
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 教授 藤沢 真理子 

最終学歴 学 位 専門分野 

大阪府立大学大学院社会福祉学研究科 

博士後期課程修了 

博士 社会福祉学 

 

Ⅰ 教育活動 

○目標・計画 

（目標） 

建学の精神である「真に信頼して事を任せうる人格の育成」を目指し、授業を実施する。 

（計画） 

2021年度前期は、「社会福祉援助技術論」「児童家庭福祉論」「人間健康特講Ⅴ（防災・減災）」「基

礎演習Ⅰ」「専門演習Ⅰ」「専門演習Ⅲ」を担当する。それぞれの授業の中で、「オンリーワンを一人

にひとつ」獲得できるように、学生がそれぞれの課題に対して、自分であればどのように考えるの

か、またどのように対応するか、事例を使って考えることができる内容とする。それは、後期の「地

域福祉論」「社会福祉概論」「基礎演習Ⅱ」「専門演習Ⅱ」「専門演習Ⅳ」においても同様の目的をも

つ。 

 

○担当科目（前期・後期） 

（前期） 

 児童家庭福祉論、社会福祉援助技術論、人間健康特講Ⅴ、基礎演習Ⅰ、専門演習Ⅰ、専門演習Ⅲ 

（後期） 

 社会福祉概論、地域福祉論、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 

2021年度前期の講義形式の授業は対面を予定していたが、新学期早々に感染者が出て、オンデマ

ンド授業となった。「児童家庭福祉論」は対面授業を含めることが出来たが、併用授業を予定してい

た「社会福祉援助技術論」と「人間健康特講Ⅴ（防災・減災）」はすべてオンデマンド授業となった。

対面授業用として作成していた 15 回分の教材を急遽オンデマンド授業用に変更しなければならな

かった。2020 年度は急にオンライン授業となり準備する時間がなかったが、2021 年度は作成にも

慣れ、学生から「とてもわかりやすい教材だった」と評価された。学生による授業評価は「児童家

庭福祉論」「人間健康特講Ⅴ（防災・減災）」で評価が高かった。「社会福祉援助技術論」はやや低く、

来年度はグループワークを取り入れた授業にしたいと考えている。 

後期については、「社会福祉概論」は対面とオンラインの併用授業、そして「地域福祉論」は受講

生 80人以上の科目でオンデマンド授業を予定していた。しかし、後期も再びコロナ感染が拡大し、

原則オンラインとなり、対面授業をすることができなかった。 

演習科目については、前期は入構禁止であったため MEETによるリアルタイム型授業であったが、

後期の「基礎演習Ⅱ」「専門演習Ⅱ」「専門演習Ⅳ」は対面授業中心とした。対面授業では、グルー

プワークやプレゼンテーションを多く取り入れたので、学生から「有意義だった。学びが多かった」

と評価が高かった。 



前年度に引き続き、専門演習では反転授業を取り入れた。反転授業は、学生から「楽しい」「勉強

になる」「役立つ」など評価が高い。反転授業で重要な点は、事前学習として使用する教材である。

反転授業に適した教材を選び、また自ら教材を作成するなど、準備のために時間を要するが、その

効果は高いといえる。来年度はすべて対面授業の予定なので、大人数のクラスでも反転授業を取り

入れたいと考えている。 

 

○作成した教科書・教材 

グーグルクラスルームで使用する前期と後期の 15 回分の教材は、すべて音声付パワーポイント

資料として自作した。とくにオンデマンド授業では、スマートフォンを使う学生が見やすい教材に

することを留意した。フォントの大きさやイラスト・写真などを活用して視覚的な効果を考えた。

昨年度は、学生たちのスマートフォンの通信容量に上限があり、動画作成の際にデータ・ダイエッ

トを行った。しかし、今年度は BYODが始まり、パソコンを使う学生が増えたため、データ・ダイエ

ットをすると画像が見づらくなるため、一ランク解像度を上げて動画を作成するように工夫した。 

 

○自己評価 

自己評価としては、前年度に引き続き、新型コロナウイルス流行が拡大して、前期はほとんどオ

ンライン授業となったが、後期は対面授業を行うとともに、反転授業などオンライン授業の良さを

活かした授業展開を実施した。目標の「大学の学びを社会人になった時に役立てる」はほぼ達成す

ることができた。 

専門演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳでは、前期は MEETを使用したリアルタイム型授業を、後期は対面授業を

