
 

 

 

 

 

 

 

 

ティーチング・ポートフォリオ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群馬医療福祉大学 リハビリテーション学部 

助教 牛込祐樹 

（令和 3年 2月 26日作成） 

 

 

 



 2 

【目次】 

 

1. はじめに 

 

2. 教育の責任 

1) 群馬医療福祉大学リハビリテーション学部 担当科目における教育活動 

2) 群馬医療福祉大学リハビリテーション学部 担当科目以外の教育活動 

3)社会に向けた教育活動 

 

3. 教育の理念・目的 

 

4. 教育の方法 

1) Active Learning による学習方法の導入 

2)ICTを活用した遠隔授業の活用 

3）PBL学習の導入 

4)ハンドセラピィに関する外部講師との連携 

 

5. 教育の成果・評価 

 

6. 教育を改善するための努力 

1) 詰め込み型学習から主体的・能動的学習への転換 

2) ハンドセラピィに関するより専門性の高い教育の提供 

 

7. 今後の目標（短期・長期） 

1)短期目標 

2）長期目標 

 

8. おわりに 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. はじめに 

 このティーチング・ポートフォリオは、臨床にて整形外科疾患（手外科）に対するリハ

ビリテーションを実施した経験の後に、群馬医療福祉大学で教員として 8 年間活動してき

た現在の自己省察である。自身の教育活動と業績を振り返り、教育評価と今後の活動の改

善につなげることを目的とする。また、情報を共有することで学生や同僚との意見交換し

ていくことを期待する。 

 

2. 教育の責任 

 教育活動については、1)群馬医療福祉大学リハビリテーション学部 担当科目における

教育活動、2) 群馬医療福祉大学リハビリテーション学部 担当科目以外の教育活動、3)社

会に向けた教育活動に分けて記載する。 

 

1) 群馬医療福祉大学リハビリテーション学部 担当科目における教育活動 

リハビリテーション学部作業療法専攻カリキュラムにおいて、全学年に渡り基礎から専

門までの科目を担当している。直近である 2020 年度の担当科目一覧（表 1）と担当科目の

概要(表 2)を以下に示す。 

担当科目は、臨床における整形外科疾患（手外科）に対する作業療法の経験から、身体

障害領域の評価・治療に関する科目を主に担当している。また、臨床での実習指導の経験

を生かして、臨床実習のための事前学習に位置付けられる科目も担当する。 

 

表 1 2020 年度担当科目一覧 

科目名 
対象 

学部 専攻 学年 
必修/選択 

前期/後期 

/通年 
受講者数 単位 

①作業療法概論Ⅰ リハ学部 OT専攻 1年 必修 前期 39 1単位(15)  

②作業療法評価法Ⅰ リハ学部 OT専攻 2年 必修 前期 38 2単位(30)  

③作業療法治療学Ⅱ リハ学部 OT専攻 3年 必修 前期 30 1単位(30)  

④義肢装具学 リハ学部 OT専攻 3年 必修 前期 30 1単位(30)  

⑤作業療法技術論Ⅱ リハ学部 OT専攻 3年 選択 前期 29 1単位(30)  

⑥作業療法技術論Ⅲ リハ学部 OT専攻 3年 選択 後期 29 1単位(30)  

⑦作業療法評価法特論Ⅰ リハ学部 OT専攻 3年 選択 後期 26 1単位(30)  

⑧作業療法セミナーⅠ リハ学部 OT専攻 3年 必修 通年 30 1単位(30)  

⑨作業療法管理論 リハ学部 OT専攻 4年 必修 前期 23 1単位(15)  

⑩臨床総合実習指導 リハ学部 OT専攻 4年 必修 通年 23 1単位(30)  

⑪総合演習Ⅱ（OT） リハ学部 OT専攻 4年 必修 通年 23 1単位(30)  

⑫卒業研究（OT） リハ学部 OT専攻 4年 必修 通年 23 2単位(60)  
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表 2 2020 年度担当科目の概要 

