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1・教育の責任 

本資料作成者である宮寺亮輔（以下、作成者）はリハビリテーション学部作業療法専攻の

教員として、以下の授業科目を担当している。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 

作業療法概

論Ⅱ 

1 必修 令和 2年度 

後期 

39 名 1 

基礎作業学

実習 

1 必修 令和 2年度 

後期 

39 名 1 

ひとと作業

活動Ⅱ 

2 必修 令和 2年度 

前期 

34 名 2 

運動学実習 2 必修 令和 2年度 

前期 

37 名 1 

身体機能作

業療法学Ⅱ 

2 必修 令和 2年度 

後期 

37 名 2 

作業療法セ

ミナーⅠ 

3 必修 令和 2年度 

通年 

30 名 1 

作業療法治

療学Ⅱ 

3 必修 令和 2年度 

前期 

30 名 1 

作業療法技

術論Ⅰ 

3 選択 令和 2年度 

前期 

28 名 1 

作業療法評

価法特論Ⅰ 

3 選択 令和 2年度 

後期 

26 名 1 

臨床評価実

習Ⅰ 

3 必修 令和 2年度 

後期 

30 名 3 

臨床評価実

習Ⅱ 

3 必修 令和 2年度 

後期 

30 名 3 

臨床総合実

習Ⅰ 

4 必修 令和 2年度 

前期 

23 名 8 

臨床総合実

習Ⅱ 

4 必修 令和 2年度 

後期 

23 名 8 

卒業研究 4 必修 令和 2年度 

通年 

23 名 

内担当：3名 

2 

 



前頁の表でわかるように、作成者の担当する授業は、学部全学年に関わり、身体機能障害

領域の技能面、臨床実習での技能実践、研究指導に係る科目が多い。基礎医学で学んだ知識

を高め・ヒトの体や心を診る力を育てることは重要であり、彼ら学生が臨床実習や就職時に

高い臨床技能を備える必要がある点においてわたしの責任は重いと痛感している。しかし、

ある意味では「高い臨床技能を発揮するための学習過程は、将来なろうとしている職種とは

直接関係がない」と考える学生もいることは事実であり、そのような学生に対して、いかに

基礎医学の知識を踏まえたヒトの体と心を診る力（作業療法評価過程の理解．臨床技能にお

ける見学）の向上とその知識や技能を表出する力（臨床技能における実施、模倣）が大事で

あるかを、理念に基づき実践のイメージ化につながるデモンストレーション等を通して、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、以下のような活動を通して、学内・学外で得られた情報を教育活動

に活かしている。 

 

1）各種委員会（実習指導調整委員会、他） 

2）障害学生学修支援センター員 

3）東京都保健医療公社 豊島病院 非常勤勤務（作業療法士としての臨床業務） 

4）日本作業療法士協会養成教育部委員 

5）医療研修推進財団 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 養成教員等講習会世話人 

6）日本作業療法学会・群馬県作業療法学会の演題査読委員及び座長 

7）群馬県作業療法士会 地域作業療法推進部 認知症支援推進グループ長 

認知症ケア資質向上のための研修会企画・運営 

8）各種研修・講習会講師（前橋市内自治会及び公民館での講師等） 

9）前橋市内作業所派遣事業 

10）日本シーティング・コンサルタント協会学術局委員 

11）日本シーティング・シンポジウム一般演題座長 

12）車椅子シーティング研究編集委員 

13）車椅子シーティング実践ガイドライン作成委員 

 

 

2.教育の理念・目的（資料 1） 

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、更に学部ディプロマ・ポリシーに、「健康福祉に関

する諸課題に対して、心身機能や疾患特性、個人の考え、地域の特性、人的･物理的･制度的

環境等に配慮し、全人的な評価と支援の視点でリハビリテーションの専門職としての実践

ができる。」とある。 



 この学部ディプロマ・ポリシーにおけるヒトの体や心を全人的な評価と支援の視点で診

るためには、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と考える。 

 この心を獲得するためには、人格的な資質を育むことはもちろん、豊かな教養により醸成

された人間性を身につけることが不可欠である。リハビリテーションの専門職として必然

的に実践が求められる多職種協働を、医療と福祉の総合大学である本学で経験することで、

他者の考えを認めつつ多角的に物事を考える力が身に付き、結果として自己の成長に繋が

ると考える。 

 

