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１１．．FFDD 評評価価実実施施委委員員会会  活活動動のの概概要要  

 
FD 評価実施委員会 委員⻑ 成田 伸 

 
  

2020 年からの COVID-19 感染拡大により、FD 評価実施委員会の活動も影響を受け、外
部から講師を招聘しての研究会は中止となってしまいましたが、COVID-19 感染拡大対応
を迫られた ICT 利活用に関わる FD 研究会を前年度の 3 月に、対面で開催しております。
その成果は令和 3 年度の講義・演習の実施に活きているものと思っております。 

令和 3 年度の FD 研究会は、令和 3 年 9 月 8 日（水）に前年度から引き続きの課題であ
った現状に即し将来を見据えた看護学部教員 FD マップの改訂について、3 月 8 日（水）に
令和 4 年度からの新カリキュラムスタートに合わせ、教務委員会カリキュラム検討担当と
合同の FD 研究会を、また 9 月 13 日（月）に昨年度も実施し好評だった助教を対象とした
FD ワークショップを開催しました。大学院 FD 研究会は 8 月 26 日（木）に、前年度実施
した教員対象の FD ニーズ調査の結果に基づき、看護学部編集委員会との合同での開催と
なりました。いずれの研究会も感染対策を十分行いながら、対面で開催することができまし
た。 

なかでも FD マップの改訂は、前年度まで⻑く委員⻑を務めてこられた本田芳香教授か
ら引き継ぎ、さらなる精錬に取り組みました。9 月に開催した FD 研究会では、「FD マップ
の内容と運用方法の検討」と題して、これまで検討してきました FD マップに対する提案を
周知すると共に、教員側から意見をいただく機会として開催しました。この研究会でいただ
いた意見に基づき、現在もさらに精選すべく検討を続けています。この結果は 3 月末まで
に FD マップとして再度教員に周知し、令和 4 年度に再度 FD 研究会席上でご意見をお伺
いしたいと思っております。 

前委員⻑の本田教授が進められた検討は、大学における FD 活動の根幹にかかわるとこ
ろまで及んでおり、FD マップとして検討してきた成果の一部は、本看護学部として求める
教員像に反映されるに至っています。 
 これらの企画は、本看護学部と大学院看護学研究科の実践教育力や研究教育力の質向上
の貴重な機会となったと考えます。本学の教育力がますます活性化し、より良い教育ができ
るよう、次年度も務めてまいります。みなさまの一層のご支援を賜りますようお願い申し上
げます。 
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２２．．FFDD 研研究究会会「「FFDD ママッッププのの内内容容とと運運用用方方法法のの検検討討」」  

 

１）FD 研究会 概要 

本学部では、教員の FD を目的として、職位毎に教育・研究・運営に関する到達目標（FD マッ

プ）を設定している。この FD マップは 10 年前より使用しているが、教員の教育力や背景、大学

として目指すべき方向性等の経年的変化、教育環境の変化等を鑑み、令和元年より本委員会にて

FD マップの改訂（新 FD マップ）に取り組んできた。今後、新 FD マップを活用するためには、

教員のコンセンサスを得る必要があった。 
そこで、第 1 回 FD 研究会では、職位毎にグループに分かれ FD マップに記載された内容と評

価項目、活用について討議し、その内容を全体で共通した上で次年度以降の運用に向け検討すべ

きことなどについて意見交換した。 
その結果、主に評価項目と活用に関する項目が挙がった。評価項目については、より具体的な

表現にすることや用語の統一や評価しやすい文言へ変更することについて意見があった。また、

教育については概念構成や他学部との関連性を明確にすること、研究については重点を置くべき

ポイント、社会貢献については行動レベルとすること、基盤については大学教員としての基礎力

を踏まえ、教育者マインドを含める必要性について提案があった。さらに、活用については、新

ＦＤマップが随時閲覧できるような仕組みを整えたり、ポートフォリオ等を使用したりして教員

が自らリフレクションできる仕掛けが必要であるといった意見があった。 

  

２）FD 研究会プログラム「FD マップの内容と運用方法の検討」 

①日時・場所 

日時：令和 3 年 9 月 8 日（水）9：30～12：00 場所：看護学部 大教室Ⅱ 

②対 象：看護学部全教員  

③タイムスケジュール                                       

時間 内容 

9:30 ～ 9:40 
開会挨拶 

看護学部における FD の位置づけ 

9:40 ～ 9:50 新 FD マップの概要（概念及び要素の説明） 

9:50 ～ 10:50 

グループ別討議 

① 概念及び要素について「内容や項目の妥当性」 

② 評価項目について「加筆修正もしくは検討が必要と考える項目と変更案」 

③ 活用について「効果的な活用に向けて検討すべきことや工夫したいこと」 

→ 「全体で共有したいことや協議したいこと」の整理 

10:50 ～ 11:00 休憩 

11:00 ～ 11:40 
新 FD マップに関する全体討議 

※グループ別討議項目のうち②と③について意見交換 

11:40 ～ 11:50 総評 

11:50 ～ 12:00 閉会・アンケート記入 

     司会進行 ：川上委員 
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・看護学部におけるFDの位置づけ
満足 やや満足 どちらでもない やや不満 不満

