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1.教育の責任 

 わたくし新谷益巳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

て授業を担当している。今年度の担当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。 

 

表1 令和元年度に担当した科目に関わる詳細 

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Ⅱ 理学2年 必修 令和元年、通年 38 2 

ボランティア活動Ⅱ 理学2年 必修 令和元年、通年 38 2 

チームケア入門Ⅱ 理学2年 選択 令和元年、通年 38 1 

運動療法学Ⅰ 理学2年 必修 令和元年、前期 38 2 

運動療法学実習Ⅰ 理学2年 必修 令和元年、前期 38 1 

体表解剖触診演習 理学2年 必修 令和元年、前期 38 1 

理学療法技術論Ⅱ 理学3年 必修 令和元年、後期 34 2 

理学療法技術論実習Ⅱ 理学3年 必修 令和元年、後期 34 2 

評価実習 理学3年 必修 令和元年、後期 34 4 

総合臨床実習Ⅰ 理学4年 必修 令和元年、前期 40 8 

総合臨床実習Ⅱ 理学4年 必修 令和元年、後期 40 8 

スポーツ理学療法特論 理学3年 選択 令和元年、後期 9 1 

卒業研究 理学4年 必修 令和元年、通年 40 2 

 

表2 令和2年度に担当した科目に関わる詳細 

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Ⅱ 理学2年 必修 令和2、通年 36 2 

ボランティア活動Ⅱ 理学2年 必修 令和2、通年 36 2 

チームケア入門Ⅱ 理学2年 選択 令和2、通年 36 1 

運動療法学Ⅰ 理学2年 必修 令和2、前期 36 2 

運動療法学実習Ⅰ 理学2年 必修 令和2、前期 36 1 

体表解剖触診演習 理学2年 必修 令和2、前期 36 1 

理学療法技術論Ⅱ 理学3年 必修 令和2、後期 38 2 

理学療法技術論実習Ⅱ 理学3年 必修 令和2、後期 38 2 

評価実習 理学3年 必修 令和2、後期 38 4 

総合臨床実習Ⅰ 理学4年 必修 令和2、前期 34 8 

総合臨床実習Ⅱ 理学4年 必修 令和2、後期 34 8 

卒業研究 理学4年 必修 令和2、通年 34 2 

 

表1、2から、私の担当する科目は、圧倒的にリハビリテーション学部の2・3・4年生の科目が多



 

