
HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 浅香真由巳 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名 准教授 

在籍年数 11 年 

教育年数 25 年 

専門領域 精神看護学 

2.教育の活動 

最近 3 年間の担当科目 

精神看護学概論／前期／2 年次生(80～120 名)／必修科目 

精神看護援助論Ⅰ／後期／2 年次生(80～120 名)／必修科目 

精神看護援助論Ⅱ／前期／3 年次生(80～120 名)／必修科目 

看護方法論Ⅴ／前期／3 年次生(80～120 名)／必修科目 

精神看護学実習／通年／3 年次生・4 年次生(80～120 名)／必修科目 

地域統合実習／通年／3 年次生・4 年次生(80～120 名)／必修科目 

看護研究セミナーⅠ／後期／3 年次生（担当学生 4～5 名)／必修科目 

看護研究セミナーⅡ／通年／4 年次生（担当学生 4～5 名)／必修科目 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ看護論／後期／4 年次生(80 名)／選択科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自

らの信念、価値観、目指す

もの等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独

自の工夫等 

看護専門職者としての最低限の専門的知識、援助技術の習得を基盤

に臨床現場での看護活動への活用を実習で体得し、卒業後現場で自

律して活躍できる看護師を育てたい。看護は人命に関わる対人援助

の専門職なので、対象者から信頼される人であってほしい。そのた

めのコミュニケーション力、人間力を育み、社会人としての成長も

大学教育期間のうちに育みたい。医学、看護のエビデンスは進化し

続けているので、常に疑問を持ち、主体的に学ぶ姿勢を持った看護

師に育てたい。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委

員会活動、FD 活動で行っ

てきた改善及びその成果 

【学内】 

実習委員会：学部全般の実習計画、実習上の問題解決、新型コロナ

感染症対策およびコロナ禍での実習のあり方、運営、各施設との連

携等 

就職・キャリア支援委員会：学生の就職活動状況の把握、支援、各

学年のガイダンス計画、卒業生の動向把握等 

FD 委員会：HBG 版ティーチングポートフォリオ推進、アクティブ

ラーニング推進等 

チューター活動：担当学生の学習支援等 

【学外】 

看護研究支援：済生会呉病院看護部 

臨床指導者研修会支援：広島市立病院および周辺病院臨床指導者研



修会講師 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learning を含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

シラバス、講義資料、C-learning 内の講義資料、小テスト、レポー

ト、学会発表資料 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

1） 国家試験の合格率を高め、確実な基礎学力の定着を図る。 

これまでも常にこれは意識して教育してきたが、ここ数年の学

生の基礎学力の欠如と国試合格率の低下が著しい。低学年のう

ちから国試を学生一人一人が意識し、諦めずに学業に取り組む

姿勢を身につけることが必要と考える。C-learning を活用して

いつでもどこでも自分の学力、知識の定着状況が確認できるよ

うに投げかけていく。 

2）看護の対象者の状況に応じた援助を考え、実践する力を育てる。 

講義や実習指導で人体の構造と機能学、疾病学の知識と看護を

考える上での繋がりが学生に理解できるように指導方法、関わ

りを工夫する。学生のレディネスの格差も大きいため、個別に

応じた指導方法や関わりを考慮する。 

基礎知識をどのように活用したらいいのか、学生の思考、理解

状況を確認しながら丁寧に関わる。 

3） 自分の考え、意見を語れる学生を育てる。 

正解を気にして意見を言わない、意見があっても発言を躊躇す

る、諦める学生が多い。臨床現場ではあなたはどう思うかと意

見を求められる。発言にはエビデンスも求められるので、1）の

基礎学力の強化を図りながら、柔軟に物事を捉えて発想できる

力、発言できる力を学内講義・演習、臨地実習で少しずつ育て

ていく。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 石川孝則 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名 教授 

在籍年数 14年 

教育年数 20年 

専門領域 基礎看護学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

看護学原論Ⅱ／1年次前期／110名／必修科目 

看護方法論Ⅰ／1年次後期／110名／必修科目 

援助方法論Ⅰ／1年次後期／110名／必修科目 

災害看護論／4年生後期／110名／必修科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

基礎看護学は、すべての看護の実践・研究に応用するための基礎を

学ぶ領域であり、看護学生にとっては看護学への導入部分となる領

域である。したがって、初学者である学生の興味・関心を高めなが

ら基礎基本となる原理や理論を教授するとともに、それらを使って

の実践や、実践場面の理解に発展させることができる能力の基礎を

養うことを目指す。また、看護専門職者として求められる対人関係

能力の基盤を身につけていくための学修も、学生自らが自己を振り

返る過程で見つけた課題を克服していくサイクルを繰り返すこと

で、自己成長していく能力として定着するように教授法を工夫し授

業展開に反映している。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

授業を通しての学生の反応や、授業評価、ピアレビューでの他者評

価を参考にして授業内容や方法を評価し改善している。 

基礎看護技術を教授する授業では、ICEルーブリックの考え方（I：

知識、C：つながり、E:応用）を活用して、臨床の場を想定しなが

ら、知識と技術を統合して看護実践に結びつけるような方法で教授

するアクティブラーニングを実践している。 

委員会活動としては、FD 委員会、教職課程委員会・看護学部カリ

キュラム検討委員会に参加し、教育内容や方法等の質の向上に取り

組んでいる。 

学外では、日本脳神経看護研究学会広島地方部会副会長として脳神

経領域の教育セミナー等の教育活動、広島県保健師助産師看護師実

習指導者養成講習会講師を実施している。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

シラバス：広島文化学園大学 HP Webシラバス参照 

テキスト：新体系看護学全書 基礎看護学②基礎看護学Ⅰ（メヂカル



物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

フレンド社）、新体系看護学全書 基礎看護学③基礎看護学Ⅱ（メヂ

カルフレンド社）、看護の統合と実践③災害看護（ナーシンググラフ

ィカ） 

配布資料：パワーポイント等の講義資料、オンライン授業での授業

動画、看護技術演習での技術デモストレーション動画 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

① 学生の能動的な体験を基盤とした看護技術の教授方法（現在実

践しているアクティブラーニングの評価と改善） 

② 授業意欲がより高まるような教授方法 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 出田聡子 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名  准教授 

在籍年数 2 年 4 ヶ月 

教育年数 20 年 

専門領域 小児看護学 

2.教育の活動 

最近 3 年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

・フレッシュマンセミナーⅡ／１年次後期／110 名／必修科目 

・小児看護援助論Ⅰ／2 年次後期／110 名／必修科目 

・小児看護援助論Ⅱ／3 年次前期／110 名／必修科目 

・小児看護学概論／2 年次前期／110 名／必修科目 

・看護研究セミナーⅠ／3 年次後期／110 名／必修科目 

・看護研究セミナーⅡ／3 年次前期・後期／110 名／必修科目 

・看護方法論Ⅳ／3 年次後期／110 名／必修科目 

・看護統合セミナーⅢ／3 年次前期・後期／80 名／必修科目 

・小児看護学実習 3 年次後期 4 年次前期・後期／110 名／必修科目 

・母性看護学概論Ⅰ／2年次前期／110名／必修科目 

・公衆衛生看護活動展開論Ⅰ／3 年次前期／26 名／必修科目 

・基礎看護学実習Ⅰ／2 年次前期／110 名／必修科目 

・基礎看護学実習Ⅱ／2 年次後期／110 名／必修科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

【受験生へのメッセージ】 

本学はキラリと光る特色を持つ大学です。得意なことを更に伸ばし

て素敵な看護職者になってくださいね。得意なことを一緒に探して

いきましょう。あなたのキラリと光るが沢山の人にしあわせを届け

る日は少し先の未来に約束されていますよ。綺麗な海の見えるキャ

ンパスでステキな仲間と沢山の人生の先輩と一緒に看護を学んで

みませんか。 

【在学生へのメッセージ】 

タクティールケア・アクティビティディレクター・おもちゃコンサ

ルタント・ユニバーサルマナー・キネステティクス・ネウボラ・あ

いサポート運動の内容など私の知っている事を講義や実習でお伝

えしますね。知識と技術と色々な経験をもった明るく元気な看護職

者を目指して一緒に学んでいきましょう。日々の取り組みが優しさ

や厳しさや柔らかな態度を育ててくれるはずです。なりたい自分に

なるように主体的に取り組んでいきましょう。 



【教員としての目標】 

① 日々の講義や実習を大切にして目的が達成出来るように業務を

遂行する。 

② 知識と技術を身に付けられるように関わる。 

③ 色々な経験が出来るように関わる。 

④ 明るく元気な看護職者になれるように、役割見本となるように

務める。 

⑤ 一緒に学ぶというスタンスで学生さんの持てる力を発揮出来る

ように関わる。 

⑥ 日々の取り組みが優しさや厳しさや柔らかな態度を育てられる

ように関わる。 

⑦ 学生さんがなりたい自分になれるように主体的な取り組みを支

援する。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

・フレッシュマンセミナーⅡ／１年次後期／110 名／必修科目 

令和 1 年度１グループ 10 名の計画書に基づく保育園児への手洗い

指導及び、プレゼンテーションに関する指導を行った。 

それによって、研究の目的・意義等の理解並びにプロジェクトの一

連の活動に関して理解できる教育効果があった。 

・小児看護援助論Ⅰ／2 年次後期／110 名／必修科目 

３名の教員がオムニバスで講義・演習を行い、小児看護に必要な看

護技術の基本について理解させる教育効果があった。 

・小児看護援助論Ⅱ／3 年次前期／110 名／必修科目 

３名の教員がオムニバスで講義・演習を行い、小児看護に必要な看

護技術の基本について理解させる教育効果があった。 

・小児看護学概論／2 年次前期／110 名／必修科目 

３名の教員がオムニバスで講義・演習を行い、88 名に対して講義を

行い、小児看護の理念や基本概念の理解・小児の成長発達・小児看

護の特性とその関連理論・子どもの障害と疾病・健康問題をもつ小

児と家族に対する看護援助の基本について理解させる教育効果が

あった。 

・看護方法論Ⅳ／3 年次後期／110 名／必修科目 

小児看護に必要な看護展開技術（看護過程）の基本について理解さ

せる教育効果があった。 

・看護統合セミナーⅢ／3年次前期・後期／80名／必修科目 

小児看護領域のおける基本的知識の涵養と学習方法の体得に有効

な教育効果があった。 

・看護研究セミナーⅠ／3 年次後期／110 名／必修科目 



学生に卒業研究に関する内容を理解させる教育効果があった。 

・看護研究セミナーⅡ／3 年次前期・後期／110 名／必修科目 

学生に卒業研究に関する内容を理解させる教育効果があった。 

・小児看護学実習 3 年次後期 4 年次前期・後期／110 名／必修科目 

ときわ呉・広島共立病院・JA 広島総合病院・広島県立障害者リハビ

リテーションセンター若草園・広島県立障害者療育支援センターわ

かば療育園・広島市立舟入市民病院・呉市保育所・サムエル東広島

こどもの園・阿賀保育園での施設実習の指導を行った。 

それによって、学生に小児期の対象を理解し、健康な児の保育と、

健康を障害された児と保護者を含めた援助について、実践と結びつ

いた形で理解させる教育効果があった。 

・基礎看護学実習Ⅰ／2 年次前期／110 名／必修科目 

令和2年度 10名の学生に広島共立病院において実習指導を行った。 

それによって、学生に臨床における看護の機能と役割・看護の実際

等について、実践と結びついた形で理解させる教育効果があった。 

・基礎看護学実習Ⅱ／2 年次後期／110 名／必修科目 

令和 2 年度 6 名の学生に広島大学病院において実習指導を行った。 

それによって、1 人の患者を受持って、看護過程の展開の一連のプ

ロセスを、実践と結びついた形で理解させる教育効果があった。 

・母性看護学概論Ⅰ／2 年次前期／110 名／必修科目 

令和 3 年更年期・老年期の女性と看護について理解させる教育効果

があった。 

・公衆衛生看護活動展開論Ⅰ／3 年次前期／26 名／必修科目 

乳幼児期の健康課題と保健師の支援について 3 歳児健診を中心に

理解させる教育効果があった。 

・2021 年度 広島文化学園大学看護学部 高大連携公開講座 

令和 3 年 7 月 25 日（日） 

「小児看護に必要な遊びについて考えてみましょう!」 

子どもと仲良くなるには、色々な遊びを使うことが大切です。 

子どもの看護を学びながら、遊びを体験してみましょう。 

 

１年生チューター 令和 1 年度 

２年生チューター 令和 2 年度 

２年生チューター 令和 3 年度 

国家試験対策委員会委員 

学生参画委員会 

アクティブラーニング推進委員 



学生部 保健係 

学生部 入学前教育係 

学生部 オープンキャンパス委員 

入学支援センター広報：令和 2 年度出張授業 

呉武田学園呉港高等学校 

｢小児看護に必要なコミュニケーションと遊び｣の講義を行った。 

令和 2 年度中国労災病院 研究サポート 

令和 3 年度中国労災病院 研究サポート 

第 12 回 呉市・広島文化学園大学 子育て支援研修会 講師 

第 13 回 呉市・広島文化学園大学 子育て支援研修会 講師 

第 14 回 呉市・広島文化学園大学 子育て支援研修会 講師 

参加者（保育士、保育教諭、教諭、園長、主任）、を対象に小児保健・

小児救急についての講義と演習をおこなった。 

参加者（保育士、保育教諭、教諭、園長、主任）を対象にコミュニ

ケーションと遊びについての講義と演習をおこなった。 

令和 2 年度 潜在保育士就職支援セミナー 講師 

令和 3 年度 潜在保育士就職支援セミナー 講師 

呉市保育所就職に必要な知識・技術等に関する研修セミナーで、 

保育士としての就職を支援する目的で、おもちゃを作ったり、使っ

たりしながら就業について考える内容の講義と演習をおこなった。 

入試業務 

2021 年度 広島県保健師助産師看護師実習指導者講習会講 

実習指導方法演習「小児看護学実習」講師 

オレンジリボン啓発イベント第５回市民公開講座 

｢防ごう子ども虐待、地域で支えよう親と子｣ 担当者：子ども虐待

防止と通告(通報)の正しい知識を得るとともに、地域で支える人が

いることを理解する事を目的に 2 年次生に対して、事前学習、シン

ポジウムの環境整備、事後課題の提示と確認業務を遂行した。 

・授業評価を参考にして授業内容・方法を改善している。 

・学内外の FD 活動に積極的に参加している。 

成果：【学会発表】 

① 「保育園児への手洗い指導を企画、実施しての学び」 

日本看護学教育学会第 30 回学術集会(web 開催) 