 

3.教育の方法 

このような理念・目的を実現するためには、多種多様な方法が考えられる。その中でもわた

しが実践している方法を述べたい。 

 

（１）学生自身の体で体験しながら、心あるいは体に障害のある者への支援を考える 

作業療法士の支援対象は、多様な成育歴、生活様式がある上、難治なものも含む多様な疾

患を罹患した者である。学生は将来、この対象者に対し、生活行為の維持・向上を図る支援

を考えていくわけだが、その際に健常なヒトの心や体および生活行為を理解していること

が求められる。よって、学生は自らの体の構造、心の変化に興味関心を持ち、作業活動が自

身に及ぼす影響を知るために、自ら様々な活動を主体的に体験していくことが必要である。

そのため、作成者は個々の学生自身が道具の操作（作品制作含む）に関わる、自身の体を使

って計測する、他者の体を計測して比較する、演習で得たデータをクラス全体あるいは他の

データ（年齢平均など）と比較する、などの過程を演習科目に取り入れることを心がけてい

る。また、身近な他者（家族、友人、親戚など）の生活行為を専門職の視点から観察するこ

とで、ヒトの生活の実態を理解することができる。学生はこの過程を通して自身や健常なヒ

トの心や体及び生活行為を理解し、障害のある者の変化に気づきやすい態度や志向性を育

てることができると考える。 

 

（２）作業療法評価過程を理解するためのアクティブラーニングの実施（資料 2、3） 

本教育手法は、障害のある者の心や体に対して支援をしていく際に必須な作業療法評価

過程を理解するために、学内でシミュレートすることを図るものであり、平成 25 年度より

開発・実践してきた。学生はグループで、2 事例（1 事例目：紙上事例，2 事例目：紙上事

例に加えて評価場面を映像化）について検討し、2事例を評価するにあたって学生が課せら

れた課題は①事例の疾患や生活背景などの基礎情報から考えられる事柄の列挙、②挙げら

れた事柄に対応する評価の立案および実施、③得られたデータを元に事例の全体像の作成、

④全体像の共有およびクラス全体への発表である（図 1）。教員は，学生がデータを収集す 



 

 図１ アクティブラーニングの概要    図 2 アクティブラーニング内の 

シミュレーションの実際 

 

るにあたり、実習指導者に加え、様々な職種役になり学生の対応をした。学生は適した職種

にアポイントを取り、評価の目的を述べ、それらが適切な場合に徐々にデータが獲得してい 

く（図 2）。このように、学生は対象者の情報を得るために必要な手立てを自ら考え、行動

した結果、情報や知識が積み重なっていく経験を通して、臨床現場での模擬的な行動体験が

できる仕組みである。また、自信の考察だけでなく、説明や発表の機会を通してグループや

クラスの考えを共有し、一般化かつ有効な作業療法の支援が自然と身につくことも狙いで

ある。この授業そのものが、ディプロマ・ポリシーの中の他職種協働の視点につながると考

える。新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、対面での臨床実習が困難な現在におい

て、実習施設の指導者を含めて、この仕組みを遠隔で実践することが有効かと考えるため、

実習指導体制の改革を含めた検討をしていきたい。 

 

（３）良い本・文献を見分ける力をつける 

 作成者を含めて作業療法養成校の教員は、日本および世界の情勢を踏まえて、最新の作業

療法の教育を実践しているが、先に述べたように多様な背景の対象者の支援を検討するた

めには、文献の中から有効な情報を得ることが必要になる。そこで必要となるのが、良い本・

文献を見分ける力である。情報化社会の中で、必要な情報を検索する力も重要だが、検索し

た文献の良しあしを見分ける力も重要である。作成者は、文献抄読をする習慣をつけること

はもちろん、授業や演習の中で、論理が一貫して読みやすい文献などを紹介した上で、批判

的にレビューをする方法を説明している。これによって、対象者支援における問題解決の際

に、学生自らが文献から必要な情報を入手でき、対象者に実践できるようになると考える。 

 