回答数 8 9 11 2 1

・新FDマップの概要（概念および要素の説明）
満足 やや満足 どちらでもない やや不満 不満

回答数 3 10 10 6 2

・グループ別討議
満足 やや満足 どちらでもない やや不満 不満

回答数 14 13 4 0 0

・新FDマップに関する全体討議
満足 やや満足 どちらでもない やや不満 不満

回答数 7 15 7 1 1

④グループ別討議内容 

・新 FD マップの概念と要素について 

その内容や項目の妥当性について検討 

・加筆修正もしくは検討が必要と考える評価項目と変更案 

新 FD マップの項目を確認し、加筆や修正、検討の必要性を検討 

・効果的な活用に向けて検討すべきことや工夫したいこと 

   新 FD マップの有効な活用を実現するために、組織として整えた方がよい仕組みや解決す

べき課題、個人として心がけたいこと等を意見交換 

   ※グループ内で共有した意見等は配付アンケートの表面に記入 

⑤新 FD マップに関する全体討議 

  グループ別討議内容のうち、主に②③について、全体で確認したいことや共有したいこと、

議論したいことを発表し、発表内容に基づいて全体で議論 

⑥職位別グループ 

教授 A：春山教授、小原教授、成田教授、浜端教授 

教授 B：横山教授、半澤教授、塚本教授、里光教授 

教授 C：大塚教授、村上教授、上野教授、 

准教授 A：平尾准教授、佐藤准教授、川上准教授、角川准教授、島田准教授 

准教授 B：倉科准教授、長谷川准教授、内堀准教授、田村准教授 

講師 A：鹿野講師、古島講師、関山講師、石井（容）講師、江角講師、鈴木講師 

講師 B：石井（慎）講師、小西講師、青木講師、湯山講師、佐々木講師 

助教 A：甲賀助教、小此木助教、工藤助教、高嶋助教 

助教 B：井上助教、路川助教、遠藤助教、 

助教 C：渡邉助教、酒井助教、舟橋助教、谷田部助教 

 

３）実施結果と評価 

 ①参加状況 対象人数 43 名のうち 42 名（ご家庭の事情で 1 名欠席） 

 ②アンケート集計結果（回答数 31 回収率 72.1％） 

  問 1 プログラムについて 
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・看護学部におけるFDの位置づけ
短い やや短い ちょうどよい やや⻑い ⻑い

回答数 4 6 19 2 0

・新FDマップの概要（概念および要素の説明）
短い やや短い ちょうどよい やや⻑い ⻑い

回答数 4 7 19 1 0

・グループ別討議
短い やや短い ちょうどよい やや⻑い ⻑い

回答数 1 0 23 6 1

・新FDマップに関する全体討議
短い やや短い ちょうどよい やや⻑い ⻑い

回答数 4 4 20 2 1

そう思う まあそう思う どちらとも言えない あまりそう思わない そう思わない

回答数 8 13 8 1 1

・FDの基礎編を企画してもらえると嬉しいです。
・毎年1回、FDマップをどう活用していくのかを各学科目でまとめていくべきかと思ったので、その具体的な
 機会を作ってもらえたら良いかと思いました。

・これまでFDマップが職位ごとに明確に示されていなかったようでしたので、今回詳しく学べてよかった。
・各要素の意味付けなど基本的なところの説明がもう少し詳しくあっても良いのではと感じた
・自分では気づけなかったところをグループを通して気づくことが出来た。
・職位ごとに話し合えたことは良かった。
・旧FDマップの良さを生かしながら、新FDマップの見直しができると良いと感じた。
・現在のFDマップをよく読む機会になった
・上司や同僚に相談する際に、役立てていけると嬉しい。
・自身の目指すべき姿勢・行動について振り返ることが出来た。
・一部抽象度が高く、具体的に実行するのは難しいと思われる部分が散見されていたためご検討いただきたい。
・就任直後に職位ごとのFDマップを示して、これまでの経緯を示されるとより理解できたと思う。
・2020年度のものと見比べて検討しました。
・具体的な到達目標があると分かりやすかったです。
・新FDマップに関するご説明がもう少し詳細にあると良いと思った。
・旧FDマップのように行動レベルでの記載（特に助教）があると自己評価がしやすいと思った。
・新FDマップの概要について、もう少ししていただけるとありがたかったです。
・同じ職位なのでとても活発に意見を交換することができ、とてもみんな話し合えたことが良かった。
 良い機会であったと感じていました。

問 2 時間配分について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  問 3 今後の FD 活動への有益性 

 

 

問 4 自由記載 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  問 5 今後の企画について 

   

 

  

③本企画の評価及び今後の方針 

  アンケート結果より、議論すべきポイントを討議前に十分説明する必要があったが、新旧の FD マ

ップを見直す機会になっただけでなく、職位別グループにしたことで活発な意見交換ができたと考

えられる。また、全体討議を通して新 FD マップの活用に向けた具体的な課題が明らかとなったこと

で、運用に向けて検討すべき事項が確認できた。 

  今後、新 FD マップを活用できる環境を整備しつつ、ＦＤ活動における効果や運用上の課題等につ

いて当研究会にて議論していく。 
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３３．．FFDD  研研究究会会「「新新カカリリキキュュララムムににつついいてて」」のの開開催催  

教務委員会カリキュラム検討担当・FD 評価実施委員会合同企画 

  

１）開催の概要 

来年度から導入される、新カリキュラムについて、看護学部教員が現行カリキュラムとの違いや

その背景について確認し、新カリキュラムの内容について理解を深めるための説明会を教務委員会

カリキュラム検討担当との合同で FD 研究会として実施した。 

 

