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学　　術　　活　　動

2017年度看護学部 FD 委員会報告

看護学部 FD 委員会　

　₂₀₁₇年度 FD 委員会の主たる活動は，「新任教員オリ
エンテーション」，３回の「FD 研修会」（「ハラスメント
の改善と予防に関する研修会」１回，定例の研修会２回）
であった．これらの概要について報告する．

Ⅰ　新任教員オリエンテーション

　本活動は，本学部に新たに着任することになった教員
を対象に，赴任直後に行なうオリエンテーションであ
り，今年度は，以下のプログラム通りに実施された．

１日目　2017年４月３日（月）　　　場所：Ｓ510

時　　　間 内　　　　　容 担当・その他

14：00－14：45 看護学部の理念・組織委員会活動 看護学部長

14：45－15：30 看護学部の教育課程 教務委員長

15：30－16：10 活動状況 看護教育企画小委員長

16：10－16：20 移動

16：20－17：50 ４年次生実習オリエンテーション、教員紹介 ３階Ｎ301

２日目　2017年４月４日（火）　　　場所：Ｓ510

時　　　間 内　　　　　容 担当・その他

９：00－９：45 看護学学生部に関する内容 看護学学生部長

９：45－11：15 図書・情報に関する事項 学術情報室

11：15－12：00 教務システムについて 教育研修支援課

別 途 案 内 服務規程、給与、福利厚生、講座研究費等
一括して、後日事務
局より

各部門対応 部門教員の紹介、担当授業、部門会議等 各部門長・部門教員

Ⅱ　2017年度第１回 FD 研修会＝ハラスメン
トの改善・予防に関する研修会

Ａ　背　景
　今日，各種のハラスメントをなくすことは，大学に
とって極めて重みを持つ課題と認識されており，全国各
地の大学が，鋭意そのための取り組みを活発に展開して
いる．また，大学認証評価においても，注目すべき評価
項目となっている．このため，本学でもすでにそのため
の取り組みが相応に続けられてきたところである．看護
学部においては，主に部門毎に対応しており，全学部的
な研修会はこれまでなかったことから，本年度の活動の
一つとして研修会を開催することとした．

Ｂ　概　要
　看護学部の現状に鑑み，基本に立ち戻って，ハラスメ
ントとは何かとその予防策について，造詣の深い講師を
学外から招聘し，講師が作成された資料を踏まえ，事例
を交えた講義を受けると共に，質疑応答を行って学びを
深めた．
日　　時：₂₀₁₇年₁₁月₁₃日（月），₁₇：₀₀～₁₈：₀₀
会　　場：Ｓ₃₀₂教室
講　　師：佐藤　則行 先生（福島大学子どものメンタ

ルヘルス支援事業推進室特任助教）
演　　題：ハラスメントとは何か，その予防策について

―学生相談窓口から見えること―
参加者数：看護学部教員　₃₁名，職位別の内訳は以下の

通りである．
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ハラスメントの改善・予防に関する研修会・職位別参加
状況

配置人数：₂₀₁₇．₁₁．１現在

　なお，FD 委員会では，毎回の研修会に際し，参加者
の意向を知るためのアンケート調査を実施している．今
回の調査からは，以下のように意向を把握することがで
きた．