く、中でも2年次の基礎演習Ⅱは建学の精神に係る科目である。特に1・2年次は基礎教養を高め・

倫理観を深めるべく努力することが重要であり、学生の伴奏者としてのわたしの責任は重いと痛感

している。 

3・4年次の科目は、基礎知識と技術（検査測定・治療）を疾患に合わせて対応する能力が求めら

れる。そのため、1・2年次で学んだ基礎的な知識を臨床でどのように生かすか、臨床での思考過程

の習得までを担っている。このことから、3・4年次の科目については理学療法士を目指す学生にと

って重要な部分を担当している。「将来なろうとしている職種」に関する科目を多く担当しているた

め、いかに基礎教養の向上と倫理観の深化が大事であるかを、確固とした理念と方法を用いて学生

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）教員免許状更新講習 講師（平成31年～令和2年度） 

２）環境美化委員会 委員長（令和元年、令和2年度） 

３）安全衛生、個人情報保護、ハラスメント防止委員会 委員長（令和元年、令和2年度） 

４）自己点検委員会 副委員長（令和元年、令和2年度） 

５）学生委員会（令和元年、令和2年度） 

６）クラス担任（平成22年～令和 2年度） 

クラス担任としてのこれまでの関わり 

2010年から令和2年度まで、担任を8回、副担任を2回担当した。主な役割として、学生が学問

を修めることに集中できる環境を整えるためのに相談・指導を行ってきた。本学では、礼儀挨拶に

始まる福祉・医療従事者にふさわしい人間性を磨き、講義・演習・実習と合わせて総合的に福祉・

医療を捉え、実践できる力を養っていく。また、講義以外にも充実した私生活・学生生活を送れる

よう、きめ細かなバックアップ体制を作っている。  

①個別面談 

 年間2回（前期1回、後期 1回）の個別面談を通して、大学生活のことはもちろん、私生活でも

不安があれば気軽に相談できる環境づくりを心掛け実施している。1 年間の様子については、次

年度の担任に書面または口頭で報告すると共に改善案などについても話し合う機会を設けている。 

②出欠確認 

 クラス担任は学生の出欠状況を把握し、3 回以上の欠席が認められた場合には、本人への指導お

よび保護者への連絡を行っている。欠席が目立つ場合は個別面談を通して、学生の不安を取り除

く働きかけをしている。 

③進路指導 

 学生達が希望の進路に進めるよう、進路指導委員会から情報の共有を図り、クラス担任として希

望する進路に向けたサポート体制を整えている。初年度からキャリア教育を行い、目標を持って

学生生活を送れるようサポートをしている。今年度は、3 月に Web による就職説明会に希望する

学生が参加した。 

④保護者連携・後援会 

 必要に応じて可能な限り早目に三者面談を行い、学生の状況を保護者と共有している。また、後

援会という保護者組織を形成しているため、年 1～2回地区ごとに保護者会を開催している。講演

会には教職員が所属しているため、学内行事やボランティア、就職状況などについて保護者との



 

情報交換も行っている。 

 

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）。 

これらには共通して「心（真心）」という文言が含まれていることから、この視点（心の教育の重

視・真心の確立）からの教育、または授業への取り組みというのが我々教員に課せられた重要な課

題であることは明白である。 

この心を獲得するためには「道徳心・倫理観」の確立が不可欠であり、「道徳心・倫理観」を確立

するためには、自分が納得するまで自分の頭で考え抜く力－思考力と忍耐力－が必要であると考え

る。思考力と忍耐力があれば、最後まで自分の頭で考え、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。 

理学療法士してして、科学的根拠に基づいた理学療法に関する専門的知識及び技術を習得すると

ともに、幅広い教養と技能、職業倫理感を身につけ、リハビリテーション専門職としての自覚をも

った行動ができる。また、人びとの多様な生活や価値観を理解し、理学療法士として臨床的問題解

決に必要な知識・技能を身につけ、健康に関する課題解決に向け、科学的根拠に基づいた理学療法

の実践ができる。科学的根拠に基づいた理学療法の基礎および臨床に立脚した研究ができる素養を

身につけ、得られた知識や技術を駆使し、多職種協働による対象者への支援や社会の発展に寄与で

きる。最新の社会・医療情勢の把握に努め、社会のニーズや開大を総合的にとらえ、自らの能力を

活用し、自己研鑽しながら、社会における課題の解決に向け、主体的に行動することができること

を目的である（資料2）。 

 

3.教育の方法 

 理学療法士の主な目的は、運動機能の回復である。これは、日常生活動作の改善を図ることであ

り、最終的には生活の質の向上に繋がるものである。そのため、病気、けが、高齢など何らかの原

因で寝返る、起き上がる、座る、立ち上がる、歩くなどの動作が不自由になると、ひとりでトイレ

に行けなくなる、着替えができなくなる、食事が摂れなくなる、外出ができなるくなるなど不便が

生じることとなる。誰もが、これらの動作をひとの手を借りず、行いたいと思うことは自然なこと

であり、日常生活動作の改善は QOL向上の大切な要素になっている。理学療法では、病気、障害が

あっても住み慣れた街で、自分らしく暮らしたいというひとりの思いを大切にしているため、これ

らの知識や技術の習得だけでなく、情意面の能力についても問われるため、大学 4年間の教育でこ

れらを身につける必要がある。これを踏まえた指導について以下に述べる。 

 

 １）担当している講義の進め方 

 わたしが担当する科目は理学療法士にとって重要なものが多いため、十分な理解が求められる。

そのために、初回の講義では、シラバスに記載されている内容についてオリエンテーションを行い、

シラバスに沿って進める旨を学生に伝えている。成績評価については、全員が十分に理解している



 