（４）深く考える前に道具や機器を操作してみる 

 対象者支援では、対象者のニーズや課題を把握し、その課題解決に必要な手段を検討する

ことが一般的である。そしてこの手段には、福祉用具や治療器具などの機器が活用されるこ

とが多い。ただし、その課題（臨床疑問）が浮かびにくい場合がある。その場合には、支援



者が逆に様々な機器を試用してみたり、操作したりすることからつまりシーズから支援に

必要な手段を検討することも有効である。よって、学生には悩んだときは、道具や機器に触

れ、操作してみることをすすめている。機器の操作や試用を通して、学生は対象者側から機

器の利便性を検討することができ、独創的な支援の発案へとつながると考える。 

 

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。以下に作成者が係る授業のアンケート結

果を示す。 

 

授業科目 ①作業療法概論Ⅱ、②基礎作業学実習、③ひとと作業活動Ⅱ、④運動学実習、⑤

身体機能作業療法学Ⅱ、⑥作業療法セミナーⅠ、⑦作業療法治療学Ⅱ、⑧作業療

法技術論Ⅰ、⑨作業療法評価法特論Ⅰ 

（臨床実習は学外の実習指導者が指導をするため除外．卒業研究も担当学生は少人数のた

め除外） 

実施日 令和 2年 5月 20 日～8月 31 日：③、④、⑦、⑧の科目 

    令和 3年 10 月 29 日～2月 28 日：①、②、⑤、⑥、⑨の科目 

実施対象者数（回収率） ①31 人（79.4%）、②34 人（87.1%）、③29 人（85.2%）、④32 人

（86.4%）、⑤22人（59.4%）、⑥17人（56.6%）、⑦15人（50.0%）、

⑧15人（53.5%）、⑨15人（57.6%） 

学部 リハビリテーション学部 

 

質

問

番

号 

質問項目 作成者の授業科目 

 

 

学部 

① ～ ⑨

の 平 均

値 

最 高 値

（ 科 目

番号） 

最 低 値

（ 科 目

番号） 

年間 

平 均

値 

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。 

3.61 3.74② 3.38④ 3.71 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.65 3.84① 3.34④ 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。 

3.48 3.77① 3.09⑤ 3.59 

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。 

3.56 3.87⑦ 3.25④ 3.65 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.55 3.77① 3.22④ 3.62 



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。 

3.67 3.84① 3.44④ 3.68 

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。 

3.44 3.56② 3.18⑤ 3.58 

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。 

3.70 3.84① 3.50④ 3.74 

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。 

3.61 3.81① 3.27⑤ 3.69 

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。 

3.68 3.87①

⑦⑨ 

3.45⑤ 3.73 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.46 3.67⑦ 2.94④ 3.52 

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。 

3.51 3.71① 3.14⑤ 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。 

3.59 3.80⑧ 3.38④ 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 3.87⑧ 3.19④ 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。 