令和 1 年度本学１年次生を対象にフレッシュマンセミナーⅡ（後

期開講）で導入しているアクティブラーニングの学外活動（１グル

ープ 10 名の計画書に基づく保育園児への手洗い指導及び、プレゼ

ンテーションに関する指導）を行い、その成果を、参加対象学生の



提出物から内容分析、上級学年次生へのアクティブラーニングの手

法を振り返り・効果検証した。 

② 「市民と看護学生における児童虐待防止に対する関心とオレン 

ジリボンの認知度の比較」 

日本看護研究学会第 46 回学術集会(web 開催) 

今回オレンジリボン普及イベント市民講座（以後市民講座）参加

者である市民と看護学生の児童虐待防止に対する関心とオレンジ

リボン認知度を比較、検討した。学生の認知度が市民より高いのは

オレンジリボン啓発活動参加の効果と言える。市民は地域住民との

つながりや支えあいを重要と考えていた。今後もオレンジリボン啓

発活動や教育を継続していく必要性が示唆された。 

③ 「母子看護学領域におけるサービス・ラーニングの実際と課題」 

第 61 回日本母性衛生学会・学術総会(web 開催) 

本学母子看護領域｢小児看護学実習｣の中で取り組んでいるＭ保

育所遠足に関する学生主体の企画・運営の効果を検証し、今後の課

題を明らかにした。地域に暮らす園児の園庭生活の実際と危機管理

を知ることは講義・演習・実習とは異なる視点で子育て環境のとら

え方が容易となり重要性や課題探求に繋げることが出来ていた。 

④ 「コロナ禍の遠隔授業における教授内容の工夫  

－小児看護学実習でのおもちゃ作り－」 

日本看護研究学会第 47 回学術集会(web 開催) 

コロナ禍における、学内実習でのシミュレーション病棟の対象患

児への看護の展開の工夫として、おもちゃ作りを取り入れた。学内

実習でのアクティブラーニングの一手法としてのおもちゃ作りの

効果検証を行い、今後の導入方法を分析した。成果発表・意見交換

会では、学生個々の創意工夫等に賛同・質問等が多くよせられ、平

生では経験することのできない学習刺激となっていた。実習記録内

容として、患児の自己肯定感を育むための言葉掛けや褒めることの

重要性・患児の主体性を引き出す関わりを考える事が出来た事等に

ついての記載があった。おもちゃ作りの二次的効用を確かめること

ができた。 

【本学ホームページのトピックス】 

2020.11.14「小児看護学実習を学内で展開」 

新型コロナウイルスによる影響で臨地実習が一部中止になって

いるため、3 年生は学内で臨地を想定した実習を展開しています。 

小児看護学実習の目標に「小児･家族の健康の保持、増進、回復の

ための、援助方法を学ぶことができる」「小児との適切なコミュニケ



ーションの工夫ができる』があり、幼児のモデル人形を使ってのバ

イタルサイン測定・全身清拭・更衣などの技術演習を行います。ま

た、小児の発達段階・発達課題、認知発達・心身の発達からみた遊

び・社会関係からみた遊びについて学習しました。その後安全性に

配慮してさまざまな工夫をし、手軽に短時間で作成できるおもちゃ

作りを行いました。 

学生たちは学内実習で臨床現場さながらに、子どもと家族の苦痛

緩和について、持てる力を引き出すためにはどのように看護したら

良いのか、子どもと家族の最善の利益って何なのかと、学生間でい

ろいろ考えながら、実習目標を達成できるよう頑張っています。 

2020.6.24「小児看護学実習「手作りおもちゃの成果発表」」 

小児看護学実習における取り組みの様子が公開された。 

小児看護学実習では受け持ち患児の病気や年齢を考えて、安全性・

耐久性・経済性に配慮したおもちゃを手作りします。視覚、聴覚、

触覚への影響を中心に、子ども達が楽しく遊べるような工夫をして

います。手作りおもちゃを使って一緒に遊ぶ場面では、優しい言葉

掛けや褒める言葉掛けをおこなうことができました。患児の主体性

を引き出す関わりとして、おもちゃを一緒に完成させるなど使い方

も提案することができました。 

意見交換会では「手作りおもちゃを使って一緒に遊ぶことで、患

児が心から楽しめる時間を提供する大切さについて理解できまし

た」「おもちゃを作る時に患児がどうすれば喜んでくれるかを考え

ながら自分自身もあれこれ考えてとても楽しかったです」などの言

葉が聞かれました。それぞれのおもちゃ作成の創意工夫等につい

て、学生や教員から賛同・質問等が多くよせられ、実習ならではの

学習刺激となりました。 

【学生の授業評価アンケート】概ね評価は良い 

【同僚評価】より良い教育活動が遂行出来るように日々研鑽中。 

 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learning を含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

テキスト： 

小児看護学①小児看護学概論小児保健（メヂカルフレンド社） 

小児看護学②健康障害をもつ小児の看護（メヂカルフレンド社） 

パーフェクト臨床実習ガイド第 2 版小児看護学（照林社） 

毎回テキスト・配布資料・PowerPoint 資料等を活用しての講義展

開 

C-Learning（小テスト・協働版・レポート）・チームス・zoom 等の

web を活用 



アクティブラーニング技法のポートフォリオ作成と発表会の実施。 

 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

 

【教員としての目標に対する今後の自分の課題解決方法、計画等】 

① 日々の講義や実習を大切にして目的が達成出来るように業務を

遂行する。← 領域間で密に連携を図り取り組む。 

② 知識と技術を身に付けられるように関わる。← 講義・演習・

実習を大切にする。 

③ 色々な経験が出来るように関わる。← 学生さんが参画出来る

ように日々言葉掛けをする。 

④ 明るく元気な看護職者になれるように、役割見本となるように

務める。← 自ら自己管理に務め、明るく元気に働く。 

⑤ 一緒に学ぶというスタンスで学生さんの持てる力を発揮出来る

ように関わる。 ← 気付きの機会となるように、学生さんに

動いて欲しい場面で具体的に行動を伝えて協力を得る。その都

度、助かったと伝えて褒める。 

⑥ 日々の取り組みが優しさや厳しさや柔らかな態度を育てられる

ように関わる。 ← 優しく厳しく接して、柔らかな態度で関

わる。 

⑦ 学生さんがなりたい自分になれるように主体的な取り組みを支

援する。← 夢カルテや学習履歴証明書作成の場面で一緒に考

えていく。 

 

学内外での教育活動、委員会活動、FD 活動の全てが更なる教育

的効果に繫がる事を目指して、日々の業務に当たりたい。 

実施した事の振り返りと評価はその都度行い、改善する事があれば

領域内で情報共有をして、内容により速やかに行動に移す。 

 

 本学での在籍年数が浅くて理解してない事も多々有る。全体の仕

事内容を把握しつつ出来る事を増やして行きたい。 

 年々新しい業務が増えて、全く余裕のない状況を繰り返してい

る。先輩教員に相談しつつ業務をこなして行きたい。 

 

 

 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 今坂 鈴江 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名 准教授 

在籍年数 16年 

教育年数 23年 

専門領域 老年看護学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

老年看護学概論／２年前期／113名／必修科目 

老年看護援助論Ⅰ／２年後期／82名／必修科目 

老年看護援助論Ⅱ／２年後期／82名／必修科目 

看護方法論Ⅴ／３年前期／76名／必修科目 

老年看護学実習Ⅰ／３年後期／128名／必修科目 

老年看護学実習Ⅱ／４年前期／123名／必修科目 

看護研究セミナーⅠ／３年後期／５名／必修科目 

看護研究セミナーⅡ／４年通年／５名／必修科目 

フレッシュマンセミナーⅡ／１年後期／14名／必修科目 

老年看護援助論Ⅲ／３年前期／９名／選択科目 

認知症看護援助論／３年前期／１０名／選択科目 

認知症看護演習／３年前期／６名／選択科目 

老年看護学実習Ⅲ／４年前期／５名／選択科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

現在、高齢者・認知症看護は病院のみならず、高齢者施設、地域と

大きな問題を抱えている。そのような中で、高齢者・認知症高齢者

がその人らしく住み慣れた場で生き生きと生活することを目指し

ている。当大学の学生も同じ理念をもとに看護を行って行って欲し

い。方法として講義形式はアクティブラーニングとして高齢者との

交流・認知症カフェの運営・施設への訪問・高齢者ソフト食の作成

などを行っている。また課題学習として自ら学び発表し、全体学生

を含めたリフレクションを行っている。講義ではポートフォリオを

作成し自らの学びを深めている。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

実習委員会：学生のスムーズな臨地実習に関する業務、特に新型コ

ロナ対策について。 

統合センター運営委員会：茶話会の開催、年報 

FD委員会：ピアレビューの調整 

日本看護協会窓口：会員の確保、入会手続き、看護協会からの案内 

カフェ事業（認知症）：ニュースレター発行 



5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

シラバス：WEBシラバス 

テキスト：ナーシンググラフィカ老年看護学①高齢者の健康と障害

テキスト：ナーシンググラフィカ老年看護学②高齢者看護の実践 

資料：毎回配布し、PPT等を活用しての講義展開、小テスト、やる

気シート（授業内容をまとめたノート）など。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

アンケートによると自宅学習時間が短いことから、小テストの実施

などを行い、自宅での課題を具体的に提示する必要がある。 

 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前  岩本由美（いわもとゆみ） 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名 准教授 

在籍年数 24年 

教育年数 22年 

専門領域 成人看護学、国際看護学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

成人看護学概論／2年次前期／110名／必修科目 

成人看護援助論Ⅰ／2年次後期／110名／必修科目 

成人看護援助論Ⅲ／3年次前期／110名／必修科目 

成人看護援助論Ⅳ／4年次前期／10名／選択科目 

成人看護学実習Ⅰ・Ⅱ／3年次後期／110名／必修科目 

成人看護学実習Ⅲ／4年次前期／110名／必修科目 

成人看護技術演習Ⅰ・Ⅱ／4年次後期／10名／選択科目 

救急看護実習Ⅱ／4年次前期／10名／選択科目 

看護方法論Ⅱ・Ⅲ／2年次前期／110名／必修科目 

看護研究セミナーⅠ／3年次後期／5名／必修科目 

看護研究セミナーⅡ／4年次通年／5名／必修科目 

国際看護論／4年次後期／20名／必修科目 

救急救命看護論／4年次後期／20-50名／選択科目 

英会話一般／1-4年次前期／10名／選択科目(開講なし) 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

本学の建学の精神である「究理実践」に基づき人間として成長する

安心・安全の学びの場を提供できるよう授業を展開している。学生

が対人援助職に必要な知識、問題解決能力、思考力を身につけるこ

とを目標に、学生の学修段階に応じた授業を意識している。 

アクティブラーニングの手法を用い、対話の教育を基本とし、反省

的思考をシミュレーション教育や創造的な学びで学生が振り返る

ことができるよう工夫している。 

 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

・国際交流センター：語学研修のサポート 

・教育機器整備委員会：学生・教員のサポート 

・学生参画会議（キャンパス環境）：コロナ感染対策学生喚起サポー

ト 

・保健係：阿賀キャンパス内の手指消毒の設置、確認・補充、健康

診断サポート 



・チューター：復学・休学の学生のサポート、4 年生学生生活・就

職活動のサポート、 

・教員免許更新講習：学校安全の一部講師担当 

コロナ感染拡大防止のため国際交流事業は停滞中。キャンパス環

境・保健係では、コロナ感染拡大防止のため活動を行い、学生に注

意喚起できている。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

シラバス(HP参照) 

テキスト：成人看護学概論(メディカ出版) 

急性期看護Ⅰ・Ⅱ、慢性期看護 (南江堂) 

ビジュアル臨床看護技術 (照林社) 

救急看護学、国際看護論 (医学書院) 

資料：PP等配布 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

・基礎学力が低い学生に補習学習ができるような環境の整備の検

討。 

・学生のレディネスに応じた講義内容を検討する。 

・リモート学習が充実しているので、もっと学生が学びたくなるよ

うな予習・復習教材の開発と実施。 

・データで学生の学修行動を可視化できるような計画を検討する。 

・グローバルな視点をもった学生を育てるためのシステムの構築の

検討。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 上林 聡子 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名  講師 

在籍年数 9年 

教育年数 9年 

専門領域 母性看護学領域 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

母性看護学概論Ⅰ/2年前期/80～130名/必修科目 

母性看護援助論Ⅰ/2年後期/80～130名/必修科目 

母性看護援助論Ⅱ/3年前期/80～130名/必修科目 

母性看護学実習/3年後期～4年前期/80～130名/必修科目 

看護方法論Ⅳ/2年後期/80～130名/必修科目 

看護研究セミナーⅠ/3年後期/4～5）/必修科目 

看護研究セミナーⅡ/4年前期～4年後期/4～5名/必修科目 

フレッシュマンセミナーⅡ/1年後期/10～15名/必修科目 

基礎看護学実習Ⅰ/2年前期/4～6名/必修科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

母性看護学は生活を支えていく領域であるため、学生自身も母性看

護学の対象者であることも自覚してもらい、苦手意識の強い母性看

護学領域は身近な看護学領域であることを、看護を実践する者とし

て学んでいってもらうことを意識している。また社会人基礎力を少

しでも身に着けて社会に出ていけるよう、学生の言動にも注意を払

い適宜指導を行っている。 

履修生が母性看護学に対して興味関心を持って学んでいけるよう、

イメージがしやすい話題の提供や、講義資料レイアウトの工夫をし

ている。また履修生には「はなまるノート」の作成を指示し、定期

的に提出してもらい学生の気づきや学びに対してのコメントをし

ている。「はなまるノート」は学生教員間での情報共有も可能となっ

ている。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

学内 

教育課程委員会・実習委員会・実習室整備員会 

教育活動に関する委員会では、学内や実習施設との調整 

広報ホームページ係、オープンキャンパス・広大連携・学校案内係 

高校生への模擬授業などを行い学生募集活動 

チューター 

担当学生の学生生活支援 



5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

シラバス、系統看護学講座母性看護学概論・各論、PPTスライド資

料、はなまるノート、c-learningでの教材提供・講義内容確認ドリ

ル、Microsoft Teams、グループ単位での演習実践、グループワーク

の発表 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

社会人基礎力を備えた看護師として社会で活躍できるよう、学習面

とソーシャルスキルの獲得も常に視野に入れた学生の学習支援を

継続していく。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 大塚 文 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名 教授 

