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授業改善委員会 
 
 
本学「授業改善委員会規程」第３条の４)により、２０１８年度に行われました各学科の

授業改善活動についてご報告致します。 
 
 
文学部 
【現代英語学科】（専任教員 11 名(学長を除く)） 
1.授業参観 
 内容：現代英語学科教員は本学科の授業を見学・評価を行った 
 日時：2019 年前期（5 月〜7 月） 
 参加人数：現代英語学科教員    10 名  
 
2.ICEE-NET EPIC プログラム 40 回目 
 内容：英語教育に関する研修会を行った 
 日時：2018 年 11 月 22 日（木）17:40～19:10 
 場所：11 号館 11203 教室 
 講師：ガブリエル・キャスパー博士 
    ハワイ大学マノア校教授 
 題目：Cognition and Learning in Social Interaction 
    （社会的相互作用における認知と学習） 
 参加人数：現代英語学科教員    9 名  
 
 
 
 
 



3.ICEE-NET EPIC プログラム 41 回目 
 内容：イギリス文学や英語学に関する研修会を行った 
 日時：2019 年 2 月 22 日（金） 
 場所：11 号館 11203 教室 
 講師：唐戸信嘉先生 茨城キリスト教大学助教 
 題目：『ロビンソン・クルーソー』と反近代 
 講師：三輪健太先生 茨城キリスト教大学助教 
 題目：Bert and Ernie はなぜ複数か？ 
    −等位接続句における加算操作− 
 参加者数：現代英語学科教員    12 名 
 
 
【児童教育学科】（専任教員 18 名） 
 1.テーマ：全ての子どもに確かな学力を～ものの見方・考え方～ 
 2.講師：  茨城キリスト教大学 兼任講師 菊池明 先生 
 3.実施日時：  2019 年 3 月 7 日（木） 16：30～18：00 
 4.会場：3 号館 3306 教室 
 5.講演概要 
 （１）実践例について 
    ・自閉症と「切り絵」～手の働き～ 
    ・はしりもの、変わりだね～全ての子がヒーロー～ 
    ・算数～公認のカンニング～ 100 点が意味するもの 
 （２）学生に伝えたいこと 
    ・視点を変えてみることの意味 
    ・子どもの可能性 
   以上の項目について講演いただいた。 
 6.参加者 
  ・児童教育学科専任教員 17 名 
  ・他学科教員 1 名 合計 18 名 
 
 
【文化交流学科】（専任教員 12 名） 
 昨年度に引き続き、退職する藤田悟先生の最終講義と座談会、懇親会の機会をＦＤとし、

文化交流学科のこれまでの流れをふりかえり、今後の方向性やとりくむべき問題について

話し合った。藤田先生の最終講義の最終講義と座談会の日程、内容、出席者は以下のとおり

である。 



◆藤田悟先生最終講義 
 日時：2019 年 3 月５日 11：00～12：00 その後座談会 
 会場：茨城キリスト教大学 11 号館２階 11205 教室 
 講義題目：「歩きながら考えた」 
 内容：英語教育や文化交流体験、またカンボジアで続けてきた海外ボランティアなど、多

方面にわたって行ってきた教育、学術活動をふりかえり、今後の学科のあり方につ

いて提言を行った。 
 参加者：学科教員 12 名、他学科教員、在学生、卒業生など約 40 名。 
 
 
生活科学部 
【心理福祉学科】（専任教員 13 名） 
 本学科では、次年度より公認心理師課程を設置する予定となり、また今後は大学院課程の

設置についても予定している。その公認心理師課程の教育内容をいかに構築するかが課題

となっており、特に心理演習及び心理実習といった新たな科目の導入に向けた取り組みと

学科全体の共通認識が必要であった。そのため、公認心理師課程をすでに設置している他大

学の教育内容を参考に、本学科における教育プログラムの課題を明らかにすることと、社会

福祉士課程の演習及び実習の参考とすることを目的として、講演会を企画した。 
 
◆講演会 
 1.テーマ：公認心理師対応科目『心理演習』、『心理実習』について 
 2.講師 ：渡邉孝憲氏（元常盤大学大学院人間科学研究科教授） 
 3.実施日時：2019 年 3 月 19 日 10:30~12:00 
 4.会場：6 号館 6301 教室 
 5.内容 
 (1)公認心理師法の動向 
 (2)心理演習について 
 (3)心理実習について 
 (4)その他 
 6.参加者：心理福祉学科教員 10 名 
 
 
【食物健康学科】（専任教員 17 名） 
 1.実施目的 

 2017 年度第 2 回 FD 研修会（2018/2/20 実施）の検討結果を踏まえて，2018 年度は

1，2 年生の現状から今後必要となる教育・指導方法の在り方について検討を行なうこ



とを目的とした。 
 2.内容 

 学科教員を 2 グループに分け，グループディスカッション実施し，各グループで出

た意見を踏まえて，今後の学科での教育・指導方法について全体でのディスカッション

を行なった． 
 3.結果 

(1) 入学前 
①問題点 
 志願者の減少 
 入学者の学力低下 
②改善案 
 高校生を対象に管理栄養士の魅力，就職先に関する広報を行なう 
 管理栄養士の職業イメージを改善することによって，進学校からの志願者増に

つなげる 
 入試科目の再検討を行ない，基礎学力が高い学生を確保できるようにする（志

願者増の後に取り組む） 
 
(2) 入学後 
①問題点 
 長期休暇後にモチベーションが低下する学生が増加 
 1 年生後期科目以降で成績不良者が増加する傾向 
 レポート等の課題提出が遅れる学生が増加する傾向（レポートは書けるがやる

