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国際基準に基づく今後の作業療法教育

　2003 年 10 月に開催された本研究会の第 8 回学術

集会のシンポジウム「WFOT 教育最低基準変更を

考える」で，2002 年に改定された作業療法士教育の

ための基準 １）を説明する報告を行った．その報告の

最後に，今後の作業療法教育の方向性について，①

医学モデルからの脱却，②作業の理解の促進，③カ

リキュラムと教授法の改革，④作業療法の対象と職

域の拡大という提案をした．本論では，2002 年改定

の WFOT 教育最低基準を見直し，2003 年に行った

上記の提案が，2012 年の現在も妥当であるか否かを

考察したい．

１．作業療法士教育の背景

　 世 界 作 業 療 法 士 連 盟（World�Federation�of�

Occupational�Therapists，以下WFOT）は，健康専

門職（health�professionals）や高等教育に対する国

際的要請を踏まえて，作業療法士教育最低基準（以

下，教育基準）を策定した １）．表 １ に示すように，

作業療法士教育は，健康づくり推進といった健康政

策の転換をもたらしたオタワ憲章 2），大学の質保証

や国際化推進をもたらしたユネスコの文書 ３），国際

保健機関（World�Health�Organization,�以下 WHO）

の文書 4，5）に基づいて考えられた（表 １）．作業療

法教育は，健康，福祉，教育における世界の動向と

地域背景により決定される（図 １）１）．

１）健康，福祉，教育における世界の動向
　健康に関連する世界の動向では，オタワ憲章 2）を

機に，疾病治療だけに偏重していた医療資源が，疾

病予防や健康増進にも配分されることになった．各

国でヘルスプロモーションが推進され，日本でも

「健康日本 21」6）が提唱されている．また，患者の

自己決定権への関心が高まり，インフォームドコン

セントが行われるようになってきた．福祉において

も，「私たち抜きに私たちのことを決めないで」と

いうスローガン ７）が示すように，当事者の自己決定

が重視されるようになってきている．教育において

は，ユネスコが，高等教育の需要拡大と多様化，世

界の教育格差是正のための取り組みの必要性を指摘
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し 8），その中で，世界人権宣言第 26 条 １ 項「すべ

て人は，教育を受ける権利を有する…技術教育及び

職業教育は，一般に利用できるものでなければなら

ず，また，高等教育は，能力に応じ，すべての者に

ひとしく開放されていなければならない」9）を引用

した．

　国や地域により程度の差はあっても，世界的にす

べての人を対象に，それぞれが自己決定できる，格

差のない社会を求めるようになってきていることが

うかがえる．WFOT が，2006 年には人権に関する

声明書 10）を，2009 年には多様性と文化のガイドラ

イン 11）を出版したことも，健康状態（疾病や障害種

別など）に基づいた画一化で一方的なサービス提供

から，クライエントの個別性と背景を重視し，サー

ビス提供者と受け手との協働へと方向転換がなされ

ていると考えられる．

２）地域の状況
　教育基準では，教育が行われる地域における①学

生の特徴，②健康と福祉のニーズ，③作業に関連す

る健康の見方，④健康と福祉と障害関連の制度，⑤

作業療法の歴史を考慮するよう求めている １）．日本

では，入学条件として高校卒業を求めているが，近

年はレベルも年齢も多様化しているようだ．それは，

表1 WFOT作業療法士教育基準改定（2002）に影響を与えた文書

文書 影響を与えた内容の要約

ヘルスプロモーション
のためのオタワ憲章
（WHO, 1986）

医療，疾病治療を超えた健康サービスに向けて健
康サービスの方向付けをし直した。個人の健康増
進と同様に，健康な地域づくりが強調された。

高等教育における変
化と発展のための政策
文書（UNESCO, 1996）

現代における高等教育の重要性を認めた。高等教
育は，地域の状況に関連し，教育の質の改善を継
続的に行い，国際的連携を図らなければならない。

健康専門職のための
教育の関連事項の増
大（WHO, 1993）

健康専門職は，健康問題と同様に，社会や地域の
問題に関与し，住民全体の健康的行動に着目する。
そのためには，対象集団を特定し，何が健康に関
連する問題かを見定め，問題に対応するための教
育プログラムを確実に行い，卒業生が成果をあげ
ているかをみていく必要がある。卒業生が示す成果
とは，情報を得て適用する，情報を探し管理する，
リーズニング技能を向上させる，チームワークを促
進する能力をもつことである。