在籍年数 5年 

教育年数 5年 

専門領域 社会福祉学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

以下は選択科目。 

そのうち★は平成 32年度まで精神保健福祉士選択必修 

・社会福祉原論Ⅰ 10名程度 

・社会福祉原論Ⅱ 60名程度 

・★精神保健福祉に関する制度とサービスⅠ （★は 1～6名） 

・★精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ 

・★精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅲ 

・★精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅳ 

・★精神保健福祉援助実習指導 

・★精神保健福祉援助演習Ⅱ 

・★精神保健福祉援助実習Ⅰ・Ⅱ 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

・社会福祉に関する基本的な理解と倫理観をベースに、ソーシャル

ワーク実践の知識・技術を教授した。ミクロ・メゾ・マクロの視

点で、個別支援～地域/組織支援～文化/政策/国際的支援といった

幅広い関わりの重要性を学ぶことを目指した。共生社会の実現に

向け、多様性理解・寛容な社会構築・社会的包摂を見据えた行動

ができる看護師となることが重要である。 

・医療ソーシャルワーカーとして長年勤務した経験、産業保健分野

での仕事と治療の両立支援を行って得た知見、自助グループ支援

で得た知識などを駆使し、現実的で実践に役立つ知識を、双方向

でディスカッションすることを通して教授した。 

・DVDの視聴により、学生は「人権侵害・尊厳の喪失とその影響を

学ぶことができた」と述べ、心に刻まれた内容であったことがレ

ポートなどで確認できた。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

・授業内容・方法では、PPT資料の表現の工夫、各授業で中核とな

る内容は別資料を用意する工夫を行った。 

・また以下に示した学内外の社会活動では、社会問題の解決などに

関わる講義・活動・調査など行っている。それらの中で明らかと



なった問題や、意見聴取した内容を授業に盛り込み、現場の生の

声として学生に伝えることを継続する。学問が机上にとどまらな

いよう、現実的な学びを提供できるよう心掛ける。 

・教員免許更新講習講師 

・（公社）日本医療ソーシャルワーカー協会 研修統括部 業務執

行理事・同研修統括部研修会講師  

・労働者健康安全機構 広島産業保健総合支援センター 講師・産

業保健相談員・両立支援促進員 

・北九州市障害者自立支援協議会 相談支援部会 部会長 

・北九州市保健福祉局 地域リハビリテーション会議 委員 

・（公財）健和会大手町病院 倫理委員会 外部委員  

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

・精神保健福祉に関する制度とサービス 

テキストなど：第 6版中央法規出版「精神保健福祉に関する制度

とサービス。作成した PPT/その他資料/YouTube/DVD 等の活用

で、対面授業及び c-learningで授業 

・社会福祉原論Ⅰ 

テキストなど：ミネルヴァ書房「社会福祉の原理と政策」/医学書

院「医療福祉総合ガイドブック」2021年度版/DVD等の活用で 

対面授業及び c-learningで授業。 

受講者は興味を持った社会問題を取り上げ、プレゼンテーション

を行う。それを受けて全員でディスカッションを行う。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

・来年度から新たな学部での授業展開となる。対象学生も変化する

ため、担当を予定している授業について、新カリキュラム対応の

教科書の内容確認・授業の工夫を検討する。 

・なるべく現場の声が学生に届けられるよう、地域で生活する当事

者や各機関及び地域で活躍する専門職の授業参加を検討する。 

・DVD/YouTube などの媒体を使い、視覚にも訴えられる興味深い

授業を模索していく。 

・一方的な教授ではなく、双方向の授業を目指す。可能であればグ

ループディスカッション・プレゼンテーション・グループでの授

業内容の総括などを検討する。 

・個人ワークとして、レポート作成やミニテストによる授業理解度

把握など行う。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 大野泰子 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名  教授 

在籍年数 1年 

教育年数 １年 

専門領域 公衆衛生看護学  

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

学校保健／2年次前期／15名／選択科目 

養護概説／3年次前期／5名／選択科目 

養護実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ／4年次前期／7名／選択科目 

教職実践演習（養護）／4年次後期／7名／選択科目 

公衆衛生看護学概論／1年次後期／120名／必修科目 

公衆衛生看護活動展開論Ⅱ／3年次前期／18名／選択科目 

公衆衛生看護論／4年次後期／25名／選択科目 

公衆衛生看護方法論／2年次後期／20名／選択科目 

看護研究方法論／3年次前期／120名／必修科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

看護における公衆衛生的な知識を基本として、保健師及び養護教諭のコー

スを選択する学生に対し、多彩な看護学の学びを基礎として、学校や地域

において保健分野に展開するための知識教育や対人援助ができる専門職

として、資格取得のための基礎的な知識と技術を身に付けるカリキュラム

に規定された科目と位置づけている。 

講義形式に学生発表の機会を取り入れたアクティブラーニングの手法を

導入、出席確認は大福帳を用い、毎回の学習の理解度・関心等を記入させ

て把握、授業展開に反映している。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

授業評価を参考にして授業内容・方法を改善している。養護教育学会にお

ける FD活動に積極的に参加し、カリキュラム開発と見直しを担当した。 

成果例：養護教諭養成教育コアカリキュラムの作成、授業評価アンケート、

授業時提出物（記述課題内容等）、同僚評価等 

5.教育実践(資料等) 

 

シラバス 

テキスト：最新の学校保健、 

毎回資料・ppt等を活用しての講義展開 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

オムニバス形式の講義展開における教授内容の繋がりの難しさ（学生の理

解・関心を深めるため）の解消法の検討（工夫）が必要である。 

看護学における学校看護には、別枠指導の必要性がある。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 岡田 京子 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名 准教授 

在籍年数 7年 

教育年数 28年 

専門領域 成人看護学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

成人看護援助論Ⅰ/2年生前期 /110名/必修科目 

成人看護援助論Ⅱ/2年生後期/110名/必修科目 

成人看護援助論Ⅲ/3年生後期/84名/必修科目 

成人看護学実習Ⅰ/3年生後期/必修科目 

成人看護学実習Ⅱ/3年生後期/必修科目 

成人看護学実習Ⅲ/4年生前期/必修科目 

看護研究セミナーⅠ/３年生後期/必修科目 

看護研究セミナーⅡ/4年生/必修科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

成人看護学は看護専門領域 実践応用学であり、看護学部看護学科

のディプロマ・ポリシーのうちの 「看護専門職者として専門知識・技

術・実践力、問題解決能力・思考力を身に付けている」と関連している。

成人期にある人の対象特性、健康特性を理解し、各健康レベルにあ

る成人やその家族を援助するための看護と理論と方法を学習する。 

学生が主体的に学習に取り組めるようアクティブラーニングを活

用した教授の実践をし、応用力が身に就く学生を育成したい。 

看護の実践場面を疑似体験できるようモデル人形を用いたシミュレー

ション学習を取り入れ教授している。 

コロナ禍で臨地実習の機会を失い、ペーパーペーシェントで事例展開

を行った。臨地実習と同様に、病態生理の理解、発達段階の理解、情報

収集、アセスメントというロイの理論を活用した看護過程の展開でき

るように重点的に指導し、その過程で関連図、看護サマリー迄、臨地実

習に沿って実習を展開していった。 

個別性のある看護実践を展開できることを目的とし学内実習、リモート

でリアリティのある看護実践が出来るよう工夫して技術の修得に

努めた。                                     

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

各期の授業評価アンケート及び各実習での学生の習熟度を参考に

し、改善している。 

FD主催の ICT教育の研修に参加し教育方法を参考にしている。 



きた改善及びその成果 コロナ禍で遠隔授業が求められ、効果的な ICT 教育を模索しなが

ら行った。また、vSmを活用したシュミレーション演習を組み入れ

た。 

成果としては、学生の授業評満足度調査、授業評価アンケート、授

業時提出物（記述課題内容・コメントシート・確認テスト等）、ピア

レビュー等 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

シラバス：科目コード o2101,o2102,o3103,o2105,o2106,o2107 

テキスト 

・成人看護学 急性期看護Ⅰ概論・周手術期看護（南江堂） 

・成人看護学 急性期看護Ⅱ救急看護・クリニカルケア（南江堂） 

・毎回資料作成しパワーポイントでしめ 

・C-learningを活用し毎回知識の確認の小テスト実施 

・ICT、vSsmを活用した講義、演習を取り入れた。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

成人看護援助論はオムニバス形式の授業展開であり、担当単元の前

後の授業担当者と進度の打ち合わせを密にして行く。振り返り、確

認テストをしながら学生の知識の定着図れるよう授業展開をして

いく。 

コロナ禍で教育の質を下げることのないように、新しい教育スタイ

ルを模索しながらシュミレーション教育の充実を図る。 

ICT教育の効果的な実践 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 香川明花 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名 助手 

在籍年数 1年 

教育年数 1年 

専門領域 基礎看護学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

援助方法論Ⅱ／2年次前期／110名／必修科目 

援助方法論Ⅲ／2年次前期／110名／必修科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

基礎看護学領域での学修は、看護師として対象者に必要で十分な看

護を提供するための土台となる基礎的な知識と技術を身に付ける

基礎づくりの科目であると考えている。 

講義形式を双方向・多方向形式となる様に、アクティブラーニング

の手法を積極的に導入、出席確認はグループでの教員への申告、記

述課題（A4 １枚）および小テスト課題とし、翌日に提出してもら

い、学生の理解度・関心等を把握、授業展開に反映している。 

 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

 

テキスト：（医学書院） 

毎回資料を活用しての講義展開 

 

 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

知識、技術が未充足な学生への早期対応（声掛け、授業内での指導） 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前  金澤 寛 

学部 

学科 

 看護学部 

 看護学科 

職名  教授 

在籍年数  10年 

教育年数  13年 

専門領域  建築学(構造工学) 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

コンピュータ操作法／1年次前期／必修科目 15回 

2021年度：80名，2020年度：140名，2019年度：103名 

情報科学概論／1年次後期／必修科目 8回 

2020年度：117名，2019年度：97名，2018年度：136名 

数理統計学／2年次後期／必修科目 15回 

2020年度：89名，2019年度：130名，2018年度：127名 

情報処理法／2年次後期／選択必修科目 15回 

 2020年度：23名，2019年度：31名，2018年度：24名 

看護情報論／4年次後期／選択科目 4回 

 2020年度：11名，2019年度／8名，2018年度：11名 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

幅広い教養を有する医療専門職者の育成を目指して，情報教育に取り

組んでいる。学生には，教養教育としての情報活用能力を身につけて

もらえることを目的として，授業設計(講義 ppt作成，配布資料作成，

講義，復習課題，小テスト，フィードバック，質問対応)をしっかり行

い，学生が主体的に授業に取り組むことができ，授業内容の理解度を

高める工夫を実施している。 

授業開始時には，前回授業の復習問題，授業終了時には，その日の授

業の確認問題を実施するとともに，毎回の授業にて課題を課すことで

理解度を深める工夫を実施している。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

学内外での研修会に積極的に参加し，有効な手法等を自分の教育に取

り入れることに加えて，授業評価アンケート結果を参考に，授業内容

及び教育改善に取り組んでいる。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

コンピュータ操作法 

テキスト：よくわかる Microsoft Word 2016 & Microsoft Excel 2016 

& Microsoft PowerPoint 2016 <改訂版>，FOM出版 

配布物：自作プリントの配布，課題実施(C-Learningによる課題配布

及び回収)・実データの利用，予習及び復習用 VOD教材の作成及び配



践報告等 信 

情報科学概論 

テキスト：太田勝正・前田樹海 編著：エッセンシャル看護情報学 第

３版，医歯薬出版 

配布物：自作プリント配布，課題実施：毎回の授業内容を復習できる

課題実施，授業開始時に前回授業内容の確認小テスト実施 

数理統計学 

テキスト：山田剛史，村井潤一郎 著：よくわかる心理統計 (やわらか

アカデミズム・わかるシリーズ)，ミネルヴァ書房 

配布物：自作プリント配布，課題実施：毎回の授業内容を復習できる

課題実施，授業開始時に前回授業内容の確認小テスト実施 (C-

Learning利用)，予習及び復習用 VOD教材の作成及び配信 

情報処理法 

参考図書：よくわかる Microsoft Word 2016 & Microsoft Excel 2016 

& Microsoft PowerPoint 2016 <改訂版>，FOM出版 

テキスト：自作プリント，課題実施：毎回の授業内容を復習できる課

題実施(C-Learning で配信及び回収)，授業開始時に前回授業内容の

確認小テスト実施(C-Learning利用) 

看護情報論 

テキスト：太田勝正・前田樹海 編著：エッセンシャル看護情報学 第

３版，医歯薬出版 

配布物：自作プリント，課題作成：PowerPoint での課題作成，作成

した課題発表及び相互評価 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

将来，医療専門職者として働くとき学生たちが必要とするであろう学

修内容を，より深い学びとなるような教示ができるよう，積極的に研

修会や学会などに参加し，世の中で実施されている方法を授業にて実

施することで，より深い学びとなるよう工夫をしていきたい。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 加納 美雪 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名 助手 

在籍年数 5か月 

教育年数 ５か月 

専門領域 母性 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

6月から母性実習 8週間 72人 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

演習・実習：臨床に近い状況を設定した学内で知識を応用してスキ

ルの理解を深め臨床的判断能力や倫理的態度も高めることが出来

るように実施した。 

学生のモチベーションや実践能力の向上や実施後の振り返り（リフ

レクション）で学生の自己肯定感アップを目指す。 

模擬褥婦となり「褥婦のセスメントとケア」新生児人形で「新生児

の健康状態のアセスメントとケア」など視点を明確にして実施した

ケアを意味付け、解釈し今後の実習にいかに生かすかについて学び

を整理させた。 

母性講義は授業後に毎回記述課題（A4 １枚）を提出してもらいコ

メントを書いて次回講義時に返却し学生の理解度・関心等を把握し

た。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

国試対策委員：4 年生の模試後に低得点者の学生と面談を行い、自

己の課題を明確にさせ今後の模試の結果を上昇させるように関わ

っている。C-Learningを使用して模試の解説を行った。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

