
大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】 

大学教育推進プログラム 事業結果報告書 

大 学 等 名 高知学園短期大学 

取 組 名 称 子ども期の健康を支える職業人養成教育 

取 組 期 間  平成２１年度 ～ 平成２３年度 （３年間） 

取 組 学 部 等 生活科学学科、幼児保育学科、医療衛生

学科（医療検査専攻、歯科衛生専攻）、

看護学科 

取組担当者 吾妻美子 

Ｗ ｅ ｂ サ イ ト http://www.kochi-gc.ac.jp/education/theme-a.html 

 

取 組 の 概 要 

本取組は、本学の教育理念に即して、学生に子ども期の健康を支

えるために必要な知識・技術を学ばせ、子どもの健康増進に貢献し

うる専門的職業人の養成を目指す。学生は、学内外における幅広い

学びや、子どもの健康指導という実践教育を通して、子ども期に関

する総合的知識、コミュニケーションスキル、情報活用力、問題解

決能力、課題探求能力、ソーシャルスキル、自己管理能力、チーム

ワーク、IT の活用などの「学士力」が習得できる。 

 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【２ページ以内】 

(１)取組の実施体制について 

本取組は、「健康教育」として教育課程の中に組み入れられた。教務委員会の下に

教務部長を委員長とし、各学科の教員1名以上及び教務課長からなる「健康教育委員会」

で教育内容の検討、活動計画、活動方法、予算計画、地域の行政との交渉等の実践活

動の中心となった。本学の学科構成は、食と健康(生活科学学科)、医療(医療衛生学科

医療検査専攻、同歯科衛生専攻、専攻科応用生命科学専攻、看護学科、専攻科地域看

護学専攻)、教育(幼児保育学科)の分野から成り立っており、幼児・児童に対して充実

した健康教育を教授する体制が整っている。学生の地域での活動の際は、各学科の学

生が、独自の専門性を生かした活動内容を展開した。教員については、健康教育委員

の他に各学科の教員も参加し、専門分野の異なる教員が協力しながら学生と子ども及

びその保護者を指導し、全学科による横断的な実施体制で取組んだ。学長をはじめと

し、教職員による全学的支援体制で取組んだ。 

(２)取組の実施内容について 

本取組を効果的に実践するために、学生は学内において本学の各学科・専攻共通の

「健康教育」の講義で、子どもの発達段階の把握とそれに応じた教授法、教育媒体の

研究とともに、現代社会の進展に伴う子どもを取り巻く生活環境の変化について現状

認識の重要性を学んだ。演習では実践活動に必要なおやつづくり、歯みがき指導、歯

垢の微生物学的観察などを行った。  

１． 高知市食育推進計画の一環として、高知市教育委員会と連携し、高知市内を中

心とした保育園、幼稚園、小・中学校及び高等学校で、医療衛生学科歯科衛生専攻の
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２年生、3 年生、教員（専攻では 1 年生以外全員なので 70％、教員は 100％）が歯

