
2021年度 教員の自己点検・自己評価報告書 

 

所属学部 学科 職位 氏  名 

人間健康学部 人間健康学科 准教授 渡辺 弥生 

最終学歴 学 位 専門分野 

愛知医科大学大学院看護学部 修士 老年看護学 

 

Ⅰ 教育活動 

○目標・計画 

（目標） 

・「真に信頼して事を任せうる人格の育成」を念頭に教科の目標の達成および資格取得を促す。 

・関心、興味のもてる講義を展開し、知識の定着を目指すとともに講義への出席率を高める。 

・人間健康学部で学ぶ意味は健康に毎日活動することであり、健康観を育み、知識を高める。 

・「オンリーワンを、一人に、ひとつ。」のコンセプトを意識し一人一人の学生の思いを尊重し、 

目標が見えてくるよう関わることで、将来の目標が見えるようにする。 

・学生に対してユーモアや親しみやすさをもち、教員が「真面目」に取り組むことで学生にも自ら 

「真面目」に取り組む姿勢を持ってもらえるようにまた社会に出て恥ずかしくない態度の育成を 

目指し関わる。 

・「子弟を教育するは、私事に非ず。天に事（つか）うるの職分なり」を念頭に自らが謙虚に 

まじめに教育に専心する。 

（計画） 

＜基礎演習ⅠⅡ＞ 

この科目は対象が 1年生であり、大学生活に適応し、大学での学び方を学ぶ。学生は入学し、初め 

ての必修科目としてこの演習に参加する。大学では自主自立であり、単位習得には自己の計画的な 

取り組みが必要であることの自覚を促す。図書館の活用などできるよう進めていく。面接など行い 

大学生活に慣れるよう促し、困ったことがあれば相談されるように努めたい。 

本年は、WGの担当のためとりまとめを行う。 

＜専門演習ⅠⅡ Ⅲ Ⅳ＞ 

専門演習では学生の興味を引き出し、早い段階で研究テーマを出せるようにし、自ら文献検索 

情報を取得し、問題解決に向けた学びができるよう、個別的に関わっていきたい。 

また 4年のゼミ論、卒論準備のため研究の手法を学ばせていきたい。 

自ら疑問を解決できるよう、ディスカッション、発表など段階的な取り組みをし、達成感を 

もってもらえるような授業展開を行いたい。 

個別的に関わり、将来の目標を明確にできるよう指導していく。 

＜健康科学概論＞ 

健康であることの身体的側面、精神的側面の状況を科学的に述べていきたい。 

また社会的側面として健康がもたらす人間の幸福を念頭に健康が一人の幸せにとどまらず 

社会に影響することを伝える。 

健康に関心がもてるよう、また健康管理を実践し、将来的に指導・アドバイスができるよう、 

基礎的内容から活用できる内容とする。一方通行ではなくコミュニケーションを図り進める。 

＜環境保健論＞ 

この科目は２．３ 年生が主たる対象である。1.2年で履修した科目から知識を想起させ、 



一方通行な講義とならないようにしていきたい。 

環境は地球規模から身近なことまで多岐にわたる。基本的な環境の知識を持ちながら個人の健康 

への影響を考え、今後将来を担う世代として考えられるような内容としたい。特に健康を維持す 

うえで一人一人の環境対策が大切なことから身近な対策について意識させたい。 

＜医療概論＞ 

医療への学生の関心を確認し医療の歴史、医療の概念、医療の現状と問題点について内容を精選 

して教授する。 

現代の医療は進歩を遂げているので先進医療について伝えるとともに、チーム医療でることか 

ら各職種の役割を学び、予防からリハビリテーションまで健康で積極的な予防医療から家族が 

病気になった時の活用の仕方など将来その知識が役に立つような学びとしていきたい。 

病気の経験が少ない学生が多いため、興味や関心を高め、一人の国民として何ができるのか考 

える機会としていきたい。 

＜養護概説＞ 

児童・生徒の健康について学ぶ。学生は高校まで自ら養護を受けているが、そのことに気づかせ 

主体的に考えさせ、学ばせたい。また昨今は幼児・児童など子供を取り巻く環境が厳しく 

貧しさ、虐待、環境の格差など問題の背景を考えさせ、学生自身が将来の子育てに役立つ内容 

としていく。 

＜看護学＞ 

看護を専門教育としてではなく、一般の学生に対して講義することは、興味深い。看護の現状と

問題、歴史、さらには日頃から看護の視点で健康を維持するための方策について学んでもらいたい。

看護は身体、社会、心の 3側面から対象をとらえ、3側面から解決策を見出していく。このことは看

護する場面だけでなく、セルフケアを行うという面でも有効である。自らの健康をセルフケアするた

めの知識や技術を教授していく。看護の原理である、他人を思いやること、気づき、環境を整えるこ

とで疾病予防ができることを学生とともに新しい視点で学びたい。 

 

○担当科目（前期・後期） 

（前期） 

 環境保健論、医療概論、養護概説、幼児と健康、基礎演習Ⅰ、専門演習Ⅰ、専門演習Ⅲ 

（後期） 

 健康科学概論、看護学、基礎演習Ⅱ、専門演習Ⅱ、専門演習Ⅳ、卒業研究 

 

