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1・教育の責任 

  

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 

基礎作業学 1 必修 前期 39 1 

精神機能作

業療法学Ⅰ 

2 必修 前期 38 1 

精神機能作

業療法学Ⅱ 

2 必修 後期 37 2 

地域作業療

法実習Ⅰ 

2 必修 後期 37 1 

ボランティ

ア活動Ⅱ 

2 必修 通年 75 1 

基礎演習Ⅱ 2 必修 通年 75 1 

医療・福祉・

教育の基礎 

1 選択 通年 202 2 

チームケア

入門Ⅱ 

2 選択 通年 178 1 

作業療法治

療学Ⅲ 

3 必修 前期 30 1 

作業療法セ

ミナーⅡ 

3 必修 通年 30 1 

 

1 年次には、作業療法の礎となる「作業」について教授する基礎作業学を担当している。

作業について作業科学の観点から概要を教授するとともに、講義後半では、実際に手芸等の

アクティビティを体験しながら作業活動を包括的に分析する方法について教授している。2

年次は、専門科目となる精神機能作業療法学Ⅰ・Ⅱを担当し、作業療法の主な領域の一つで

ある精神障害者に対する作業療法の評価や介入について教授している。また、両講義の一部

では、昨今特に重視されている精神障害者の地域生活支援についても、第一線で活躍されて

いる外部講師（作業療法士）に例年一定数のコマを担当していただき、まちづくりや支援の

実際についてお話しいただいている。 

上記以外の科目として、オムニバス形式の「卒業研究」（4年次）では、例年 4～5名の学

生の卒論指導を行っている。また、臨床評価実習Ⅰ・Ⅱ、臨床総合実習Ⅰ・Ⅱでは、例年、

学生がお世話になる実習地への訪問とともに学生、実習指導者との連絡調整相談を行って

いる。なお、令和 2年度は COVID-19 感染拡大の影響により、各実習先が学生の受け入れが



困難となり、学内での実習が主体となった。学内実習では、学生の主体的なグループワーク

のサポートや模擬場面での検査法について、ビデオ会議システム ZOOM を利用しながら行っ

た。 

 

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）」1）、及び教育理念「知行合一（良いこ

とを行いで示す）」に基づき学生への教育を行っている。また、群馬医療福祉大学の全学デ

ィプロマポリシー2）で謳う、専門職としての資質や実践力を身に付けることはもちろんのこ

と、ジェネラリストとして社会との良好な関係を構築する力量や既存のものに捉われない

新たな医療・介護の形が提案できる人材を養成できるよう意識しながら日々の教育に取り

組んでいる。私が、所属する作業療法専攻のディプロマポリシーも重要な教育方針の一つで

あり、当該ポリシーに沿い、作業療法士として人の作業（生活行為）や心身機能、心理、人

が暮らす環境などを包括的に捉えられる専門職を養成することを重視している。 

 

3.教育の方法 

（1）情報リテラシーとマナー教育 

 現代社会では、インターネットやそれを利用した Social networking service（SNS）等

のコミュニケーションツールが普及し、利便性が高まる一方で、情報リテラシーや真の意味

での意思疎通の不足によるトラブルが散見される。インターネットの上にある誰が書き込

んだかも分からない情報を、「それこそ自分が求めている答えだ」と簡単に鵜呑みにする者、

自分の身元が分からないことを良いことに他者を誹謗中傷する者、他者のプライバシーや

個人情報に繋がるような情報を SNS 上にアップする者など様々な事例を目の当たりにする。

そして、悪気なくそれらを行っているケースも少なくない（なお、このような例は若年層だ

けでなく、幅広い年代で見受けられることを申し添えておく）。こうした背景もあり、近年、

文部科学省は小学校の学習指導要領に情報教育を盛り込む方針を示しているが、高等教育

においても十分な情報リテラシー教育を取り入れていくことが喫緊の課題であると考える。

なお、すべてではないが、前述した私の担当科目では、論文検索や（模擬）患者情報の取り

扱いを通し、なるべく情報リテラシー教育に触れる機会を設け、必要があれば随時学生と情

報の取り扱いや社会的なマナーやルールについて意見交換や指導を行っている。今後、他の

科目の状況も含め、担当科目の中で系統立てて情報教育を行っていくことが課題である。 

一昔前の常識の一部は、認識の多様化により常識でなくなりつつあるものもある。時代の

風潮に合わせ、私たち教員もその都度、新しい時代に合った常識やマナー、ルールにアンテ

ナを張り、学ぶことで、学生がそうした社会に適応できるように支援をしていくことも必要

であると考える。 

 

