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群馬医療福祉大学 短期大学部 

講師 福田 智久 

（令和 3年 2月 22 日作成） 

 

 



1・教育の責任 

 私、福田智久は短期大学部医療福祉学科の教員として、短期大学部と社会福祉学部の 2 学

部で講義を担当している。担当した授業科目は以下の科目のとおりである。各授業のシラ

バスは群馬医療福祉大学 WEB ポータルサイト上で本学学生ならびに教職員に公開されてい

る。 

 

 （行は各自で増減等、調整してください。） 

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 

医療的ケア

Ⅰ 

短期大学部1

年 

必修 令和 2、後期 29 2 

医療的ケア

Ⅱ 

短期大学部2

年 

必修 令和 2、前期 18 2 

医療的ケア

Ⅱ 

短期大学部2

年 

必修 令和 2、後期 18 2 

医療的ケア

Ⅲ 

短期大学部2

年 

必修 令和 2、前期 18 2 

医療的ケア

Ⅳ 

短期大学部2

年 

選択・必修 令和 2、後期 18 2 

介護福祉特

講Ⅰ 

短期大学部2

年 

必修 令和 2、前期 15 2 

介護福祉特

講Ⅰ 

短期大学部2

年 

必修 令和 2、後期 15 2 

障害の理解

Ⅰ 

短期大学部1

年 

必修 令和 2、前期 30 2 

障害の理解

Ⅱ 

短期大学部1

年 

必修 令和 2、後期 30 2 

認知症の理

解Ⅰ 

短期大学部1

年 

必修 令和 2、前期 30 2 

認知症の理

解Ⅱ 

短期大学部1

年 

必修 令和 2、後期 30 2 

総合演習 短期大学部2

年 

必修 令和 2、前期 18 2 

総合演習 短期大学部2

年 

必修 令和 2、後期 18 2 



介護福祉特

講Ⅰ 

短期大学部2

年 

必修 令和 2、前期 2 2 

介護福祉特

講Ⅰ 

短期大学部2

年 

必修 令和 2、後期 2 2 

介護技術Ⅱ 社会福祉学

部 3年 

選択 令和 2、前期 8 2 

介護技術Ⅱ 社会福祉学

部 3年 

選択 令和 2、後期 8 2 

こころとか

らだのしく

みⅠ-① 

短期大学部1

年 

必修 令和 2、前期 53 2 

こころとか

らだのしく

みⅠ-② 

短期大学部1

年 

必修 令和 2、後期 53 2 

 

 上期の科目一覧のとおり、私の担当する科目は、短期大学部の介護福祉士の養成に関わる

必修科目と社会福祉学部の一部の科目である。まず、短期大学部の科目においては、2年間

の集大成となる介護福祉士の国家試験を受験する上において、重要な科目となる専門科目

を担当している。また、社会福祉学部においては、社会・福祉分野を学ぶ上で、必要な基礎

科目の講義を行っている。特に、介護福祉士の専門科目にも含まれる医療的ケアの科目にお

いては、講義科目と実技科目が果たされており、学内においては、講義と学内演習を実施す

ることが、義務つけられている。さらに卒業後に現場の施設において、実地研修（実際に利

用者への医療的ケアを実施）を行ったあとに、施設から各都道府県に（研修実施報告）登録

申請後に、医療的ケアの実地許可が受けられるようになっている。 

  

本学の講義のほかに、以下のような活動を行っている。」 

１） 教務課員 

２） 短期大学・実習委員会・他各委員会 

３） 介護福祉士養成施設協会・小学校、中学校への介護教室・講師 

４） 群馬県・研修事業・重度・訪問介護従事者講習会・医療的ケア演習・講師 

５） 地域貢献・前橋市認知症サポーター養成講座・講師 

６） 社会貢献・研究活動（厚生労働省）他 

７） 社会貢献・救護活動（スポーツ事業）他 

８） 群馬医療福祉大学・公開講座 11 月講師（予定）コロナ過の状況により開催予定 

９） 放送大学・公開講座 3月講師（予定）コロナ過の状況により開催予定 

 