中心とした。藤沢ゼミは「福祉と防災」をテーマとしており、消防や警察などの公務員を希望する

学生が多い。また一般企業へ就職する学生も防災が役立つと評価が高い。ゼミ生の進路先として、

愛知県警、羽島市消防、警視庁などに合格しており、また今年度は 1名が名古屋市役所に合格した。

防災の知識を生かした公務員という進路先は学生に有効である。 

今年度の基礎演習の特徴としては、プレゼンテーションとしてパワーポイント作成だけでなく、

音付きパワーポイントを作成し、それを動画にするという課題があった。そして、動画が完成した

後、学生たちは互いの動画を視聴して相互評価を行った。パソコンに慣れていない学生もおり、パ

ワーポイント作成だけでなく動画作成までサポートするのは大変な労力だった。授業第 14回目に、

対面で学生たちが一人ずつ前に出て、全員から質問を受ける時間にした。事前に動画を視聴し質問

も考えているので、的確な質問が多く、質問を受ける学生は対面で質問を受けると緊張しますと言

いながらも、達成感を感じている様子だった。 

講義形式の授業としては、後期の「社会福祉概論」は教員免許取得のための必修科目となってお

り、将来教員となる学生に役立つような内容を心がけた。教員免許を目指す学生からは「教育と福

祉について考えるきっかけになった」「子どものために役立つように社会福祉の知識を活かしたい」

などの感想があった。前期の「児童家庭福祉論」は子どもと子育て家庭に焦点をあてた内容であり、

学生たちから「少子高齢化が進む日本の社会について他人事ではなく自分事と考える機会となった」

との感想があった。後期の「地域福祉論」は毎年受講生 100名以上が履修するため、オンデマンド

型授業であった。学生にとって、地域福祉の「地域」がイメージしにくいようであるが、動画など

を効果的に用い、地域の問題を我が事と感じてもらえるように工夫した。前期の「社会福祉援助技

術論」はグループワークのために併用授業を予定していたが、感染拡大によりオンデマンド型授業

となった。来年こそは対面授業を実施したいと考えている。そして、「人間健康特講Ⅴ（防災・減

災）」も同じくグループワークをするため併用授業を予定していたが、オンデマンドとなった。小テ



ストなどを活用して防災を我が事と考えてもらえるように工夫した。来年こそは対面授業で実施し

たい。 

 

Ⅱ 研究活動 

○研究課題 

研究としては大きく二つあり、一つ目の研究課題は、地域共生社会において、平時だけでなく災

害時に高齢者や障がい者など避難行動要支援者をどのように支援するか、その仕組みを研究するこ

とである。二つ目の研究課題は、関東大震災で復興支援を行った賀川豊彦の研究である。 

 

○目標・計画 

（目標） 

上記に述べた二つの研究課題は共通した目標として、「オンリーワンを、一人に、ひとつ」を目指

し独自の防災福祉学の構築を目指す。 

（計画） 

一つ目の地域共生社会における避難行動要支援者支援については、大阪府や兵庫県における避難

行動要支援者支援の実践をもとに、頻発する災害に対応できる避難行動要支援者支援の仕組みを考

え、それぞれのコミュニティでどのような仕組みを構築すればよいか調査研究を継続する。 

 二つ目の賀川豊彦研究については、賀川の復興支援事業が関東大震災から 100年近く継続してお

り、その復興支援は現在日本が直面している災害対策に多くの示唆がある。2021年度も引き続き関

東大震災における賀川豊彦の復興支援について研究を進める予定である。 

 

○2014年 4月から 2022年 3月の研究業績（特許等を含む） 

（著書） 

（学術論文） 

・藤沢真理子「四国遍路とルルド巡礼の巡礼接待」『東邦学誌』第 50 巻第 2 号、2021 年 12 月、23

～35頁。 

・藤沢真理子「地域共生社会と名古屋市名東区還暦式」『東邦学誌』第 50 巻第 1 号、2021 年 7 月、

53～69頁。 

 ・藤沢真理子「関東大震災における賀川豊彦・ハル夫妻と村岡家」『東邦学誌』第 49巻第 2号、2020

年 12月、1～12頁。 

 ・藤沢真理子「賀川豊彦とＪＡ～2019年台風 19 号におけるＪＡながのを中心に～」『東邦学誌』第

49巻第 1号、2020年 6月、1～19頁。 

 ・藤沢真理子「賀川豊彦とコープこうべ～阪神淡路大震災を中心として～」『東邦学誌』第 48巻第

2号、2019年 12月、33～50頁。 

 ・藤沢真理子「賀川豊彦と東京帝国大学セツルメント」『東邦学誌』第 48 巻第 1 号、2019 年 6 月、

15～35頁。 

・藤沢真理子「賀川豊彦と関東大震災～100 年続く復興支援～」『東邦学誌』第 47 巻第 2 号、2018

年 12月、15～32頁。 

・藤沢真理子「児童福祉に貢献した女性たち～賀川ハルと村岡花子～」『東邦学誌』第 47巻第 1号、

2018年 6月、１～17 頁。 

・藤沢真理子「防災福祉コミュニティと避難行動要支援者支援」『東邦学誌』第 46巻第 2号、2017

年 12月、27～46頁 



 