２）プログラム 

①テーマ：「新カリキュラムについて」 

②目 的：看護学部教員が現行カリキュラムとの違いやその背景について確認し、新カリキュラム 

の内容について理解を深める 

③日時・場所 

日時：令和 4 年 3 月 9 日（水）13：00～16：00 

場所：看護学部 1 階 学習室（原則、対面で実施） 

④対 象：看護学部全教員（育休等を除き出席が必須である） 

⑤スケジュール概要                                          

13:00 ～ 13:05 開会挨拶                （FD 評価実施委員長：成田先生） 

13:05 ～ 13:10 企画主旨・前半の進行方法の説明                       

13:10 ～ 14:40 

（90 分） 

新カリキュラムについて 

１．新カリキュラムについて              （教務委員長：横山先生） 

※保健師教育課程との関係          （学科目責任者：春山先生） 

※助産師教育課程との関係          （学科目担当者：成田先生） 

２．カリキュラムマップ等について     （カリキュラム検討担当：小原先生） 

３．ポートフォリオ等について        （FD 評価実施委員長：成田先生） 

14:40 ～ 14:50 休 憩 

14:50 ～ 15:50 

（10 分×6） 

新カリキュラム 1 年次新規開講科目および説明が必要な内容変更のある科目 

１．気象学                  （学内調整者：平尾先生） 

２．社会言語学                （科目責任者：鹿野先生） 

３．生涯発達看護論              （科目責任者：永井先生） 

４．ヘルスアセスメント演習Ⅰ         （科目責任者：石井容先生） 

５．ヘルスアセスメント演習Ⅱ         （科目責任者：小原先生） 

６．対象の理解実習              （学科目責任者：小原先生） 

15:50 ～ 15:55 新カリキュラムの開始に向けて                  （学部長：春山先生） 

15:55 ～ 16:00 閉会挨拶                 （FD 評価実施副委員長：里光先生） 

－	6	－

看護学部FD評価実施委員会



（5）（2）～（4）で、１つでも「まあまあできた」あるいは

「できなかった」との回答の有無（n=39)（図 5） 

ありが 25.6％、なしが 74.4％であった。 

３）実施結果とその評価 

 3 月 9 日に開催した。当日参加した教員は、全教員 44 名中 43 名（97.7％）であった。1 名の教員は

翌日動画で視聴した。（参加率 100％）アンケート回収数は 39、回収率は 88.6％であった。 

①アンケート集計結果 

事前資料による、新カリキュラムの背景の理解

（n=39) （図１） 

できたが 64.1％、まあまあできた 35.9％、できなっ

たとの回答はなかった。 

（2）カリキュラム枠組みおよびディプロマポリシーとの関連か

ら、カリキュラム全体での学習の順序性や科目間の関連の理

解（n=39)（図 2） 

できたが 82.1％、まあまあできた 17.9％、できなったとの回

答はなかった。 

（3）自分の担当科目で考慮を要する学習の順序

性や関連科目についての理解（n=39)（図 3） 

できたが84.6％、まあまあできた15.4％、できな

ったとの回答はなかった。 

（4）各コアコンピテンシーに対して年次ごとに設定した到

達目標と、自分の担当科目との関連についての理解

（n=39)（図 4） 

できたが 82.1％、まあまあできた 17.9％、できなったと

の回答はなかった。 

図１新カリキュラムの背景の理解 図２カリキュラム全体での学習の順序性や科目間の関連の理解

図 5「まあまあできた」あるいは「できなかった」との回答の有無

図４到達目標と、自分の担当科目との関連の理解図３自分の担当科目で考慮を要する学習の順序性や関連科目についての理解
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（（66））今今後後新新カカリリキキュュララムムのの運運用用をを行行うう上上でで、、わわかかりりににくくいいとと感感じじたた点点  
 コアコンピテンシーと自分の科目のつながりなどは、資料を見ながらでないと説明ができない。すべてをすぐに

説明できるほど簡単なものではないので、資料を見ながら確認して実施していくしかないかと思う。 
 年次ごとに設定した到達目標について、学生はどの程度達成したと自己・他者評価できるのか、本学の現状の

評価がわかりにくいと感じた。評価の内容によって、教育方略に課題があるのか、到達目標の設定に課題があ
るのか、などのカリキュラム運営上の課題を明確にできると考える。 

 今日参加して、大枠が理解できたので、再度確認してみることで理解できると思った。 
 DP はカリキュラムの軸のような機能をもつと理解したが、DP に掲げている能力は、低学年から高学年の学年進

行に従って、どのようにレベルがあがっていくことが必要なのか。 
 科目間の関連。 
 移行時に単位修得できなかった学生がいた場合，未修得の科目の読み替えはどうするのか。 
 学年を通した新カリキュラムの全体像を理解していないため。 
（（77））今今後後新新カカリリキキュュララムムのの運運用用をを行行うう上上でで理理解解すするるたためめ自自分分自自身身がが取取りり組組むむととよよいいとと考考ええたたこことと  
 今回ご提示いただいたカリキュラムマップと各科目のシラバスをもとに、自身が担当する科目と他科

目との関連性を再度整理する必要があると考えています。これまで、関連する科目の確認として科目名
だけを追うことが少なくありませんでした。カリキュラムマップの数字をたよりに、より効果的なカリ
キュラムの理解を図ることができそうです。学生が学習上の動機づけを得やすいよう、方略をねりなお
してみたいと考える。 

 シラバスの熟読。 
 基礎学問の習得。 
 教授する科目のシラバス内容をふまえ、教授するために必要なキーワードを再抽出することが必要だ

と考えている。 
 本学のカリキュラムの構造に対する理解を深めていく。 
 関連する他領域科目の実際についてイメージできるようにしたい。具体的にはシラバスの熟読や必要

時は授業資料を得るなどする。 
 学生便覧の見直しと各学科目の実習要項等も関連づけてみるようにする。正確に理解するためにもう

少し丁寧に、各科目のシラバス等を読み込む時間を頂きたいと感じている。 
（（88））そそのの他他のの意意見見 
 学生のレディネスを把握しながら、４年間の継続した特に看護学として看護師、保健師、助産師を含め

