
HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 磯邉 省三 

学部 

学科 

人間健康学部 

スポーツ健康福祉学科 

職名 特任准教授 

在籍年数 ９．5 年 

教育年数 ９．５年 

専門領域 児童福祉学・心理学 

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 

精神保健Ⅰ／1 年前期／約 130 名 

精神保健Ⅱ／1 年後期／約 30 名 

児童家庭福祉論／2 年後期／約 60 名 

心理学／1 年前期／約 60 名 

公的扶助論／1年後期／約 50 名 

福祉行財政と福祉計画／2 年前期／約 60 名 

社会福祉特論Ⅰ／4 年前期／約 10 名 

社会福祉特論Ⅱ／4年後期／約 10 名 

専門職特別演習（Ⅰ）／4 年前期／約 10 名 

専門職特別演習（Ⅱ）／4 年後期／約 10 名 

相談援助実習／3 年前期／約 10 名 

精神保健福祉実習／3 年前期／約 10 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 

私が担当する専門教育分野は、児童福祉学及び心理学並びに公的

扶助論が主である。これらの授業では、基礎を座学講義形式で行っ

ている。私は 20 年間心理療法士として実践を重ねてきた。また児

童相談所で児童心理司や所長として実践を重ねてきた。また、福祉

事務所でケースワーカーや査察指導員として生活困窮している

人々と接し、本庁にて保護担当部長として厚生労働省と連携をとり

予算の執行や 8 区の福祉事務所の後方支援を行った経験がある。こ

れらの経験を活かし、基礎を大切にし、そして実践できる人材育成

を目指している。そのために、社会福祉士や精神保健福祉士の資格

を目指す学生、県庁や市役所、社会福祉協議会、社会福祉法人に就

職を希望する学生には強いサポートを行っている。一方で、福祉専

門職を目指さない学生にとっても、対人関係のとり方、子育ての仕

方や法制度、生活困窮になった時の対処の仕方等を学習すること

は、これからの人生で必要な知識となる。社会に出ていく準備とし

て心理学や児童福祉、公的扶助の知識を身に付けてもらいたいと思

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 

授業評価アンケート結果では、満足度は全ての科目で 4 以上を保

ち、4.6 や 4.7 もあり、学生は満足をしているものと理解している。

また、他の要素については、真摯に受け止め改善を図っており、授

業評価アンケートは役に立っている。 

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 

 講義が中心となる科目では、毎回、授業の始めに今回の授業の全

体を示し、重要ポイントを板書にて知らせている。また、授業の終

わりには、重要ポイントを理解しているかを知るために小テストを

実施し、フィードバックを行っている。さらに、次回の学習のため

に予習を行うよう板書にて予習の範囲を示している。 

演習系の科目では、学生に徹底して予習を行うよう指導し、学習

場面で全員に発表の機会を与えている。 

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 

 学習評価でＺやＤになってしまう学生を無くすことを目標とし

ている。そのために、実際に学生に役立つこと、興味ある話題や事

例を研究すること等、参加したいと学生が思う教育を行う。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 鬼塚 純玲 