2・3年生の母性看護学の講義資料の準備や配布を行った。 

Teamsで母性看護学実習要項に沿って実習指導を行った。 

1 年生のチューターとして人体の学習に役立つ本の紹介や C-

Learningに解剖生理の問題を作成し学習の支援を行った。 

 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

母性看護学の学習目的や実習の目的・目標が達成でき実践で使える

知識を獲得するためのアクティブラーニングを目指す。 

専門職として専門的な知識や技術の教育、倫理性の教育、査察能力

の教育を目指し教えて信じて待つのいう教育の基本を大切にして

いきたい。 



 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 川田綾子 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名 特任准教授 

在籍年数 3 年 

教育年数 40 年 

専門領域 基礎看護学領域、高等学校看護教育 

2.教育の活動 

最近 3 年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

援助方法論Ⅰ／１年次後期／110 人／必修科目 

援助方法論Ⅱ／２年次前期／110 人／必修科目 

援助方法論Ⅲ／２年次後期」／110 人／必修科目 

基礎看護学実習Ⅰ／2 年次前期／110 人／必修科目 

基礎看護実習Ⅱ／2 年次後期／110 人／必修科目 

看護科教育法Ⅱ／3 年次前期／3～5 人／選択科目 

教育実習指導／４年次前期／2～５人／選択科目 

教育実習／4 年次前期／2～5 人／選択科目 

教職実践演習高Ｂ／4 年次後期／2～5 人／選択科目 

看護研究セミナーⅠ／3 年次後期／3 人／必修科目 

看護研究セミナーⅡ／４年次通年／3 人／必修科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

基礎看護学領域の各科目の指導にあたっては、看護師資格取得を

目的とした学習の最も基盤となる基礎・基本の学習である。人の命

を守る、支える等の強い信念のもと、自らが主体的に学ぶ姿勢の構

築に努力する。学生には自己の学習度が自己評価できるように、各

学習において振り返り学習の継続化を図っている。 

看護教諭コースの学習指導においては、高等学校新学習指導要領

の改訂の主旨に基づいて、主体的・対話的な学び、深い学びの実現

に向けた学習指導法の構築に努力している。特にアクテイブラーニ

ングの手法を取り入れ、その中で ICE モデルを活用し、ルーブリッ

ク評価を用いて学習指導を進めている。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

FD 委員会が主催する学内の模擬授業の参観をもとに、授業研究

を進めている。また、高等学校看護教育に関しては、広島県教育委

員会指導主事の基での看護高等学校授業研究会（年間 5 回）に参加

し、高等学校教育の新しい指導法の工夫・改善の研究に携わってお

り、ここでの成果を、本学の看護コース生の授業に反映させる、特

に高等学校での教育実習では、研究授業に反映させている。 

5.教育実践(資料等) シラバス参照、テキスト（以下） 



シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learning を含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

高等学校学習指導要領（総則編、看護編）文部科学省 

基礎看護技術Ⅰ、Ⅱ（メジカルﾌﾚﾝﾄﾞ社） 

基礎看護技術Ⅰ、Ⅱ（医学書院） 

看護技術が見える（メッデイクメッデイア社）等 

授業においては自作のｐｐｔを活用、自己評価が可能な小テストの

作成、指導。教科書を読む・まとめる・記述する、を実行させる。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

令和 4 年度入学生より高等学校は新学習指導要領による学習が

スタートされ、学習内容、方法等、これからを生きる生徒に画期的

な学習指導が展開される。この教育の流れにそって、これから大学

教育も、時代の要請に応じた学習指導の工夫改善が必要と考える。 

文部科学省の示す教育を研究し、対応方法の研究を継続したい。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 迫田千加子 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名 准教授 

在籍年数 14年 

教育年数 24年 

専門領域 基礎看護学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

援助方法論Ⅱ／2年次前期／110名 必修 

援助方法論Ⅲ／2年次前期／110名 必修 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

援助方法論Ⅱでは、看護の実践で必要とされる日常生活援助技術

を、援助方法論Ⅲでは、診療の補助に必要な援助技術の知識・方法・

態度の修得を目指している。さらに演習での体験を通して、臨地実

習における患者中心の看護の実践につながる安全・安楽・自立と個

別性に配慮した技術の修得を図ることをねらいとしている。学生

は、自分の生活を振り返りながら、食事・排泄・活動・睡眠・清潔

などの生理的様式の援助の必要性や方法を根拠に基づき理解をし

ていく事を求める。また、診療の補助では酸素吸入・吸引・与薬・

浣腸・導尿・検査の介助では主体的に考える力をつけて高めること

で、安全な医療が提供できる事を求める。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

演習での看護技術の実施では、動画撮影・視聴による客観的な振り

返りを行っている。 

成果例：学生の授業評満足度調査、授業評価アンケート、授業時提

出物、同僚評価等 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

学生にシラバスを基に授業科目の目的や内容・方法を説明し明確に

している。また、授業に関わる既習学習の理解の確認をしながら授

業を進めている。授業が分かりやすくなるように資料・動画を作成

し教材としている。演習では、患者体験と看護師体験をすることで

看護者としての対応を考えさせている。そして、振り返りレポート・

小テストを毎回提出させて、学びを確認している。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

援助方法論Ⅰの基礎的援助技術の修得を援助方法論Ⅱに繋げ、さら

に、援助方法論Ⅲの診療の補助に必要な援助技術へとつなげてい

く。学生の学びが確実な学習の定着となるように確認テストを取り

入れながら行っていく。 

 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 佐々木 由紀 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名 講師 

在籍年数 3 年 6 か月 

教育年数 11 年 

専門領域 地域看護学/がん看護学 

2.教育の活動 

最近 3 年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

在宅看護論/2 年次前期/110 名/必修科目 

がん看護論/４年次後期/90 名/選択科目 

地域看護学実習Ⅰ/3 年次後期・4 年次前期/120 名/必修科目 

老年看護学実習Ⅰ・Ⅱ3 年次後期・4 年次前期/120 名/必修科目 

看護方法論Ⅴ/3 年前期/110 名/必修科目 

老年看護学演習Ⅰ・Ⅱ/2 年次後期/110 名/必修科目 

看護研究セミナーⅠ/3 年次後期/110 名/必修科目 

看護研究セミナーⅡ/4 年次前期・後期/110 名/必修科目 

看護統合セミナーⅢ/3 年次前期・後期/80 名/必修科目 

基礎看護学実習Ⅰ‣Ⅱ/2 年次前期・2 年次後期/110 名/必修科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等共通する方法や方

針、独自の工夫等 

医療専門職の看護師を目指す学生として、主体的に学ぶ姿勢、探求

する力を養って欲しい。看護の対象はすべての発達段階にある患者

とその家族であることから、多角的な視点から対象を捉えるために

も、医学・看護学だけではなく、社会学、心理学、哲学などの一般

教養も研鑽して欲しい。先ずは学生との信頼関係の構築が学習の動

機付けにもつながると考えているため、対話を大切にしている。 

「関心を持つ」「感じる力」「考える力」「行動する力」を養うために、 

小さな承認を繰り返しながら学ぶことの楽しさを伝えている。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

コメントペーパーの内容や授業評価を参考にして講義内容と教授

方法を改善している。学内外の FD研修会に参加している。教育課

程委員、国試対策委員の活動の一つとして、学生に応じた学習方法

を指導している。対話を通して学生ひとり一人の特性やレディネス

の把握に努めている。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

テキスト：地域療養を支えるケア（メディカ出版），がん看護論（医

学書院），高齢者看護の実践（メディカ出版）他 

毎回、講義後に提出するコメントペーパーから、講義の理解度や質

問を把握し次回の講義の内容に組み込んでいる。机上の学修内容を

もとに、疾患や患者像の理解が深まるよう視聴覚教材を活用してい



践報告等 る。特に患者の闘病体験等は学生が慣れ親しんでいる SNS や

YouTube を活用している。知識の定着を目的に C-learning のドリ

ルや小テストを活用している。  

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

オンライン授業でインタラクティブな講義を展開することが必要

である。学生がディスカッションできるようなシステムを活用す

る。また、臨地実習の代替えとなる学内実習の充実を図ることが必

要である。シュミレーション機器や臨場感のあるシナリオを活用す

ること、臨床 NS と連携し教授内容を構築してく。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 佐藤 敦子 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名 教授 

在籍年数 8年 

教育年数 19年 

専門領域 精神看護学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

精神看護学概論／前期／2年次生(80～120名)／必修科目 

精神看護援助論Ⅰ／後期／2年次生(80～120名)／必修科目 

精神看護援助論Ⅱ／前期／3年次生(80～120名)／必修科目 

看護方法論Ⅴ／前期／3年次生(80～120名)／必修科目 

精神看護学実習／通年／3年次生・4年次生(80～120名)／必修科目 

地域統合実習／通年／3年次生・4年次生(80～120名)／必修科目 

看護研究概論／3年次前期／110名／必修科目 

看護研究方法論／3年次前期／110名／必修科目 

看護学原論Ⅱ／1年次前期／110名／必修科目 

看護理論／1年次前期／110名／必修科目 

看護研究セミナーⅠ／後期／3年次生（担当学生 4～5名)／必修科目 

看護研究セミナーⅡ／通年／4年次生（担当学生 4～5名)／必修科目 

看護サービス組織論／後期／4年次生(80名)／選択科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

対人援助の専門職である看護専門職として、精神看護学の視点か

ら、専門職としての基礎知識・技術の修得と共に、コミュニケーシ

ョン能力を身に付けることができる能力を養う科目である。 

『学ぶことは楽しい』をキーワードに、「わかる楽しさ」から、学習

への興味関心・学習意欲を高め、理解の促進と知識の定着を促進し

「わかる楽しさ」という好循環を継続させたい。そのために、教授

方法として、体験を通しての「実感としての学び」による学びの促

進、臨床現場での例を用いて、対象や看護について具体的にイメー

ジできることで理解の促進ができるようにしている。 

看護職は対人援助の専門職であり、医療技術の高度化、看護業務の複

雑化、医療に対する患者の意識変化などを背景に今まで以上に医療の質

を高めていくことが求められているため、主体的に学習し続けること

ができる態度を身に付け、職業的アイデンティティーを形成できる

ようにしたい。 

 



4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

授業評価アンケート及び実習での学生の習熟度を参考に、授業内

容・方法の評価・改善を行っている。 

学内外の FD活動や学会に積極的に参加している。 

看護学部カリキュラム改革検討委員として令和 4 年度カリキュラ

ム改正に向けて活動、FD 委員会委員長として教育評価、技術経験

状況の把握、学部内での研修会、ピアレビューなど、教育の充実及

び質の向上に向けて活動している。 

成果として、学生の授業評価は高く（満足度 4.2/5、学習目的達成

4.3/5など）、わかりやすい、自分と関連させて考えることができ理

解できたなど学生の授業に対する満足度は高い。 

【学内活動】 

FD 委員会委員、教育課程委員会委員、就職キャリア支援委員会委

員、看護学部改革プロジェクト推進委員 

【学外活動】 

広島県保健師助産師看護師実習指導者養成講習会講師 

教員免許更新講習講師 

看護協会中支部研究サポート 

賀茂精神医療センター研究サポート 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

シラバス（HP参照） 

テキスト：精神看護学①精神看護学概論 精神保健 

     精神看護学②精神障害をもつ人の看護 

              （メヂカルフレンド社） 

     精神看護学Ⅱ臨床で活かすケア  （南江堂） 

     看護研究  （医学書院） 

     看護サービス管理 （医学書院） 

毎回資料配布 

小テスト、レポート、ミニッツペーパー 

学会発表資料 

 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

１．看護師国家試験合格率 100％に向けた教育プログラムの構築 

２．カリキュラムの評価・改善 

 全領域における、教育内容の整理 

３．大人数授業の効果的な教授法の開発 

  

 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 塩田愛子 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名  助手 

在籍年数 2年 4か月 

教育年数 ２年 4か月 

専門領域 成人看護学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

成人看護学実習Ⅰ・Ⅱ/３年次後期/110名/必修科目 

成人看護学実習Ⅲ/４年次前期/110名/必修科目 

成人看護援助論Ⅰ/2年次後期/110名/必修科目 

成人看護援助論Ⅲ/3年次前期/110名/必修科目 

救急看護学実習Ⅰ・Ⅱ/４年次前期/９名/選択科目 

フレッシュマンセミナーⅡ／1年次後期／110名／必修科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

大学の理念は、実践的な教育研究体系の中で、生命に対する畏敬の

念と倫理観に基づいた豊かな感性を育成することや、様々な問題に

対処できる問題解決能力を育成することなどである。実習・演習で

は、医療の現場で培った実践能力を強みに、経験知を最大限に利用

して、看護を伝えることを目標に取り組んでいる。 

 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

授業評価などを参考にして実習・演習指導内容を改善している。 

また、FD 活動に積極的に参加している。大学では教育課程委員、

就職キャリア支援委員として学生の教育や就職について委員の役

割を通して参画している。その中で、学生が教育成果を活かせる就

職成果を示すことが出来た。 

2 年チューターとして学生 18 名を担当し、生活指導及び学習支援

に取り組んでいる。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

Webシラバス（科目コード）：a2105～a2107,a2193,a2194 

テキスト：成人看護学 急性期看護Ⅰ・Ⅱ 南江堂  

成人看護学 慢性期看護 南江堂  

ビジュアル臨床看護技術 照林社  

救急看護学 医学書院 

MicrosoftTeamsなどを利用した資料配布 

6.今後の目標 対面とオンラインを同時に使用したハイブリッド型授業の実践 



目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

学生の主体性を引き出すための授業構成と内容の検討 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 新川 雅子 

学部 

学科 

看護学科 

看護学部 

職名 教員 

在籍年数 8年 

教育年数 15年（フルタイム） 

専門領域 基礎看護学領域 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

援助方法論Ⅰ／１年次後期／ 名／必修科目 

援助方法論Ⅱ・Ⅲ／2年次前期／ 名／必須科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

援助方法論Ⅰでは、バイタルサイン測定など看護技術として基礎と

なる部分を担当し実施している。看護の専門的技術として初めて習

う技術であるため、一緒に実施をする機会を増やし理解できるよ

う、また興味が持ち技術習得が出来るようにと考えている。また、

方法について根拠を踏まえながら説明することで覚えることが出

来るようにと考えている。援助方法論Ⅱでは、看護師の日常生活援

助技術となる。学生の日常生活習慣から考え、病院に入院している

患者へとつなげて援助をどのように実施する必要があるのかを考

えてもらうようにしている。援助方法論Ⅲでは、診療の補助の内容

となり学生の興味関心のある注射などについての技術となる。危険

な物品を扱うことから、確かな知識と技術の習得が患者の安全を守

ることとにもつながる事を念頭に実際の針や注射器の取り扱いを

１つ 1つ確認しながら実施をする演習へと繋げている。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

授業評価、また実際の学生からの反応等を参考に改善をしている。 

 