統合した看護学教育だということを、学生に意識してもらえるような取り組み（科目ごとに分断された
学習にならないように）をしたい。 

 

②研究会の様子 

【成田 FD 評価実施委員長からの開会挨拶】 

   

【新カリキュラムについての説明】 
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【新カリキュラム 1 年次開講科目および説明が必要な内容変更のある科目についての説明】 

    

【質疑応答】 

    

【新カリキュラムの開始に向けて（春山学部長）・閉会挨拶】 
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③③評評価価  

来年度から導入される、新カリキュラムについて、看護学部教員が現行カリキュラムとの違いやその背

景について確認し、新カリキュラムの内容について理解を深めるための説明会を教務委員会カリキュラ

ム検討担当との合同での FD 研究会として実施した。説明すべき内容、説明者、プログラム進行等、教務

委員会と打ち合わせながら、ＦＤ評価実施委員会として準備を進めた。当日もスムーズに進行できた。た

だし、新カリキュラムに関わる事前資料の提示がぎりぎりであったことから、じっくり読み込む時間がも

う少し欲しかったとの意見もあった。教員への研究会開催の周知自体はうまく進み、当日欠席の教員も翌

日には聴講できており、参加率は 100％となった。 

参加者アンケートの結果からみると、日ごろ多忙で、自ら関わる科目以外に目が配れていないことの反

省が聞かれている。特に新たに導入されたＤＰとの関連性の明確化、ナンバリング、カリキュラムマップ

等について、この説明会だけでは十分な理解に達していない様子が伺われ、どの教員も同じく理解し、学

生に適切に説明できるように、理解を図る機会を設けていく必要があると考えられる。 

新カリキュラムに関わる FＤ研究会は、今後 3 年間継続して開催予定である。ＦＤ研究会の機会をとら

えて、全教員が本学カリキュラムを正しく理解し、協力・連携して教育に当たれるような研究会となるよ

うにして行きたいと考えている。 
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４４．．助助教教教教員員をを対対象象ととししたた  FFDD  ワワーーククシショョッッププ  
 

１１））助助教教教教員員をを対対象象ととししたた  FFDD  ワワーーククシショョッッププのの概概要要  

本ＷＳは、助教教員が、教員として必要な能力（教育力・研究力・組織マネジメント・社会貢献）に
ついての自己の課題を明らかにし、課題解決・改善に向けた展望を持つことができることを目的に、 
９月 13 日に実施した（平成 30 年度、令和 2 年度に引き続き今年度は 3 回目）。 

参加者は対象 11 名中 10 名（90％）であった。内容は、①教員として課題と感じている事、②教員と
して課題を解決・改善していくために必要な事は何か、③自分が目指す教員になるための目標設定と、
それを実現するために自身が取り組むこと、組織に期待すること、の 3 点についてグループ討議を実施
し、活発な討議がなされた。また、2 年目以降の教員より 1 年目の教員に対するアドバイスの時間を設
け、最後に成⽥委員⻑より講評を⾏った。 

アンケート結果は、課題の明確化と、課題を解決・改善するための方策が見出せたか、については、
教育力については「できた」、「まあまあできた」と回答した者の割合が９割と最も多く、次いで研究
力、組織マネジメント、社会貢献の順に多い結果であった。参加して良かった、今後も開催希望と全員
が回答した。 

今年度の目的は概ね達成していたと考えられ、本ＷＳの課題に共に取り組むことを通して、教員とし
て共に成⻑していくための⽀え合う関係づくりの機会にもなっており、⼀定の効果はあったと考えられ
ることから、次年度も継続実施していく。 
  
２２））FFDD ワワーーククシショョッッププププロロググララムム  
（１）目的 

助教教員が、教員として必要な能力（教育力・研究力・組織マネジメント・社会貢献）についての
自己の課題を明らかにし、課題解決・改善に向けた展望を持つことができることを目的に実施した
（平成 30 年度、令和 2 年度に引き続き今年度は 3 回目）。 

今回は、教員歴 1 年目の助教は、教育力と組織マネジメントに焦点を当てて取り組み、教員歴 2 年 
目以上の助教は、教育力・組織マネジメントに加え、研究力、社会貢献にも焦点を当てて取り組むこ
とを目的とした。 

（２）日時・場所 

令和 3 年 9 月 13 日（月）9 時 30 分〜11 時 40 分、学習室 
（３）対象 

  看護学部助教教員 
（４）事前課題 

・FD マップの助教に関する教育、研究、組織マネジメント、社会貢献の到達目標、評価項目と方
法、中期目標・中期計画（事前配布する）の内容を確認しておくことを課した。 
・FD 自己評価票の、今年度の自己目標設定の欄に記載した目標に基づいて取り組み、自己評価
し、それを踏まえて、ワークショップでは討議することを事前に周知した。 

（５）内容 

〈グループディスカッションと発表のテーマ〉 
①教員として現在、課題と感じていること 
②教員として課題を解決・改善していくために必要なことは何か 
③1 年目の教員から 2 年目以上の教員に、課題を解決・改善するために聞いてみたいこと、及び 

2 年目以上の教員から 1 年目の教員に対する助言 
④今後どんな学⽣を育てていきたいか〜各自が目指す教員になるための目標設定と、それを実現す 
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るために自身が取り組むこと、組織に期待すること 
（６）プログラム 

時 間 内 容 
9 時 15 分〜 受付開始 

9 時 30 分〜 ●開会       
●あいさつ    春⼭学部⻑  

9 時 35 分〜 
(休憩 10 分含む) 