 

 大学に所属する研究者として、地域活動や社会的な活動を通して、福祉・医療において普

及・啓発活動を行っていきたいと考えている。７）および８）についは、コロナ過の状況も

あり、実施が可能ならば実施していく予定である。 

 

 

2.教育の理念・目的 

 本学の建学の精神に「仁」という言葉があります。この仁という言葉の意味は、思いやり、

いつくしみなど、特に、儒教における最高の徳目とされており、他人と親しみ、思いやりの

心をもって共生(きょうせい)を実現しようとする実践倫理とあります。 

この「仁」という言葉から、群馬医療福祉大学の建学の精神が示すとおりに、本学に学び

ながら、学生たちが他人へのやさしさを知り、思いやりの心を持ち、豊かな教養、社会的な

常識を本学で身に着けて、社会に羽ばたいていけるように、教職員は取り組めるようにして

いく明確な役割があります。これらを実現するためにも、学内での教育と学外でのボランテ

ィア等での様々での経験を積み重ねて行くことが大切になってきます。 

 

 

3.教育の方法 

本学の建学の精神としての「こころ」を重んじる教育を行うために、私が実践している教

育の方法を述べていきたい。 

 

（１） 人のこころを思い、こころで感じる感性を育てたい 

 実施に介護の現場においては、必ず対象者に利用者がおり、その利用者が今何を感じ、何

を考えているのか、その人のこころを感じて、その人の思いに寄り添わないといけない。ま

た、逆に利用者に偏り過ぎてもいけないために、その人のこころを感じて行動しないといけ

ない。そのことから、普段の講義の中にも、「道徳的」な講義の内容を行っている。 

 何気ない場面から、その人を思い感じて、こころを動かすことができるような、気持ちや

こころの教育を実践していきたと考えている。 

 

（２） 現場でどのようなことが起きているのか、知るアンテナを伸せるように 

 福祉の専門的な知識や技術とともに、広く介護の現場では、今、どのような状況になって

いるのか、疑問を持つように指導している。また、普段から、新聞やテレビのニュースを見

ること、また、講義の課題においても、感想をまとめるなどして、自分の意見をもてるよう

に指導している。福祉の制度も変わることがあるために、時事の事柄として目を通しておく

ように提示している。 

 



 

（３） 授業の取り組みの仕方 

 大学の講義において、講師が一方的に話して終わりにするのではなく、学生も進んで講義

に取り組めるように、私の講義では、テキストと 3色ラインマーカー準備して講義の望むよ

うに指示している。講義では、3色のラインマーカーを用いて、教科書の大切な部分に色を

分けて塗るなどして、講義に集中できるように工夫している。 

3 色の色は、赤色が大切な部分でテストに出やすい所、黄色はヒントになる内容、青色は

補足説明が必要な内容というように決めている。講義ではテキストの内容を確認しながら、

テキストにラインマーカー塗る。必要ならばノートに記しながらまとめる。学生は、試験前

に赤色に色を塗ったところを中心に学べるように、工夫している。 

 

（４） 医療的ケアでは、モデルの人形を実際の利用者に見立てて行う 

 医療的ケアの講義では、学内において講義と学内演習が行われている。文部省の規定に従

い実施しているが、卒業後は、福祉・介護の現場で医療的ケアの実地訓練を行うことになっ

ており、学内の講義においても真剣に演習に取り組ませている。特に医療的ケアにおいては、

利用者さまの人体に影響を及ぼす恐れのあるケアも必要となるために、学内での演習にお

いても、実際にはモデルの人形の使用になるが、真剣に取り組めるようにしている。 

また、コロナ過の状況も想定して、学内の演習においても、感染対策としてのフェイスシ

ールドやマスク、清潔なビニール手袋の装着を必須として実施している。 

 

