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1・教育の責任 

 私はリハビリテーション学部リハビリテーション学科の教員として、リハビリテーショ

ン学部・看護学部の 2 学部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

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。  

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 

基礎運動学

Ⅰ 

理学・作業療

法 1年 
必修 

令和 2、前期 
78 2 

基礎運動学

Ⅱ 

理学・作業療

法 1年 
必修 

令和 2、後期 
78 2 

チームケア

入門Ⅰ 

理学・作業療

法 1年 
必修 

令和元、2、 

後期 
78 2 

理学療法セ

ミナ－Ⅰ 

理学療法 

1年 
必修 

令和 2、通年 
39 2 

基礎演習Ⅰ 理学療法 1

年 
必修 

令和元、2、 

通年 
39 2 

ボランティ

ア活動Ⅰ 

理学療法 1

年 
必修 

令和元、2、 

通年 
39 2 

地域理学療

法学実習 

理学療法 3

年 
必修 

令和元、2、 

通年 
38 2 

理学療法セ

ミナ－Ⅱ 

理学療法 4

年 
必修 

令和元、2、 

前期 
34 2 

臨床実習指

導Ⅰ 

理学療法 3

年 
必修 

令和元、2、 

通年 
38 2 

臨床実習指

導Ⅱ 

理学療法 4

年 
必修 

令和元、2、 

通年 
34 2 

評価実習 理学療法 3

年 
必修 

令和元、2、 

後期 
38 4 

総合臨床実

習Ⅰ 

理学療法 4

年 
必修 

令和元、2、 

前期 
34 8 

総合臨床実

習Ⅱ 

理学療法 4

年 
必修 

令和元、2、 

後期 
34 8 

疾病・治療論

総論 

看護 1年 
必修 

令和元、2、 

後期 
92 2 
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 上記の表で特徴的なことは、初年次教育に係る科目が多いことと、３・４年次に開講され

る臨床実習に係る科目が多いことが挙げられる。初年次教育においては、教養や専門的な知

識を学ぶ基盤を築き上げるために、学力・学習目的・学習動機・学習習慣の多様な学生に対

して、高等学校から大学への円滑な移行が重要となる（資料１）。また、卒業後、一社会人

として、理学療法士として社会の役割を担っていくうえで、臨床実習において知識や社会人

スキルを身に付けることが極めて重要であり、私の責任は重いと痛感している。しかし、新

入生の中には「理学療法士になりたい訳ではない」と意思表示する学生も極少数いることか

ら、学生自身が将来像を明確化できるような指導も取り入れる必要性があると言える（資料

２）。 

本学での授業の他に、以下のような活動をしている。 

1）2018、2020年度教員免許状更新講習講師 

2）2019、2020年度ぐんま県民カレッジオープンキャンパス大学等出前講座講師 

3）2019、2020年度臨床実習指導者講習会講師 

4）群馬県養成校連絡協議会委員 

5）学生支援センター委員 

6）障害学生初級コーデイネーター 

7）学生委員会委員長 

8）実習指導調整委員 

9）安全衛生・個人情報保護・ハラスメント委員 

1）の教員免許状更新講習では、「運動による障害予防-理学療法の観点から-」の講座を実施

した。本年度の受講生は 40名で、保育教諭、小中学校教員、高等学校教員など様々であっ

た。受講者から「本講習内容・方法についての総合評価」、「本講習を受講した自身の最新の

知識・技能の修得の成果についての総合評価」について、十分満足した（十分成果が得られ

た）67％、満足した（成果が得られた）30％という評価が得られ（資料３）、好評であった

ので、来年度も開講予定である。2）のぐんま県民カレッジオープンキャンパス大学等出前

講座では、利根教育事務所主催のもと「健康な体づくり」の講座を実施した。本年度の受講

生は 32名で、受講者から「立った姿勢での運動や椅子に座りながらできる手軽なストレッ

チを紹介して頂き、大変参考になった」という声が多く寄せられた（資料４）。 

 