●自己紹介 
●グループ討議と発表 
テテーーママ 11：： 
「教員として現在、課題と感じていること」 
テテーーママ 22：：  
「教員として課題を解決・改善していくために必要なことは何か」 
テテーーママ 33：：  
「1 年目の教員から 2 年目以上の教員に、課題を解決・改善するために聞いてみたい 

こと」 
「2 年目以上の教員から 1 年目の教員に対する助言、メッセージ」 
テテーーママ４４： 
「今後どんな学⽣を育てていきたいか〜各自が目指す教員になるための目標設定と、 

それを実現するために自身が取り組むこと、組織に期待すること」 
11 時 25 分〜 ●講評及び講義  成⽥委員⻑ 

1１時 40 分 ●閉会       

  
(７)グループディスカッション 参加者配置 

１１ＧＧ（５人）  ２２ＧＧ（６人）  

遠藤（成人看護学） 井上 (基礎看護学) 
工藤（成人看護学）◎ 小此木（老年看護学） 
酒井（老年看護学） 甲賀 (基礎看護学） 
高嶋（⺟性看護学） 路川（精神看護学） 
舟橋（地域看護学） 矢⽥部 (⺟性看護学) 

 渡邉（成人看護学）◎ 
◎の教員には、グループ討議の推進役として役割を果たして貰えるよう事前に声掛けを⾏った。 
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できた
5（50%）

まあまあできた
5（50%）

問１ー① ワークショップを通して自己の
教育力についての課題を明らかにできたか

できた
4（40%）

まあまあできた
5（50%）

できなかった
1（10%）

問１ー② ワークショップを通して自己の
研究力についての課題を明らかにできたか

できた
3（30%）

まあまあできた
4（40%）

あまりできな
かった

2（20%）

できなかった
1（10%）

問１ー③ ワークショップを通して自己の
組織マネジメントについての課題を明らかに

できたか

できた
1（10%）

まあまあできた
6（60%）

あまりできな
かった

2（20%）

できなかった
1（10%）

問１ー④ ワークショップを通して自己の
社会貢献についての課題を明らかにできたか

できた
５（50%）

まあまあできた
４（40%）

あまりできな
かった

１（10%）

問２ー① ワークショップを通して自己の
教育力についての課題を解決・改善するため

の方策を見いだせたか

できた
３（30%）

まあまあできた
６（60%）

できなかった
１（10%）

問２ー② ワークショップを通して自己の
研究力についての課題を解決・改善するため

の方策を見いだせたか

できた
３（30%）

まあまあできた
４（40%）

あまりできな
かった

２（20%）

できなかった
1（10%）

問２ー③ ワークショップを通して自己の
組織マネジメントについての課題を解決・

改善するための方策を見いだせたか

できた
１（10%）

まあまあできた
５（50%）

あまりできな
かった

３（30%）

できなかった
1（10%）

問２ー④ ワークショップを通して自己の
社会貢献についての課題を解決・改善する

ための方策を見いだせたか

３３））実実施施結結果果ととそそのの評評価価  

（１）参加状況：対象 11 名うち参加 10 名（参加率 90％） 
（２）アンケート集計結果（N＝1０、回収率 100％）  
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なった
10（100％）

問３ 今回のワークショップは今後
教員として共に成⻑していくために
支え合う関係づくりの機会となったか

よかった
10（100％）

問４ 今回のワークショップは
いかがでしたか

ちょうど良
かった

10（100％）

問５ ワークショップ全体の時間は
いかがでしたか

適切だった
８（80%）

いいえ
２（20%）

問６ ワークショップの開催時期は
適切だったか

希望する
10（100%）

問８ 今後も助教を対象とした
ワークショップの開催を希望するか

３月
3（19%）

５月
1（6%）

８月
４（25%）

９月
７（44%）

11月
1（6%）

問７ 本ワークショップの開催時期として
適切な時期はいつか（複数回答）

研究に関すること（３） ・研究の進め方、ノウハウ
・研究について
・研究関連について（その方法や手順をメインに）

教育に関すること（１） ・教育関連について（その方法や手順をメインに）
話せる場の提供（１） ・今のままざっくばらんにお話できるとありがたい
地域活動について（１） ・地域活動について

問７ 開催時期に関する自由意見
FD研究会の開催前の
時期（２）

・助教のワークショップが学部全体のFD研究会の前にある
と、FD研究会の時、もう少しイメージがつき易かった

・全体のFD研究会よりは前
学生の休みの期間
（２）

・学生の休みの期間
・8⽉中旬〜下旬

年２回の開催（１） ・年2回ぐらい

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

問９ 今後開催する助教を対象としたワークショップのテーマとして取り上げてほしい内容 （自由意見・複数回答） 
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今後の自己の目標設定
に生かす（２）

・FDの目標設定に活かしていきたい
・本日の内容をもとに自己の年間目標を立てようと思います。お時間
をとっていただきありがとうございました。

見出した方策を実践に
移す・実現できるよう
にする（２）

・課題とそのための方法を見出すことができたので、ぜひ実践に移し
ていきたいと思う。このような機会をありがとうございました
・さまざまなアイデアが実現できるよう努力していきたい

助教同士で相談・情報
交換する機会を作る
（２）

・助教同士で研究や教育の相談の機会を作っていきたい
・助教同士の情報交換をしていこうと思う

２年目以上の助教の先
生の助言が得られ意見
交換できてよかった
（３）

・2年目の助教の先生方のお話を直接聞ける機会を作っていただきあ
りがとうございました
・2年目以降の教員の先生方からもアドバイスを頂いて参考になった。
ありがとうございました。
・学生とのかかわり方や教育・研究に必要な知識を身に着ける方法に
ついて意見交換ができてよかった。