気がないため未提出の学生，やる気はあるがレポートを書けない学生の二極化） 
 3 年次に進級出来ない学生，臨地実習に関する単位未取得者が増加傾向 
 入学前の志望動機が就職活動前に変わる（管理栄養士以外の職業，内定が早く

出る業種） 
 論理的思考，国語力が低い 
 化学，生物等の基礎となる科目の理解度が低い 
 
②改善案 
 長期休暇等に学生のモチベーションを維持する方法の検討 
 入学前にプレテストを実施し，基礎学力が低い学生用の選択科目を開講する 
 1 年後期以降は，前学期で成績不良者に該当する者を対象に選択科目を開講す

る 
 大学基礎演習を学科の教育方針に合わせた内容で実施する 
 管理栄養士入門に生物，化学等の基礎学力を改善する内容を追加する 



 1 年次から導入教育として職業体験（見学）を入れる 
 成績不良者のフォロー方法の検討 
 進級制度，カリキュラムの見直し 

 4.今後について 
 次年度以降は定期的に学生教育・指導方法についてディスカッションを行ない，高校

生に対する入試広報の方法，3 年次以降の対策についても継続して検討を行なっていく． 
 5.日時：2019/3/19 10:00～12:00 
 6.場所：7 号館 7101 教室 
 7.参加者：食物健康科学科教員 16 名 
 
看護学部 
【看護学科】（専任教員 29 名） 
＜1 回目＞ 
 日時：2018 年 12 月 8 日（土）14:00～15:30 
 内容：「臨床看護教育の専門家を育成する取り組み 
    聖路加国際大学フューチャー・ナースファカルティ育成プログラム CN（Clinical 

Nurse Educator）コースの取り組みから見える実習指導状況や課題」 
 講師：奥 裕美先生（聖路加国際大学 准教授） 
 参加者：39 名（学内／27 名（非常勤 1 名含）学外／  

9 名（専門学校教員 6 名，実習施設看護師 3 名） 
 まとめ：・CNE コースの取り組みの実際や課題の学びにつながり、同様内容での運営は

できないにしても、本学で取り組むうえでの示唆につながった。 
     ・アンケート結果からも、施設側との連携の必要性を改めて感じる声が多く、Ｆ

Ｄ第 2 回目の領域別グループワークの動機付けとなったと考える。 
 課題： ・参加者リクルートは、臨地実習連携委員会でアナウンス、臨地教員在籍施設＋

実習協議会参加施設に郵送したが、臨地教員参加者はなかったためアナウンス

方法も要検討。 
＜2 回目＞ 
 日時：2019 年 3 月 7 日（木）14:00～16:00 
 内容：臨地教員の役割を構築するための意見意見交換 
    第一部；各領域から“実習の現状と工夫点ならびに課題の提示” 
    第二部；領域毎のグループワーク 
 参加者：39 名 （学内／28 名 学外／15 名）  
 まとめ：・第一回目同様、施設側の参加が危ぶまれ、当初の企画（各領域グループワー

クのみの構成）を変更することになったがアンケート結果からも概ね、有意義

なＦＤとなったと推測する。 



 課題： ・第 1 回目の反省を受け、施設参加者のリクルートは、臨地実習連携委員会で

アナウンスを行い、臨地教員在籍施設の看護部＋臨地教員（155 名個別）＋実

習協議会参加施設に実施したが、学科教員の協力を得てさらに積極的に実施す

べきであった。 
     ・二部に分けたことで時間がタイトになったことは反省すべき点。しかし、他

領域の実習状況や課題を共有することは、本学における実習課題の可視化にも

つながると考える。また、学生の視点から実習状況を理解することにもなるた

め、第一部内容の意義はあったと考える。しかし、時間調整の不備で小児・精

神領域（2018 年度実習協議会で発表）は割愛することで急遽対応したが、全

領域の発表ができるような時間を組むべきであった。 
     ・年度末、交通費未支給などではなく、指導者が参加しやすい時期や実習協議

会などに合わせるなどを検討。 
     ・本テーマについては今後も引き続き、学科と臨地との話し合いを深めていけ

るよう企画運営を検討。 
 
 
 
経営学部 
【経営学科】（専任教員 12 名） 
 1.テーマ 
  コミュニケーションが苦手な学生と大学教育 
 2.概要 

様々な理由によりコミュニケーションが苦手な学生の，授業や研究を含む学生生活上

の諸課題について，教職員，学生ともに有益となる望ましい対応法等について講義及び質

疑応答等により共有する。 
 3.講師 
  茨城大学 全学教育機構 講師 矢嶋 敬紘 先生 
  茨城大学 学生相談カウンセラー 額賀 沙弥香 先生 
 4.実施日時 
  2019 年 3 月 5 日（火） 10:30～12:00 
 5.会場 
  本学 11 号館 11206 教室 
 6.内容 

本研修では，コミュニケーションの苦手な学生に対して，知的能力障害，自閉スペクト

ラム症(ASD)，注意欠如・多動症(ADHD)，限局性学習症(SLD)，運動症などの特性別に，

より良く対応することを目的とした。各々の障害の症状や具体例を講師から紹介してい



ただき，それらの症状に応じた教職員の対応方法について事例を通じて紹介いただいた。 
本研修を通じて，コミュニケーション障害の具体的な症例を理解できたとともに，教職

員による合理的配慮の先進事例を知ることができた。 
 7.参加者 
 12 名（大久保隆弘，申美花，浅野義，三上司，掛川富康，今口忠政，長島正浩，古井

仁，米岡英治，栗原正樹，澤端智良，田口尚史） 
 


