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1・教育の責任 

 私、榊原清は、リハビリテーション学部リハビリテーション学科理学療法専攻の教員とし

て、リハビリテーション学部理学療法専攻・作業療法専攻の 1 学部 2 専攻で授業を担当し

ている。過去 2年間の担当と授業科目は以下の通りである。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 

理学療法評

価学Ⅰ 

リハ理学 2

年 

必修 令和 2、前期 36 2 

理学療法評

価学実習Ⅰ 

リハ理学 2

年 

必修 令和 2、前期 36 1 

総合臨床実

習Ⅰ 

リハ理学 4

年 

必修 令和 2、前期 34 8 

総合演習Ⅰ リハ理学・作

業 3年 

必修 令和 2、通年 68 2 

総合臨床実

習Ⅱ 

リハ理学 4

年 

必修 令和 2、通年 34 8 

臨床実習指

導Ⅱ 

リハ理学 4

年 

必修 令和 2、通年 34 2 

人間発達学 リハ理学・作

業 1年 

必修 令和 2、後期 78 2 

基礎理学療

法評価学 

リハ理学 1

年 

必修 令和 2、後期 39 2 

理学療法評

価学実習Ⅱ 

リハ理学 2

年 

必修 令和 2、後期 36 1 

運動療法実

習Ⅱ 

リハ理学 2

年 

必修 令和 2、後期 36 1 

評価実習 リハ理学 3

年 

必修 令和 2、後期 36 4 

理学療法評

価学Ⅰ 

リハ理学 2

年 

必修 令和元、前期 38 2 

理学療法評

価学実習Ⅰ 

リハ理学 2

年 

必修 令和元、前期 38 1 

総合臨床実

習Ⅰ 

リハ理学 4

年 

必修 令和元、前期 40 8 



総合臨床実

習Ⅱ 

リハ理学 4

年 

必修 令和元、通年 40 8 

臨床実習指

導Ⅱ 

リハ理学 4

年 

必修 令和元、通年 40 2 

人間発達学 リハ理学・作

業 1年 

必修 令和元、後期 78 2 

基礎理学療

法学論 

リハ理学 1

年 

必修 令和元、通年 39 2 

理学療法評

価学実習Ⅱ 

リハ理学 2

年 

必修 令和元、後期 38 1 

運動療法実

習Ⅱ 

リハ理学 2

年 

必修 令和元、後期 38 

 

1 

評価実習 リハ理学 3

年 

必修 令和元、後期 34 4 

 

 上記の表で解るように、私の担当する授業は、リハビリテーション学部 1・2年に係る科

基礎教養科目、専門科目の基礎部分が多いこと、また 3・4年生に係る臨床に、社会に出る

ための準備となる演習・実習系の科目が多いことが特徴である。1・2 年次は基礎教養を高

め・倫理観を深めると共に、対象となる人への興味を増幅し、専門分野の基礎を学ぶべく努

力することが重要であり、生涯学ぶべき専門分野の礎を築く時期に彼ら学生に関わる私の

責任は重いと痛感している。来る 3・4年次、卒後に向けて、1・2年次から、専門的な知識

や技術のみならず、総合演習や臨床実習指導を通し、専門家として備えるべき確固たる倫理

観や清潔感のある身だしなみや丁寧な言葉遣い、対象者への適切な対応など社会人として

のマナーを身につけさせることも大切な役割である。さらに、彼ら学生に法令遵守の精神、

組織・チームの一員としての報連相、迅速な対応の重要性を理解させ、責任ある言動や行動

をとれるよう指南し、学生から医療・福祉に携わる社会人への意識改革をさせるべく、学生

指導に取り組まなければならないと考える。 

 