かどうか把握した上で進めている。十分な理解が得られない場合、後にトラブルになる恐れがある

ため気を付けている。講義内容については、毎回、授業前にシラバスに記された範囲を伝え進めて

いる。講義毎に予習と復習について指示し、講義内でわからない事がないように配慮している。必

要な資料については、授業掲示板にファイルを添付し事前学習がしやすいようにしている。次に、

成績評価についての例を提示する。「運動療法学Ⅰ」は、小テスト3回（第6回目、第11回目、第

15回目）を総合評価に加え成績をつけている。実際の講義で使用しているコメントカード（表3、

表4、図1）と小テスト（図1）の一部を下記に示す。授業の感想と質問について回答する形式で毎

回の授業後にURLを掲示板に掲示し回答を得ている。 

 

表3 授業後に使用しているコメントカードの感想の回答（運動療法学Ⅰ） 

・訓練をする時の手順や注意をしっかり理解していないと理学療法ができないと思いました。 

・患者様の病態を考えてリハビリをすることが大切だと感じました。 

・リハビリを行うのにおいて患者様の状態をよく見ることが大切だとわかりました。 

・復習頑張ります。 

・ブリッジができるかできないかがこれほど重要なものだとは思いませんでした。 

・運動療法の進め方などを理解することができました。 

・わかりやすい授業ありがとうございました。 

 

表4 質問についての回答（運動療法学Ⅰ） 

・特にないです。 

・ストレスで肺の機能にも影響を及ぼしますか？ 

質問を受けた場合、次回の授業で解説を行っている。個別対応が必要な質問については、個人のメ

ールアドレスから説明をを行うようにしている。 

 

図1 Googleフォームを使用した小テストの例（運動療法学Ⅰ） 

 



 

２）国家試験対策への対応 

 2 年次では、前期（8 コマ）・後期（7 コマ）の国家試験対策を行っている。前期に、グループ学

習の進め方から問題の解き方について学び、その中で取り組んだ国家試験過去問範囲を後期開始時

に模試を行い理解度を確認している（クラス平均は 90％以上の正解率）。後期は、各グループの活

動が活発になるように、うまく進んでいないグループに対しては担任がファシリテータ役として関

わっている。春休み期間には、上級生（3・4 年生）から勉強の方法について ZOOM を使い縦の繋が

りを持つ機会を設けている。 

 

３）学習習慣の習得に向けた対応 

学習習慣をつけるために、学習支援センターの助言を基に、学習記録表（表 5）を用いて学習時

間の確保と実施までを学生が行っている。学習時間、学習時間帯、科目などを把握することによっ

て、振り返りから改善までの一連の学習習慣を見直しを行っている。実際に作成した学習記録表の

一部を下記に示す。 

 

表5 期末試験時に使用した学習計画表 

 

学習計画は水色で示し、実施は赤で示。矢印→内の数字は、右側の科目名の番号である。 

 

期末試験に向けた事前学習から終了までの自己評価を知るために、Googleフォームを使用して調

査を行っている。ここで得られたものは面談の際に使用している。得られたのデータの一部を下記

に示す（図2、表6、表7）。 

 

図2 前期と比べて後期の方が勉強になりましたか？（PT専攻2年生） 



 

期末試験が出来たと回答している学生が 77.8％と多いことがわかった。しかし、前回よりもできな

かった学生もいるため、何が理由であったかを確認することで、次回に向けた対策案を提示すこと

ができる。 

 