成果例：学生の授業評満足度調査、授業評価アンケート等 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

授業では、テキストの内容を中心にパワーポイントを使用しながら

説明を行っている。資料には、テキスト以外にも大切な内容を追記

したものを配布し授業展開を行っている。また、演習時もチェック

リストを作成し、デモを実践や動画を用いてイメージを付けられる

ようにして行っている。演習後の振り返り用紙を記載してもらい学

んだ内容を記載してもらい、また小テストも実施している。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

オムニバスで行っているため、事前に話し合いを行い継続性を持っ

て授業展開できるようにしたいと考えている。 

 



 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 進藤美樹 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名 准教授 

在籍年数 12年 5か月 

教育年数 27年 5か月 

専門領域 小児看護学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

小児看護学概論／2年次前期／80～120名／必修科目 

小児看護援助論Ⅰ／2年次後期／80～120名／必修科目 

小児看護援助論Ⅱ／3年次前期／80～120名／必修科目 

小児看護学実習 3年次後期 4年次前期・後期／110名／必修科目 

看護方法論Ⅳ／3年次後期／110名／必修科目 

看護研究セミナーⅠ／3年次後期／担当 5～7名／必修科目 

看護研究セミナーⅡ／4年次前期・後期／担当 5～7名／必修科目 

看護研究概論／3年次前期／80～120名／必修科目 

看護研究方法論／3年次前期／80～120名／必修科目 

フレッシュマンセミナーⅠ／1年前期／110～120名／必修科目 

フレッシュマンセミナーⅡ／1年後期／10～120名／必修科目 

看護学原論Ⅱ／1年次前期／110～120名／必修科目 

看護関連領域総合演習／1年前期／110～120名／必修科目 

基礎看護学実習Ⅰ／2年次前期／110名／必修科目 

基礎看護学実習Ⅱ／2年次後期／110名／必修科目 

看護統合セミナーⅢ／3年次前期・後期／80名／必修科目 

母性看護学概論Ⅰ／2年次前期／110名／必修科目 

母性看護学概論Ⅱ／2年次後期／110名／必修科目 

公衆衛生看護活動展開論Ⅰ／3年次前期／26名／必修科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

教育理念・目的：対人援助職者として、対人援助力を高め、看護師・

としての知識・技能を高める。専門職業人として、倫理観、個人を

尊重する意識と小児の権利を守ることができる知識と技術を身に

付ける。 

目標： 

1．学生が基礎的知識・学習習慣を身につけ自己成長できるような

教育内容、教育方法を実践できる。 

2．学生が豊かな感性を養い、人間関係形成能力を向上できるよう

授業、ボランティア、学生参画会議などの機会を通してかかわる。 



3．学生との関係性を築き学生を支援することができる。 

4．円滑な委員会運営活動により学科運営に貢献できる。 

5．自身と領域教員の教育力を高める 

方法： 

・授業方法の改善、参画理論の講義と演習と実践を取り入れる。 

・看護師国家試験合格のため授業内容は国家試験出題基準に合わせ

て構成する。学生・教員が小テストを作成し学習、期末試験で知識

の定着を確認する。 

・体験を通して学べるよう、また見る・聞く・話す・感じる・考え

る力を刺激する授業方法を工夫する。 

・学生の力を決めつけず学生をよく知る。学生の強みをみる。学生

が相談に来た時は手をとめて話を聞く。 

・独自の工夫：ポートフォリオ、ラベルワーク、グループディスカ

ッション、小テスト、課題解決型学習、子どもとの触れ合い体験 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

【学内外の教育活動】 

・授業コメント、授業評価アンケート、ピアレビューを参考にして

授業内容・方法を改善している。 

・学生参画理論を用いた授業展開、ラベルワーク、ポートフォリオ、

発表会、学年を超えての授業参画など主体的な取り組みを行ってい

る。成果：学生が主体的に授業に参画し同級生や先輩の学びに興味

を持って学びを深めた。研究としてまとめて報告した。 

・コロナ禍における小児看護学実習：臨地実習ができず学びを保障

するため学内実習とオンライン実習を工夫した。その一環としてお

もちゃ作りを取り入れた。成果をまとめて報告した。「コロナ禍の遠

隔授業における教授内容の工夫－小児看護学実習でのおもちゃ作

り－」日本看護研究学会第 47回学術集会(web開催) 

・呉市子育て支援研修会講師、成果：保育士、保育教諭を対象に小

児保健・小児救急の講義と演習を行い保育の質の向上に貢献した。

成果をまとめて報告した。「母子看護学領域におけるサービス・ラー

ニングの実際と課題」第 61回日本母性衛生学会・学術総会(web開

催) 

・潜在保育士就職支援セミナー講師、成果：保育士として就職を考

える参加者に講義を行い就職支援に貢献した。 

・阿賀小学校社会見学、成果：総合的学習授業の一環として小学校

3年生の社会見学を受け入れた。学生ボランティアによる施設案内、

体験、交流を実施、小学校教諭との調整、学生の支援をおこなった。 

・呉市保育所（延崎、三坂地）社会見学、阿賀保育園社会見学、成



果：年長児を対象に阿賀キャンパス社会見学を継続している。学生

主体で施設・授業見学、体験を実施、母子看護領域教員がサポート

している。小学校入学を目前に控えた年長児にとって社会性を養う

機会となる。学生は主体的に取り組み実習と異なる視点で子どもの

理解を深めている。成果をまとめて報告した。「母子看護学領域にお

けるサービス・ラーニングの実際と課題」第 61 回日本母性衛生学

会・学術総会(web開催) 

・第 19回チャイルドフェスタ inくれ実行委員 

・子育て応援講座Nobody’ｓPerfectProgram講師 

・親子の絆づくりプログラム赤ちゃんがきた（BP）アシスタント 

・広島県高等学校教育研究会養護部会呉地区支部研修会講師 

・講演「みんなで防ごう VPD」、成果：非常勤講師坂野堯先生とと

もに本学学生、呉地域保育士を対象に講演会を開催した。 

・呉市私立幼稚園協会春季研修会講師 

・オレンジリボン普及イベント市民講座「防ごう子ども虐待、地域

で支えよう親と子」、成果：イベント準備、開催の補助、ボランティ

ア学生のサポートを実施した。参加学生は子ども虐待防止の正しい

知識を得るとともに、地域で支える人がいることを理解できた。学

生の学びをまとめて報告した。「市民と看護学生における児童虐待

防止に対する関心とオレンジリボンの認知度の比較」日本看護研究

学会第 46回学術集会(web開催) 

・呉市立呉高等学校（看護基礎）講師 

・吉島病院研究指導 

【FD活動】 

・看護学教育研究共同利用拠点千葉大学大学院看護学研究院附属看

護実践・教育・研究共創センター主催：看護学教育ワークショップ

参加（平成 28年 29年令和 1年・令和 2年）、成果：看護学教育ワ

ークショップ報告書 

・看護学部カリキュラム改革検討委員会委員（令和 2年度） 

・看護学部プロジェクト推進会議委員、進級制担当（令和 3年度） 

・レールダル SimPad 基本トレーニング研修、成果：シミュレーシ

ョン演習の講義概要、シミュレーションモデルの操作を理解し小児

看護学の演習で取り入れている。 

・日本赤十字社幼児安全法短期講習受講、成果：子どもの事故防止

等の講義と 1次救命処置のトレーニングを受講。呉市子育て支援研

修において保育士に指導した。今後小児の演習にも取り入れる。 

【委員会活動】学生部次長（教務）、教育課程委員会(委員、副委員



長、委員長)、FD委員会（委員、副委員長）、入試委員、学生部学校

案内委員長、成果：高校生対象、体験を取り入れた模擬授業、学校

案内の調整と実施。学生参画委員会 AL委員会委員：成果、学生主

体の勉強会実施、委員が１年生の授業へ参画し学習方法等の体験

談、相談会を実施。学生の主体的な活動をサポートしつつ教員、学

生が同じ目標に向かい連携協働でき学生の主体的学びを促進した。 

AL・FD委員会（委員、委員長）、成果：教員・学生を対象に研修会

を 1 回／月実施しアクティブ・ラーニングを推進した。AL 実施調

査、報告書作成に携わった：アクティブ・ラーニング推進報告書（大

学・短大 FD委員会） 

看護統合研究センター委員、研究ブランディング、看護医療福祉部

門委員 認知症カフェ担当、成果：毎月認知症カフェを開催、年 1

回健康チェックをして介護予防に貢献、研究結果をまとめた報告書

が配布された。呉市介護予防課、呉市認知症カフェにおいては、知

名度が上がった。コロナ禍にあっては、ニュースレターを毎月発行

した。高齢者同士、高齢者とカフェ運営者・学生のつながりを強く

した。 

・チューター（2・3・4年生）、成果：チューター主任、チューター

教員と連係して履修相談や感染防止指導を実施。オリエンテーショ

ン、定期不定期の面談による履修相談、学業生活支援、学業改善計

画・実施の指導。 

・セミナー（3・4年生）、成果：看護研究、国家試験、就職活動の

支援。昨年度は全員就職内定、国家試験合格した。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

・毎回資料・ppt等を活用しての講義を展開している。 

・シラバス、テキスト、配付物、小テスト、ドリル、webの活用（C-

Learningを含む）教材倉庫に入れていつでも見られるようにした。

手元資料としても配布した。 

・学生参画会議「アクティブ・ラーニング委員会」の取り組み（平

成 29年度）、学生参画会議 看護研究発表会運営委員会の取り組み

-学生の主体的な学びを支援する-（平成 29 年度）、フレッシュマン

セミナーⅡアクティブ・ラーニング実践報告（平成 29年度）、小児

看護援助論Ⅰアクティブ・ラーニング実践報告（令和 2 年度）：ア

クティブ・ラーニング推進報告書（大学・短大 FD委員会） 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

1． 学生が基礎的知識・学習習慣を身につけ自己成長できるような 

教育内容、教育方法を実践できる。→成果を研究的にまとめて評価

しながら実践していく。 

2．学生が豊かな感性を養い、人間関係形成能力を向上できるよう



授業、ボランティア、学生参画会議などの機会を通してかかわる。

→コロナ禍において対面で実施する機会が減少している。オンライ

ン授業、実習では知識、技術のみにとらわれず教育方法を工夫して

いく。 

3．学生との関係性を築き学生を支援することができる。→コロナ禍

においてはより意識して継続していく。 

4．円滑な委員会運営活動により学科運営に貢献できる。→委員や関

係各署との連携してすすめていく。 

5．自身と領域教員の教育力を高める。→継続していく。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 高橋 登志枝 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名 准教授 

在籍年数 10年 

教育年数 12年 

専門領域 教育学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

成人看護学援助論Ⅰ／2年次前期／112名／必修科目 

成人看護学援助論Ⅲ／2年次前期／112名／必修科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

学生は、専門領域の科目として学ぶ内容である。既習している内容

から看護技術・実践力・問題解決能力・思考力を身に付けることを

目標として学修する。基礎的な知識と技術を身に付ける科目と位置

づけている。異常の早期発見としての観察、合併症、退院指導につ

いてグループワーク、反転授業をすることでより思考させた。でき

るだけイメージができるように DVD を活用し，体験した学生たち

からは分かりやすかったという感想が多かった。また，最後に C－

Learning で小テストを前後で実施し，知識の確認を行うようにし

た。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

授業評価を参考にして授業内容・方法を改善している。学内外の FD

活動に積極的に参加している。自ら、他の教員の協力のもと、動画

撮影した教材開発し、事前学習として VTR 視聴、授業時に説明し

ながら視聴させ、学生の興味関心を高めるように作成した。今後は

更に動画を見直していく。 

成果例：学生自らの授業評価、学生同士の他者評価、授業評価アン

ケート、授業時提出物（記述課題内容）等 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む） 

シラバス：科目コード o3103 

テキスト： 急性期看護Ⅰ・Ⅱ （南江堂） 

ビジュアル臨床看護技術ガイド（照林社） 

毎回資料・ppt等を活用しての講義展開、小テスト、webの活用 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

オムニバス形式の講義展開における教授内容の繋がりの難しさを

感じた。学生の理解・関心を深めるため、個々のレディネスを把握

し、日々の学修への興味、関心に向けた工夫していく。補足の教材

を活用し，視聴覚教材を使用し、学生自らが思考する授業展開（演

習）や実習がイメージできるような授業を行う必要がある。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 棚﨑由紀子 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名 教授 

在籍年数 約 6ヶ月 

教育年数 14年 

専門領域 老年看護学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

老年看護学概論Ⅰ／2年次前期／113名／必修科目 

老年看護学実習Ⅱ／3年次前期／123名／必修科目 

老年看護援助論Ⅲ／3年次前期／9名)／選択科目 

看護研究セミナーⅡ／4年次通年／4名／必修科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

看護専門職者としての自覚をもち、自分で学び、考え、発信できる

力、また老年看護学の対象である高齢者およびその家族の痛みを理

解し、強さと優しさを兼ね備えた人材の育成を目指していきたいと

考えている。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

講義についてはオムニバスであり、担当コマ数が少なかったため、

十分な評価には至っていない。なお、老年看護学実習Ⅱについては

大半がリモートによる実習となったが、実践場面の再現及びその後

のリフレクションに力を入れたことで、実習目標をクリアすること

ができ、学生からも高評価であった。しかし、可能な限り現場での

実習に即したさらなる改善が必要である。 

委員会活動としては、国試対策委員として主に 4年生、チューター

の 3年生に関わっている。夏期講座の企画運営、低成績者の対応を

行っている。 

学外活動としては、済生会広島病院での研究指導を行っているが、 

継続中のため評価はできない。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

テキスト 

・ナーシンググラフィカ老年看護学①高齢者の健康と障害 

・ナーシンググラフィカ老年看護学②高齢者看護の実践 

講義の際には、講義範囲の資料を配布している。 

講義内容に関連した国試の過去問題を例題として回答させ、講義の



践報告等 中で解説している。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

１．本学の教育内容、方針並びに新カリの理解 

２．老年看護学領域の卒業までに修得しておかなければならない

内容を、学生が主体的に取り組み、理解できるように、学生の

レベルに応じた講義の教授方法を検討していく必要がある。 

 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 棚田 芳彦 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名  助手 