国際生活機能分類
（WHO, 2001）

健康状態にかかわらず，人は活動し，参加する。個
人因子と環境因子が参加を促進したり妨害する。

文献1～5を参考に作成

表１　WFOT作業療法士教育基準改定（2002）に影響を与えた文書

図１　作業療法教育の概要
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図１ 作業療法教育の概要

卒業生の行動からのフィードバック

文献1に基づいて作成
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養成校の増加，専門学校と大学という教育機関の違

い，３ 年制と 4 年制という履修年限の違いによる

と予測される．また，「ゆとり教育」の影響や，野

心も自信もないといった現代青年の特徴 12）が影響

しているかもしれない．次に，少子高齢化の日本に

おける健康と福祉のニーズは，高額な先端医療によ

る疾病の治癒よりも，障害者や高齢者の生活機能の

維持と安価なサービスが求められていると考えられ

る．第三の作業に関連する健康の見方では，大震災

を経験して個人に病気や障害がなくても，環境要因

により健康に大きな影響を与えることを実感した人

が増えたのではないかと考えられる．しかし，一般

的には健康診断で何も異常がないことを健康と理解

されているようだ．つまり，健康に及ぼす環境要因

の影響を認めつつも，病気でなければ健康であると

いう意識も根強いと思われる．第四の制度について

は，介護保険法と自立支援法が大きな影響を与えて

いるといえよう．どちらも在宅サービスを推進する

ものであり，福祉や介護予防に作業療法の領域が拡

大している．一方医療においては，2006 年の診療報

酬制度の改定により疾患別リハビリテーション料が

誕生し，リハビリテーションが個人の人間としての

回復という理念から離れ，疾患別に処方される身体

機能回復技術といった側面が強調されることになっ

た．作業療法士は作業療法専門職としての独自性よ

りも，心身機能向上を図るセラピストとしての役割

を担うことになってきている．最後の作業療法の歴

史については，日本に作業療法が輸入された時期の

影響が，未だに色濃く残っていると考えられる．当

時は，医学的治療としての地位を得るために，中枢

神経疾患や精神疾患に対する治療原則を応用した作

業療法が注目された時期であった．そして，世界的

に読まれている作業療法のテキストは，1983 年版を

最後に翻訳されていない 13）．しかし，1980 年に出版

された人間作業モデルは，第 4 版まですべて翻訳

され 14），「Enabling�Occupation」も翻訳されている

ことから 15，16），日本の作業療法は，先進的な動きも

部分的には受け入れているといえる．

２．作業療法教育修了者の要件

　WFOT の教育基準によれば，作業療法教育を修

了した卒業生には，①人−作業−環境の関係，作業

と健康の理解，②実践文脈，③リーズニングと行動，

④作業療法プロセス，⑤人間関係という 5 つの能

力が求められる １）．さらに，卒業生の行動からフィー

ドバックを受けながら教育は変更される（図 １）．

１）人−作業−環境の関係，作業と健康の理解
　2010 年の作業療法の定義の冒頭には，「作業療法

は作業を通して健康と安寧を促進するクライエント

中心の健康専門職」と書かれており，作業が作業療

法の最大関心事であることが明確に示された 17，18）．

作業がどのように行われるかは，人と環境を排除し

て考えることができないことも指摘されている 17）．

作業科学という作業を対象とした学問の発展が，作

業療法の知識基盤を精錬させていることも明記され

た 17，19）．

２）実践文脈
　実践文脈には，人権，健康決定要因，国の健康ニー

ズや目標，健康や福祉や障害関連システム，関連制

度が含まれる １）．地域の状況はさまざまであっても，

人権尊重の重要性は共通する．WFOT の人権に関

する声明書では，作業療法士は意味のある作業をす

る権利を主張するよう促している 10）．さらに，作業

療法の消費者についての声明書では，すべての状況

で消費者の参加を促進する共有可能な枠組みをもつ

ことを提案している 20）．健康決定要因には，個人の

健康状態に加え，物理的，社会的，文化的環境経済

や政治など社会背景が含まれることから，作業療法

の実践領域が今後も拡大していくと予想される．

３）リーズニングと行動
　作業療法士は専門職として，明確な理由のある行

動をとる必要がある．そのためには，文献や情報検

索のプロセス，倫理的実践，専門職としての能力，

省察的実践，自己や他者やサービスの管理が必要で

ある １）．最新で最良なエビデンスに基づいた実践

（Evidence-Based�Practice，以下 EBP）をするため