■ハラスメントの改善・予防に関する研修会・アンケー
ト結果

参加者：₃₁名（参加率₆₂％）
アンケート回収数：₂₈（回収率₉₀.₃％）

１．今回の研修会の満足度は？（図１）

回答の選択理由（記載内容）
⑴　満足している
▶ハラスメントについて実際の報道をもとに分かりやす

く説明していただき理解しやすかった．
▶実習時に教員・学生間のやり取りでアカハラ，セクハ

ラになるのでは？と思うことが多々ある．悩む内容で
もあるので良かった．

▶具体例がありわかりやすかった．
▶いろいろ具体例がきけて，イメージしやすかった．
▶ハラスメントの構造を詳しく知ることができた．

職　位
参加人数

（配置人数 ※）
参　加　率

教　授  8（13） 61.5％

准教授  4（ 7） 57.1％

講　師  5（13） 38.5％

助　教  8（10） 80.0％

助　手  6（ 7） 85.7％

総　数 31（50） 62.0％

▶教育にたずさわる者として必要な姿勢や注意すべき視
点が理解できた．

▶お話がとてもわかりやすかった．

⑵　やや満足
▶セクハラよりパワハラに重きを置いて欲しい．
▶権利は分かるつもりでいるが，学生としての責務はど

うなのだと思うことがある．

　※　回答なし
▶「教員－学生間」を中心に講演していただきました．
学生側の要因や対応について考えることができたが，ハ
ラスメント当事者教員の認識はどうすべきか…こちらも
大きな課題と思う．今後に繋げていただければと思う．

２．研修の時間は適切でしたか？（図２）

回答の選択理由（記載内容）
⑴　はい
▶実習と実習の間だったので．
▶教員の参加がしやすい時間だったのではないかと思う．

　※　回答なし
▶日中に行ってもらいたい．

３．定期的なハラスメントに関する研修会を希望します
か？（図３）

図１
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やや満足
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回答なし
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回答の選択理由（記載内容）
⑴　はい
▶教員の出入り（退職・入職）があるので定期的に行っ

た方がよい．
▶忘れることもあるし，出席できない先生もいると思う

ため．
▶教員の意識が高められる・維持できるのではないかと

思う．
▶大学院生の指導をしている先生は必須で参加してほし

い．
▶学生へも教員へも必要なことだと思う．
▶常に確認することが必要だから．教員－学生間だけで

なく，教員間（教授－助教・助手間など）についても
考えたい．

▶今後様々な事例にいつ自らあうかも知れず，また同じ
環境にいると気づかない恐れもある為，定期的研修も
よいかと考える．事例を学ぶことで対策につながると
思う．

▶グレーケースについて話し合うような時間があるとな
お良い．

▶ハラスメントが減っていくことを期待する．
▶はたからみていて，ハラスメントのようになっている

他教員がいるようなので…．

⑶　どちらともいえない
▶テーマによると思う．

４．今回の研修会についての感想・意見等について
▶分かりやすかった．
▶とても良い参考になった．ありがとうございました．
▶不信感について考えさせられた．
▶非常にまとまっていて内容が濃かった．
▶ハラスメント委員会で定期的に研修を実施するといい

と思う．
▶本学でも学生へのハラスメント教育も行う必要がある

と思う．
▶大学院生にも聴講してもらってはどうか．
▶ハラスメントが生じる原因はやはり教員の倫理観にか

かっているのだということを改めて実感した．
▶学生との関わり方について自分自身のことを振り返る

きっかけになった．ありがとうございました．
▶関心のある先生はおそらく問題ないと思うが，教員同

士声がけできるようになると良いと思う．企画してく
ださって，ありがとうございました．

▶担当の先生方ありがとうございました．様々な「ズレ」
がハラスメントにつながることを学んだ．自己を

チェックしてもらえる環境作りが必要だと感じた．ま
ずは自分の足元をよく確認したい．

▶ハラスメントをしてしまう側としては，ハラスメント
として自己認識することはとても難しいことだと思
う．常に意識して学生にも接していこうと思う．ハラ
スメントは学生⇔教員という関係だけでなく教員⇔教
員の関係でも起こりうることだと思う．

▶（仮の話）（スライド₂₃）２）の環境になく，（スライ
ド₂₄）３）の雰囲気がなく，アカハラの場面に同席と
なった場合，自分もアカハラに加担したことになるの
か．