科目名 概要 

①作業療法概論Ⅰ リハビリテーションと作業療法の基礎的な概要について、講義だけでなくグ

ループワークを通して学習する。 

②作業療法評価法Ⅰ 作業療法における評価の位置付けを理解するとともに、基本的な身体機能に

関する評価方法について学ぶ。講義と合わせて実技を行い、実践的な評価方

法を身につける。 

③作業療法治療学Ⅱ 身体障害領域における障害別の作業療法について学ぶ。主に整形外科疾患、

内部障害に関する作業療法を担当し、評価の視点から具体的な治療方法の考

え方を学習する。 

④義肢装具学 作業療法の治療戦略のひとつである義肢および装具について学習する。装具

については基礎となる力学的な説明から実際の装具作製まで実技を通して学

ぶ。 

⑤作業療法技術論Ⅱ 作業療法士が主に担当することの多い手外科領域のリハビリテーション（ハ

ンドセラピィ）の基本的な考え方から障害別の各論について学ぶ。具体的な

治療について実技を通して学習していく。 

⑥作業療法技術論Ⅲ 作業療法の評価や治療・支援について、実践できるようにオリエンテーショ

ンやフィードバック、リスク管理までを含めて実施できるように学生間の気

づきを促しながら学習していく。 

⑦作業療法評価法特論Ⅰ 臨床実習で経験する作業療法の一連の流れや事例のまとめ方だけでなく、実

習指導者との関わりも含めて模擬的に経験しながら実習に向けての準備性を

高める。 

⑧作業療法セミナーⅠ 臨床・研究・教育で必要となる論文抄読について学ぶ。検索選定した論文を

読み込み、内容を発表することで学生間でディスカッションをおこう機会を

設ける。 

⑨作業療法管理論 作業療法の臨床業務に付随する管理運営について学ぶ。組織運営について

PBL学習を実施する。 

⑩臨床総合実習指導 臨床総合実習に臨むための心構えや準備しておくべき基本的な事項について

理解するとともに、実習後には実習内で学習した内容について発表すること

で共有する。 

⑪総合演習Ⅱ（OT） 大学生として備えておくべき学士力向上を図る。主に進路・資格取得プログ

ラムを実施し、社会に出るための準備性を高める。 

⑫卒業研究（OT） 研究法で学習した基本的な研究手法を基にして、指導教員の指導を受けなが

らテーマを決めて研究を行い発表し、学生間でディスカッションする。 
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2) 群馬医療福祉大学リハビリテーション学部 担当科目以外の教育活動 

 リハビリテーション学部作業療法専攻カリキュラムにおける担当科目以外の代表的な取

り組みとして、①作業療法士国家試験対策、②リハビリテーション学部進路指導委員会に

おける就職支援、③リハビリテーション学部入試広報委員会における入試・広報活動につ

いて示す。 

① 作業療法士国家試験対策 

群馬医療福祉大学リハビリテーション学部では、国家試験対策委員会が国試対策

の方針を定め、学生支援の全体的な取りまとめを行う。その枠組みの中で、各学年の

担任・副担任が学生個別の学習支援を実践している。作業療法専攻 1 期生(2015 年度)

から 6 期生（2020 年度）の間、幸いなことに 4 期（2・4・5・6 期生）に渡り、4 年

生の担任を経験する機会を得た。残念ながら各期で合格率 100％を達成することはで

きていないが、すべての期の合格率で全国平均を上回る結果に繋げることができ、担

任として一定程度の学習支援が実践できたと考える。ただ、担任ができることはあく

までも支援であり、学生自身の多大なる努力でなり得た結果であることは記してお

きたい。 

国家試験対策における具体的な取り組みとして、中島雅美氏（国試塾リハビリアカ

デミー）の Active Learning による学習方法を導入し、学習支援を行っている。主な

学習内容として、①国試頻出単語の音読（語彙力の向上）、②グループによるシェア

学習（ポスター作成によるイメージ学習）、③ペアによるシェア学習(学習内容の整

理・確認と問題対応力向上)を実施しており、いずれの学習方法においても active 

input と active output を主体とした主体的・能動的学習となっている（図 1）。その

他にも、苦手領域の補習の実施や学習状況の進捗確認、不安を感じる学生の面談など

を実施している。 

 

図 1 国家試験対策の様子 
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② リハビリテーション学部進路指導委員会における就職支援 

リハビリテーション学部の進路指導委員会および作業療法専攻担任として学生の

進路決定の支援を実施している。就職活動の概要説明にはじまり、履歴書作成の指導、

病院見学や面接試験等のマナーの説明、模擬面接の実施など行っている。また、4・

3 年生を対象に、就職センターと連携して就職説明会を開催している。 

③ リハビリテーション学部入試広報委員会における入試・広報活動 

リハビリテーション学部入試広報委員会として、入試広報センターと連携し、学生

募集の一環としてオープンキャンパスの企画運営、高校ガイダンスの実施、高校訪問

などの広報活動を実施している。入試では、リハビリテーション学部総合型選抜（課

題チャレンジ型）の課題・評価基準の作成、面接試験の質問項目・評価基準の作成な

どを行なった。また、学生募集と入試との関連についてのデータ分析なども実施して

いる。 

 