課題を共有・振り返れ
てよかった（２）

・他の先生方の意見を聞いて自分の課題を振り返ることができた
・同じような悩みを持っていることが分かりその解決についても方向
性が示されてよかった。

問１０ 本ワークショップの内容を今後どのように活かしていくか（感想含む）（自由意見・複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(３)評価 

・課題の明確化と、課題を解決・改善するための方策が見出せたか、については、教育力が「でき
た」、「まあまあできた」と回答した者の割合が９割と最も多く、次いで研究力、組織マネジメント、社
会貢献の順に多かった。 
・本 WS は今後教員として共に成⻑していくために⽀え合う関係づくりの機会となった、参加して良か
った、今後も開催を希望する、と全員が回答していた。同じ助教という立場での課題の共有に加え、今
年度新たに２年以上の助教から助言が得られた事もこの様な結果に影響したと考えられる。このような
ことから、次年度も継続実施していく。 
・開催時期については９月が適切だったと回答した者が多かったため、次年度も９月に２時間程度実施
することが望ましいと考える。 
・今後 WS で取り上げてほしい内容としては、研究に関するニーズが最も多かったことから、従来の課
題の共有や方策を見出すことを中心とした内容に加え、研究に関する内容を盛り込むなどのプログラム
の検討が必要と考えられる。 
・また、その他に FD マップの活用ついてのオリエンテーションが早期にあると良い、という意見があっ
たことからも、入職後の早期に FD マップ活用について周知していくことが必要である。 

 
担当：島⽥・里光 
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Ⅱ．大学院看護学研究科FD評価実施委員会

大学院看護学研究科FD評価実施委員会



１１．．大大学学院院看看護護学学研研究究科科 FFDD 評評価価実実施施委委員員会会  活活動動のの概概要要  

 
大学院 FD 評価実施委員会の令和 3 年度の活動として、学部編集委員会と合同で、FD 研究会を開催し

た。 
この FD 研究会は、令和 2 年度に行った大学院看護学研究科教員に対する FD ニーズ調査の結果（参

考資料）をもとに、複数の要望のあった「査読」をテーマとしたものである。テーマが「査読」と決まっ
たことから学部編集委員会との合同企画となった。研究科委員会幹事会においてメインテーマを「査読
のあり方を理解し、研究指導力を高めよう！」と決定した。その後は学部編集委員会、研究科幹事会でプ
ログラムを検討し、8 月 26 日に開催するに至った。プログラムは、「2．大学院看護学研究科 FD 研究会
プログラム」の通りである。 

FD 研究会の前半は、春山教授より「査読者が留意すること」について、上野編集委員⻑より「看護学
ジャーナル投稿に関する現状と課題」について講演があった。後半は講演の内容および院生の現状を踏
まえ、グループディスカッションを行った。グループディスカッションのテーマは「研究の論文化と査読
のあり方」とした。令和 3 年度は、コロナ禍にあり対面で議論する機会も乏しく、貴重な機会となり活発
な意見交換がなされた。FD 研究会後のアンケート結果は、「3．大学院看護学研究科 FD 研究会実施結果
とその評価」の通りである。 

今後も、大学院教員の FD ニーズ調査、研究会後のアンケート結果および本学院生の状況を注視しな
がら FD 研究会等を開催し、関わる教員の教育力、研究力向上に寄与する活動を行って行く。 
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２２．．大大学学院院看看護護学学研研究究科科  FFDD  研研究究会会  
 

１）FD 研究会プログラム 

主催：大学院 FD 評価実施委員会 

共催：編集委員会 

（1）テーマ：査読のあり方を理解し、研究指導力を高めよう！ 

（2）目的：査読のあり方について理解し、大学院における研究指導力を高めることに活かす。 

（3）日時・場所 

日時：2021 年 8 月 26 日（木） ９：00〜11：30          
場所および方法：学習室、ZOOM   

（4）内容 

講演テテーーママ 
①「査読者が留意すること」                地域看護管理学  春山 早苗 教授 
②「看護学ジャーナル投稿に関する現状と課題」        編集委員⻑  上野 まり 教授       
グループディスカッション  
①講演内容を踏まえ、グループ毎にディスカッションする  
②グループディスカッションのテーマ：「研究の論文化と査読のあり方」 
③グループの代表者はディスカッションの概要を口頭で発表する （2〜3 分程度/G ） 
参加者・対象者  

  ●大学院教員の参加は必須（原則対面での参加）  
＊万が一、参加できない場合のみ、期限までに理由を含め看護学務課へ連絡のこと。 

  ●学部教員、院生の参加は任意とする（講演のみ遠隔で参加可）   
＊参加を希望する場合は、氏名・メールアドレスを看護学務課へ連絡のこと。 

（5）プログラム            司会進行：大学院 FD 評価実施委員副委員⻑  浜端 賢次      
時間 内容 場所・方法  
9:00〜9:05 開会の挨拶     大学院 FD 評価実施委員⻑ 里光やよい  学習室 