Ⅲ　2017年度第２回 FD 研修会

Ａ　背　景
　本学の看護学部は開学₂₀年を迎えようとしているが，
近年卒業生が臨床での実践経験を経て，助手・助教とし
て勤務するようになってきている．しかし，自身の臨床
での経験知の教材化，学習者観など授業設計や教授方法
について具体的に学ぶ機会が少ない状況にあり，効果的
な学生指導をするには，指導案作成などにおいて，どの
ようにすればよいのかという悩みを抱えている．助手・
助教が主に学生にかかわる場面は，実習指導や講義・演
習の補助ではあるが，助教の場合は，講義や演習を実際
に教授することもあり，シラバスとの関係や授業案をど
のように考えればよいのかという悩みもある．そこで，
助手・助教ほか，比較的若手の教員に共通の課題となっ
ている授業構想やシラバス作成のあり方をめぐる研修の
機会を，第２回研修会，第３回研修会として，２回連続
の内容で設けることにした．

Ｂ　第２回 FD 研修会概要
　授業構想やシラバス作成に造詣の深い講師を学外から
招聘し，講師の講義と指導の下，グループワークによっ
て自分が担当する又は関わっている授業のシラバスを修
正していくワークショップを展開し，実践的に学びを深
めた．
日　　時：₂₀₁₇年₁₂月７日（木），₁₄：₀₀～₁₆：₀₀
会　　場：Ｓ₃₀₂教室
講　　師：串本　　剛 先生（東北大学高度教養教育・

学生支援機構准教授）
テ ー マ：授業デザインとシラバス作成
参加者数：看護学部教員　₃₁名，職位別の内訳は以下の

通りである．
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2017年度第２回 FD 研修会・職位別参加状況報告

※ 配置人数：₂₀₁₇．₁₁．１現在

　なお，今回も参加者の意向を知るためのアンケート調
査を実施した．今回の調査からは，以下のように意向を
把握することができた．

■2017年度第２回 FD 研修会・アンケート結果

参加者：₃₁名（参加率₆₂％）
アンケート回収数：₂₈（回収率₉₀.₃％）

１．今回の研修会の満足度は？（図１：Ｎ＝28）

回答の選択理由（記載内容）
⑴　満足している
▶分かりやすい内容で興味・関心の高い事柄であった．
▶改めて勉強になった．
▶活用できそうだ．
▶あやふやだったことが明確になった．
▶既に次年度のシラバス作成後でしたので，もう少し早

くお話が聞ければと思った．作成シラバスの妥当性は
確認できた．

▶今までシラバスの作成方法を学ぶ機会がないまま授業

職　位
参加人数

（配置人数）
参　加　率

教　授  ₇（₁₃） ₅₃.₈％

准教授  ₃（ ₇） ₄₂.₉％

講　師  ₇（₁₃） ₅₃.₈％

助　教  ₇（₁₀） ₇₀.₀％

助　手  ₇（ ₇） ₁₀₀.₀％

総　数 ₃₁（₅₀） ₆₂.₀％

回　答 人　数

満足している 24

やや満足 4

期待と違った 0

にのぞんでいたので大変タイミング良く学ぶことがで
きた．

▶演習を担当になっているが，どういう内容にするか分
からないまま実施していた．今後どう内容を考えてい
くべきか参考にさせて頂きたい．

▶シラバス作成を軽視していたことに気づいた．
▶シラバスを作成したことがないので勉強になった．
▶シラバス作成とは実際にどのように行うのか理解できた．

⑵　やや満足
▶シラバス作成に活かせると思ったから．

２．今後の授業に活用できる研修内容でしたか？（図２：
Ｎ＝28）

回答の選択理由（記載内容）
⑴　はい
▶自分で授業を組み立てるときに活用できそう．
▶授業をどう考えれば良いのか大枠が理解できた．
▶目標からどう組み立てるか活用していきたい．
▶目標－評価－内容の一貫性を再考したい．
▶目標設定・評価基準に使いたいと思う．
▶今後シラバス作成するときに考えの手立てとしたい．
▶実際のシラバス作成に応用する．
▶シラバスの作成と評価．
▶評価の仕方を考えたい．
▶評価基準として．
▶感覚的に評価配分していたのがより具体をもって考え