3)社会に向けた教育活動 

 専門である整形外科疾患（手外科）に対するリハビリテーションとして位置づけられる

ハンドセラピィについて、臨床の作業療法士・理学療法士を主な対象として社会に向けた

教育活動を実施している。また、一般社団法人 群馬県作業療法士会における学術活動の

運営に関わっている。 

代表的な取り組みとして、①群馬ハンドセラピィ研究会での活動、②わたらせハンドセ

ラピィ勉強会での活動、③ハンドセラピィに関するその他の関連団体での活動、④一般社

団法人群馬県作業療法士会 学術部での活動について示す。 

 

① 群馬ハンドセラピィ研究会での活動 

 群馬ハンドセラピィ研究会は、群馬県内の作業療法士が中心となり活動するハン

ドセラピィに関する教育・研究グループである。群馬県におけるハンドセラピィ発展

の必要性を感じ、臨床の作業療法士とともに 2015 年に立ち上げ代表を務めている。

非営利の研究会として、ハンドセラピィに関する知識・技術の向上を目的として勉強

会の開催や各種活動を実施している。活動の様子を以下に示すとともに、群馬ハンド

セラピィ研究会のホームページにて活動について発信している（図 2、3）。 

 

 

群馬ハンドセラピィ研究会ホームページ 

https://www.ghtsg301.com 

 

図 2 群馬ハンドセラピィ研究会ホームページ 
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図 3 群馬ハンドセラピィ研究会 活動の様子 

 

② わたらせハンドセラピィ勉強会での活動 

 わたらせハンドセラピィ勉強会は、群馬県・栃木県・埼玉県の作業療法士が中心と

なり活動するハンドセラピィに関する教育・研究グループである。臨床の作業療法士

とともに 2017 年に活動を開始し、2020 年に組織として正式に設立された。非営利の

勉強会として、ハンドセラピィに関する知識・技術の向上を目的として勉強会の開催

や各種活動を実施しており、その企画運営に携わっている。これまで群馬県、栃木県、

埼玉県の各県で 3 回の勉強会を開催している。 

③ ハンドセラピィに関するその他の関連団体での活動 

 ハンドセラピィに関連するその他の関連団体として、T-HANDs（東京）や中伊豆ハ

ンドセラピィ勉強会といった教育・研究グループでの研修会にて講師・運営補助に携

わっている。また、酒井医療株式会社が主催するハンドスプリントセミナーにおいて

も講師・運営補助として携わっている。また、日本ハンドセラピィ学会員として活動

している。 

④ 一般社団法人群馬県作業療法士会 学術部での活動 

 一般社団法人群馬県作業療法士会 学術部長として、群馬県作業療法学会の企画

運営、群馬県作業療法士会員を対象とした研究支援、機関誌「ぐんま作業療法研究」

の発行に携わっている。 

 

3. 教育の理念・目的 

 群馬医療福祉大学は、「地域とともに成長する大学」として地域貢献活動を特色の一つ

として挙げている。私個人としても、実践者として社会の中で活躍し、地域に貢献できる

作業療法士を育てたいという理念を持ち続けている。 
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日本作業療法士協会は、「作業療法は、人々の健康と幸福を促進するために、医療・保

健・福祉・教育・職業などの領域で行われる、作業に焦点を当てた治療・指導・支援であ

る」と定義している。日本国内では、作業療法の核とは何かについて議論が交わされた過

去があるが、作業療法の理念としては揺るぎのないものとなっていると感じる。一方で、

作業療法のフィールドである地域に目を向ければ、複雑で難解な課題が横たわり、それに

対応するように個々の専門性が高まり、機能分化が以前にも増して進んできている。養成

校教育の間にすべての領域に対応できる知識・技術を学生が備えることは困難である。 

そのような状況でも、地域に貢献できる人物として社会で活躍できるようにするために

は、置かれた場所で自ら課題を見つけ、解決するための「考える力」を養う以外に術はな

いと考える。更に望むならば、他者と建設的に協働し、前向きに楽しんで臨んでいけるよ

うになってもらいたい。私自身がいまだ継続した研鑽が必要であり、学生とともに楽しん

で成長する教員として教育に携わりたいと思う。 

 自身の専門であるハンドセラピィについて述べると、「作業に焦点を当てた治療・指

導・支援」の以前に、直接的に身体機能に関わらなければならないことが多い。その分、

治療・支援の結果が明確になりやすいと言われている。ただ、「手の部分的・一時的な外

傷」として対象者自身もさほど重く受け止めていない傾向があることも事実であり、そこ

に甘えて、結果に繋がらない理由を、対象者や疾患の「せい」にできてしまう。作業療法

士は、常に最大限の結果につながるように努める必要があり、結果の成否の要因について

はまずは作業療法士の取り組みがどうであったかに焦点を当てて考えることが重要であ

る。そのような自己省察と自己研鑽ができる作業療法士を育成したいと考える。 

 