学部 

学科 

人間健康学部 

スポーツ健康福祉学科 

職名 講師 

在籍年数 4年 

教育年数 4年 

専門領域 スポーツ栄養学、環境運動生理学 

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 

スポーツ栄養学／1年次後期／130名／必修科目 

スポーツ栄養学演習／2年次後期／90名／選択科目 

栄養と生活習慣病Ⅰ／2年次前期／30名／選択科目 

栄養と生活習慣病Ⅱ／2年次後期／30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 

栄養学の基礎的知識を有したスポーツ／福祉の専門家、及び学修に

対し真摯で主体的な態度を有した人材を育成することを教育の理

念・目的としている。 

すべての科目に共通して、授業の冒頭に講義の目的を説明し、授業

開始時間に遅れないよう心掛けている。講義系の科目では、授業の

冒頭に小テストを実施して基礎的知識の定着を図るとともに、能動

的に授業を受講させるために配布資料の穴埋めしながら受講させ

ている。演習系の科目ではなるべくグループワークを取り入れるよ

うにしている。 

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。また、学内

の FD活動に参加するようにしている。 

成果例：学生の授業評価アンケート、授業時の提出物 

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 

配布物：PowerPointの内容を一部穴埋めにした資料など 

小テスト（C-learningの利用も含む） 

ICT機器の活用（パソコンや C-learning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 

短期目標：大人数授業の効果的な方法を探る、オンライン授業の効

果的な方法を探る 

中・長期目標：学生のレベルに合わせたわかりやすい授業を実践す

る 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 加地信幸 

学部 

学科 

人間健康学部 

スポーツ健康福祉論学科 

職名  准教授 

在籍年数 ５年 

教育年数 通算の教育年数（フルタイム） 

専門領域 アダプテッド・スポーツ科学 

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 

アダプテッド・スポーツ科学（前期） 118名／必修科目 

アダプテッド・スポーツ科学演習（前期） 123名／必修科目 

アダプテッド・スポーツ実習（後期） 114名／必修科目 

インクルーシブ・スポーツ論（後期） 114名／必修科目 

重度障害者身体活動論Ⅰ（前期） 37名／選択科目 

重度障害者身体活動論Ⅱ（後期） 24名／選択科目 など 

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 

・本学部の学生に対し、将来の福祉・スポーツ関係において対人援助専門

職として活躍を期待している。そこで、全学生に対しアダプテッド・スポ

ーツ指導者として必要な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。 

・講義形式については、双方向形式となる様にグループワークや課題検

討・報告等、アクティブラーニング手法を積極的に導入するようにしてい

る。授業後は毎回記述課題の「授業振り返りシート」に学んだ事、質問な

どを提出させ、学生の理解度・関心等を把握するとともに、その内容を授

業展開に反映している。 

・授業中は、関連動画教材視聴で興味・関心を高めると共に、パワーポイ

ント資料を配布し、キーワード、ポイント、試験出題内容となる事項につ

いて空欄（カッコ内）に記入させ、専門用語を使った説明が自分でできる

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 

・学期末の学生からの授業評価を参考にして授業内容・方法を改善してい

る。自らが毎月実施している重度・重複障害児を対象としたアダプテッド・

スポーツ実践、および 15 年間の特別支援学校での教諭経験をもとに、障

害児者との生きたやり取りや授業内容の工夫や成果などを伝えるように

している。学生と共に一緒に屋内外でアダプテッド・スポーツ体験から学

びを体験的に深めている。これらのことから、学生からは興味を持った、

感動した、知らないことが分かった等の好評を得ている。 

・成果例：実践に係る表彰（博報賞、県知事表彰など）、県教委評価「特に

優秀 S評価」「優秀 A評価」、学生の授業評満足度調査、授業評価アンケー

トなど 

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：①「障害のある子どもたちにとっての体育」（創文企画出版）、

「身体機能向上や体力づくりをねらった支援」（日本肢体不自由教育研究

会）、②「スポーツライフ継続に向けた取り組み事例（重度・重複障害児ス

ポ・レク活動教室でのアダプテッド・スポーツの取り組み）」（大修館書店）、

③「障がい者にとっての身近なスポーツ」日本障がい者スポーツ協会／編

『最重度の障がい者のスポーツの実際』（ぎょうせい）、④ＤＶＤ教材「Ｈ

ＢＧ重度・重複障害児スポ・レク活動教室「はなまるキッズ」（（株）広島

ビデオセンター）、⑤「障がいのある人のスポーツ指導教本（初級・中級）

2020年改訂カリキュラムに対応」（ぎょうせい）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 

・PDCAサイクルのさらなる実授業改善の実施。 

・双方向の授業形式、および学生が大勢の前で専門的に発表できる力を培

う指導内容の検討。 

・学生が自ら学び、考えることで、主体的な学びへとつながるような授業

展開方法の工夫。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 河野 喬 

学部 

学科 

人間健康学部 

スポーツ健康福祉学科 

職名 准教授 

在籍年数 8 年 

教育年数 20 年 

専門領域 社会福祉学、アダプテッド・スポーツ科学 

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 

ソーシャルワーク概論／1 年次前期／33 名／選択必修科目 

障害児・者福祉／1 年次後期／42 名／選択必修科目 

相談援助演習Ⅰ／2 年次前期／12 名／選択科目 

ソーシャルワーク演習／2 年次後期／13 名／選択科目 

ソーシャルワークⅢ／3 年次前期／11 名／選択科目 

社会福祉特論Ⅰ／4 年前期／10 名／選択科目 

社会福祉特論Ⅱ／4年後期／10 名／選択科目 

専門職特別演習（Ⅰ）／4 年前期／10 名／選択科目 

専門職特別演習（Ⅱ）／4 年後期／10 名／選択科目 

相談援助実習／3 年前期／10 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、ソーシャルワーカーをはじめとする対人援助専門職として、

