができ、地域に貢献できる作業療法士の養成を目指している。主体的な自己研鑽には、自己

を振り返り、自身の現状を評価し問題を見つけ出す能力が必要となり、それをもとに行動す

る能力も必要となると考える。それにより自身ができることが明確になり、作業療法士にな

った際に地域に貢献することにつながると考える。 

 私はこれまでに、作業療法士として、病院、通所リハビリテーション、介護老人保健施設等に

勤務し、高齢者・介護保険領域のリハビリテーションに携わってきた。その中で、身体的・精神

的・環境的に多角的に対象者を知ること、また対象者を知るために他職種から必要な情報を

収集することや、他職種と協働することの大切さを実感した。しかし、経験の少ない作業療法

士や新人作業療法士が、対象者とのコミュニケーションや他職種とのコミュニケーションに難渋

する場面に接し、作業療法士の養成に興味を持ち、現在群馬医療福祉大学で作業療法士の

養成に携わっている。 

 対象者を知るために積極的に関わるためには、自己の他者とのかかわり方を知り、対象者

のニーズを知り、対象者に合わせた対応をする必要がある。しかし、異世代との交流の機会

の少ない学生は、異世代とのコミュニケーションスキル、語彙力の不足などから、実習など



で対象者との関係づくりに困惑している。そのため、さまざまな年代とかかわれる機会を作

ることが大切であると考える。また、経験から振り返りを行い、反省点や学んだことを明確

にし、次の課題につながるよう指導することも必要であり、この点を心がけている。 

 

 

3.教育の方法 

 作業療法は、身体障害領域、精神障害領域、発達障害領域、老年期障害領域と大きく分け

て 4領域に分けられている。しかし、領域が異なっても「日常生活に支援を必要とする全て

の人の、その人らしい生活や社会とのつながりを『作業』を通じて作っていくこと」が作業

療法である。そのため、講義による知識の習得や演習・実習による技術やスキルの習得だけ

ではなく、対象者を知る、対象者の置かれている状況・環境を知ることから始まり、作業療

法士としてかかわれる問題を見つけ、具体的なかかわり方を検討することが必要である。そ

のために必要な知識や技術・スキル等を各学年で積み重ねて習得していくことが大切であ

ると考える。そこで、学年ごとに重点を置いき、心がけている教育の方法について以下に記

載する。 

 1 学年では作業療法・作業療法士に興味を持って入学したものの「専門科目」は少なく、

「基礎科目」「専門基礎科目」がほとんどで、高等学校との授業の違いや学習量に戸惑う学

生が多く見られる。そのため、「基礎演習」では学習方法やレポートの書き方、グループワ

ークなどの手法について、大学生活また学修において必要となる様々なことを、演習を用い

て学んでいく。特に「専門基礎科目」では多くの専門用語や医学用語を習得する必要があり、

それらの科目を学ぶ上で、「基礎演習」での学びが生かせるよう指導している。その中で、

他科目とのつながりや次年度以降の科目とのつながりを明確にし、モチベーションの維持

や学生生活、学習に活用できるよう心掛けている。また、演習やグループワークの中では他

者とのかかわり方や学びについて振り返り、自己を評価でき、修正出来るよう、学生や教員

からの正のフィードバックの機会を多く取り入れている。また、今年度は新型コロナウイル

ス感染予防のため、様々なボランティア活動が中止となったが、1学年では対面を伴わない

ボランティア活動の企画・実施・振り返りを行うことで、他者との関わりや企画力・考察力

を養う試みを行った。 

 2 学年では「専門基礎科目」と「専門科目」がほとんどとなり、医学や作業療法に関する

知識と技術の習得が求められる。ここでは、1学年の「専門基礎科目」で学んだ知識を活用

する必要がある。そのため、必要な知識を明確に提示し、不足がある場合は各自復習するこ

とを促している。また、作業療法や作業療法士の役割について具体的にイメージできるよう

に、病院・施設で見学実習や演習を取り入れている。しかし、今年度は学外実習が中止とな

ったため、病院・介護老人保健施設・地域で活躍している作業療法士を講師に迎えた講演、

動画を使用した動作分析など実習同様の経験が積めるよう工夫した。 

 3 学年では、「専門科目」がほとんどとなり、臨床評価実習に向け、より作業療法の知識・



技術の習得が求められる。また、知識・技術のみならず、対象者の身体的・精神的状況や生

活状況、さらには対象者の興味や希望について、様々な方法で情報を収集し、分析、解決方

法を検討することが必要である。そのため、地域の高齢者向けサロンへ出向き交流すること

や対象者を設定した演習を予定していたが、今年度は学外での活動は中止せざるを得ず、学

内での対応となったため、学生の活動への正のフィードバックをより充実させるよう工夫

した。 

 

 