在籍年数 1年 4か月 

教育年数 1年 4か月 

専門領域 精神看護学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

精神看護学概論／2年次前期／116名／必修科目 

精神看護援助論Ⅰ／2年次後期／89名／必修科目 

精神看護援助論Ⅱ／3年次前期／73名／必修科目 

精神看護学実習／3年次・4年次／128名／必修科目 

地域統合実習／3年次・4年次／134名／必修科目 

看護方法論Ⅴ／3年次前期／76名／必修科目 

フレッシュマンセミナーⅡ／1年次後期／110名／必修科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

精神看護学への学修のため、基礎看護学の理論・技術を踏まえ、

特に精神看護の機能の特性を中心に、精神看護の目的・役割機能・

方法について理論的に言及、論ずる。さらに、精神看護を実践でき

るための専門知識体系及び技術を教授する。 

授業設計では(講義パワーポイント作成、配布資料作成、復習課題、

小テスト、フィードバック、質問対応・体験)をしっかり行い、理解

度を高め、知識を定着させる。さらに遠隔授業など新たな授業設計

のため C ラーニングや Teams での授業内容の効果を評価してい

く。講義形式では双方向性形式になるようアクティブラーニングの

手法を導入し、リモート講義についても意見交換を学生とカメラを

つないだり、Cラーニングの協働板を利用している。 

 また、学生を学習者として学習面だけの成長を支援するのではな

く、看護専門職者として、さらに社会人として人としての成長も期

待したい。そのため、挨拶や礼儀・マナーといった社会のルールを

基盤とした行動ができるように主に実習場面での指導を行ってい

る。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

委員会活動は教育課程委員会、オープンキャンパス委員会、学生

参画委員会（実習室担当）にて委員会の運営方針にそって活動して

いる。 

２年生チューターとして学生 18 名担当。学生支援・履修相談・

日常生活に関する相談や指導を行う。また、コロナ対応に関する毎



日の健康チェック対応や連絡・指導を行う。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

シラバス（コード名）： 

精神看護学概論(o2163) 

精神看護援助論Ⅰ(o2087) 

精神看護援助論Ⅱ(o2088) 

精神看護学実習(o2089) 

地域統合実習(o3162) 

看護方法論Ⅴ(o2170) 

フレッシュマンセミナーⅡ(o0181) 

テキスト： 

 新体系看護学全書精神看護学① 精神看護学概論／精神保健

（メヂカルフレンド社） 

 新体系看護学全書精神看護学② 精神障害をもつ人の看護（メ

ヂカルフレンド社） 

 看護学テキスト NiCE精神看護学Ⅱ 臨床で活かすケア（南江

堂） 

毎回資料・ｐｐｔ等を活用して講義展開。また、C ラーニングや

Teamsを利用し授業展開。現在助手として、授業が円滑に行えるよ

う準備、授業毎の提出物の確認等を行っている。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

教育者としての知識と経験が不足しており、自ら行動を起こすこ

とができていない。今までの指導を受けたことを振り返り、自分自

身で理解し、行動化できるようにする。実際に講義自体を行う事は

役職上できていないが、講義を行う事ができるように今までの内容

を理解し、使用しているテキストの内容を踏まえた教育が行えるよ

うに内容を把握していく。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 田村和恵 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名  准教授 

在籍年数 20年 

教育年数 20年 

専門領域 成人看護学領域 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

成人看護学概論／2年次前期／110名／必修科目 

成人看護援助論Ⅰ／2年次後期／110名／必修科目 

成人看護援助論Ⅱ／2年次後期／110名／必修科目 

成人看護援助論Ⅲ／3年次前期／110名／必修科目 

成人看護援助論Ⅳ／4年次前期／10名／選択科目 

成人看護技術演習Ⅰ・Ⅱ／4年次後期／10名／選択科目 

成人看護学実習Ⅰ・Ⅱ／3年次後期／110名／必修科目 

成人看護学実習Ⅲ／4年次前期／110名／必修科目 

看護方法論Ⅱ・Ⅲ／2年次前期／110名／必修科目 

看護学原論Ⅱ／1年次前期／110名／必修科目 

看護研究セミナーⅠ／3年次後期／5名／必修科目 

看護研究セミナーⅡ／4年次通年／5名／必修科目 

ターミナルケア論／4年次後期／60名／選択科目 

 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

看護専門職者としての、専門知識・技術・実践力・問題解決力が身

につくよう、成人期としての特徴やケアシステムの中にいる対象者

の理解と支援方法が、理解できるよう段階的に科目を位置づけてい

る。 

ターミナルケア論では、看護学部看護学科のディプロマ・ポリシー

の「看護専門職者としてのこれまでに獲得した知識・技術・創造的

態度を統合し、地域社会に貢献する力を身につける」に関連させて

講義を展開している。避けて通ることができない「生と死」につい

て考えさせ、看護観だけでなく、希薄となっている死生観が育成で

きるような講義を展開している。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

前期・後期に実施している授業評価を参考にして授業内容・方法を

改善している。学内の FD委員会に所属しており、教育活動を積極

的に参加している。 

実習技術経験の内容分析をおこなったが、その分析結果を卒業時の



到達目標が達成できるよう各領域と連携していく必要がある。 

成果例：授業評価アンケート 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

シラバス(HP参照) 

テキスト：成人看護学概論(メディカ出版) 

慢性期看護 (南江堂) 

ビジュアル臨床看護技術 (照林社)、 

資料：PP等配布 

 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

・国家試験問題のなかでも、成人領域の出題率は高いため、講義や

実習を通して知識・技術を統合させ、国家試験合格率のアップにつ

なげていきたいと考える。 

・学生のレジネスに応じた講義内容を検討する。 

・オンライン時の講義の工夫（知識だけではなく、実践面を強化す

ることは必要であるため、特に技術演習） 

 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 土肥敏博 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名 教授 

在籍年数 5年 5ヶ月 

教育年数 51年 

専門領域 関連領域 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

疾病治療論 I（循環器系）/2年前期/110/必須科目 

疾病治療論 III（高齢者医療）/2年前期/110/必須科目 

疾病治療論 II（感覚器系・感染症）/2年後期/110/必須科目 

病理学各論/1年生後期/44/選択科目 

医学概論/１年生後期/109/必須科目 

フレッシュマンセミナーＩ（文化に生きる）/1年生前期/長束（97）・

坂（120）・阿賀（80）キャンパス/必須科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

看護医療人として備えるべき専門基礎知識を身に付ける。 

ただ覚えるだけでなく、いつも“なぜ”という疑問をもち、みずか

らその解答を導く学習を身につける。そこから各科目に関連する部

分を横断的に理解する。そうすることにより問題解決能力を身につ

ける（リテラシー）。“教えてもらう”から“自ら学ぶ”意識を絶え

ず念頭におく。論語の教えを紹介し、自ら考えて学ぶことを理解す

る。そうすることにより“楽しく学ぶ”ことができることを知って

もらいたい。 

社会的コミュニケーション（コンピテンシー）理解のために、ダン

テの「神曲」を話して聞かせている。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

FD 研修会を参考にしている。また、「看護薬理学教育セミナー」、

（平成 29年 3月）、「看護薬理学カンファレンス 2019 in 大阪」－

看護の視点が薬物治療を変える（平成 31年 3月）に参加した。日

本薬理学会から薬理学教育の専門家として薬理学教育エデユケー

ター（令和 2年）が認定された。これらをバックボーンに、薬理学

を通して生体機能の理解や疾病と治療の原理を理解するように導

いている。また、各種専門学会に参加することにより最先端医療の

知識を収集・紹介することにより学問の面白さを伝えている。これ

らにより基礎から臨床へ縦断的かつ横断的教育が実施できている。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

シラバス掲載に沿って実施している。参考書を紹介し、授業には教

員が作成した資料を配布。随時 webや CDで動画を紹介。オンライ



物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

ン授業(Microsoft Teams)では講義に用いた資料を C-Learning に

も掲載している。 

授業時に小テストを実施し、添削・返却して理解度を把握し、解説

して理解度を深めている。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

依然として自主的学習を身に付けられない、考えないで丸暗記にた

よる学生が少なくない。 

本件に関しては、1科目だけで指導しても効果が出ないので、学部

全体がそのような取り組みを行うように提言している。また今後も

それを根気よく続けていくつもりである。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 中村 哲 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名  教授 

在籍年数 7年 

教育年数 20 

専門領域 疫学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

疫学／３年次前期／110名／必修 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

公衆衛生概念の理解と公衆衛生の実践とに方法論として関連する

疫学の考え方およびそれに付随する統計資料・統計学手法の応用に

対する理解は看護実践に極めて重要である。そのため学生に対して

アクティブ・ラーニング(AL)として、各コマの講義では講義テーマ

に沿う事前学習としての小問題を課している。また、AL について

は学生に事前学習課題を与え、講義中の２コマを使って反転授業を

行っている。この半手授業は評価票を用いて学修評価を行い、学生

の理解度と参加度を経年的に把握し、授業展開に利用している。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

学外では JICA/JDR の教育研修委員(疫学班)として 2018 年度まで

関わった。また国際交流委員として、交流提携校であるパーペチュ

アルヘルプ大学での講義を 2018 年に行った。学内では授業評価を

利用して授業方法と授業内容を改善してきた。また学内の FD活動

の内、特に AL普及と評価に関わる活動に積極的に参加している。

成果事例：JICA/JDR辞令、パーペチュアルヘルプ大学の講義証明

書、本学 AL推進報告書 2018-2020． 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

本学Webシラバス疫学参照（科目コード o1037） 

教科書：中村好一「基礎から学ぶ楽しい疫学」最新版 医学書院, 参

考書：日本疫学会編 初めて学ぶやさしい疫学 最新版 南江堂, 厚生

の指標 増刊 国 民衛生の動向 最新版；オープンリソースをも使用

している. 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

反転授業の効果と学生側の評価は極めて良好であるが、全体の講義

の終結部に実施するため、学生の講義全体の意欲にはつながってい

ない。また、次年度以降看護学部では新カリキュラムとしてコマ数

が半減するため、より学習意欲とその効果を高める工夫が必要とな

るため、その方法を反映したシラバスを作成すべく検討する。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 平岡正史 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名 講師 

在籍年数 4 年 

教育年数 10 年 

専門領域 成人看護学 

2.教育の活動 

最近 3 年間の担当科目 

成人看護援助論Ⅰ～Ⅲ／2 年次後期～3 年次前期／80～125 人／必修科目 

成人看護実習Ⅰ～Ⅲ／3 年次後期～4 年次前期／80～125 人／必修科目 

救急看護実習Ⅰ・Ⅱ／4 年次前後期／10 人前後／選択科目 

看護研究セミナーⅠ・Ⅱ／3 年後期～4 年前期／5 人前後／必修科目 

災害看護論／4 年次前期／125 人前後／必修科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

講義では、オンラインで学生の反応を確認しながらの展開が困難なため、わか

りやすくシンプルな資料を心掛けたい。また、学生の理解状況が把握できるよ

うにレポートなどの課題を出し、担当講義の都度評価していきたい。 

オンラインでの技術演習や実習は、イメージしやすい資料となるよう既存のテ

キストのコピペではなく、平易な表現で伝えたい。また、学生がイラストや映

像などを通して視覚的に理解できるように工夫したい。 

前後の授業の繋がりを意識し、教員間で資料を共有しながら展開していきた

い。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

・学会発表を通じて外部の団体から調査研究の相談があった 

・オンライン向きの授業資料に改良した 

・シミュレーションに関する研修会に参加した 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

WEB シラバス 

科目コード：2105～2107 

テキスト：成人看護学 急性期看護Ⅰ-Ⅱ、慢性期看護(南江堂)  

患者事例と模擬電子カルテ、患者動画の録画・ライブ配信 

科目コード：2101、2102、3103 

テキスト：急性期看護Ⅰ-Ⅱ、慢性期看護（南江堂）、臨床検査（医学書院） 

PPT に直接書き込んだり、モデル人形を用いて援助技術を配信しながら授業を

行った。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

・国家試験の成人領域の得点 up のための授業を検討する 

・学生のレベルに応じた資料を作成する 

・アウトプットの機会を設け、オンラインで一方的に聞くだけにならないよう

にしたい 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 藤尾 順子 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名  講師 