福祉現場で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 

毎回の授業でリアクションペーパーを回収し、期末の授業評価と併

せて授業内容・方法を改善している。学内外の FD 活動に積極的に

参加し、教材開発と見直しを行っている。成果としては、授業評価

アンケートの満足度は全ての科目で 4 以上を保ち、社会福祉士国家

試験の合格者を毎年輩出できている。 

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

シラバス p.117 

反転授業や予復習を容易にするため、授業資料はすべて pdf 化し C-

Learning で提示している。また Google Workprace や ZOOM 等を

活用し、ICT 教育を展開している。 



践報告等 

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 

教養科目では、大学教育への関心と知的好奇心を刺激することで、

履修生全員の出席と単位取得をめざす。専門科目では、対人援助の

プロフェッショナルとして、国家試験合格及び難関採用試験合格を

実現できる人材育成に勤めたい。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 白石 智也 

学部 

学科 

人間健康学部 

スポーツ健康福祉学科 

職名 助手 

在籍年数 2年 

教育年数 4年 

専門領域 スポーツ国際開発学、体育科教育学 

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 

実技科目・実習科目 補助 

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 

 グローバルな視点から、体育やスポーツを捉えられるようになっ

てほしいという思いを持っている。 

 役職柄、主担当の科目は無かったため、授業で学生にアプローチ

することは難しかったが、クラブ活動含め、それ以外の活動でアプ

ローチしている。 

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 

 主担当科目がないため、授業評価アンケートの評価などもない。 

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

践報告等 

 副担当授業（実技）において、コロナ禍でも活用可能な C-learning

授業資料を作成・活用した。 

 

科目：スポーツ指導実技 BⅠ（球技：ゴール型）、スポーツ指導実技

BⅣ（球技：ベースボール型） 

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 

 主担当科目を持ち始めた後の授業における工夫。 

 

 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 高田康史 

学部 

学科 

人間健康学部 

スポーツ健康福祉学科 

職名 准教授 

在籍年数 ４年 

教育年数 ９年目（フルタイム） 

専門領域 体育科教育学、舞踊教育学 

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 

保健体育科教育法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ／１〜３年次／20~60名 

スポーツ指導実技 CⅠ（舞踊・ダンス）/２年/100名 

フィジカルエクササイズ演習Ⅵ（舞踊・ダンス）/3年/50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 

本学では大きく２つの内容で教育を行っている。 

教員養成に関わるもの、表現・舞踊・ダンスに関わるものである。 

 

教員養成に関わる科目については、学生が「教員としての資質・能

力」を養うことができるように教育を行っている。表現・舞踊・ダ

ンスについては、ダンス教育の特徴であるゴールフリー＝自分らし

さを追求できるよう指導に当たっている。 

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 

授業評価アンケートや学生の声を元に講義内容の改善を進めてい

る。また、これまでの教育歴の中で FD委員として、研修を開催し

進めるなど、大学教員としてに必要な知識・技能を身に付け、能力・

資質を向上させることを意識しています。 

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 

 

学生が受講中、講義を受けるのみの一方的、受動的な内容にならな

いよう、AL 的手法を取り入れて展開している。例えば、グループ

ワーク、発表課題、模擬授業、協議会などである。 

また、課題の提示・提出など、適宜講義を補完する目的も含めて C-

learning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 

現在、教員生活約１０年目である。自分自身の指導スタイルや教育

信念を確立できてきたので、２０年目、３０年目に向けて、大学教

育でのリーダーをなりうるよう、引き続き自己変革を行い続けてい

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 武田守弘 

学部 

学科 

人間健康学部 

スポーツ健康福祉学科 

職名 教授 

在籍年数 3年 

教育年数 20年 

専門領域 スポーツ心理学 

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 

スポーツ心理学／1年次前期／120名／必修科目 

メンタルトレーニング／2年次後期／80名／選択科目 

スポーツ指導実技 BⅢ（球技:ネット型）／1年次後期／100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 