（学会発表） 

・日本仏教社会福祉学会第 55回学術大会シンポジストとして「休息、癒しとしての巡礼接待：四

国遍路とルルド巡礼」を報告した。2021 年 10 月 2日龍谷大学で対面開催を予定していたが、

新型コロナウイルス感染拡大によりオンライン開催となった。 

（特許） 

（その他） 

  ・藤沢真理子「名東区還暦式と地域共生社会」講演（2021年 1月 24日名古屋市名東区還暦式にお

いて講演とコーディネーターを行う予定であった。新型コロナウイルス流行により 2 回目の緊

急事態宣言が発令されたため中止となるが、資料集が参加者に郵送された。）その後、配信用の

講演動画が YouTubeにて 2021年 7月 8日公開された。 

（https://www.youtube.com/watch?v=f85NO8dFfqM&t=129s） 

 

○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 

日本地域福祉学会 

日本社会事業史学会 

日本老年社会科学会 

日本福祉教育・ボランティア学習学会 

日本地区防災計画学会 

 

○自己評価 

研究計画としてあげた二点について、十分に達成できた。 

一つ目のコミュニティにおける避難行動要支援者支援については、災害対策基本法が改正され、

避難行動要支援者の個別計画作成が義務となった。これまでの大阪府や兵庫県における避難行動要

支援者支援の実践をもとに、避難行動要支援者支援の仕組みを深めるとともに、コミュニティでどの

ような仕組みを構築すればよいか調査研究を続けている。昨年入会した日本地区防災計画学会にお

いても様々なコミュニティの事例を研究しており、実践に役立てたい。 

二つ目の賀川豊彦研究については、2023年に関東大震災 100周年となり、現在まで継続している

賀川の復興支援事業について研究を進める。これまで、論文「賀川豊彦と関東大震災支援」「賀川豊

彦と東京帝国大学セツルメント」「賀川豊彦とコープこうべ～阪神淡路大震災を中心に～」「賀川豊彦

とコープこうべ～阪神淡路大震災を中心に～」「関東大震災における賀川豊彦・ハル夫妻と村岡家」

「賀川豊彦と JA～2019年台風 19号における JAながのを中心に～」を『東邦学誌』に発表してきた。 

2021年度は、大学と包括締結している名古屋市名東区で開催されている還暦式が地域共生社会と

どのように関係するのかまとめた。名東区還暦式は名古屋市内で唯一の開催であり、筆者が講演予定

であった 2021 年 1 月 24 日の名東区還暦式が新型コロナウイルス感染拡大により中止となった。講

演内容は資料配布されるとともに、動画配信された。この研究を深めて『東邦学誌』第 50 巻第 1号

に「地域共生社会と名古屋市名東区還暦式」というタイトルで論文にまとめた。また、新型コロナウ

イルス感染拡大によりオンライン開催となった 2021 年 10 月 2 日の日本仏教社会福祉学会にシンポ

ジストとして招待され、「休息、癒しとしての巡礼接待：四国遍路とルルド巡礼」を報告した。こ

の研究については、東邦学誌第 50巻第 2号に『四国遍路とルルド巡礼の巡礼接待』というタイト

https://www.youtube.com/watch?v=f85NO8dFfqM&t=129s


ルで論文をまとめた。 

 

Ⅲ 大学運営 

○目標・計画 

（目標） 

「オンリーワンを、一人に、ひとつ」、人間健康学部の学生たちが自分の長所や得意技を発見し、

学生が自分自身に自信をもつように、人間健康学部教員として、地域連携センター副センター長とし

て取り組み、また研究活動委員会委員や研究倫理委員会委員としては、大学における研究活動や研究

倫理について取り組むことを目標とする。 

（計画） 

人間健康学部教員として、学生が自らオンリーワンであることを発見するために、授業や地域活動

などさまざまな機会を提供するようにプログラムを考えていく。とくに、学部の研究活動報告会（2021

年度新規予定）は学生が自信をもつ機会となるので、有効に活用する。また、地域連携センターが開

催している「地域と連携した授業・活動報告会」は昨年度対面方式とオンデマンド方式で実施したが、

さらに活性化方法を考えていく。研究活動や研究倫理については、教員が研究しやすい環境づくりを

目指し、また研究倫理に関する研修を支援する。 

 