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：作業療法評価法特論 

実施日：2020 年 10月 29 日～2021 年 2月 28 日 

実施対象者数：26人 

学部：リハビリテーション学部作業療法専攻 

 

 質問項目 
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

すか。 
3.82 

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。 
3.59 

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。 3.76 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.82 

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。 3.82 

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。 
3.82 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.82 

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。 3.71 



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。 
3.76 

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。 3.88 

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。 
4.00 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.53 

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。 3.71 

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。 
3.59 

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。 3.59 

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。 3.53 

※4 点満点 

 

 この科目は作業療法専攻 3 年の後期に設定されており、臨床実習前に集中的に行われて

いる。臨床実習を見据え、視聴した動画の内容を実習ノートやケースノートなどに記録する

方法、正しい専門用語の使用を学ぶ科目である。記録したものは他学生・教員に査読・修正

してもらうことでフィードバックを行い、正しい表記方法やまとめ方などを学んでいく。そ

のため、実習直前に確実に実習で使用するスキルを習得できる科目として、学生からの評価

は高い傾向にある。特に、質問 13の「授業の難易度」は学部平均よりもやや低い結果であ

ったが、質問 12 の「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」

では全員が満点の 4をつけている。 

 しかし、質問 15～17 の成績の評価についてはやや低い傾向にある。レポートやレジュメ

での評価基準が明確ではないと学生が判断していると思われ、この点は今後改善する必要

がある。 

 また、同僚によるピアレビューから、話すスピードとパワーポイントを使用した場合の資

料提示スピードについて、また、ジェスチャーを用いた説明方法について指摘を受けた。今

年度は ZOOM を使用した遠隔授業が多く、パソコンではなく小さい画面のタブレットやスマ

ートフォンを使用し受講している学生もいるため、画面の切り替えや資料の提示方法に配



慮し、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 

 今年度の自身の授業を振り返り、3つの課題が挙がった。まずは、学生に対する情報提供

である。授業評価アンケートの結果からも、筆記試験ではないレポート等の課題で評価する

科目において、評価基準が学生にとって分かりにくく、シラバス上で提示してある評価基準

では不十分であることが明らかになった。今後、評価基準をより明確にシラバスに提示する

とともに、変更が生じた際には速やかに学生への周知を徹底していく。 

 次に、自身の研鑽である。演習や実習で学生を指導するためには、教育力のみならず、教

員自身が担当する領域における作業療法の知識や経験を十分に有することが望ましい。学

生に自己研鑽を押し付けるのではなく、教員自身も日々成長していかなければならない。担

当する高齢期領域、特に介護保険領域では介護保険法の改定により様々な変化が起きてい

る。そのため、学生への正しく・新しい情報の提供、現場の状況を伝える必要がある。社会

の変化やニーズの変化を教育に反映できるよう、現場での経験や講習会、雑誌・論文などを

通じて新しい情報を得られるように努めている。 

 次に、授業形態の工夫である。今年度は新型コロナウイルス感染予防のため、ZOOM を使

用した遠隔授業がほとんどとなり、実習は一部学内実習に変更せざるを得なかった。また、

ボランティア活動を含めた様々な体験学習、演習を例年同様の形で設定することができな

かった。しかし、遠隔授業であっても、対面で実施することが難しい体験学習や演習であっ

ても、グループワークや模擬体験など形態を工夫することが可能である。特に今年度ボラン

ティア活動Ⅰでは対面を伴わないボランティア活動の企画・実施を試み、学生の満足感、学

びにつながったことが分かった。次年度以降も感染症対策や様々な理由で状況は変わると

思われる。対面で行う授業のみならず、遠隔授業や体験・実習に代わる方法を検討する必要

がある。 

 

 

6 今後の目標（短期・長期） 

【短期目標】 

今後も継続が予想される感染症対策を見据え、対面での授業のみならず遠隔での授業

を想定したシラバスを作成し、状況に合わせた講義形態が実施できるよう準備する。ま

た、授業形態の工夫による学習効果についての研究やボランティア委員としてのボラン

ティア活動を含むアクティブラーニングの効果検証を継続し、学会での発表や論文の投

稿を継続的に行う。 

授業評価アンケートの結果を踏まえ、成績評価については基準を明確に設定し、学生

への提示・説明を速やかに行う。 



【長期目標】 

各学年・授業で行った内容が、実習や卒後にどのような成果につながっているかの確

認ができていない。専攻内での情報共有や卒業生からのフィードバックを検討し、科目

ごとのつながりと教育の成果が確認できるよう努める。 

 

 

7.添付資料・参考資料 

参考資料 1）鈴木利定：伝統の建学精神、pp2-5、2008、学校法人昌賢学園 

 

添付資料 

1 学年「ボランティア活動Ⅰ」対面を伴わないボランティア活動の企画・報告会の様子 

  

  

 

1 学年「ボランティア活動Ⅰ」車椅子体験の様子 

  