学生には人間健康学部での授業を通して主体的，積極的に学習する

ことを期待している。授業の内容に興味・関心を持ち，知識を得る

ことで将来の自分の人生や職業において，どのような実践場面に活

かせるのかという観点を常に持ち，学習してくれることを切に願

う。 

講義形式では，双方向・多方向形式となる様，アクティブラーニン

グの手法を積極的に導入するとともに，学生間での意見交換，意見

集約，発表，他者の意見傾聴などから，自己の考えを確立できるよ

う授業展開している。 

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 

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常に行

っている。 

 

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 

 

テキスト：スポーツ心理学，メンタルトレーニングともに，授業中

に提示するパワーポイントのスライドを授業資料として学生に配

布し，授業終了後には一冊のテキストブックが完成できるようにし

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 

実技科目の人数増による授業展開の困難さの解消法の検討（工夫） 

講義科目，アクティブラーニングを苦手とする学生への配慮及び代

替授業案の模索 

 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 東川 安雄 

学部 

学科 

人間健康学部 

スポーツ健康福祉学科 

職名 教授 

在籍年数 3年 

教育年数 44年 

専門領域 スポーツ社会学 

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 

スポーツ社会学Ⅰ／2年次前期／123名／必修科目 

スポーツ社会学Ⅱ／2年次後期／114名／選択科目 

スポーツ指導実技 AⅠ（陸上競技）／2 年次前期／121 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 

将来指導者を目指す者として、科学的・教育学的視点から対象者に

必要な知識・技能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。そのため、双方向・多方向

形式となるように、アクティブラーニングの手法を積極的に導入し

ている。また、各授業では、毎回小テストまたは課題レポートを課

し、学生の学修の深化に努めている。 

 

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 

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

活動に積極的に参加している。 

成果：学生による授業評価アンケートにおいて、多くの学生が授業

内容にほぼ満足と高い評価を得ている。 

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 

講義及び実技とも、授業ノートを作成して学生に配布している。ま

た、C－Learningによる授業を実施した場合は、授業内容の解説を

数回に分けて送付し、学生の理解度を高めるように工夫している。 

 

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 

さまざまな経験と関心を持った学生がいる中で、いかにして多くの

学生の興味を引くような講義ができるかが課題であり、そのために

毎回学生の意見を聴きつつ解決していきたい。また、学生が予習・

復習に積極的に取り組むような工夫を考えていきたい。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 房野真也 

学部 

学科 

人間健康学部学部 

スポーツ健康福祉学科 

職名 准教授 

在籍年数 8 年 

教育年数 13 年 

専門領域 スポーツバイオメカニクス 

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 

バイオメカニクスⅠ／2 年次前期／131 名／コース必修科目 

バイオメカニクスⅡ／2 年次後期／106 名／選択科目 

スポーツ指導実技 BⅠ（球技：ゴール型）／1 年次前期／108 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 

将来指導者を目指す者として、科学的・教育学的視点から対象者に

必要な知識・技能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している。バイオメカニクスⅠでは、毎回小

テストを行い、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 

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

活動に積極的に参加している。 

成果：学生による授業評価アンケートにおいて、多くの学生が授業

内容にほぼ満足と高い評価を得た。 

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 

テキスト：「スポーツ動作の科学」深代千之ほか 東京大学出版会、

「スポーツ・バイオメカニクス入門」金子公宥 杏林書院、「スポー

ツバイオメカニクス 20 講」阿江通良ほか 朝倉書店、「身体運動と

動きで学ぶスポーツ科学」深代千之ほか 東京大学出版会、「健康運

動実践指導者テキスト」財団法人健康・体力づくり事業財団 

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 

授業時間外での学習時間の確保に向けた方策の検討 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 前田一篤 