2.教育の理念・目的 

本学は、「仁」を建学の精神として、「知行合一」を教育理念に掲げている。「吾が英知（真

心）の実践、即ち、善いことを行いで示せとすることが群馬医療福祉大学の教育理念」であ

る。また、「実践力を養う」「気力を養う」「ものの見方を養う」「知見と工夫と生活態度を養

う」を教育方針としている。更に、全学ディプロマ・ポリシーとして、「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
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身につける。」が謳われている（資料５）。他に、専門性の探求（態度・志向性）、専門的実

践力（知識・理解、汎用的技能）、多職種協働（態度・志向性）、地域実践（総合的な学習経

験と創造的思考力）が挙げられる。 

これらに共通して言えることは「心（真心）」であり、社会的な常識や豊かな人間性を持

ち、対象者に対して真心で接することができるよう心の教育の重視・真心の確立が重要と言

える。そのうえで、専門性を高めるために自ら探求し、社会生活や地域の課題に対して様々

な視点から考え、多職種と協働して実践できるような素養を育むことが重要であると考え

る。近年、自己中心的で他者の考えを理解しようとしない学生や自身の未熟な部分に目を向

けようとしない学生がいるように感じる。単に専門的な知識を教授するのではなく、目の前

の学生の様子を観察し、より豊かに学生自身の生活が有意義となるよう関わっていきたい。

また、常に学生の意見を取り入れつつ、学生が講義で求めているものを確認しながら、双方

にとって満足のいく講義を目指していきたい。 

 

3.教育の方法 

このような理念・目的を実現するためには、様々な方法が考えられるが、その中でも私が

実践している方法を述べたい。 

 

（1）礼節を重んじ、時間を厳守する 

 礼節とは、人間関係や社会生活の秩序を大切にし、相手に敬意を払うことや、そのための

作法を身に付けることを意味する。人間関係を良好にするためには、互いに敬意を払うよう

な言葉遣いで、相手の気持ちを思いやる言葉掛けが重要と言える。自分と違う意見を持つ人

にも敬意を払い、分からないことがあった場合でも謙虚に尋ねることができれば、自分自身

を相手に受け入れてもらえるということを日々の関わりの中で大切にしていきたい。また、

講義開始時間、終了時間、提出期限など様々な時間設定を互いに守ることが信頼に繋がるこ

とを意識させたい。学生と共に学び合う環境創りを目指し、自らの働きかけが相手への影響

を変化させる可能性があることを意識しつつ、これらのことを学生に伝えながら関わって

いる。 

 

（2）課題を発見し、自主的に計画を立て、実行する力を育む 

 現状に満足せず、現状をより好転させるために何ができるか「未来への一手」を常に考え

る力が重要となる。このように課題に対して問題発見力を高めるためには、多面的かつ論理

的に整理し、事実に基づいて裏付けを取り、信憑性を高めることも必要と言える。このよう

な力を育むためには、まずは、問題を可視化できるよう目の前で起こっている事象を、相手

に分かりやすく、時には専門用語を用いながら説明できなければならない。理学療法士・作

業療法士として必要となる立つ、座る、移乗する、歩くなどの身近な事象から、食事をする、

排泄するなどの日常生活の動作に至るまで様々な事象を客観的に表現できるよう課題を設
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定している。 

 また、期日までに課題を成し遂げるためには、計画を立て実行しなければならない。提出

期限を把握し、課題の内容、進め方など遂行に必要な情報を整理したうえで、複数ある課題

を同時に遂行するために具体的な計画が立てられるよう促している。計画倒れにならない

よう自ら実行できているか確認することの重要性も伝えている。 

これらは、社会人基礎力の考え抜く力、前に踏み出す力に通じる内容であるため、見通し

を立てながら広い視野で物事を捉えられるよう働きかけている。 

 

（3）興味を持って取り組み、様々な考え方があることに気付く 

 理学療法・作業療法を行いながらある問題点を改善するためには、様々なアプローチ方法

がある。それぞれの目的に合致した内容であれば、それは間違いではなく、同じ疾患であっ

ても理学療法対象者を取り巻く環境や個々人が異なるため、アプローチ方法も十人十色と

言える。実施しようとしている方法の目的や効果など根拠を明示できるように文献検索を

行い新たな知見を得ること、医療の進歩に対して常に情報を得る姿勢を持つことが必要で

あると痛感している。対象者に興味を持ち、自らが関わることでどのように変化するのか、

理学療法の奥深さについても伝えている。 

 