 



（2）情報通信技術の活用 

兼ねてより教育の領域でも推進されてきた情報通信技術（ICT）導入は、昨今の COVID-19

の感染拡大を受け、飛躍的に進んだように感じる。ZOOM や Webex Meetings といったビデオ

会議システムがいたるところで使用されるようになり、文部科学省による調査によれば、令

和 2 年 6 月 1 日の時点で、約 90％（N=1066）の高等教育機関が対面・遠隔授業の併用か、

全面遠隔授業を導入している 3）。 

本学でも同様に、ZOOM を使用した遠隔授業が導入され、私の前述した担当科目は一部を

除きほとんどが遠隔授業に変更となり、成績評価方法についても変更を余儀なくされた。し

かし、ICT 導入に伴い多くのメリットも見つけることができた。例えば、通学距離が長い学

生にとっては、通学時間がなくなるだけでも移動の身体的・経済的負担や移動に伴う感染リ

スクの軽減に繋がった。また、講義では、Google Form によるアンケートを導入し、ZOOM 上

でその結果をリアルタイムに学生と共有したり、電子データの受け渡しもほぼリアルタイ

ムで行うことができるようになったことにより、学生のつまずきやすい点をその場で把握

し、指導に反映させることもできた。小テストなども同様に、短時間で実施、集約でできる

ようになった。学生は、普段から使い慣れているデバイスを使用して講義に参加するという

こともあり、比較的導入も円滑に進んだのではないかと思われる。 

一方で、課題も残されている。例えば、通信トラブルにより教育機会が一定に提供できな

い可能性も十分に考えられる。また、ICT 機器の活用が苦手な学生への配慮を十分に行うの

が難しい場合や、直接学生を観察できないことにより、心身や心理状態、学習環境の変化に

気づくのが遅れる場合もあるかもしれない。そうした事態を極力避けるとともに、授業形態

によるメリット・デメリットを熟慮した上で、学生のより深い学びを促進できるような授業

運営を図っていきたい。 

 