には，情報検索は不可欠であり，さらに情報の批判

的吟味をした上での実践適用が求められる．倫理的

実践のためには，EBPに加えて，相手によってころ

ころ態度を変えることなく（integrity），信頼をけっ

して裏切るようなことはせず（reliability），自分とは



作業療法教育研究・第 12 巻・第１号・2012 年７月

− 5 −

違う意見や価値観を広い心で受け止める度量をもち

（open-mindedness），国や組織や所属集団の功労に敬

意をもって行動する（loyalty）という資質が求めら

れる21）．能力についての声明書では，作業療法士は「生

涯学習のプロセスを通して，自分の知識，技能，遂

行を維持する必要がある」とされ，すべての人が質

の高い作業療法を受ける権利があると指摘されてい

る 22）．反省的実践とは自らの行動を振り返り，行動

の合理性や理論との関係を考えることを含む．反省

的実践が専門職としての成長を促進することは，広

く知られている 23）．教育基準では，自分の行動を管

理するだけでなく，作業療法部門の同僚やサービス

について配慮することも求められている １）．

４）作業療法プロセス
　作業療法プロセスには，作業ニーズの評価，サー

ビスの受け手と協働しながらの目標決定，介入計画

と実行，介入の経過観察，介入成果の評価が含まれ

る １）．作業療法プロセスの協働的性質は，消費者の

パートナーとなり，「消費者の表明されたニーズに

対応する」と記されている 20）．つまり，クライエン

トとの対話やクライエントの作業遂行の観察をせず

に作業療法プロセスを進めることはできないのであ

る．

５）人間関係
　作業療法士は，クライエントに対する治療的人間

関係と，専門職チームスタッフに対する専門的人間

関係を築く必要がある １）．WFOT は，全ての人は

唯一無二の存在であるとし，個々人の違いを基盤と

した実践を奨励している 11，24）．多様性に対応するた

めには，過去の経験や職場での前例といった既存の

枠を超えて，新たな実践を試みる必要がある．作業

療法士には，未知の人々や出来事を快く迎える態度

が求められるといえる．

３．今後の作業療法教育の方向性

　教育基準では，作業療法教育には，カリキュラム

内容と体系，教育方法，教育者，教育設備と資源，

臨地実習が含まれ，すべてが教育の哲学と目的に

沿っていることを求めている １）．世界の作業療法教

育は，専門学校のディプロマ，大学の学士，大学院

の修士という ３ 種類のレベルがあるが，このすべ

てのレベルにおいて，WFOT の教育基準が適用さ

れることが求められている 25）．そうすることで，ど

の国で教育を受けようとも，世界中で作業療法士と

して活躍することが可能となる．作業療法士の国際

的異動は，世界各地の格差是正，国際的連携にとっ

て有益であることも指摘されている 26）．

　最後に，筆者が行った 2003 年の提案について再

考したい．

１）医学モデルからの脱却
　WHOが 1981 年に発表した国際障害分類は，障害

の原因を個人の中の機能障害においている点が医学

モデルであり，障害の問題を捉えるには不適切だと

いう批判があった．そこで登場した国際生活機能分

類は，生活機能における問題を障害ととらえ，生活

機能には心身機能，活動，参加が含まれるとし，生

活機能は環境に影響を受けることを明確に示した5）．

従って，作業療法に限らず，保健，医療，福祉など

健康に関連するすべての関係者は，社会モデルや統

合モデルなど，医学モデル以外を採用することになっ

た．作業療法においては，人間作業モデル 14）やカナ

ダ作業遂行モデル 15，16）など，作業の視点から人と環

境の関連を説明するモデルが創案され，日本でもモ

デルを使った事例報告がある．心身機能障害の最小

化が作業療法の成果ではない．作業療法の成果は，「ク

ライエントが決め，多様であり，参加や作業参加か

ら得られる満足，あるいは作業遂行上の向上におい

て測定される」のである 17，18）．これからの作業療法

士は，すべての人が意味のある作業をできるように

なるために，取り組むことになるだろう．

２）作業の理解の促進
　作業療法の基盤学問として作業科学が位置づけら

れ 19），作業療法の伝統的テキストにおいても作業科

学の章が冒頭に移動していることから，作業を理解

するための情報が徐々に整ってきつつあると考えら

れる 27）．日本でも作業科学入門書が出版された 28）．

作業科学の普及には国際的格差があるだけでなく，

作業科学研究者間においても非常に多様である 19）．

そのために，何が作業科学かという問いに答え難い

という現実がある．
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３）カリキュラムと教授法の改革
　何をどう教えるかは，その哲学や目的により決ま