 本学での授業の他に、以下のような活動もしている。 

1） 本学公開講座 「安全運転で健康長寿」講師、2019年 11月 

2） 前橋市まちなかキャンパス「安全運転で生活の便利さを維持するために」講師、2020年

1月 

3） 前橋市社会福祉協議会理学療法士等派遣事業 

4） 前橋市地域リハビリテーション活動支援事業 「ピンシャン体操クラブ評価事業」 

5） 各種委員会 

1）の本学公開講座「安全運転で健康長寿」の受講生は 51名で、高齢でありながら自動車運



転を現役でされている参加者が多かったため、運転事故防止に役立つ運動を交えて講義を

行った。「体操を家でも日常的にやりたい」という声があり、地域住民を対象に今後も機会

を設けていきたい。 

2）の前橋市まちなかキャンパス「安全運転で生活の便利さを維持するために」の受講生は

20 名で、地域住民を中心に受講された。高齢者による自動車の踏み間違え事故の多発を背

景に、自動車運転をしている高齢者の家族の参加もあり、運転せざるを得ない地方地域で少

しでも事故を減らす一助になるよう、今後も機会を設けていきたい。 

3）の前橋市社会福祉協議会理学療法士等派遣事業では、障害者デイサービスセンター利用

者を対象に、より安全で安心した生活を送れるよう、身体面、生活面でのアドバイスを行っ

ている。今後も利用者の生活向上に寄与していきたい。 

 

 

2.教育の理念・目的 

本学の建学の精神「仁」の説明に「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」とあり、また教育理念の「知行合一」を説明して「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」とあり、更に全学ディプロマ・ポリシーに、「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。」とある。（資料１） 

何のために学ぶのか、何のために理学療法士になるのか。単なる資格取得のため、単位取

得のための学習ではなく、その資格や知識・技術を誰のために生かすのかを考えられる人を

育てるのが私たち教員に課せられた課題である。 

「人に優しくしなさい」「人と仲良くしなさい」「約束を守りなさい」幼い頃から言われて

きた「心の教育」を基として、「人のために役に立ちたい」と学生自身が真心を備え、主体

的に実践できるよう指南していくことが大切である。 

実践につながる心を獲得するためには、学生自身が一つひとつの学びに意味があること

を知ることが必要である。意味を見出すためには、日頃の思いや価値観などの心のあり方が

大切であり、普段からの心がけが対象者や社会に求められている行動につながることを植

え付け、それを学生自身が試行錯誤しながら成功体験を増やすこと経験値が上がり、成し遂

げる推進力が身に付き、結果として自己の成長に繋がると考えるからである。とかく「やっ

た・やらない」、「できた・できない」といった行動に学生の目が行きがちだが、「何のため

にやるのか」、「できたことをどのように生かすのか」といった心の鍛錬に目を向け、高潔な

行動と精神を備えた人材を目指して欲しい。 

 

 

  



3.教育の方法 

 このような理念・目的を実現するために、基本的なこと、当たり前のことでもあるが、取

り入れている方法を以下に述べる。 

 

（１） 導入時期には、言葉での知識ではなく、画像や動画を用いたイメージづくり 

医療・福祉を学び始めた 1・2年次では、たくさんの知識と技術を身に着ける必要がある。

その知識と技術は、将来仕事をしていく上で日常的に使うものであり、人を相手にする仕事、

人の命や人生を預かる仕事しては、間違いが許されないといっても過言ではない。そのため、

試験を乗り越え単位修得するためだけの短期記憶で終わらせないよう、長期的な知識とし

て記憶に残し、さらにその知識を相手に使える状態にスケールアップしていくことが求め

られる。とはいえ、材料を持っていない中で考えることを要求しても、ないものは何も出て

こない。 

このため、学生が初めて触れる内容の授業においては、文字よりも先に疾患や障害を持つ

対象の写真や動画を用い、学生がイメージを持てるように心がけている。学生の中には、自

身が病気やけがをして理学療法を受けたことが理学療法士という職業を目指すきっかけと

なった者もいる。しかしながら、家族や友人が理学療法を受けて良くなったという話を聞い

たことがきっかけとなっている者は、実際のところ、理学療法を受けている場面を見たこと

はない者も多い。このように病気やけがの経験を笑って話せるまでになった家族や友人の

痛みや苦労は実際のところ知らずに、美談として職業選択をしている学生も少なくないの

が現状であるため、学習初期には、まず対象者のイメージを持たせ、理学療法士の仕事はそ

の対象者の努力に寄り添う立場であることを認識させることを仕向けている。 

 