学部 

学科 

人間健康学部 

スポーツ健康福祉学科 

職名 講師 

在籍年数 2年 

教育年数 7年 

専門領域 保健体育科教育学・教師教育学 

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 

キャリアディベロップメント A／3年次後期／17名 

スポーツ指導実技 AⅡ（器械体操）／3年次後期／88名 

保健体育科教育法Ⅰ／1年次後期／50名 

保健体育科教育法Ⅱ／2年次前期／50名 

保健体育科教育法Ⅲ／2年次後期／50名 

保健体育科教育法Ⅳ／3年次前期／50名 

教育実習指導／3年次前期／50名 

教育実習／3年次後期／50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 

 学生がスポーツと福祉の専門家として主体性を大事にした人物

を目指すよう心がけている。特に、保健体育科の教員養成課程では、

昨今の教育現場に求められる基礎技能と共に、人間性の育成に力を

入れている。 

 学生の主体性を引き出すことを基盤として、理論と実践を往還し

即戦力となり得る学生の育成を目指して教育を実践している。 

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 

 学生の授業評価アンケートの結果を次年度の教育に反映させて

いる。また、学外（他大学、各学校、教育委員会）の専門家とも交

流し、常に情報や技術の刷新を心がけている。 

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 

・授業での配付資料および PPT 

・器械運動における動画教材 

・保健体育授業改善ハンドブック 

 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

 学校体験等、実践的・現実的な知識や技能を学生が身につけられ

るような教育実践が求められる。今後、連携校等の調整に努めてい



の課題、解決方法、計画等 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 升本絢也 

学部 

学科 

人間健康学部 

スポーツ健康福祉学科 

職名 講師 

在籍年数 ５ 

教育年数 ７ 

専門領域 スポーツ運動学 

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 

スポーツ運動学Ⅰ/2年次前期／120名／必修科目 

スポーツ運動学Ⅱ/2年次後期／110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 

スポーツ運動学Ⅰでは、実際の日常生活やスポーツ活動において人

間の正確で効率的な運動を生み出すメカニズムを説明し、実際の運

動およびその指導において応用できる知識を当てることを目的と

している。 

 スポーツ運動学Ⅱでは、スポーツ運動学Ⅰの知見を元に、科学的

な研究方法（研究計画、データの解析、活用方法等）を学び、客観

的な運動スキルの良さを評価するためにはどのようにすることが

適切なのかを学ぶ。 

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 

成果としては学生の授業評満足度調査で 5中の 4以上を得ている。

また、学生には授業中に自ら計画し、実施した研究の概要や発表資

料を提出し、学生自身の授業の成果がまとめられている。 

 