（3）アクティブラーニングの活用 

 アクティブラーニングは、「学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の

総称」であり、発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習、教室内でのグループ・ディ

スカッション、ディベート、グループ・ワーク等が含まれる 4）。既に、義務教育も含め盛ん

に取り入れられているが、2014 年の大学生を対象とした学習状況調査 5）によると、学生の

能動的学習時間は米国と比較してかなり短い。本学で行った学生満足度調査の結果も同様

に、予習復習等、授業以外の自己学習時間は 2時間未満／週（N＝724）が大多数を占めてお

り（添付資料 1）、授業に関連しない自主的な勉強（教養や資格取得のための勉強等）の時間

も同様の傾向を示している（添付資料 2）6）。当然ながら、大学内で行われる授業だけでは、

学生の深い学びを促すことは困難である。 

このような現状から、学生に能動的な授業内学習や授業時間外での知識の整理と反復学

習を促すために、より綿密な授業設計と内容の工夫が不可欠と考える。特に、令和 2 年度

は、科目の多くが遠隔授業となり、アクティブラーニングの実施に難渋した部分もあった。



しかし、科目の中で個人ワークシートを取り入れ、個人学習を行った後、全体で共有するな

ど、遠隔授業でもなるべく学生自身が能動的に学習できるよう、内容を差し替えるなど可能

な範囲で授業内容を変更し試行錯誤を行った。また、試験的にグループセッションを取り入

れ、小グループでのディスカッションを行った科目や内容によってはオンデマンド配信（授

業の録画及び Youtube へのアップロード）を行った科目もあった。一時的に学生の通学が許

可された時期には、学内実習でなるべく臨床実践に近い形で体験学習ができるよう工夫し

た。「地域作業療法実習Ⅰ」（2年生対象）では、これまでの先輩の実習時の失敗経験に基づ

き、社会的マナーや作業療法学生としての実習への向き合い方等について動画やスライド

を作成し、発表した（添付資料 3）。「臨床総合実習Ⅰ」（4年生対象）では、受け持ちの学生

を対象に、ペア学習やグループ・ディスカッション等を行い、クライエントへの関わり方や

検査法について学んだ。（添付資料 4） 

遠隔授業でのアクティブラーニング実施については、私個人の機器操作のスキルアップ

や内容の拡充、学生との授業進行方法の合意など課題も残るが、次年度以降も引き続き、授

業時間内外で能動的な学習を促せるよう、学生と密なコミュニケーションを図るとともに、

学生が PC の画面越しでも飽きない、また、興味を引く工夫を凝らしていきたいと考える。 

 

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。以下にアンケート学部全体の平均値（添付

資料 5）と担当科目のアンケート結果の一例（添付資料 6）を示す。ここでは、令和 2 年度前

期に実施された「基礎作業学」（対象者：1年生 39名）について触れることとする。アンケ

ートの回収率は、66.7％であった。なお、結果は、点数が高いほど良好であることを示して

いる。 

 大学に入学早々、慣れない遠隔授業であったにも関わらず、授業評価アンケート結果から

は多くの学生が授業内容に対する理解を示していることが分かる。前述したように、「基礎

作業学」は、作業療法の基本の考え方を教授する内容で構成されており、特に、アンケート

項目の 9～12 で、比較的高い数値が得られていることは、今後の学習意欲や能動的学習に繋

がるものと考える。 

一方で、同アンケートの自由記述欄には「Web 上でテストをする際には、QRコードをスレ

ッドに上げるのではなく、授業中に表示してほしいです」といったコメントも寄せられてお

り、機器操作の方法についてより学生の立場に立った分かりやすい方法を選択する必要が

あると感じる。また、他の科目のアンケートでは「zoom の授業では基本的に指名を行わな

いと発言はしにくいため、生徒をランダムに指名することは大変良いと思いました。指名を

することによって学生が質問の内容を理解しているのかわかりやすくなると考えるからで

す。また、ランダムのため、しっかりと集中する要因にもなりますので良かったと思います。」

といった今後の授業運営の参考になるコメントも寄せられた。 



5. 教育を改善するための努力 

 今後、ニューノーマルな生活が定着し、教育の在り方も少なからず変化が起こることが予

想される。しかし、そうした中でも学生が主体的に学び、社会人及び専門職として社会に通

じる教養や専門的知識・技術を身に付けることを支援することに変わりはない。そこで、遠

隔・対面それぞれのメリットを活用し、まずは、学生が学習に興味を持ち「自分でも調べて

みよう、まとめてみよう」などと思える授業展開を設定すること、そして、そのための手段

として、私自身が ICT 機器やアプリケーション等の操作技術、学生の能動的学習を促進する

教授技術をより高めていかなければならないと考える。 

 

6 今後の目標（短期・長期） 

以上の内容を踏まえ、短期的には、まずはシラバスの改変から進める。具体的には、授業

形態に合ったアクティブラーニングの導入、能動的時間外学習への仕掛けづくり、情報リテ

ラシー教育の頻度増加を意識した内容設定を行う。同時に、今回改めて必要性を感じた、十

分な学生との意見交換の場の確保も併せて行っていく。これらにより、学生自身が学ぼうと

している領域の学習への興味関心をより広げ、いずれは、多くの者が教員の手から離れ、社

会に貢献できる人材になっていくことを期待している。長期的には、こうした取り組みの成

果を評価し、取りまとめるとともに、新たな時代に適応した教育形態の在り方について一定

の形を示していきたい。 
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