（4）アクティブラーニングを通して自己肯定感を育む 

 3年前から、3年次に設定されている地域理学療法学実習の中で老人福祉センターに出向

き、健康講座を企画・運営している。学生自らがプログラムを企画・運営し、実際に行った

内容を振り返り、善かった点、改善すべき点を体験の中から認識し、仲間と協力しながら改

善するようなアクティブラーニングを取り入れている。具体的には、転倒や認知機能の低下

を予防するようなプログラムを考え、実際に地域在住高齢者に行うことで、プログラムの難

易度の設定の難しさや高齢者を理解することに繋がっている（資料６、７、８）。このよう

な活動を通じて、参加者から楽しかったなどの感想を直接もらうことで自己肯定感を育む

ことができると考える。今後も地域の中で学生が育つ環境を作っていきたい。 

 

（5）同学年、他学年との協同学習 

 社会構成が変化する中、核家族化が進み、人間関係の希薄化が見られる。個人の学びも大

切であるが、自身が理解したと思っていることを他者に説明をし、他者から理解を得ること

ができれば、学びを定着・促進することができると言える。理解しているつもりではなく、

誰に対しても自分の中で分かりやすい言葉に置き換えて説明することができれば、理解し

たと言い切ることができると思われる。本年度、初年次生に対して理学療法セミナ－Ⅰの科

目内で他学年との協同学習を取り入れた（資料１）。入学して間もない時期に行ったことで、

1年生から「学校生活や学習内容、実習について詳しく聞けた」などの肯定的な意見が得ら

れ、これからの学校生活に対して有益な情報が得られたことがうかがえる。また、後期の中
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で「呼吸・循環」（過去 10 年間の国家試験総出題数の 16.4％）をテーマに、3年生との協同

学習を行った。その結果、「先輩の教え方が分かりやすく真似したい」「とても優しく教えて

もらえたので嬉しかった」などの好意的な意見が得られた。そもそも協同学習とは、グルー

プに分けて学習させることではなく、学習者を小集団に分け、その集団内の互恵的な相互依

存関係を基に協同的な学習活動を生起させる技法を言う。すなわち互いに協力を必要とす

るような関係（集団随伴性）を作ることである。上級生から教えられるだけでなく、下級生

が「わからない」という問いを投げかけることで、それに応答する上級生がより確かな学び

に通じると言える。また、他学年との協同学習を行うことは、下級生にとっては現実的な未

来を想定することにも繋がるため、下図に示す協同学習の 5 つの基本要素を意識しながら

内容を設定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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の一例を示す。 

 

授業科目 基礎運動学Ⅱ 水曜 2限 

実施日  令和 3年 1月 27日 

実施対象者数  81人 

学部 リハビリテーション学部１年 

 

 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。 

3.74 

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 3.82 
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いたと思いますか。 

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。 3.7 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.75 

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。 3.63 

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。 

3.72 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.65 

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。 3.74 

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。 

3.68 

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。 3.82 

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。 

3.75 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.37 

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。 3.68 

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。 

3.74 

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。 3.72 

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。 3.72 

 

自由記述 

内容が多いのはわかるのですが、前半に時間をかけすぎて後半の授業スピードがとても早

くなっていたイメージがあります。また、時間内に終わらせた方が学生の集中力が続くので

はないかなと思いました。私は授業時間を過ぎても授業をやっているとやる気がなくなっ

てしまいました。 

授業資料を早めにアップして欲しいです。 

ゆっくりとはっきりお話してくださるため、とても聞き取りやすかったです。要点をまとめ

て、わかりやすく解説してくださったので、とても学習しやすかったです。ありがとうござ

いました。 

特になし。 

 

私の授業では、学部全体の平均より 8項目が低い評価となっている。11「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。」では、それなりの評価をもらえているが、13

「授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。」では 3.37と圧倒的に低い。これに
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関わる項目として、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。」、7「板