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 

テキスト：自身が作成したテキスト 

（一概に、運動学と言っても講義するひとによって科学寄りあるい

は哲学寄りといったように、極端な内容の変化があり、それを総合

的に捉える教科書が存在しないため自身で作成している） 

講義形式：pptを活用、毎講義 c-learningを活用した学生のレポー

ト提出（レポート内容に応じて次の授業で解説） 

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 

充実した内容にしようとし、情報量を増やすと学生の情報処理が間

に合わないので、学生のフィードバックを考慮し、適切な情報量し

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 松尾 晋典 

学部 

学科 

人間健康学部 

スポーツ健康福祉学科 

職名 准教授 

在籍年数 14 年目 

教育年数 14 年 

専門領域 コーチング学、トレーニング処方 

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 

コーチング学Ⅰ／2年前期／120名／資格必修科目 

コーチング学Ⅱ／2年後期／110名／ 

スポーツ指導実技 BⅡ（球技：ゴール型）／1年後期／125名 

スポーツ指導実技 AⅣ（体つくり運動/トレーニング）／3年前期／

100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 

社会人になる一歩手前の学生に対して、人と深く関わることのでき

るコミュニケーション能力や協調性を伸ばす一助となるようなア

プローチを心がけている。 

また、課外活動（部活動）を通して、学部や学年の違う集団の中で、

互いに認め合い、励まし合い、高め合いながら自己の存在や責任を

見つめ、豊かな人間性や社会性を育成する。 

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 

学生が頭で簡単にイメージできるような教材作成を目指し、積極的

なアクティブラーニングを試している。 

成果：学生による授業評価アンケートにおいて、多くの学生が授業

内容にほぼ満足と高い評価を得ている。 

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 

動画や漫画を反映させたオンライン教材の作成 

アクティブラーニング資料（ppt 等）の作成 

高校内ガイダンスの模擬授業におけるアクティブラーニングの実

践 

インプット面から、積極的にコーチデベロッパー講習会（日本スポ

ーツ協会や日本バスケットボール協会）へ参加している。 

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 

コーチング分野に関するインプットの時間を増加させ、講義内容を

ボトムアップすること、作成した論文をコーチング系の学会誌に投

稿したい。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 森木 吾郎 

学部 

学科 

人間健康学部 

スポーツ健康福祉学科 

職名 講師 

在籍年数 6年 

教育年数 6年 

専門領域 スポーツ生理学、スポーツ方法学 

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 

スポーツ指導実技 BⅣ（球技：ベースボール型）／1年次前期／120

名／選択科目 

スポーツ生理学Ⅰ／1年次後期／120名／必修科目 

スポーツ指導実技 AⅢ（水泳）／2年次前期／100名／選択科目 

スポーツ生理学Ⅱ／2年次後期／100名／選択科目 

健康運動現場実習／3年次前期／30名／選択科目 

キャリアディベロップメント B（健康）／3年次後期／40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、教員をはじめとする対人援助専門職として、対象者を支援・

指導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している。特にコース必修科目であるスポ

ーツ生理学Ⅰでは、まとめ教材を用いて復習を促し、その内容に係

る小テストを毎回授業始めに行うなど、学生の理解度・関心等を把

握し、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 

授業評価を参考にして授業内容・方法を改善している。また、学内

の FD活動に参加するようにしている。 

学生の授業評価アンケートではおおむね高評価を得ている。 

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 

配布物：授業プリント集、授業まとめプリント集（自作） 

小テスト（C-learningの利用も含む） 

ICT機器の活用（パソコンや C-learningなど） 

また、授業資料は pdf化し C-Learning で提示することにより、積

極的な予習・復習を促している。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

授業評価アンケートに対する自己点検・評価においても課題として

挙げている履修学生の授業外学修時間の確保が大きな課題。上記に



の課題、解決方法、計画等 記載したように、授業展開の工夫や C-Learning 等の活用により改

善を試みている。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 山﨑昌廣 

学部 

学科 

人間健康学部 

スポーツ健康福祉学科 

職名 教授 

在籍年数 4.5 年 

教育年数 42 年 

専門領域 運動生理学 

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 

人間と健康／1 年前期／約 130 名 

スポーツ健康福祉入門／1 年前期／約 130 名 

フレッシュマンセミナー／1 年前期／約 130 名 

広島のスペシャリスト／2 年前期／約 130 名 

人間健康学研究Ⅰ／3 年前期／約 10 名 

高齢者・障害者身体活動論Ⅰ／3 年前期／約 50 名 

社会調査概論／3 年前期／約 30 名 

人間健康学研究Ⅱ／3 年前期／約 10 名 

高齢者・障害者身体活動論Ⅱ／3 年前期／約 30 名 

アダプテッド・スポーツ科学／3 年前期／約 130 名 

インクルーシブ・スポーツ論／3 年後期／約 130 名 

スポーツ健康福祉論／3 年後期／約 130 名 

卒業研究Ⅰ／4年前期／約 10名 

卒業研究Ⅰ／4年後期／約 10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 

私が担当する専門教育分野は、健康スポーツ科学及びアダプテッ

ド・スポーツ科学が主である。これらの授業では、基礎から応用へ

と広範に亘る内容を網羅している。また、健康スポーツ科学及びア

ダプテッド・スポーツ科学の分野が網羅すべき内容は、関連研究の

多角的・多面的進展により日々拡大しており、他の専門領域との境

界をも不鮮明化している。 

一方、卒業生の就職先はスポーツ科学分野に限定されず、多岐に

亘ることも所属する学科の特徴の一つとなっている。したがって、

教育においては、「新たな事象や局面にも、幅広く対応できる力」を

身に付けさせることが重要であると考えている。 

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 

授業評価アンケート結果については、前年度の問題点が改善され

ていることを中心に講義内容の点検をしている。この点検結果を踏

まえ、次年度以降改善すべき点を明確にし、次年度の授業改善へと

役立てている。 



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 

 講義が中心となる科目では、使用するパワーポイントを資料とし

て学生に配布している。また、毎回 C－Learning を利用して小テ

ストを行っている。 

演習系の科目では、学生に調査・研究を主体的に行わせ、最終的

にはパワーポイントあるいはレポートとしてまとめ発表させてい

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 

 必修科目については、いろいろな学生がいる中で、いかにして多

くの学生の興味を引くような講義ができるかが課題であり、そのた

めに毎回学生の意見を聴きつつ解決していきたい。 
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