＊遠隔対応あり 9:05〜9:50 
（45 分） 

「査読者が留意すること」   
地域看護管理学 春山早苗 教授 

5:50〜10:10 
 （20 分）  

「看護学ジャーナル投稿に関する現状と課題」 
編集委員⻑  上野 まり 教授  

休憩  10 分           
10:20〜11:00 
  （50 分） 

グループディスカッション 
 

学習室   
＊対面のみ 

11:00〜11:20 
  （10 分） 

グループディスカッションの概要 発表 

11:20〜11:25 閉会の挨拶       看護学研究科幹事⻑ 成田 伸 教授  
11:30     アンケート記入  解散    
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院生・修了生の投稿を増やせるように、教員が指導・支援する。
院生の指導教授が論文投稿に向けて指導する。
指導教員は修了生・在学生にジャーナル投稿を促す。
院生や共同研究の指導に関わっている（指導している）研究を論文化できるように指導していく。

査読者の教育的姿勢を見せる
（１）

査読者が投稿者に対して、論文がより良くなるためのサポートをしていく姿勢を見せること（具体
的な修正点を提示すること）が必要ではないかと思う。必要時編集委員会が調整役となることも必
要である。
卒業生や修了生が投稿できるように、枠を拡大することに賛同です。投稿の期日や方法を広報する
ことについては何か工夫できますでしょうか？
委員⻑の提案に概ね賛成です。修⼠論文は投稿できるとよい。しかし博⼠論文は該当分野の学会な
どに投稿すべきだと思う。
大学院修了生を対象とすることは適切だと思いました。また投稿論文が教育的プロセスを経て論文
採択されるまで適切にマネジメントして頂ける編集委員会にも、今後期待しています。よろしくお
願いいたします。

本学看護学ジャーナルの位置づ
けを踏まえた投稿規程の見直し
（１）

ジャーナルの位置づけによって、査読の求めることが変わるのではないかと思う。他学会誌とは違
う、そこで出すにはすこしというレベルのものが投稿されるのであれば、それに見合う査読要綱に
していくべきだと感じました。

実践報告の投稿を増やせるよう
にする（１）

実践報告レベルの投稿ができればよいのではと思います。

編集委員会による募集メッセー
ジ送信（１）

①院生、②共同研究費を獲得された方への募集メッセージの送信（それぞれ①・②に適したメッ
セージにして）

本学看護学ジャーナルについて
意見を言える窓口の設置と明示
（１）

意見を出せる窓口の設定と明示の工夫（匿名・非匿名いずれでもOK）

全て同意見（１） グループワークで出された意見と全て同じです。

教員による投稿に向けた指導・
支援（４）

本学看護学ジャーナルの投稿資
格の対象に学部卒業生や大学院
修了生を含める（３）

大変深まった
10（62%）

深まった
6（38%）

問１「査読者が留意すること」に
ついての理解は深まったか

大変深まった
６（38％）

深まった
10（62％）

問２「看護学ジャーナル投稿の現状と
課題」についての理解は深まったか

（6）グループディスカッション 参加者配置                                 
G 職位等 5〜6 名/G 
１ 教授 A 上野、 小原、 塚本、 成田、 半澤、 ◎里光 
２ 教授 B 大塚、 村上、 横山、 春山、 ◎浜端 
３ 准教授・講師 A 内堀、 佐藤、 川上、 鹿野、 ◎島田 
４ 准教授・講師 B 田村、 ⻑⾕川、 角川、 関山、 ◎倉科 

◎ファシリテーター 
２）実施結果とその評価 

（1）参加状況 当日出席者合計 39 名 
・対面参加 大学院教員 21 名（出席率 95％） アンケート回収数 16（回収率 76.1％） 
・遠隔参加 当日：学部教員 12 名、院生 6 名 計 18 名  後日視聴：院生 9 名   

（2）アンケート集計結果（N＝16）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問問３３  本本学学のの看看護護学学ジジャャーーナナルルににつついいてて意意見見、、投投稿稿をを増増ややすすたためめのの工工夫夫等等のの自自由由意意見見（（ｎｎ＝＝1133））  
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非常につながる
4（25%）

ある程度つながる
9（56%）

あまりつなが
らない

3（19%）

問４ 本研究会に参加し自身の研究指
導力の向上につながると感じたか

適切だった
13（87%）

工夫が必要
だと感じた
2（13%）

問５ 本FD研究会の進行や運営は
適切だったか

研究手法に関する学習ができるテーマ
①システマティックレビューについて（十分理解していない院生がいるため）②混合研究法について
ジャーナルの書き方・一貫性などに関しての研究会を行ってほしい

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問問４４のの回回答答理理由由（（ｎｎ＝＝８８））  

 
問問５５のの「「工工夫夫がが必必要要だだとと感感じじたた」」理理由由（（ｎｎ＝＝２２））、、そそのの他他（（ｎｎ==１１） 

 
問問６６  大大学学院院 FFDD 研研究究会会にに希希望望すするるテテーーママややニニーーズズ（（ｎｎ＝＝３３））  
 
 
 
    

非常につながる（１） 査読者としての悩みを共有することができました。
自分の考えていた方向性がずれていないと確認できたから
査読のあり方について学び確認するために今回の講義が役立った。
自分の査読や学会での仕事について、研究指導上の学生の経験を十分におさえること。
研究指導力を向上させるためには、査読の仕方も含めて、勉強が必要であることを感じた。
他の分野の教員と大学院教育について日頃ディスカッションする機会が少ないため、各教員の工夫
していることや考え方を知ることができて、大変参考になった。
”指導力”という感じより”査読力”だった。
グループディスカッションでファシリテーターの先生がうまく導いてくれたので少し検討ができま
したが、指導力の向上につなげる企画内容としては少し離れていたように思います。

ある程度つながる（５）

あまりつながらない（２）

冒頭で企画意図を説明いただけるとありがたかったです（大学院FDの課題と、なぜかこのテーマ
でFDするべきか）。
時間が延びたことだけです。ありがとうございました
後半のGWがとても有意義だった。また各Gの発表も興味深かった。貴重なFDを企画・運営してい
ただき、ありがとうございました。
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３３．．本本企企画画ににつついいててのの評評価価おおよよびび今今後後のの方方針針  