（５） ボランティア活動の推進 

 本学においては、ボランティア活動が推奨されている。入学年次の学生にアンケートを行

った際に、介護福祉コースは、介護の就職先がすべてであると思っている学生が少なからず

いる。そこで、講義では、介護福祉士の活躍できる施設などや先輩の活躍を紹介している。 

 出来る限り、自分のあった、または、やりたい介護を見つけるために、様々な施設や関連

でボランティア活動を行いながら、自分が進むべき道を見つけられるように、サポートを行

っていきたい。現在は、医療的ケアの資格も取得できるようになってきており、就職先の一

つに病院、医療施設、介護施設、児童養護施設など多岐に渡っている。 

 

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の一例を示す。 

 

授業科目 こころとからだのしくみⅠ－① 金曜日 3限 

実施日  令和 2年 7月 18 日 

実施対象者数 53 人 



学部 医療福祉学科 

 

 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。 3.7 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.67 

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。 3.6 

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。 

3.8 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.7 

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。 3.6 

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。 

3.5 

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。 3.7 

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。 

3.59 

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。 

3.63 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.43 

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。 3.67 

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。 

3.73 

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。 3.6 

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。 3.67 

（※本年度は１・２の設問が無かったため省略。） 

自由記述 

 

学生からの感想 

＊この講義では、遠隔と対面の講義が交互になり、慣れるまで大変であった。 

＊講義のプリントにイラストがあり、わかりやすかった。 

＊からだの仕組みの不思議さを理解できた。 

＊毎回のプリントの課題を出すのが大変であった。 

＊課題プリントが復習になるので、ありがたかった。 

＊最初は、テキストを用いながら、3 色ラインマーカーで色を塗るのが、大変であったが、

慣れてくると楽しく学べるようになってきた。 

＊イラストを使った授業で、記憶に残りやすかった。 



 

 

5. 教育を改善するための努力 

 

＊1 年生（新 2 年生）には、留学生が在学しているために、日本語とひらがなを併用した補

足プリントを準備しながら、講義を進めていく工夫を更にしていきたい。 

＊講義を進める速さ、進捗状況も確認をしながら、進めていく工夫をしていきたい。 

＊コロナ過の状況により、引き続き対面と遠隔講義が隔週になることも予測されるために、

シラバスを上手く組み替えていく必要性がある。また、上手くシラバス通りに行かないこ

とが生じても、学生に支障がないように、講義内で組み替えていくようにしていきたい。 

＊本年度は、演習が実施できていないので、可能な範囲で演習を行えるように工夫したい。 

 ただし、コロナ過の状況もあるため、引き続き、十分注意していく 

＊遠隔の講義であると、講義内に質問が少ないために、講義の後に少しの時間をとり、質問

の時間にあてていきたい。  

＊医療的ケアの演習においては、必要に応じて、対面の講義が必要になることがある。その

際には、十分に感染対策に応じた対応と予防を行い実施していきたい  

＊室内においても、感染防止に努め、3蜜回避、窓開け、消毒等を徹底して行っていきたい。 

 

6 今後の目標（短期・長期） 

 

短期目標 

＊基本的に、講義には欠かさずに出席できるようにしていく 

＊出席確認は、必ず個人の名前を呼名していく 

＊遠隔授業においても、可能な限り顔が見える状況にしていく 

 

長期目標 

＊1年間、学生が安全に講義を受けられるように配慮していく 

＊対面。遠隔問わずに、学びの多い学習にしていく。 

＊2年においては、介護福祉コースは国家試験に合格できるように、医療秘書コースの学生

についても、検定試験に合格できるようにサポートしていく 

＊卒業する学生が、全員就職できることを最終目標とした。 

 

 

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）こころとからだのしくみ（講義用・資料） 

（資料２）認知症サポーター養成講座（ＰＰ・資料） 

 

 

 