みがき指導を中心に健康教育を行った。平成 21 年度は 9 施設、対象者 727 人でした

が、平成 22 年度は、21 施設、対象者数延べ 2,239 名と大幅に増加し、さらに平成

23 年度は 44 施設 4,069 名とさらに増えた。  
２．高知市歯科医師会と連携しながら「歯っぴぃスマイルフェア」のイベントに取組

んだ。平成 22 年度 1,790 名、平成 23 年度は 2,122 名の市民に対して、健康調査と歯

みがき指導などを行った。参加者は、医療衛生学科 2、3 年生延べ 120 名、教員 12

名全員だった（学科における割合は学生 50％、教員は 100％）。 

３．池川町、奈判利町の行政の協力を得、地域の保健センター、幼稚園、保育園に

全学科の学生が出向き、子ども達の健康支援を行った。その内容は、遊びを通した

基本的生活習慣の指導、歯みがき指導、むし歯になりやすさチェック、身体測定、

病気の予防のための手洗い指導や生活習慣病の予防法、歯の健康によいおやつと食

育についてなど、各学科の専門性を生かした多様な活動をした。21 年度はインフル

エンザの影響で予定より少ない 2 地域、22 年度は 5 地域、23 年度は４地域で活動し

た。参加学生は各年度とも１地域あたり 50 名余（全学の 8％）、教員は平均 12 名

（30％）参加し指導を担当した。  
(３)社会への情報提供活動について 

以上の実践活動の成果を、平成 21 年度は平成 22 年 2 月 15 日、高知市の こうち

男女共同参画センター・ソーレにおいて、「健康教育」講演会・学生発表会を開催し

た（参加学生 191 名、25％）。平成 22 年度は、平成 22 年 10 月 10 日、高知市文化

プラザかるぽーとにおいて「テーマＡ・テーマＢ合同フォーラム」を開催し、特別講

演と学生の実践発表を行った（参加学生 635 名、80％）。また、文部科学省がインタ

ーネット上に開設する「GP ポータル」に本取組の紹介文、ポスター、学生の発表資

料のコンテンツを登録し全国に発信した。平成 23 年 1 月に、東京で開催された、大

学教育改革プログラム・合同フォーラムに教職員が参加し、全国の大学の優れた取組

を学ぶと同時に、本学の取組をポスター展示の形で発表し、学科を越えた横断的取組

に対し高い評価をうけた。平成 23 年度は、平成 24 年 1 月 21 日に高知市文化プラザ

かるぽーとにおいて、大学推進プログラム採択事業フォーラムを開催し、特別講演、

学生の実践発表、そして最終年度の総括として「行政・地域社会と連携した子ども期

の健康を支える専門的職業人養成教育への展望」をテーマにパネルディスカッション

を企画した（参加学生 560 名、87.2％、なお看護学科 2 年生は臨地実習、3 年生は

国家試験模擬試験のため参加できなかった）。フォーラム開催については、毎年地元

の新聞に広告を掲載した。また、平成 21・22・23 年度とも報告書を作成し、関連す

る大学・短期大学・行政、高知県内の市町村、幼稚園・保育園、小中高等学校に配布

した。  
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②取組の成果 【１ページ以内】 

１．地域における取組、実践活動  
3 年間の活動を通して、学生は、多くの子ども達と子どもの保護者、保育士、幼稚

園教諭、行政の方々と関わり、世代の違いやまた多様な職業からなる社会の一端を経

験した。学生達が、様々な人々と交流することにより、人間に対する理解を深め、さ

らに自己を見つめ直すことにつながり、人間力をバランスよく育み成長させ、目標と

する「コミュニケーションスキル」「ソーシャルスキル」を高めることができた。学

生に対するアンケートで 119 名中 118 名の 99.1％が、地域での実習が勉強になった

と回答している。  
２．全学科連携による取組、実践活動  
本学は、食・教育・医療という人が生きる上で根幹をなす専門的職業人を養成して

いる。それぞれの学科が専門としている教育資源を、地域に提供する機会を得たこと

は、日常の教育の振り返りにつながり、さらに新たな教育内容の開発、創意工夫がで

き、異なる視点でとらえ直す機会であった。それを全学的視野で、他学科の学生、教

員と共有し協働することができたのは大きな成果であった。学生に対するアンケート

で、119 名中 101 名 84.9％が他学科と交流して良かったと回答している。  
３．医療衛生学科歯科衛生専攻の歯みがき指導  

子ども達のむし歯、歯肉炎予防に大変大きく貢献した。特に高知市の要請により。

学生が主として小学校の児童に対して歯みがき指導を行ったことは、児童にとって

は、歯科衛生士を目指す専門家であるという信頼感があった。児童が 2 度同じ学生に

指導されると、さらに安心感という効果があると、担任の教員からの感想があった。

子ども達は正しい歯みがきを学び、さらに健康について考えるよい機会であったと思

われる。学生にとっては、短期大学で学んでいることが人々の役に立ち、地域貢献し

ていると評価されることにより、専門分野に対する学習意欲を高める教育的効果があ

った。これが専門的職業人としての資格取得のためのハードルを越えるエネルギーに

もなると思われる。行政との連携は、教育機関にとって活動をより活性化させ拡大で

きることが確認できた。学生が、多様な人々と接し、多様な機会、場面で体験を重ね

ることが、人間としての成長と、さらにもっている資質を引き出し高めるという相乗

効果をもたらした。3 年生 100％の学生が、歯磨きの大切さを児童に伝えたと回答。

学生はこの「健康教育」の活動を通して子ども期に関する総合的知識を得ることが

できた。グループ活動は社会性や協調性、協働性を養成することができ、実社会の現

場におけるチームワークの精神を培うことができた。全学科共通で取組んだ成果は大

きく、学生は他学科の教育内容や他の職業を理解し、自分の立場と進むべき専門的職

業人としての自覚と「職業観」の確立につながった。また、実践活動の指導案づくり

計画書作成は、課題探求能力を涵養し、フォーラムでの発表会や報告書作成などによ

って、情報入手能力、問題解決能力、発表能力や文章作成能力を養うことができた。

学生を指導する教員にとっては、指導上の問題点、改善点の検証を通して、年毎に創

意工夫が加わりこの取組の質を高め、教員の「教育力」「指導力」の向上が図れた。
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

学生の評価に関しては、担当教員の評価、幼稚園・保育所の教員、保護者による評

価、学生の相互評価、発表会での評価等多面的な評価を行う。  

 教員の活動も、学生の評価、幼稚園・保育所の教員の評価、保護者の評価などを受

ける。またこの授業に参加する教員は、専門の異なる教員間のレビューを受け、自分

の専門分野を多様な面から評価を受ける。これらの評価を本学のFD委員会で検討し、

教員のFD活動につなげた。 

１． 評価体制 

本取組を効果的な教育内容とするために、以下のような体制を整えている。  
・授業終了時に学生による授業評価を実施する。  
・幼稚園、保育所、小学校、保健福祉センターの行政職員、また参加した保護者と反