る．作業療法教育の哲学と目的，教育内容と順序，

教育方法を表 2 に示した １）．「現在共有されている

作業と作業療法の概念」，「現代の知識や実践」とは，

障害の最小化や日常生活動作の最大限の自立ではな

く，日常生活の活動に参加できるようになることで

ある 17，18）．さらに将来は，作業的公正の可能化とい

う理想を目指す取り組みが期待されている 29）．この

目的を実現するカリキュラムは，理学療法との共通

科目を基盤とし，多くの医学系科目の学習を必要と

した従来のカリキュラムからの大幅な転換を意味す

る．教授法についても，「多様な実践場面で作業療

法を行える準備」，「地域の健康，福祉，障害，制度

に合っている」，「学生のニーズに合った効果的な方

法」ということを念頭に置くと，画一的な知識伝達

型の教授法からの変更が必要になる．多様な状況で

能力を発揮したり，生涯にわたり学び続けるための

教育方法として，問題解決型学習（Problem�based�

learning,�PBL）やポートフォリオの活用が考えられ

る 30，31）．

４）作業療法の対象と職域の拡大
　WFOTは，作業療法の対象者を「健康状態に起因

する心身機能障害がある人，参加制約がある人，社会

的，文化的に少数集団に属するために社会から排除さ

れている人を含む，すべての人」としている 17，18）．作

業療法のクライエントには，個人，家族，集団，コミュ

ニティ，組織，住民が含まれる 16）．こうした作業療法

を必要とする人や機関が作業療法の消費者といえる．

WFOTは，「消費者が表明するニーズに対応する作業

療法」を推進するために，政府，雇用主，財源提供者

に対して，作業療法とは何かを教育することを奨励し

ている 20）．さらに，インクルージョン，健康教育への

アクセス，雇用，必要な配慮，テクノロジー，物理的

環境へのアクセスに関連するクライエントの問題に関

わることを奨励している 20）．このように，作業療法の

対象と職域は，今後一層の拡大が予想される．

まとめ

　WFOT の文書に基づいて，これからの作業療法

教育の動向を考察した．作業療法士に必要な教育

は，病院で働く医療従事者，あるいは障害者の生活

を改善する技術職のための教育から，多様なクライ

エントの作業の可能化と公正な社会を目指す世界共

通の作業療法専門職のための教育へと変革の時代が

到来している．2002 年の教育基準以降に発表された

WFOT の声明書は，この変化が進行中であること

を示している．今後の作業療法教育では，世界の動

向を踏まえつつ，地域のニーズに合わせて，未来を

切り拓く作業療法士を育成していきたい．

表2　作業療法教育の哲学と目的，教育内容と順序，教育方法表2 作業療法教育の哲学と目的，教育内容と順序，教育方法

哲学と目的 教育内容と順序 教育方法

•作業療法士の国際的
コミュニティにより，現
在共有されている作
業と作業療法の概念
を反映させる

•作業は作業療法教育
すべての中心であり，
作業への参加がよい
状態をサポートする

•作業療法教育は，多
様な実践場面で作業
療法を行う準備となる

•哲学と目的に
沿っている

•作業療法士に
より計画される

•地域の健康，
福祉，障害，制
度に合ってい
る

•現代の知識や
実践を用いる

• 5～7年ごとに

改定する

•作業と人の見方，哲
学と目的の見方に
沿っている

•学生のニーズに合っ
た効果的な方法を広
く用いる

•国際的な理論や研
究を使うと共に，地
域の専門性と資源を
使う

•教育の効果につい
て継続的に経過観
察する

文献1に基づいて作成
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Ⅰ．はじめに

　医療専門職には，専門的な知識や技術，態度をた

だ有しているだけでなく，実際に臨床場面で発揮す

ることが求められる．そのような能力は臨床能力 １）

と呼ばれ，ベンジャミン・ブルームの提唱した教育

目標である，認知領域・精神運動領域・情意領域に

よって説明される 2）．日本作業療法士協会は，学生

の到達基準や教育方法を「作業療法士教育の最低基

準」３）に定め，また具体的な実習の進め方を「作業

療法臨床実習の手引き�第 4 版」2）に示している．

しかし，更に具体的な指導内容やその到達基準は，

各養成施設，実習地の裁量に頼っている部分も大き

い．そのため各養成施設，実習地での取り組みを検