3.71 3.87⑧ 3.19④ 3.71 

（※本年度は１・２の設問が無かったため省略。） 

 作成者の 9 科目における平均値は、各項目ともに学部の平均ないし平均より少し低い評

価となっている。授業を進行する上での準備や基本的な授業構成（質問項目 3,4,6,8）はあ

る程度の評価を得ており、授業評価（質問 15,16,17）も妥当な方法で実施していると評価

されている。しかし、授業の理解度（質問 5,6,13）や今後の学びにつなげる興味（質問 9）

はやや低い評価であるため、さらに魅力がある講義内容の検討が必要である。最低値と最高

値の科目の分布をみていくと、最高値は、作業療法士の働く姿や作業療法の現場の雰囲気を

体験するために準備から作業療法現場見学（見学実習）までを一連して主体的に経験する①、

作業療法の源流である作業活動（手工芸制作）の体験を通してヒトの作業を考える②が、多

くの質問項目を占めている。これらの科目から、目指している作業療法士の実態を目の当た

りにしダイレクトに職業イメージ化につながったこと、学生自らが楽しんでいる活動（作業

活動）が対象者支援につながることが制作体験でわかったことなどが学生満足度に影響す

ることが分かるため、他の科目に応用していきたい。一方で最低値は、基礎医学の知識を踏

まえて自らの体で計測したデータを分析してヒトの体を理解する④、④の知識をもとに身

体に障害を抱えるヒトの活動（運動）を維持・向上させる方法を考える⑤が、多くの質問項

目を占めている。これらの科目から、機器を使った計測から得られたデータの波形を読んだ

りその数値を計算したりするなどの作業が苦手であること、基礎医学の知識が定着できて



いない上に計測データ自体が理解しにくいため身体に障害を抱える対象への支援にイメー

ジが結び付きにくいことなどが学生の学習意欲の低下に影響することが分かるため、この

科目を含めて改善していきたい。ただし、学年別に評価の値をみていくと、最高値は 1年次

の科目、最低値は 2年次の科目に多く分布しているため、その学年の特色も授業評価に影響

していることも含めて解釈し、授業改善を行っていきたい。 

 

 

5. 教育を改善するための努力 

4 で述べたように、授業評価アンケートで高い評価が得られた取り組みを発展し、低い評

価は分析を続け改善策を検討していく。 

授業改善に向け、以下の点を工夫するため授業設計することとする。 

・授業の必要性の理解：各授業の内容が臨床現場でどのように活用されているかのイメージ

を提示する。 

・授業説明について：以下①～③を検討する。 

①本授業の位置づけをカリキュラムマップ等で提示し、授業目標や授業内容を理解して

いるかを確認して授業を実施する。 

②初回のオリエンテーションの資料に、各回のグループワークの進め方のイメージを提

示する。 

③毎回の授業のワーク開始前に、全体で進捗状況や疑問点を共有する時間を設ける。 

・授業理解度の確認：授業理解度の調査を続け、その内容を分析し、授業計画に反映する。 

・他教員との連携：グループワークの進捗状況について情報交換を行い、各グループが事例

の情報収集を進めるにあたって疑問となっている部分を解決する方法を検討していく。 

・授業の難易度について：学生が苦手意識が強い数値の取り扱いについて、事前に予習をす

るように提示する。難度の高い分析項目などについては、前年度に行った分析など手順が

分かるような例を示す。 

・授業の進度について：各教員から受講生の理解度について情報共有を密に行い、その状況

に応じて適宜授業展開を変更していく。また、過去（卒業生）のグループワークの進め方

を振り返り、日程感などを参考に授業を進め、必要に応じて、過去の発表スライドを受講

生に例示して、グループワークの進め方をイメージさせていく。 

・形成的評価の方法：授業理解度の確認として小テストやレポート課題を実施し、定期テス

トもその小テストやレポートが理解できていれば解ける出題形式をとる。この小テスト

や定期テストの出題方法も工夫する（イラストの挿入や選択形式の変更）。 

・形成的評価の反映：小テストの振り返りに時間をかける。答え合わせだけでなく、間違え

た内容について質疑応答やグループ討議の時間を設ける。 

・学習方法の確認：学生の学習方法や状況を確認する機会を設ける。必要に応じて、語彙力

や質問理解力を問う問題を出題する。 



6 今後の目標（短期・長期） 

 ＜短期目標＞ 

 ①教育成果の評価方法を明らかにする。 

  授業評価アンケートだけでなく、授業内容に関するアンケート調査、形成的評価の母集

団の変化の分析、臨床実習の成績との比較分析など、教育成果を客観的に評価する方法

を検討する。 

 ②5の授業改善の実践および自己モニタリングをする。 

  To do リストや行動チェック表などを作成し、授業改善の実践について自己モニタリン

グをする。 

 ③FD 研修会や教育研究会に参加する。 

  教育成果を客観的に分析するための手段や、効果的な教育方法の実践を参考にするた

め、教育に関わる研修会に積極的に参加する。 

 ④１の作業療法士の養成、学術活動、地域リハビリテーションへの貢献を続ける。 

  この活動を通して得られた知識や技術を、教育活動に活かす。 

 

＜長期目標＞ 

①教育成果を研究発表する。 

  教育成果を体系的にまとめ、研究発表（論文発表、学会発表）し、外部との意見交換か

ら授業改善のための知恵やノウハウを得る。 

 ②高い学生満足度および学習成果が得られる授業を展開する。 

  授業改善のための工夫や自己研鑽を続け、最新の知識や技術を教育に導入し、魅力があ

る授業を展開できるようにする。 
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