書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。」についても全体平均より低い結果で

あることから、学生一人ひとりの理解が十分に得られていないと解釈でき、反省すべき点で

あると考える。 

 

5. 教育を改善するための努力 

 アンケートの結果から、内容の多さから後半の授業スピードが速くなっていたことが分

かる。一方で、ゆっくりとはっきり話し、わかりやすく解説していたため学習しやすかった

との意見もあることから、学生の受け取り方は一様ではないとも言える。このことは、授業

の難易度の受け止め方にも関連する内容であるが、一度の説明で理解できるような解説や

分かりやすい言葉や表現に置き換えて説明できるよう工夫していきたい。この他、学生が質

問しやすい環境を作り出すことも重要である。声を掛けやすい雰囲気、学生一人ひとりを気

に掛けているという姿勢を示していきたい。 

 他の教員の授業を参観するというのも授業改善の有効な手段であると思う。リハビリテ

ーション学部内だけでなく、社会福祉学部、看護学部、医療技術学部、短期大学部の教員の

授業を積極的に参観し、自分にはない教授法を取り入れ、実践していきたい。また、自分の

授業を他学部の教員に見てもらうことで、学生にとってより良い授業を目指していきたい。 

また、個々の学生の学びを促進していきたい。このことが授業の質を向上させることに繋

がるからだ。学びの基礎には文章の読解力が必須となるため、高等教育支援センターと連携

しながら学生個々の能力を把握しつつ、要約する力をつけていきたい。そして、スポーツ重

視で試験期間直前に勉強するような経験しかない学生に対して、日々の学習習慣が身につ

くよう働きかけていきたい。日々の授業の予習・復習の重要性を問うだけでなく、実際に予

習・復習を行いながら、分からない個所を明確にし、授業の中で解決できるよう有効に取り

組むことが重要と言える。 

 

6今後の目標（短期・長期） 

1）短期的な目標 

 比較的短期に学生への指導力をアップさせるために以下のような目標を立てる。 

①FD活動への参加 

  群馬医療福祉大学では、現在さまざまな FD・SD活動が行われており、その中には授業

改善に向けた取り組みやティーチングポートフォリオに関するものも含まれている。こ

れは、大学側が教員の授業改善に対してバックアップをしていることの表れと言えるた

め、我々教員も積極的にこのような研修会に出席する必要がある。私自身、今まで行われ

てきた FD・SD研修会には、全て出席している。 

 

 ②学生のコメントカード、授業評価アンケートの積極的な利用 
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  学生による授業評価アンケートや毎回の授業後に提出させているコメントカードの結

果を真摯に受け止め、点数の低い項目については積極的に改善できるよう工夫していき

たい。前述した「授業の進め方」については来年度開講される授業からさっそく改善して

いきたい。また、学生の意見を汲み取れるよう促していきたい。 

 

 ③授業中以外での対応 

  私が担当する授業では、少ない時で 40名、多い時で 80名の学生がいる。そのような中

で個人個人が抱える疑問、理解している内容は異なると思われる。どのように学習すれば

よいか分からない学生もいると思われるので、学生が気軽に尋ねることができる環境づ

くりを目指していきたい。 

 

 ④オンデマンドの活用 

  本年度は、covid-19 感染拡大防止の観点から警戒度が高い期間は、遠隔授業が行われ

た。授業内で質問を受ける時間を設けたものの活発な授業とは言えなかった。今後の状況

によっては、対面と遠隔を用いたハイブリッド式の授業形態も考えなければならないが、

個々の学生が授業後に復習できるようにオンデマンドの利用を取り入れていきたいと考

えている。 

 

2）中期的な目標 

 まず理学療法・作業療法の対象となるヒトに興味を持つように、そして、理学療法・作業

療法の面白さに興味を持てるようになることが目標である。卒業後の将来の自分を思い描

くことは難しいが、日々の学生生活の中で学生自身が上級生との協同学習を通じて現実的

な未来を描けるような取り組みを推進していきたい。これらのことが、中途退学者を防止す

ることに繋がるのではないか。 
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