（２）相手に合わせて使えてなんぼ。知識も技術も繰り返しの学び 

 理学療法の専門知識と技術は先にも述べたように、まずは相手に使える状態になること

が必要であり、使った知識や技術で相手が変化すること、さらにはその変化が正しい方向に

向いているかを検証できるようになることが求められる。数多くある検査や治療技術は、一

度や二度やってみるとなんとなくわかったつもりになって、手を止めてしまう学生も少な

くない。しかしながら、学んだ時点で何度も何度も繰り返し練習し、相手を変えてまた何度

も繰り返すことで、相手が変わるとこれまでうまくできていたことがうまくできなくなる

ことがあることも知り、これを繰り返すことで、相手に合わせて変化できるスキルを身に着

けることになるであろう。 

 

（３）誰にとって正しいのかを考える 

机上の知識や技術を身に着けてきた 3・4年次では、教科書上は正しい知識・技術であって

も、様々な背景を持つ対象者にとっては合わない場合もあるということを学ばなくてはな

らない。対象者に寄り添う立場である理学療法士が、例え正しい意見であったとしても、相



手の立場を考えずに意見を押し付けることはすべきではない。臨床実習に出る前には、グル

ープ学習により、ある課題に対する自分の考えを他者に伝え、また他者の意見を傾聴し、自

分の考えにないものを取り入れたり、自分の考えを膨らませたりする機会を設けている。自

分とは違った意見を聞くことにより、自分にはない感性や考え方を知ることができ、相手に

共感し、相手に合わせたオーダーメイドの理学療法を提供できる準備となる。 

社会人に求められる基本スキルのうち、誠実さ・責任感・公平さ・倫理観など信頼される

態度を示す「誠実さ」、顧客の立場に立ってニーズ対応に務める「顧客志向」、向上心を持っ

て学習し、自己を革新していく「継続的学習」が強く求められている。特に、医療・福祉な

どを含むサービス業では、サービス対応として強く「顧客志向」が求められているが、近年

では、アイデンティティ（主体性）が確立され、その上で協調性を持って社会に貢献できる

人物が求められている。これはちょうど青年後期にある学生の発達段階に一致するもので

ある。（資料 2） 

このことからも、相手の立場に立った物事の考え方ができる人材育成を念頭において、学

生への働きかけを行っている。 

 

 

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を 2点示す。 

 

（１）授業科目 理学療法評価学実習Ⅰ 火曜 3限 

実施日  令和 2年７月 28日 

実施対象者数 36人 

学部 リハビリテーション学部理学療法専攻 2年 

 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。 3.72 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.69 

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。 3.67 

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。 

3.67 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.64 

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。 3.77 

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。 

3.61 

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。 3.75 



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。 

3.72 

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。 

3.67 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.72 

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。 3.66 

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。 

3.67 

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。 3.69  

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。 3.69 

（※本年度は１・２の設問が無かったため省略。） 

自由記述 

オンライン授業で自分の理解が正しいものか不安でしたが、対面の授業になってから質問

する度に丁寧に答えていただいて、とても感謝しています。 

 

 この授業は、平均で 3.69であり、学部平均 3.62とほぼ同じであり、個々の項目について

もかけ離れて低いものはなかった。この中でも、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。」は他の項目より 3.61と若干ではあるが低く、この領域

のすべての基礎となり実技系でもあるこの理学療法評価学実習に全員が興味・関心を持て

るように魅力を伝えられなかったことは素直に反省すべき点である。 

 

（２）授業科目 人間発達学 金曜 4限 

実施日  令和 3年 1月 8日 

実施対象者数 78人 

学部 リハビリテーション学部理学・作業療法専攻 1年 

 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。 3.82 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.88 

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。 3.77 

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。 

3.79 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.8 

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。 3.88 

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。 

3.65 



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。 

3.85 

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。 

3.83 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.56 

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。 3.62 

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。 

3.76 

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。 3.8  

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。 3.86 

（※本年度は１・２の設問が無かったため省略。） 

 

自由記述 

・半年間ありがとうございました。最後の最後で zoom形式の授業になってしまったことが

とても残念に感じます。写真やイラストを用いてわかりやすく教えていただいたり、重要な

キーワードにも忘れず細かく教えてくださりとても勉強になることばかりでした。また、時

には身近な話題や先生の育児経験を挟んでくれたので、緩急の差がありとても受けやすか

ったです。また機会がありましたらよろしくお願いします。 

・特にありません。ありがとうございます。 

・授業のスピードも説明も分かりやすくありがとうございました 

・８回の授業、お疲れ様でした。コロナの感染拡大が止まらない中、対面での試験を行うの

は現実味がないと思います。その場合はどのように試験を行うのでしょうか。スライド、解

説、オンラインでの対応、どれもとても満足でした。ありがとうございました。 

 