○学内委員等 

地域・産学連携センター副センター長、地域・産学連携センター運営委員会副委員長、研究活動委

員会副委員長、研究倫理委員会副委員長 

 

○自己評価 

「オンリーワンを、一人に、ひとつ」、人間健康学部の学生たちが自分の長所や得意技を発見し、

自分に自信をもつよう取り組むという目標は達成された。 

人間健康学部の 2021 年度 IRWG（学部調査ワーキンググループ）の座長となった。今年度 IRWGの

メンバーは藤沢、正岡先生、木野村先生の 3人である。よりよい演習選択方法について一年生と二年

生に対して調査を実施した。昨年度調査は、学生の回答率が 30%前後と低かったこと、そして学生が

各自回答したために質問の趣旨が十分に理解されていないという課題が残されていた。そのため、

2021年度 IRWGは一年生の総合演習選択、二年生の専門演習選択の授業時間に合わせて、アンケート

調査を行った。その結果、回答率は 80%前後と高くなり、また演習選択時に演習担当教員が IRWG 作

成の説明を読み学生が一斉に回答する方法としたので、質問の趣旨を十分に理解される結果となっ

た。この調査結果は 2021年度 IRWGとして 3月 16日の教授会で報告した。人間健康学部の今後の方

向を考える上で貴重な調査と評価された。 

人間健康学部の教員として心がけていることは、学生が自らオンリーワンであることを発見する

機会をつくることである。学生たちが自分のオンリーワンに気づく機会として、プレゼンテーション

は有効であると考えている。地域・産学連携センターが募集したグランパスの SDGｓコンテストには

全学から 50組以上が応募し、藤沢ゼミの学生たちも防災と SDGｓというテーマで応募してくれた。 

新型コロナウイルス感染拡大前には、プレゼンテーションは対面で行う方法だけだった。しかし、

昨年から新型コロナウイルス感染が拡大して、グーグル MEET を使ったオンライン発表、そして従来

の対面発表、そして対面発表と MEETを組み合わせたハイブリッド型発表と選択肢が多くなっている。

学生がこれらの体験をすることは就職活動の際に役立つと評価されている。 

副センター長を務める地域・産学連携センターでは、毎年開催している「地域と連携した授業・



活動報告会」を大切にしている。今年度は対面型とオンデマンド型の 2つの方法で実施する予定であ

ったが、新型コロナ感染が拡大し、対面型は発表者のみ発表スタジオで報告し、あとの人はオンライ

ンで視聴する方式となった。2019年度報告会までは対面の口頭発表とポスター発表で、100名以上の

学生たちが参加する大きなイベントであった。2020 年度も 2021年度も新型コロナウイルスにより対

面とオンラインを組み合わせたハイブリッド形式となった。2021 年度口頭発表では、人間健康学部

の学生が最優秀であった。プレゼンテーションは、学生たちの「オンリーワンを、一人に、ひとつ」

を実感し、自信をもつ機会となっている。 

研究活動委員会委員としては、東邦学誌第 50巻第 1号と第 2号に投稿された複数の論文の校閲を

担当した。また、今年度の委員会は新規事業として、学内研究推進事業を創設し、その審査も務めた。 

研究倫理委員会委員としては、複数の研究倫理審査に関わるとともに、問題があった投稿につい

ては委員長とともに面接調査を行い、改善策を提案した。 

 

Ⅳ 社会貢献 

○目標・計画 

（目標） 

地域に信頼される人材を育成するために、名東区を中心として地域における防災の普及啓発に取り

組む目標をもつ。 

（計画） 

2020年度は新型コロナウイルス感染拡大により今まで実施してきた名東区民祭りや防災イベントな

どが行うことができなかった。しかし、昨年 2020年度にウェブオープンキャンパスで防災ゲーム「ク

ロスロード」を YouTubeで発信することができ、多くの方に視聴していただいたので、2021年度もオ

ンラインを活用し、一人でも多くの方に防災に関する知識や技術を伝え、今後 30 年以内に 70～80％

の確率で起こると言われている南海トラフ地震に備えられるように地域貢献する。 

 

○学会活動等 

2020年度開催予定であった日本仏教社会福祉学会第 55回学術大会が一年間延期となり、2021年 10

月 2日龍谷大学で開催（新型コロナウイルス感染拡大により龍谷大学からのオンライン開催）となり、

シンポジストとして招待された。 

 