 
アンケートの結果より、査読の理解は深まり、看護学ジャーナル投稿に関する現状についても理解が深

っていると考えられる。査読の力には、論文を読む力と投稿者に適切に指導する力も求められることの
認識が深まり、研究指導力につながると評価されたと考える。ディスカッションにより参加者の意見が
引き出され、院生の修士論文などを論文化する機会を編集委員会が担える方策も出され、院生の投稿の
促進や査読者の指導力の向上、院生を担当する教授も指導力の向上につながることが確認された。 

今後の FD 研究会への希望テーマとして、研究手法に関するもの、混合研究法、ジャーナルの書き方に
ついての意見が出され、先の FD ニーズ調査の結果と合わせて勘案し、今後の企画につなげていく。 

また、論文の投稿を増やすための編集委員会の取り組みとして、院生や修了生に、指導教員の協力を得
てジャーナル投稿のアナウンスを行うことが、重要であることが確認された。さらに、査読者となった教
員は、本研究会での学びに沿って、教育的な査読を心がけ、建設的なコメント等を意識して行うことが要
求される。今後、より投稿しやすくまた査読しやすいジャーナルを目指すには、編集委員会として、適宜
規定の見直しや修正、投稿や査読のための環境整備に取り組む必要がある。そして委員会が投稿者と査
読者のパイプ役の役割を担っていることを自覚して、確認作業や伝達作業を正確に、タイムリーに行う
ことが必要と再確認した。 

以上 
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参考資料 

本本学学看看護護学学研研究究科科のの授授業業等等をを担担当当すするる教教員員のの教教育育とと研研究究にに関関すするる FFDD ニニーーズズ調調査査結結果果  

11．． 調調査査期期間間  
令和 3 年 1 月 8 日～1 月 26 日 

22．． 回回収収率率    
68.2％（13 名/19 名）（紙回答 9 名、moodle 回答 4 名） 

33..  回回答答結結果果のの概概要要  （下線は複数の表記があったもの） 
11)) 院院生生のの教教育育ででのの疑疑問問やや悩悩みみ  

  (1)論理的思考力向上，レポート・論文作成力、研究方法選択に関する支援 
   ・文献クリティーク不十分、ゆえにレポートにまとめられない  

(2)キャリア開発ならびに問題解決能力への対応・支援 
 ・テーマが定まらない、同じことを指導される、指示待ち様の態度への対応や指導 
 ・研究能力に応じた教育法 
(3)実習指導体制・指導方法 
・CNS の実習の学内代替学修方法 
・遠隔での授業や演習、小グループでのワーク 準備・実施について 

22))  研研鑽鑽をを積積みみたたいいああるるいいはは FFDD 研研究究会会でで取取りり上上げげててほほししいい内内容容  
指指導導方方法法  
・（戦略的な、テーマを絞る）文献検討方法、文献クリティーク  
・論理的な文章を書くための指導、トレーニング法  
・院生の表現力、プレゼンテーション能力の向上  
・やる気を起こさせる指導法 
・院生の視野を広げる、現実検討力を高める教育方法 
・研究指導の方法（概念枠組みの設定、方法論、研究計画書の作成方法、研究の実施、研究結果のま

とめ方） 
・事例研究の新たな潮流に関する指導方法 
・質的研究法の教育法 
・英語論文の投稿について 
・査読（査読について学んでみたい、査読の方法） 
・学位審査方法について 
・専門看護師の実践に必要な理論  
研研究究方方法法  
・systematic review の方法（質的研究の systematic review 含む） 
・量的研究、質的研究、混合研究法（例えばミックスメソッド、比較分析）について 
・NVivo の使い方 
・RCT 実施の最新情報 
・大規模共同研究の方法 
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そそのの他他  
・どうしたら学部卒業生や前期課程修了生が本研究科を目指そうという気持ちが起こるか 

４４．．  担担当当すするる授授業業科科目目のの区区分分（（複複数数選選択択有有））  

 
５５．．教教育育ににおおけけるる役役割割（（講講義義・・演演習習・・実実習習等等））（（複複数数選選択択有有））  

 
６６．．  研研究究指指導導にに関関ししててのの役役割割（（複複数数選選択択有有））  

 
FFDD ニニーーズズ調調査査結結果果ままととめめ  

1．院生の状況は、文献を読む力、論理的思考が未熟であり、学習者としての態度についても課題のある

者もおり、多岐にわたる指導上の困難があることが伺われた。 
2．本学看護学研究科教員の FD ニーズは、研究指導に関することと研究方法に関するニーズが明らかに

なった。研究指導に関することでは、1)文献を読む力を高める指導、2)論理的な文章の書き力を含めたプ

レゼンテーション力を高める指導、3)研究指導のプロセス全般についての指導方法、4) 英語論文の投稿

指導、5)査読等があげられた。研究方法に関することでは、1)質的研究法（事例研究、Nvivo の使い方等）、

2)混合研究法、3)量的研究法（RCT 最新情報等）があげられた。  
以上の結果を踏まえ、2021 年度の FD 研究会のテーマを「査読」とする。その理由は、院生の論理的

思考および文章を書く力を含めたプレゼンテーション力の指導につながり、大学院教員としての自己研

鑽につながると考えられたためである。企画案は別紙の通りとする。また、次年度以降の大学院 FD 研究

会についても、本アンケートの結果をもとに企画案を検討していく予定である。 
以上 
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