○教育方法の実践 

今年度は、基礎演習では学部の WGのメンバーであったため準備を中心となって行い、教材を準備

し、クラスルームにアップするなど積極的に行った。また 1年生は慣れない中クラスルームの活用

と対面の併用で不安な面もあったため、メールや TEL、対面の面接などで不安の緩和や有意義な学

習へのアプローチを行った。3 年の専門演習ではミートによる授業が多くなったが、個別に関わる

ことで専門的な学びにつなげるようにした。後期は対面も増え他のゼミとの共同の活動にも参加で

きた。4年の専門演習も個別に関わることでモチベーションをあげ論文作成を行う事ができた。 

前期の授業はほとんどリモートとなったが、課題を多くし、学生の学びが時間をかけて行えるよ

うに工夫した。後期は対面も行う事ができたため、テストの実施や授業を受けた達成感が得られる

よう教材の工夫を行い、欠席者は少なく単位の取得につながった。後期のリモートでは動画教材を

作成しアップした。しかしクラスルームは学びの確認ができないため短時間に課題を行うような学



生も見られ、対面の授業が効果的であったと思う。しかし看護学はレポート課題などをこまめにチ

ェックし、コメントを素早く返したことでモチベーションをあげることができた学生もいるのでは

ないかと考える。基本的には学生の学びのための資料や機会は確保できたと考える。 

 

○作成した教科書・教材 

  動画資料、紙面の資料の作成 

 

○自己評価 

クラスルームの活用も慣れてきたので課題は適切だったと考える。課題を返却してきたものから

内容に対してコメントを出したことは大変であったが、動画などの教材がうまく作成できなかった

分カバーできたのではないかと考える。対面では欠席が少なくなるよう工夫した授業を行ったこと

は良かったと思う。まじめに親切に取り組むことを念頭に学生とは関わった。 

 

Ⅱ 研究活動 

○研究課題 

１．一般大学学生の健康観と健康習慣 

２．看護師の誇りに関する研究（仮） 

 

○目標・計画 

（目標） 

１．学生の健康習慣・健康観の特徴を理解し、健康課題を明らかにするとともに、健康への関心を知

ることで今後の講義内容を精選するための示唆を得る。 

２．主観的職業威信、自分の職業に関する誇りの枠組みを用いて、臨床看護職に対する 

「誇り」に関わる思いを明らかにする。 

（計画） 

1.（１）昨年講義内でアンケートを実施した 

（２）データの分析を行う 

（３）論文作成 

（４）学会発表予定 学校保健学会など 

２．（１）文献検索を行い研究計画立案 

（２）倫理委員会へ要請 

（３）データ収集 

（４）論文作成は来年度予定 

 