在籍年数 6 年 4 ヶ月 

教育年数 6 年 

専門領域 小児看護学 

2.教育の活動 

最近 3 年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

・フレッシュマンセミナーⅡ／１年次後期／110 名／必修科目 

・小児看護援助論Ⅰ／2 年次後期／110 名／必修科目 

・小児看護援助論Ⅱ／3 年次前期／110 名／必修科目 

・小児看護学概論／2 年次前期／110 名／必修科目 

・看護研究セミナーⅠ／3 年次後期／110 名／必修科目 

・看護研究セミナーⅡ／3 年次前期・後期／110 名／必修科目 

・看護方法論Ⅳ／2 年次後期／110 名／必修科目 

・看護統合セミナーⅢ／3 年次前期・後期／80 名／必修科目 

・小児看護学実習 3 年次後期 4 年次前期・後期／110 名／必修科目 

・母性看護学概論Ⅰ／2年次前期／110 名／必修科目 

・母性看護援助論Ⅰ／2年次後期／110 名／必修科目 1 

・母性看護援助論Ⅱ／3年次前期／80 名／必修科目 

・公衆衛生看護活動展開論Ⅰ／3 年次前期／26 名／必修科目 

・基礎看護学実習Ⅰ／2 年次前期／110 名／必修科目 

・基礎看護学実習Ⅱ／2 年次後期／110 名／必修科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

【自らの信念・価値観】 

想像力と創造力を磨き、豊かな人間性（人を思いやる心）を持ち、

人を大切にすること。笑顔を忘れない。 

想像力は、会話や行動から相手が意図することを読み取ったり、相

手の理解を深めるために重要である。また、創造力があれば、与え

られた指示通りに動くだけでなく、自分で問題意識を持って試行錯

誤しながらより良い看護を考え実践することができる。 

【教員としての目標】 

① 豊かな人間性（人を思いやる心）を持って看護を行うために、

基本となる知識・技術を理解できるように教授する。 

② 多くの看護の事例を示し、想像力と創造力を持ち学生自ら看護

を考えることができる。 

③ 毎回授業の目標を可視化して学生に伝え、学生が目標に向かっ



て学習することができる。 

④ 学生が主体的に学べるように授業の工夫をする。 

⑤ 安心して授業を受けることができるよう環境を考える。 

⑥ 学生と一緒に教員も楽しむことができる授業計画の作成。 

⑦ 将来社会人としてまた医療に従事する者として倫理観を持つこ

とができる。気持ちよく挨拶ができる。 

⑧ 常に新しい知識、知見を持って学生に教授する。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

【学内教育活動】 

◆小児看護学概論／2 年次前期／110 名／必修科目 

小児看護学の基本である小児の成長・発達を学び、健康増進のた

めの小児・家族の看護について理解し小児看護観を構築することを

目標にしている。 

数名の教員がオムニバスで講義・演習を行っている。講義の中に、

グループ学習、子どもとのふれあい体験、虐待の講演参加を盛り込

み、目標である小児看護の理念や基本概念の理解・小児の成長発達・

小児看護の特性とその関連理論・子どもの障害と疾病について小児

と家族に対する看護援助の基本について理解できた成果があった。 

◆小児看護援助論Ⅰ／2 年次後期／110 名／必修科目 

小児看護学 概論、疾病治療論（小児疾病）の知識をもとに健康障

害のある小児・家族の看護について理解し看護専門職者として必要

な専門知識・技術・実践力 を身につけることを目標にしている。 

小児看護学概論と同様に３名の教員がオムニバスで講義を中心に

演習を取り入れ、健康障害のある小児・家族の看護の基本について

理解させる教育効果があった 

◆看護方法論Ⅳ／3 年次後期／110 名／必修科目 

看護専門職者として専門知識・技術・実践力、問題解決能力・思

考力を身に付けることを目標に、ロイ適応看護モデルに基づき子ど

もの健康問題と看護について理解 し、看護過程を展開する．また、

課題を探究する姿勢をもち主体的に学習し、グ ループ学習により

人間関係形成能力を身につけることも目標にしている。 

事例を提示し教員の実践経験を織り込みながら学生に教授する

ことで、学生は具体的に看護を考えることができている。 

◆小児看護援助論Ⅱ／3 年次前期／110 名／必修科目 

小児の形態的・機能的特徴をふまえて生活援助技術および検査・

処置技術を根拠とともに理解する。また、グループによる技術のプ

レゼンテーションを通してコミュニケーション・スキル、問題解決

能力、自己成長力を身につけるため、演習を中心に行っている。 



モデル人形では小児の反応が理解しにくい部分であるが、DVD・動

画の活用、教員が子どの反応を工夫して伝えることによって、小児

看護に必要な看護技術の基本について理解できていると考える。ま

た、講義の始めには人体、特に子どもの人体の特徴を復習し、演習

する看護との繋がりをおさえて行った。人体の基本を意識すること

によって、留意点、注意点を学生自身が考えることができていた。 

◆小児看護学実習 3 年次後期 4 年次前期・後期／110 名／必修科目 

医療施設と保育所・保育園で施設実習の指導を行った。学生と一緒

に子どもに関わり指導することによって、学生は小児期の対象を理

解し、健康な児の保育と、健康を障害された児と保護者を含めた援

助について知識と実践を結び付けて考えることができた。 

◆看護統合セミナーⅢ／3年次前期・後期／80名／必修科目 

小児看護領域のおける基本的知識の習得と学習方法の体得に有効

であった。 

◆看護研究セミナーⅠ／3 年次後期／5 名／必修科目 

学生に卒業研究に関する内容を理解させる教育効果があった。 

◆看護研究セミナーⅡ／4 年次前期・後期／5 名／必修科目 

学生に卒業研究に関する内容を理解させる教育効果があった。 

◆フレッシュマンセミナーⅡ／１年次後期／10 名（110 名）／必修

科目 

「大学生としての自覚を養うための、学修課題を小グループで設

定、地域課題解決のための対処能力の基礎を学ぶ。」 

令和 1 年度１グループ 10 名の計画書に基づき保育園児への手洗い

指導及び、プレゼンテーションに関する指導を行った。 

グループで学ぶこと、研究の目的・意義等の理解並びにプロジェク

トの一連の活動に関して理解できる教育効果があった。 

◆基礎看護学実習Ⅰ／2 年次前期／6 名（110 名）／必修科目 

「初めての臨地実習を通して、医療施設の役割・機能及び看護師の

援助の実際について理解し、看護師としての臨床実践経験のある実

習 指導者からの指導により看護専門職者を目指すものとして必要

な基本的な態度について学ぶ。」 

令和2年度 10名の学生に広島共立病院において実習指導を行った。 

それによって、学生に臨床における看護の機能と役割・看護の実際

等について、実践と結びついた形で理解させる教育効果があった。 

◆基礎看護学実習Ⅱ／2 年次後期／6 名（110 名）／必修科目 

基礎看護学実習Ⅰの理解をふまえて医療の場における根拠に基

づいた看護プロセスを展開し，応用看護 学実習へと発展させると



ともに、看護師としての臨床実践経験のある実習指導者からの指導

により、個別的な援助技術の実践について学ぶ。 

令和 2 年度 6 名の学生に広島大学病院において実習指導を行った。 

それによって、1 人の患者を受持って、看護過程の展開の一連のプ

ロセスを、実践と結びついた形で理解させる教育効果があった。 

◆母性看護学概論Ⅰ／2 年次前期／110 名／必修科目 

令和 3 年前期「女性のライフサイクル」ついて講義を行い、母性看

護を考えるうえで基本的な女性の一生を理解できていた。 

◆公衆衛生看護活動展開論Ⅰ／3 年次前期／26 名／必修科目 

乳幼児期の健康課題と保健師の支援について 1 歳 6 か月の特徴と

健診を中心に理解 

【チューター】 

2 年生チューター 令和元年度（17 名） 

2 年生チューター 令和 2 年度（16 名） 

4 年生チューター 令和 3 年度（22 名） 

学習上や生活上の相談・指導を行っている。特に今年度は 4 年チュ

ーターになり、就職活動・国家試験対策の指導を強化している。 

チューターの学生に限らず出来る限り教員から学生に声をかけ、挨

拶をするようにしている。 

【委員会活動】 

実習委員会 

実習整備委員会 

教育機器整備委員会 

研究学生参画委員会 

学生部 保健係就職支援委員会 

【入学支援センター広報活動】 

◆オープンキャンパス業務：母子体験ブースではモデル人形を使用

して、実際の演習で行うことを簡単に説明し一部体験してもらっ

た。高校生は大学でどのような授業を行っているかがわかり、また

さらに看護師になろうという意欲を持てた高校生もいた。 

◆看護学部公開講座 令和元年度 

「子どものお薬の飲ませ方」 

【高校生に向けて授業】 

◆呉市立呉高等学校 ３年生 基礎看護受講生徒に向けて「子ども

の観察」の授業を行い、授業を通じて看護師の魅力を伝えた。 

【地域活動】 

◆第 12 回 呉市・広島文化学園大学 子育て支援研修会 講師 



◆第 13 回 呉市・広島文化学園大学 子育て支援研修会 講師 

◆第 14 回 呉市・広島文化学園大学 子育て支援研修会 講師 

参加者（保育士、保育教諭、教諭、園長、主任）、を対象に「小児

保健・小児救急」及び「コミュニケーションと遊び」についての

講義と演習をおこなった。 

◆令和 1 年度 潜在保育士就職支援セミナー 講師 

◆令和 2 年度 潜在保育士就職支援セミナー 講師 

◆令和 3 年度 潜在保育士就職支援セミナー 講師 

呉市保育所就職に必要な知識・技術等に関する研修セミナーで、 

保育士としての就職を支援する目的で、小児保健・小児救急につ

いて講義と演習をおこなった。 

◆オレンジリボン啓発イベント第５回市民公開講座 

｢防ごう子ども虐待、地域で支えよう親と子｣ 担当者：子ども虐

待防止と通告(通報)の正しい知識を得るとともに、地域で支える

人がいることを理解する事を目的に 2 年次生に対して、事前学

習、シンポジウムの環境整備、事後課題の提示と確認業務を遂行

した。 

◆呉市ファミリーサポート養成講座（年 2 回）講師 

 「知っておきたい子どものお世話」をテーマに行っている。 

・学内外の FD 活動に積極的に参加している。 

【学会発表】 

① 「保育園児への手洗い指導を企画、実施しての学び」 

日本看護学教育学会第 30 回学術集会(web 開催) 

令和 1 年度本学１年次生を対象にフレッシュマンセミナーⅡ（後

期開講）で導入しているアクティブラーニングの学外活動（１グル

ープ 10 名の計画書に基づく保育園児への手洗い指導及び、プレゼ

ンテーションに関する指導）を行い、その成果を、参加対象学生の

提出物から内容分析、上級学年次生へのアクティブラーニングの手

法を振り返り・効果検証した。 

② 「市民と看護学生における児童虐待防止に対する関心とオレン 

ジリボンの認知度の比較」 

日本看護研究学会第 46 回学術集会(web 開催) 

今回オレンジリボン普及イベント市民講座（以後市民講座）参加

者である市民と看護学生の児童虐待防止に対する関心とオレンジ

リボン認知度を比較、検討した。学生の認知度が市民より高いのは

オレンジリボン啓発活動参加の効果と言える。市民は地域住民との

つながりや支えあいを重要と考えていた。今後もオレンジリボン啓



発活動や教育を継続していく必要性が示唆された。 

③ 「母子看護学領域におけるサービス・ラーニングの実際と課題」 

第 61 回日本母性衛生学会・学術総会(web 開催) 

本学母子看護領域｢小児看護学実習｣の中で取り組んでいるＭ保

育所遠足に関する学生主体の企画・運営の効果を検証し、今後の課

題を明らかにした。地域に暮らす園児の園庭生活の実際と危機管理

を知ることは講義・演習・実習とは異なる視点で子育て環境のとら

え方が容易となり重要性や課題探求に繋げることが出来ていた。 

④ 「コロナ禍の遠隔授業における教授内容の工夫  

－小児看護学実習でのおもちゃ作り－」 

日本看護研究学会第 47 回学術集会(web 開催) 

コロナ禍における、学内実習でのシミュレーション病棟の対象患

児への看護の展開の工夫として、おもちゃ作りを取り入れた。学内

実習でのアクティブラーニングの一手法としてのおもちゃ作りの

効果検証を行い、今後の導入方法を分析した。成果発表・意見交換

会では、学生個々の創意工夫等に賛同・質問等が多くよせられ、平

生では経験することのできない学習刺激となっていた。実習記録内

容として、患児の自己肯定感を育むための言葉掛けや褒めることの

重要性・患児の主体性を引き出す関わりを考える事が出来た事等に

ついての記載があった。おもちゃ作りの二次的効用を確かめること

ができた。 

【本学ホームページのトピックス】 

2020.11.14「小児看護学実習を学内で展開」 

2020.6.24「小児看護学実習「手作りおもちゃの成果発表」」 

【成果】 

◆学生の授業評価アンケート 

概ね評価は良かった。授業について「小児の特徴が理解できた」「小

児看護に興味がもてた」「先生方の説明が、とても分かりやすかった

のでしっかり学びに繋げることが出来ました」 

「小児の特徴を踏まえた関わりや解剖生理を理解して実施するこ

との重要性がわかりました。」「先生たちが分かりやすく説明してく

れたので、楽しく演習ができた」「わかりやすく、小児看護援助に必

要な知識が身に付けられる授業だった」「とても楽しい講義でし

た。」「授業を工夫して行ってもらって、効率よく学習することがで

きたのでよかったです。」などの意見・感想がみられた。 

・授業評価を参考にして授業内容・方法の改善に取り組んでいる。 

 



5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learning を含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

テキスト： 

小児看護学①小児看護学概論小児保健（メヂカルフレンド社） 

小児看護学②健康障害をもつ小児の看護（メヂカルフレンド社） 

パーフェクト臨床実習ガイド第 2 版小児看護学（照林社） 

毎回テキスト・配布資料・PowerPoint 資料等を活用しての講義展

開 

C-Learning（小テスト・協働版・レポート）・チームス・zoom 等の

web を活用 

毎回の講義にアクティブラーニング技法を取り入れ、 

ポートフォリオ作成と発表会の実施。 

 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

 

【教員としての目標に対する今後の自分の課題解決方法、計画等】 

① 「豊かな人間性を持って看護を行うために、基本となる知識・

技術を理解できるように教授する」 

 

② 「多くの看護の事例を示し、想像力と創造力を持ち学生自ら看

護を考えることができる」 

   現場で働く看護師や医療従事者を授業に招き、学生に話しを

していただくことがとても有効だと考える。授業後、学生同士

意の意見換を行い、学生が現場の状況を思い浮かべ、看護を考

えることができるようにする。 

 

「授業の目標を可視化して学生に伝え、学生が目標に向かって学習

することができる」 

 これまでも行ってきたが、授業の資料に目標を書き入れ、学

生とともに確認し、学生が意識して学習できるように指導する。 

 

③ 「学生が主体的に学べるように授業の工夫をする」 

主体的に学習する習慣があまりない学生が多い中、授業の工

夫は常に考えないといけない。今、何をしなくてはいけないか

意識できない学生が多くみられる。今、何をしないといけない

か、授業中何度も投げかけながら、学生が意識して学習できる

ようにしていきたい。自分自身が教育方法をもっと学んでいく。 

 

④ 「安心して学生生活を送ることができるよう環境を考える」 

授業に限らず、学生の相談にのる。 



現在も行っているが、引き続き学生を理解しようという気持ち

を持ち学生が安心して授業を始め学生生活を送れるよう支援を

していきたい。教員間、実習指導者間で学生の情報交換を行っ

て行く。 

 

⑤「学生と一緒に教員も楽しむことができる授業計画の作成」 

 教員が楽しく授業をしていると、学生の表情も違って見える。 

学生の間で気になっていること、流行っていることなど社会の若

者に関心を持ち、授業の中に取り入れたい。 

 

⑥ 「将来社会人としてまた医療に従事する者として倫理観を持つ   

ことができる。気持ちよく挨拶ができる」 

自らが手本になるように、学生に声をかけていく。 

 

⑦ 「常に新しい知識、知見を持って学生に関わる」 

 研究テーマである「子育て支援と看護」について研究を進め、

学生にも返していきたいと考える。 

 

看護教育に携わって 6 年になる。しかし学生に伝えるべきことが

十分に伝わっていないよう思われる。4 年生になっても主体的に学

ぼうとする姿勢がみられない、知識の積み重ねができていない学生

がいる。学生がどのように変わって欲しいのかをもっと意識して授

業を含め様々な場面で学生に関わることが必要ではないかと考え

る。また、私自身もっと自信を持って学生に伝えられるよう、新知

識を学ぶ努力をし、周りの教員からの意見を頂き、教育に携わって

いきたい。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 藤本 和恵 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名  講師 