表6 図2で回答した理由 

なぜそうおもったか理由を教えて下さい 

・勉強時間が前期より増えたため。 

・前期より勉強の時間が増えたから。 

・通学時間やアルバイトの分を勉強に費やせたから。 

・前期試験の反省を踏まえて勉強したから。 

・記録表記入することで意識が高まったように感じたられたからです。 

前期と比べて後期の方が勉強はできましたか？の回答後、その理由を記述することで、個々の問題

を把握することができる。 

表7 取り組んできた学習の反省点 

後期期末試験を終えて、自身の反省点を教えて下さい 

・集中力がない時があった。勉強とプライベート？をちゃんと分けてできていなかった。 

・出来た教科と出来ない教科の差が激しかったと思う。 

・もう少し勉強すればよかったと思いました。 

・自分に甘い部分があった。 

・休憩する時間が伸びてしまった。 

自身の反省点を振り替えさせることで、どのような過程を把握することができる。 

 

学習記録表と自己評価から、期末試験後に振り返りとして面談をおこなっている。学生が考える

反省点、改善案などを共有することで、学生自身に考えてもらう良い機会としている。 

 

４）成績不良者への対応 

 本学には、学習支援センターがあり、成績不良者に対しては、個別面談、学習の問題点の提示、

学習計画などの対応を行っている。学生支援センターと学生の状況を共有するために、面談への同

席、学習計画の確認、学生からの相談、学生への助言を行っている。 

 

4.教育の成果・評価 

教育の成果について（担当科目について） 

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（表8）。 

 

授業科目 理学療法技術論（リハビリテーション学部）火曜 3限 

実施日  令和2年10月 29日 

実施対象者数 38人 

学部 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 3年 



 

 

表8  

 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。 

3.85 

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。 3.69 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.6 

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。 3.39 

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。 

3.71 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.4 

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。 3.76 

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。 3.06 

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。 3.58 

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。 3.65 

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。 3.53 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.32 

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。 3.65 

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。 3.36 

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。 3.46 

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。 3.56 

 

自由記述 

・講義ありがとうございました。 

・大事なところにラインを引いてくださるのはとても良いのですが、もう少し絞ってラインを引い

ていただきたいです。 

・教科書にただ線を引くだけの授業のように感じた。 国家試験に出ない臨床の話などは参考になっ

た。 

・聞いていてとても面白かったです。ACLのオペの動画が見たかったです。 

 

 わたしの授業は概ね平均的な評価をもらっている。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3.06と圧倒的に低い。理学療法技術論Ⅱは、運動器疾患（整形外

科領域）についての疾患理解を前提に治療内容について学ぶ講義である。臨床場面でも診る機会が

多いため、興味を持ってもらう様な資料やスライドを準備すべきだったことが深く反省するべき点

であると考える。次いで、低い点数であった項目は、「授業の難易度は、あなたにとってどのようで

したか」が3.32であった。術式など難しい表現が多くあり、2年次の整形外科の内容がわからない

場合、予習と復習にかなりの時間を要すこととなる。事前に説明をしていたが、もう少しわかりや



 

すいまたは取り組みやすい工夫をする必要があった。授業終了後に、Google フォームを使用して、

コメントをもらっている。頂いたコメントに対する回答は毎回の授業前に解説を行っていた。 

 

5.教育を改善するための努力 

 リハビリテーション学部の学生は、目的意識を持った学生が多く、理学療法士として現場で活躍

する学生を育成していかなければならないと考える。 

 具体的には、生命倫理や医療倫理といった、医療保健分野における高齢化社会の問題など多岐に

渡り目を向け、学生にとってもっとわかりやすくものを提供するよう努力しなければならない。 

 

6.今後の目標（短期・長期） 

 短期目標として、学生が自身の学習方法を確立するために、学習方法の振り返りから反省を行い、

自ら改善できる能力を身につけることである。アクティブラーニングを通して自己の成長を促進し

ていくことである。長期目標として、学習方法の確立から経験したことを上級生が自らの意識で下

級生の学習支援のために働きかけができることを目標とする。 

 

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、P60、2020年4月、中央法規出版 

（資料２）群馬医療福祉大学ホームページ（令和 3年2月26日閲覧） 

（https://www.shoken-gakuen.jp/university/faculty/rehabili/） 

 

（どの大学も添付資料・参考資料は公開されていない） 