○地域連携・社会貢献等 

2020 年度は新型コロナウイルス感染拡大により今まで実施してきた名東区民祭りや防災イベント

などが行うことができなかった。しかし、2022 年 3 月 20 日名東区災害ボランティアセンター設置訓

練を開催することができ、マスコミの取材もあった。南海トラフ地震は今後 40年以内に 90%程度の確

率で起こると予測されており、災害ボランティアセンター設置訓練に参加された市民に対して、南海

トラフ地震の臨時情報や非常持ち出し袋の準備方法について説明する機会となった。2020年度ウェブ

オープンキャンパスにて、YouTubeで発信した防災ゲーム「クロスロード」は、2021年度名東区還暦

式講演動画（オンライン配信）で紹介したことにより、現在も視聴が増えている。 

 

○自己評価 

地域に信頼される人材を育成するために、名東区を中心として地域における防災の普及啓発に取り

組むという目標は、新型コロナウイルス感染拡大のために達成が難しかった。毎年 6月に開催される

名東区水防訓練、9月の総合防災訓練、11月のふくし祭りなど名東災害ボランティアの会のメンバー



として活動してきたが、新型コロナウイルス流行によりほとんどのイベントは中止となった。しかし、

2022 年 3 月 20 日名東区災害ボランティアセンターの設置訓練を実施することができ、市民に防災の

普及啓発を行うことができた。 

昨年度は、対面のオープンキャンパスが出来ずウェブオープンキャンパスとなり、防災ゲーム「ク

ロスロード」の動画を YouTubeで発信した。この動画は 2021年 3月 20日時点 257回の再生回数であ

ったが、2022 年 3 月 23 日 946 回までに増えている。昨年度開催予定であった名東区還暦式が新型コ

ロナウイルス感染拡大により中止となり、2021 年 7 月に還暦式講演を YouTube 動画として配信した

際、防災ゲーム「クロスロード」動画を紹介したことが、再生回数が増えた要因と考えられる。対面

で活動が難しい時期においては、オンライン情報発信の重要性を実感した。 

今年度、2021年度はオープンキャンパスを対面で開催することができた。模擬授業として防災ゲー

ムクロスロードを体験してもらった。テーマとして「南海トラフ地震」を取り上げ、臨時情報につい

て学んでもらった。模擬授業に対するアンケート結果は満足度 100%であった。ほかに、2022年 2月 9

日に高大連携として東邦高校の 1 年生と 2 年生を対象として地域防災の授業を行う予定であったが、

新型コロナウイルス感染拡大のために延期となった。今年度もコロナ禍のため対面で活動することが

難しかったが、一人でも多くの人に防災に関する知識や技術を伝え、今後 40 年以内に 90％程度の確

率で起こると言われている南海トラフ地震に備えるために地域貢献していきたい。 

 

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） 

 

Ⅵ 総括 

教育活動については、2021年度も新型コロナウイルス感染拡大により、前期の授業はオンデマンド

授業となった。後期の授業では 80名以上のクラスはオンデマンド授業となったが、専門演習Ⅰ・Ⅱ・

Ⅲ・Ⅳや基礎演習Ⅰ・Ⅱは対面授業を中心とした。対面授業を実施することが出来たので、グループ

ワークとしてＤＩＧやＨＵＧなどに取り組むことができ、学生から役立ったと評価された。また、昨

年度に引き続き、グーグルクラスルームを上手く使うことで「反転授業」を実施した。学生からは、

反転授業は学ぶことが多いと高評価であった。 

研究活動について、1点目は災害時避難行動要支援者の調査研究を進めることができた。2点目は、

関東大震災における賀川豊彦の復興支援について多方面から分析し、より具体的な復興支援の様子が

見えてきた。昨年度名東区還暦式の講演内容を深めて、「地域共生社会と名東区還暦式」というタイト

ルで論文をまとめることができた。また、2021年度日本仏教社会福祉学会シンポジストとして招待さ

れたことがきっかけとなり、論文「四国遍路とルルド巡礼の巡礼接待」をまとめた。二つの論文はケ

アとは何かというライフワークにつながっている。 

社会貢献活動としては、新型コロナウイルス流行により名東区の防災訓練などが中止となり、実際

に防災活動をする機会が少なかったが、3 月に災害ボランティアセンター設置訓練を運営することが

できた。今年度はオープンキャンパスを対面で実施することができ、参加した高校生に「防災ゲーム

クロスロード」を体験してもらうことができた。アンケートでは、満足度 100%であった。次年度もさ

まざまな年代に対して防災ゲームを通じて、防災を我が事として考えてもらえるように創意工夫して

いきたい。 

以 上 