ることができた．
▶シラバスの適切な評価部分に改善できそう．
▶何のための評価なのかをということを考えながら授業

内容を考えたい．
▶次年度の学生の自己評価にもつながると考える．
▶今回は次年度のシラバスを持参した．見直す機会とな

り，実際に今日の学びを反映させたい．

回　答 人　数

は　い 28

いいえ 0

どちらともいえない 0

図１

やや満足
4（14%）

満足している
24（86%） 

図２

はい
28（100%） 
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▶来年のシラバスを作成したばかりなので，シラバスの
内容を意識して授業に活用したい．

▶学生が主体であることを忘れず，学ぶ目標・評価方法
をあらかじめ提示して学生にとって有意義な講義にな
るようにしたい．

▶シラバス作成経験はないが，講義担当しているなかで
の授業展開での悩み・評価するうえでの客観性への疑
問はシラバスを見直すなかで解決の糸口があるように
思えた．

▶他の領域を担当された教員との共通言語になる（教育
課程全体を考えるときに）．

３．研修の時間は適切でしたか？（図３：Ｎ＝28）

回答の選択理由（記載内容）
⑴　はい
▶演習もあり，わかりやすく良かった．
▶実習期間ではないので良かった．
▶時間的に集中できた．
▶短い位でしたが丁度良かった．

⑵　いいえ
▶もう少し時間があれば．

⑶　どちらともいえない
▶もっと時間をかけて，じっくりやってみたい内容だっ

た．
▶次回は出席できないため．
▶１回で，とおしで行いたかった．
▶１日で終わればうれしい．
▶もう少し早い時期だと有難い．

４．今回の研修会についての感想・意見等について
▶とても勉強になった．

回答 人数

はい ₂₂

いいえ ₁

どちらともいえない ₅

▶構造化の方法が大きな発見であった．
▶タイムリーな内容で教員の興味関心も高かったと思う．
▶授業設計が良い．
▶新人にはさらに基礎的なことも学べる機会があればと

も思った．
▶ご準備ありがとうございました．
▶ FD 委員会の皆様，大変ありがとうございました．

５．次回の FD 研修会でとりあげて欲しいトピックにつ
いて

▶評価と対応した授業案作成のプロセス（コツ）を学び
たい．

Ⅳ　2017年度第３回 FD 研修会

Ａ　背　景
　Ⅲ―Ａと同じ．

Ｂ　第３回研修会概要　※2017年12月18日現在，以下
のように準備が進んでいる．

　第２回の続編となるワークショップを，同じ講師の指
導の下，以下の日程と会場で行う予定である．
日時：₂₀₁₇年３月₁₅日
会場：Ｓ₃₀₂教室

Ⅴ　その他

Ａ　定例委員会
　５月以降（４月は前年度からの引継ぎで，₂₀₁₆年度第
₁₁回小委員会として開催），概ね月１回のペースで開催
しており，₂₀₁₇年₁₂月₁₈日現在，７回開催し，担当事業
の企画，準備，運営，事後処理，FD 関連の情報交換な
どを進めてきた．順当であれば，年度内に計₁₁回の開催
となる見通しである．

Ｂ　2018年度新任教員オリエンテーションの企画と準備
　₂₀₁₈年度新任教員オリエンテーションは，₂₀₁₈年４月
初頭に開催予定のため，₂₀₁₇年度内に準備を進めなけれ
ばならない．概ね₂₀₁₈年１～３月，現在の委員会メン
バーで取り組み，４月には₂₀₁₈年度のメンバーに対応を
委ねていきたい．

Ｃ　医療人育成・支援センターとの連携
　前年度に引き続き，医療人育成・支援センターとの情
報共有を図り，全学的な FD 活動の振興に向けて，今後
はさらに有効な協力を模索していくことになるであろ
う．

図３

いいえ
1（4%） 
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