省会を開き、学外から評価を受け、より効果的な取組になるように努める。学内に

おいても、参加学生と教員が一堂に会し、反省会を開催し、改善策を見出し、より

充実した取組になった。  
・健康教育委員会では、「健康教育」というテーマを中心に教育内容が有機的・組織

的に関連しあうように協議を重ねる。この授業に参加する教員は、専門の異なる教

員間のレビューを受け、自分の専門分野を多様な面から見直し、授業改善を行う。

・本学の自己点検・自己評価委員会において、平成22年7月に改訂された「短期大学評

価基準」の選択的評価基準３、地域貢献の取組について自己点検・自己評価した。

２． 評価方法 

・学生の自己評価を 10 点満点で記載し、提出する。また学生間相互評価を行い、優

秀者を選出し、その結果は評価に加える。  
・学生による授業評価（5 段階評価）を実施し、定量的な評価方法を取り入れて測定

する。その評価結果を基に授業改善を行う。  
・幼稚園教諭、養護教員、保育士、園長などに、実践後アンケート調査を実施し、そ

の評価を 5 段階評価で表示し、質的及び定量的に測定した。その評価結果を基に取

組の改善を行った。外部評価、内部評価を謙虚に受け止め、改善に努めた。平成

21 年度より、22 年度、そして最終年度の 23 年度は、教員の指導力も高まり、非

常に充実した取組になった。その結果は、平成 24 年 1 月 21 日に高知市文化プラ

ザかるぽーとにおいて、「大学推進プログラム採択事業フォーラム」を開催し、特

別講演、学生の実践発表、そして「行政・地域社会と連携した子ども期の健康を支

える専門的職業人養成教育への展望」をテーマにパネルディスカッション等の中

で、行政から高い評価を得た。本学の職業人養成教育に対する期待も込められてい

た。  
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

平成 24 年度から全学科共通科目として、健康教育演習Ⅰ（前期 １単位）、健康

教育演習Ⅱ（後期 1 単位）を開講し、取組を継続する。  
対象：生活科学学科、幼児保育学科、医療衛生学科医療検査専攻・歯科衛生専攻 2

年生（看護学科は平成 24 年度入学生からの科目のため 平成 25 年度 2 年生から開講）

【健康教育演習Ⅰ】 2 年生前期 

１．目的 

平成 21～23 年度「大学教育・学生支援推進事業」【テーマＡ】大学教育推進プログ

ラム選定の「子ども期の健康教育を支える職業人養成教育」の継続および新たな展開

を目的とする。各学科・専攻の教育の特性を生かし、子ども期の健康を支えるテーマ

で活動計画を立てる。全学の学科・専攻の学生が横断的に履修し連携して取組むこと

により、各学科・専攻が目指す職業教育内容を理解し共有する。また、子ども期の心

身ともに健全な成長をさせることで地域貢献できることも目標とする。 

２．演習内容 

・学内において各学科・専攻の計画案作成 

・各学科・専攻の取組み内容を学生同士が説明しともに学びあう。 

・地域における活動 （１）池川保育園（仁淀川町池川）、（２）奈半利幼稚園（奈半

利町）、（３）高知幼稚園（高知市） 

【健康教育演習Ⅱ】  2 年生後期 

１．目的 

高知県で進行している高齢化社会に有意な人材を輩出するために「高齢者の健康教

育を支える職業人養成教育」を行う。健康教育演習Ⅰと同様、各学科・専攻の教育の

特性を生かし、高齢者の健康を支えるテーマで学習し、活動計画を立てる。健康教育

演習Ⅰ同様、地域貢献も目標とする。 

２．演習内容 

・高齢者の心身の状態、病態を理解するために文献を収集し調べる。 

・各学科・専攻の教育内容と関連づけて高齢者のためにできることを検討する。 

・地域での実践：デイサービスセンターに出向し、各学科専攻の専門性を生かした取

組を実践する。（１）生活科学学科は、高齢者の健康増進と病気予防のための食事。

（２）幼児保育学科は歌や遊びを通して、高齢者の心身の健康増進を図る。（３）医

療衛生学科医療検査専攻は高齢者の骨密度、体組成測定による健康チェック。同歯科

衛生専攻は、高齢者の口腔ケアと病気の予防。 

財政支援期間終了時における評価体制については、まず健康教育委員会におい

て審議検討する。そしてその結果を、評議会に提出する。評議会は、学長、副学長、

学生部長、教務部長、図書館長、各学科長、専攻長、事務局長を構成メンバーとする

会議である。この評議会において、取組の最終的な総括を行う。  
平成 24 年度は予算申請の結果計上されたが、少ない予算で効果的な教育実践活

動を行うかが課題と問題点である。  
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 
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