在籍年数 ５年 

教育年数 １０年 

専門領域 成人看護学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

成人看護援助論Ⅲ/３年次前期/110名/必修科目 

成人看護学実習Ⅰ/３年次後期/110名/必修科目 

成人看護学実習Ⅱ/３年次後期/110名/必修科目 

成人看護学実習Ⅲ/４年次前期/110名/必修科目 

成人看護援助論Ⅳ/４年次後期/救急看護強化コース/選択科目 

成人看護技術演習Ⅰ/４年次後期/救急看護強化コース/選択科目 

成人看護技術演習Ⅱ/４年次後期/救急看護強化コース/選択科目 

救急看護実習Ⅰ/４年次後期/救急看護強化コース/選択科目 

救急看護実習Ⅱ/４年次後期/救急看護強化コース/選択科目 

看護研究セミナーⅠ/3年次後期/４～５名/必修科目 

看護研究セミナーⅡ/４年次/４～５名/必修科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

将来、看護専門職者として、成人看護学の視点から対象者に必要な

アセスメントして判断できる基礎的な知識と、基本的な看護技術を

身につける看護の基礎づくりの科目である。看護に必要な問題解決

能力の修得として、情報収集・情報の分析・看護問題の明確化・看

護計画立案・実施・評価という看護過程を中心に実習指導を行って

いる。また、救急看護強化コースは、卒業後に救急看護領域で看護

師として働いてみたい、と興味のある学生を対象としている。救急

領域での看護は、特別な資格を必要としないが、救急患者や重症患

者を看る看護師として冷静な判断と対応力、医療機器の知識が必要

であると考える。学生が卒業後すぐに救急領域へ配属になった時、

救命救急の現場で戸惑わないように、また、何もできないという無

力感を感じることがないように、救急看護の初歩的な内容を教授し

ている。講義や演習は、双方向となるようにアクティブラーニング

の手法を積極的に活用し、授業展開に反映している。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

授業中の学生の反応や授業評価を参考にして授業内容と方法を改

善している。 

成果：学生の授業評価アンケート、救急看護実習Ⅱにおいて実習の



きた改善及びその成果 学びをピアレビューし、教員の発問にて学生の学びを引き出してい

たという同僚評価 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

シラバス科目コード：o3103,o3104,o2105,o2106,o2107, 

o2191,o2192,o2193,o2194 

テキスト：成人看護学 急性期看護Ⅰ・Ⅱ 南江堂  

成人看護学 慢性期看護 南江堂  

ビジュアル臨床看護技術 照林社  

救急看護学 医学書院 

毎回資料は、pptや YouTube動画などを活用した講義展開 

C-Learning：教材倉庫、小テスト、レポート 

Teams：Web会議システムによるオンライン実習、投稿、ファイル

にてグループワーク、OneNote 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

看護師国家試験対策として、成人看護領域の得点向上のための講義

内容や構成を検討。 

学生が主体的に学びたいと思えるような授業を展開するため、効果

的な質問やファシリテーションを検討。 

vSimや VRを用いたシミュレーション教育の導入。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 藤原 隆 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名 教授  

在籍年数 7年半 

教育年数 46年 

専門領域 解剖学（人体構造機能学） 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

人体構造機能学／通年／看護学科全員／１学年次生 

 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

人体構造機能学は、看護学の基礎として必要な学問分野であるから

教育している。 

看護師が患者に対して行う手当の内容や手法は人体構造機能学の

知見に基づいたものであることを学生が理解することを目指して

いる。人体構造機能学は理解し難い学問ではない、覚えなければな

らないことが多いだけ、覚えるには繰り返し、反復すれば覚えられ

る、繰り返し・反復は誰にでもできると繰り返し教育している。人

体構造機能学が分かって楽しいという学生を輩出することが目標

である。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

授業評価を参考にして授業内容・方法を改善している。 

図書館長を務め、ビジュランクラウドを導入した。人体構造機能学

の講義や入学前教育で活用している。 

 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

シラバスｐ38～41, 

テキスト：人体の構造と機能（医学書院） 

毎回 pptを活用しての講義、C-Learningで小テストと講義 pptを

登録し、スライドをダウンロードできるようにしている。一方、

X ドライブに講義 ppt を保存して学生がいつでもプリントアウ

トできるようにしている。 

 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

解剖学が分かって楽しいという学生を輩出することが目標で、その

ために学生全てが理解できるまで丁寧に教えるように努める。この

ためには時間外も厭わない。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 藤原 芳美 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名 講 師 

在籍年数 6か月 

教育年数 3年 6か月 

専門領域 公衆衛生看護学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

看護学原論Ⅱ（地域看護学領域）／1年次前期／80名／必修  

公衆衛生看護学概論／1年次後期 80名／必修 

公衆衛生看護活動展開論Ⅰ／3年次前期／16名／選択 

公衆衛生看護方法論Ⅰ／２年次後期／20名／選択 

公衆衛生看護論方法論Ⅱ／3年次前期／21名／選択  

公衆衛生看護論／4年次後期／20名／選択 

保健医療福祉論／3年前期／18名／選択 

公衆衛生看護学実習Ⅱ／4年次前期／14名（保健師コース必修） 

公衆衛生看護学実習Ⅲ／4年次前期／14名（保健師コース必修） 

公衆衛生看護学実習Ⅳ／4年次前期／14名（保健師コース必修） 

看護研究セミナーⅡ／4年前期／5名 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

・公衆衛生看護を教授する教員として、「公衆衛生」、「公衆衛生看

護」の理念をテキストを用いながら学生にわかりやすく解説するよ

うに努めている。 

（１例としては【「公衆衛生」とは「皆が皆の命を守る」仕組みや法

律を作ること、「公衆衛生看護」はその目的を果たすため対象の方々

に「看護」を提供すること。】と説明。） 

 

・「あらゆるライフステージ」・「あらゆる健康レベル」の対象者の看

護にあたり、私自身の患者体験から「その方が努力してできること・

努力してもできないこと。」を見極めて対象者の方が心に傷を決し

てつかないような健康相談、保健指導ができるような看護職になれ

るよう講義の中で具体例を紹介し理解できる工夫をしている。 

 

・前任者の退職により保健師コース 4年次生との交流のないまま公

衆衛生看護学実習を行わなければならない状況であった。保健師コ

ース 4年次生との信頼関係構築のために 5月に顔合わせを兼ねて 

公衆衛生看護学実習のオリエンテーションを行った。 



4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

・学内の教育活動 

編入生チューター（3年次生 4名 4年次生 1名） 

保健師コース就職相談・就職先願書の「志望動機」欄指導 14名  

・委員会活動：教育課程委員会 実習委員会 国家試験対策委員会 

      保健師課程委員会（保健師コース長） 

４つの委員会の一員として、会議の出席、与えられた役割を遂行し

た。国試対策委員会においては模試の解説講座の「保健統計・社会

保障制度」を担当。看護の視点で「保健統計・社会保障制度」の問

題の解説をするように心がけた。講座後のアンケートで解答のあっ

た学生からの学生の約 8割から「理解できた」との評価を得られた。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

・講義においてはシラバスの授業目標に沿ってテキストの内容を中

心にパワーポイントを作成し講義を展開した。 

・テキスト 標準保健師講座１・２・３（医学書院） 

      看護学原論   （ヌーヴエルヒロカワ） 

      保健医療福祉論 （医学書院） 

      国民衛生の動向 （厚生労働統計協会） 

・講義は対面でパワーポイントを用いて実施。非常事態宣言期間中

は C-Learning、meet、teams機能を活用しリモート講義を行っ

た。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

・リモートを使っての講義の操作方法が円滑に進めるようになる。 

 →ICT西田委員の指導を受けながら操作方法を取得する。 

・講義・実習の進め方・評価の能力を高める。→「全国保健師教育

協議会」の研修の受講。他大学の公衆衛生看護学担当教員との交流

も深めて研鑽をしていく。 

・看護師・保健師国家試験対策を 1年次生から行う。→試験問題に

出やすい問題を講義内容に盛り込む。また、小テストを行いながら

公衆衛生看護の知識を定着させる。 

・自治体の保健師採用試験に志望者は合格できる。→多くの自治体

の保健師採用試験は 6月中旬に実施される。4年次生の公衆衛生看

護学実習の時期と重なる。保健師コース 3年次生より自治体の「一

般教養試験」の勉強を取り組むよう指導する。 

 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 堀井 順平 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名 講師 

在籍年数 4ヵ月 

教育年数 4ヵ月 (フルタイム) 

専門領域 教育心理学，発達心理学，青年心理学，キャリア教育 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

心理学概論／1年次前期／89名／必修科目 

人間関係論／2年次前期／120名／必修科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

心理学の面白さを学生に体感してもらうとともに，将来の学生のキ

ャリア形成のために広く必要とされる態度や考え方，人間理解の仕

方を学んでいってもらうことが重要だと考える。 

定期試験も重要だが，それはあくまで通過点である。定期試験以上

に心理学に関する知識を身につけ，大学生活そして大学卒業後の生

活を充実させてほしい。 

それとともに，他の学生も真面目に受講しているという意識を持

ち，全体での活動におけるマナーも身につけていってもらいたい。

私語全面禁止，授業に遅刻・欠席せずに参加する，レポート課題を

必ず提出するなどといったルールを設定している。いずれも，真面

目に受講している学生に最も利益があるような授業環境にするた

めである。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

授業評価を参考にしながら授業内容・方法を改善している。特に，

自由記述欄では，学生の本音が垣間見えるため，学生にとってのニ

ーズと教員側が求める内容を摺り合わせて，授業の改善につなげて

いる。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

配布資料はパワーポイントのスライドを穴埋め形式にしている。そ

れによって，学生の集中力を持続させている。 

c-learningでは，小テストや協働版を活用し，学生の学習を促して

いる。特に，協働版の使用については，匿名であるため，学生が自

由な意見を発信することができ，学生同士の交流手段となってい

る。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

コロナ禍で話し合いの時間を設定できていないが，新型コロナウイ

ルスの収束後には，学生同士での対面での交流の時間を設定し，共

に学びあう環境を形成していくことが課題である。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前  前信 由美 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名  教授 

在籍年数 15年 

教育年数 15年 

専門領域 成人看護学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

成人看護学概論／2年次前期／110名／必修科目 

成人看護援助論Ⅰ／2年次後期／110名／必修科目 

成人看護援助論Ⅲ／3年次前期／110名／必修科目 

成人看護援助論Ⅳ／4年次前期／10名／選択科目 

成人看護技術演習Ⅰ・Ⅱ／4年次後期／10名／選択科目 

救急看護実習Ⅰ・Ⅱ／4年次前期／10名／選択科目 

成人看護学実習Ⅰ・Ⅱ／3年次後期／110名／必修科目 

成人看護学実習Ⅲ／4年次前期／110名／必修科目 

看護方法論Ⅱ・Ⅲ／2年次前期／110名／必修科目 

看護研究概論／3年次前期／110名／必修科目 

看護研究方法論／3年次前期／110名／必修科目 

看護学原論Ⅱ／1年次前期／110名／必修科目 

看護理論／1年次前期／110名／必修科目 

看護研究セミナーⅠ／3年次後期／5名／必修科目 

看護研究セミナーⅡ／4年次通年／5名／必修科目 

災害看護論／4年次後期／110名／必修科目 

先端医療看護論／4年次後期／70名／選択科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

将来の看護職としての基礎的な知識と技術・態度を身に付けると同

時に、成人看護学の視点から成人期としての特徴やケアシステムの

中にいる対象者の理解と支援方法が、理解できるよう段階的に科目

を位置づけている。特に救急コースの学生に関しては、生命危機状

態にある対象者を理解する為に知識・技術面だけでなく倫理面にも

重点を置いて講義し、実践力が身につくように展開している。 

講義方法に関しては、アクティブラーニングの手法を取り入れ、コ

メントシートを活用し、学生の理解度と学びの内容を把握し、次回

の講義に振り返りの時間を設けるなど講義に反映している。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

各期の授業評価アンケート及び各実習での学生の習熟度を参考に

し、講義内容や方法論を変更・改善している。また学内外の FD研



会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

修や学会にも積極的に参加している。 

成果としては、学生の授業評満足度調査、授業評価アンケート、授

業時提出物（記述課題内容・コメントシート・確認テスト等）、ピア

レビュー等 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

シラバス(HP参照) 

テキスト：成人看護学概論、災害看護、(メディカ出版) 

急性期看護Ⅰ・Ⅱ、慢性期看護 (南江堂) 

ビジュアル臨床看護技術 (照林社)、 

看護研究、救急看護学 (医学書院) 

資料：PP等配布 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

オムニバス形式の講義展開における教授内容の繋がりが難しい面

もある。半面、教員が変わることで学生の理解・関心が深まる事も

あり、今後は教員の専門性に応じた少数での講義展開等の検討が必

要。 

 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 山内 京子 

学部 

学科 

看護学部 

看護学科 

職名 教授 

在籍年数 25年 

教育年数 29年 

専門領域 母性看護学 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名／開講期／受講者数／備考 

母性看護学概論Ⅰ／2年次前期／110名／必修科目 

母性看護学概論Ⅱ／2年次後期／110名／必修科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

看護学部の学生は真面目な者が多く、将来臨床において対人援助専

門職として、母性看護学の視点から対象者に必要で十分な看護を提

供するための基礎的な知識と技術を身に付ける基礎づくりの科目

と位置づけている。 

講義形式を双方向・多方向形式となる様に、アクティブラーニング

の手法を積極的に導入、出席確認は毎回記述課題（A4 １枚）を提

出してもらい、次回講義時にコメントを書いて返却、学生の理解度・

関心等を把握、授業展開に反映している。 

 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

授業評価を参考にして授業内容・方法を改善している。学内外の FD

活動に積極的に参加している。カリキュラム開発と見直しを担当し

た等。 

成果例：学内外の表彰、学生の授業評満足度調査、授業評価アンケ

ート、授業時提出物（記述課題内容等）、同僚評価等 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

シラバス p.117 

テキスト：系統看護学講座 母性看護学概論（医学書院） 

毎回資料・ppt等を活用しての講義展開 

 

 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

オムニバス形式の講義展開における教授内容の繋がりの難しさ（学

生の理解・関心を深めるため）の解消法の検討（工夫） 
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