 この授業は、平均で 3.78であり、学部平均 3.70とほぼ同じであったが、個々の項目につ

いては、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。」3.85、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。」3.83と、興味・関心

の高さはあったものの、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。」3.65と、小児領域へ学生を引き込むだけの魅力はうまく伝えられなかったとい

える。また、13「授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。」3.56、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。」3.62と、学内で授業をできた時期

にも教室の収容人数の関係で、半数は別教室で遠隔で授業を受けることになっていたこと

もあり、学生の表情を見ながら理解度やペースに合わせることができていなかったことは

反省すべき点である。 



5. 教育を改善するための努力 

（１）専門科目実技系（代表として、理学療法評価学実習） 

 コロナ禍において、本来実技演習を中心に行う科目において、授業回数の２／３を遠隔授

業で行わざるを得なかったことは、他者の身体に触れる練習機会の減少だけでなく、対象者

への説明のしかたや伝え方の経験の減少も考えられた。 

 遠隔授業では、実践動画や、教科書にはない実技手順の画像を多く配布することにより、

少しでも実技演習に代わる工夫を試みた。対面授業ができるようになり、その範囲の実技演

習を復習として行ったが、やはり、実技演習を繰り返し行うことと比較しても、実技で求め

られる到達レベルには程遠いものであった。しかしながら、対面授業が始まってからの学生

のモチベーションが低いことはなく、わからないながらも意欲的に実技演習に取り組むこ

とができていた。 

 昨年度の同科目では、「説明がわかりやすかったか」「授業の構成は適切だったか」「授業

の進み方のペースがどうだったか」の 3項目のポイントが低かった。 

 これら 3項目については、今年度改善に向けて以下のような工夫を行った。 

 「説明がわかりやすかったか」については、対面授業が始まった後の実技演習では、教員

がやって見せたり、手本となる動画資料を見せたりした。一つ一つの手順を十分に説明して

から、学生自身に体験してもらうようにした。また、巡回を行い、学生が困っている際に丁

寧な説明を心掛けた。 

 「授業の構成は適切だったか」については、シラバスの説明を随時行い、次の回で行う内

容のあらましを授業の終わりに説明した。予習ができたかは不明だが、授業の準備の促しに

はなり、服装や教科書、ファイル等の忘れ物は少なかった。 

 「授業の進み方のペースがどうだったか」については、コロナ禍ということもあり、１回

の予定の内容を２回に分けたり、対面授業が始まってからはそれまでに遠隔授業で行った

分の実技演習を復習として行うことで、改善を図った。 

 

（２） 教養科目（代表として人間発達学） 

コロナ禍の遠隔授業においての、大勢の学生の表情や態度を直接見ることができなかっ

たこともあり、学生の理解度を把握し、学生のペースに合わせた授業展開がうまくできなか

った。このことは、学生の成績評価につながることであり、遠隔授業においては、授業内容

を見直し、要点をさらに絞りこむことが必要である。さらに学生からの質問をしやすくする

ためにチャット機能の有効活用、メール対応の時間延長や、アウトブレイク機能を用いた

個々での質問対応など遠隔授業でのならではの対応方法を広げていきたい。 

 

 

 

 



6．今後の目標（短期・長期） 

（１）短期目標 

・遠隔授業では学生の集中力が続きにくい。このため、多くの内容を詰め込まず、要点を絞

って学生に伝えられるよう、シラバスの見直しを図り、遠隔授業に対応する。 

・授業時間外での学習が主体的に取り組めるよう、ステップアップ方式で課題を提供できる

ようにする。 

・学生のネット環境に合わせた質問機会の拡大。具体的には、チャット機能の有効活用、メ

ール対応の時間延長や、アウトブレイク機能を用いた個々での質問対応など。 

 

（２）長期目標 

実技系授業では、遠隔授業においても学生がリアルさを感じられるように実技の手順と方

法を一緒にできる動画の提供ができるようにしたい。 
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