○2014年 4月から 2022年 3月の研究業績（特許等を含む） 

（著書） 

・渡辺弥生 地域創造研究叢書 34高齢者の保健・福祉・医療のパイオニア 

「高齢者の認知症予防とケア－家族は何ができるのか―」2020 

（学術論文） 

 ・渡辺弥生、稲葉太香子「一般大学生の看護イメージ 最終講義後の調査」愛知県看護教育研究学

会第 24回 2021 

・渡辺弥生、竹下美恵子 「人間健康学部で「医療概論」を受講する学生の医療イメージ」 



東邦学誌第 48巻第 2号 2019 

 ・渡辺弥生、稲葉太香子「一般大学生の看護イメージ－看護学の初回講義後の調査―」愛知県看護

教育研究学会第 23回 2020 

・渡辺弥生、野口健太、麻續恵 「看護を学ぶ社会人学生の臨地実習での思い」愛知県看護教育研

究学会第 22回（p23～29）2019 

・渡辺弥生、野口健太、柴田竹晴 「基礎看護技術テストにおける模擬患者体験をした卒業生の思

い」愛知県看護教育研究学会第 21回（p32～37） 2018  

・渡辺弥生、野口健太、三井美智 「看護専門学校における学生への欠席に対する指導 A県内看護

専門学校の教務主任の調査」 日本看護学会（教育）（p43～46） 2018 

・野口健太、島田美奈、渡辺弥生、井本英津子 「看護専門学校における新人看護教員のストレス

要因と支援状況 講義･演習に焦点をあてて」 愛知県看護教育研究学会第 19回（p45～52） 2016 

・野口健太、林由利江、島田美奈子、渡辺弥生 「看護専門学校における新人看護教員のストレス

要因と支援状況 臨地実習に焦点をあてて」 愛知県看護教育研究学会第 18回（p35～43）2015 

・井本英津子、島田美奈子、渡辺弥生 「看護専門学校における海外研修旅行の取り組み 旅行後

のアンケート分析」 愛知県看護教育研究学会 第 18回 （p18～27） 2015 

・野口健太、島田美奈子、渡辺弥生、井本英津子 「看護専門学校におけるケーススタディの学習

方法の現状」 愛知県看護教育研究学会 第 15回 （p54～60） 2013 

・青木由利江、井本英津子、稲葉太香子、渡辺弥生 「看護技術チェックを受ける学生の思い」 愛

知県看護教育研究学会 第 15回 （p21～31） 2013 

（学会発表） 

 ・渡辺弥生、竹下美恵子 人間健康学部で「医療概論」を履修する学生の―医療イメージ 第 28回

愛知県看護教育研究学会 

・渡辺弥生、野口健太、麻續恵 「看護を学ぶ社会人経験者の臨地実習での困難感 医療職の常識

と一般職の常識」 日本看護学会（看護教育）2018 

・渡辺弥生、野口健太、麻續恵 「看護を学ぶ社会人経験者の臨地実習での困難感 実習評価に焦

点をあてて」 愛知県看護教育研究学会第 7回 2018                                                                                                                                                             

・渡辺弥生、野口健太、三井美智 「看護専門学校における欠席状況に関する調査 欠席を少なく

するための取り組み第 1報」 愛知県看護教育研究学会 2016 

・渡辺弥生 「病棟看護師の高齢者への退院支援に関わる行動と高齢者理解とその関連要因」 日

本看護学会（管理） 2016  

（特許） 

（その他） 

 

○科学研究費補助金等への申請状況、交付状況（学内外） 

 

○所属学会 

老年看護学会、看護教育学会、愛知県看護教育研究学会 

 

○自己評価 

１．「学生の健康習慣・健康観の特徴を理解し、健康課題を明らかにするとともに、健康への関心

を知ることで今後の講義内容を精選するための示唆を得る。」 

は、データの分析を行い、紀要投稿のため論文を作成している。今年度中には完成予定である。 



投稿は、2022年の予定である。 

２．「主観的職業威信、自分の職業に関する誇りの枠組みを用いて、臨床看護職に対する 

「誇り」に関わる思いを明らかにする。」は倫理申請を行い、許可を得た。 

インタビューのため尾張地区の病院にインタビューの依頼をし、現在インタビューを行ってい

る。2022年度中には完成し、発表を行いたい。予定通り研究計画を実践していることは良かった

と思う。 

 

Ⅲ 大学運営 

○目標・計画 

（目標） 

保健の観点から学生と教職員の健診の実施、感染予防を感染対策委員会と共に実施する。 

学生相談センター長としてセンターの運営、役割を全うする。 

重点目標を達成するための課題を整理し実施計画を作る。解決策の実行 

（計画） 

コロナ感染症対策の実践を委員会、事務と共に行い学内での感染が最小限に収まるよう取り組む。 

相談に関する問題やカウンセラーとの連携を密にしていく。 

学生相談センターの拡張、環境整備に向けた計画案の作成を行う。 

 

○学内委員等 

学生相談センター長、保健・学生相談委員会 

 

○自己評価 

保健・学生相談委員会は、コロナ感染症の対策や予防接種に関連することなど積極的に取り組ん

だ。合理的配慮のサポートについて実施方法の変更、様々な相談に対応してもらうようカウンセラ

ーや養護資格のある事務職員と細かくコミュニケーションをとり、連携して活動したことは有意義

であった。しかし対面授業が少ないため学生はリモートが多くセンターの機能は発揮できなかった。 

コロナ禍で起こる様々な問題解決に協力できたと考えるが、肝心のセンターの機能強化は十分に行

えてはいないと考える。 

 

Ⅳ 社会貢献 

○目標・計画 

（目標） 

１．ゼミ活動を通し医療への貢献として献血などに協力する。 

２．看護学の発展のため、他学校への講義を行う。 

（計画） 

１．専門演習での学びを通し血液センターでの献血への協力を行い医療への貢献をする。 

２．他大学、看護専門学校の講義や相談を受けることで、看護の発展に貢献する。 

 

○学会活動等 

老年看護学会、看護教育学会、愛知県看護教育研究学会（学会投稿論文の査読を実施） 

 

 



○地域連携・社会貢献等 

コロナ禍で実施できなかった。 

 

○自己評価 

他校への看護の教育も本学に迷惑をかけない範囲で行い、地域貢献をした。 

  教育学部の授業も一部行い、講師の紹介などで協力を行った。 

 

Ⅴ その他の特記事項（学外研究、受賞歴、国際学術交流、自己研鑽等） 

１．リモート授業などを通し、パソコンの操作など今までより高いレベルでの操作方法を学ぶ。 

個人的にもパソコン操作は、学んだ。しかしできないことも多く事務の方に助けられた。 

 

Ⅵ 総括 

コロナ禍であっても学生の授業は最善の方法で行う努力を行った。特にゼミでは密を避け、個別に

指導することで、論文作成、発表まで行い 4年間の成果をまとめることができた。研究についても時

間のかかる取り組み（病院への協力は現状厳しい）を行っているため時間が必要であるがしっかり成

果をあげたい。 

委員会の役割は、関心を持ち積極的に意見を述べ、職域接種は実施できなかったが協力は行った。 

 事務の方と協力し誠実に役割を全うできたと考える。 

 

以 上 