4. 教育の方法 

1) Active Learning による学習方法の導入 

 リハビリテーション学部作業療法専攻カリキュラムにおける担当科目にて、でき得る限

り Active Learning を取り入れたいと考えている。その重要性は以前から述べられていた

が、従来型の一方的な授業デザインとなってしまうことが多かった。国家試験対策にて積

極的に Active Learning を導入したことで、Active input と Active output による学習

効果は目を見張るものがあり、学生自身も理解が深まることで主体的・能動的学習につな

がっていく経験をすることができた。その経験を生かして、科目内容に合わせて導入して

いく。また、実技の習得を伴う科目については、臨床を想定した実技練習も併せて実施す

る。 

 

2)ICT を活用した遠隔授業の活用 

 Zoom などの ICT を活用し、状況に応じて遠隔での授業展開や学生相談を実施する。ま

た、対面でも実技等のデモンストレーションを行う際に手元を映すなど活用していく。 
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3）PBL 学習の導入 

 課題を解決するための力を身につけることも重要であるが、これからは課題を発見する

力を身につけることも重要である。臨床場面や地域社会の中では、明確な解答がないこと

も多く、PBL 学習を通して課題指向的な考え方を経験する。 

 

4)ハンドセラピィに関する外部講師との連携 

 義肢装具学の科目において、ハンドセラピィについて経験豊富な外部講師を招き、連携

を取りながら授業を展開する。 

 

5. 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。 

 

表 3 2020 年度担当科目の授業評価アンケート 

2020年度リハビリテーション学部作業療法専攻 義肢装具学(前期科目) 実施対象者 30名 

No. 質問項目 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。 3.75 

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。 3.75 

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。 3.53 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.73 

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。 3.87 

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。 
3.73 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.73 

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。 3.80 

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。 3.67 

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。 3.87 

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。 3.73 

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。 3.87 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.60 

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。 3.93 

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。 3.60 

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。 3.73 
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6. 教育を改善するための努力 

1) 詰め込み型学習から主体的・能動的学習への転換 

 これまでの担当科目では、学習範囲をすべて網羅するために内容を詰め込むことで、学

生にとっては情報が過多となり十分に学習効果が得られていなかった。一方的な授業デザ

インではなく、学生による主体的・能動的な学習への転換が必要である。改善していくた

めのポイントとして、①学習範囲の整理と焦点化、②Active input/Active output の機会

の提供、③学習内容の振り返りの機会の提供、④Active learning の習慣化があげられ

る。その点を考慮し、シラバスの見直しと評価基準の適正化を進める。 

 

2) ハンドセラピィに関するより専門性の高い教育の提供 

 高等教育としての大学の役割として、教養に裏打ちされた成熟した人格形成と専門性の

高い教育・研究の実践は重要である。専門性の高い教育・研究の実践のために、担当科目

としての授業だけでなく、卒業研究等を通じて研究活動の実施していく必要がある。在学

期間中だけに留まらず、卒後教育にも繋がるため研究環境を整備していく。 

 

7. 今後の目標（短期・長期） 

1)短期目標 

① 認定作業療法士の取得 

認定作業療法士は、日本作業療法士協会が実施している生涯教育制度の一環である。

現在基礎研修は修了しており、2022 年までに認定作業療法士の取得を目指す。 

② 認定ハンドセラピストの取得 

認定ハンドセラピストは、日本ハンドセラピィ学会がハンドセラピィについて高度

な専門的知識と技術を習得したハンドセラピストの育成を目的として実施している

制度である。2023 年までに認定ハンドセラピストの取得を目指す。 

 

2)長期目標 

① 実践者として社会の中で活躍し、地域に貢献できる作業療法士の育成 

理念として掲げた、地域に貢献できる作業療法士を育成していくことを目標とする。

学生への教育体制を整えるとともに、私自身の自己研鑽も継続していきたい。 

② 地域におけるハンドセラピィの発展 

大学に所属している作業療法士として、群馬県を中心としたハンドセラピィの発展

に寄与していきたい。養成校と臨床を結びつけながら教育・研究活動を実施していく。 

 

8. おわりに 

ティーチング・ポートフォリオを作成し、群馬医療福祉大学で教員として 8 年間の活動

について自己省察を行った。今後の活動の改善につなげていきたい。 