証し，根拠を蓄積していくことは意義深いと言える

であろう．

　筆者の所属学科では，学生の臨床能力を「認知領

域，精神運動領域，情意領域に渡る教育課題の総称

であり，臨床現場において発揮される能力全般」と

定義し，その教育の枠組みを明確化する取り組みを

行っている 4）．臨床能力を向上させるためには，一

人の講師が大勢の学生を指導する一斉授業型の教

育では限界がある．そのため，少人数での演習や実

習，個別指導，グループ学習など様々な教育形態を

組み合わせていくことが必要である．特に面接や観

察の技術，検査・測定技術，作業技術や治療技術な

どの精神運動領域の課題は，学生自身が実際に行い，

フィードバック（以下，FB）を受け，習熟していく

必要が求められる 2）．そのためには，問題基盤型学

習（Problem-based� learning�以下，PBL）テュート

リアルのように少人数のグループがテューターの陪

席の基に自主的に学習を行うような教育方法 5）が効

果的であると言えよう．しかし，PBL テュートリア

ルには，学生の満足度が高い，自己主導型学習の促

進，臨床推論能力の向上，学習意欲の向上などの教

研究と報告

一斉授業型教育において臨床能力を向上させるための教育方法の検討
～グループ学習と公開フィードバックによるレポート作成能力の主観的学習効果～

Examination of the educational method for raising Clinical Competence in simultaneous class
−The subjective learning effect of the report creation capability by Group study and Open Feedback−

林　亜遊・山口　典孝
Ayu�HAYASHI・Noritaka�YAMAGUCHI

要旨：作業療法学生の臨床能力を向上させることを目的に，グループ学習に公開フィードバックという教育手
法を組み合わせて授業を行った．その結果，「精神科作業療法の評価の流れ」，「評価項目の列挙」，「評価項目
のスケジュール化」，「評価方法の列挙」，「評価目的の説明」，「評価の順序の現実性」，「評価実施のイメージ」
の 7 項目に関して，授業後の自己評価に向上が見られた．学生が主体的に臨床能力を高めていくためには，自
己評価によって自己認識を高め，他者評価とすり合わせて客観的に臨床能力を高めていくことが望ましいと言
える．
キーワード：作業療法教育，作業療法学生，教育効果，（公開フィードバック）

大阪医療福祉専門学校　作業療法士学科
Osaka�College�of�Medical�&�Welfare�Department�of�
Occupational�Therapy
〒 532-0003　大阪市淀川区宮原１丁目2番 14
１-2-14,�MIYAHARA,�YODOGAWA-KU,�OSAKA,�
532-0003,�JAPAN

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 12(1):　9-16,  2012
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一斉授業型教育において臨床能力を向上させるための教育方法の検討～グループ学習と公開フィードバックによるレポート作成能力の主観的学習効果～

育効果がある反面，一定の方法がないことや複数の

教員が関与することによる問題も指摘されている6）．

また，すべての授業を PBLテュートリアルにしてい

くことについては一層の議論が必要であろう．従っ

て，学生の特性や教育目標に合わせて，教育手法を

組み合わせ，臨床能力を高められるような教育方法

を検討していくことが重要であると言える．

　臨床能力を評価する方法には客観的臨床能力試

験（Objective�Structured�Clinical�Examination� 以下，

OSCE）７）や臨床能力と明確に定義されてはいないが，

臨床実習評価表を使って学生の自己評価と臨床実習

指導者の評価を比較したもの 8），それに教員評価を

加え比較したもの 9），臨床実習に必要な社会的交流

技能尺度を用いて教員間の評価を比較したもの 10）な

どが見られる．学生の自己評価と教員や実習指導者

の客観評価の比較については，自己評価は客観評価

よりも低くなる傾向があること 11）12）や反対に自己

評価が高くなる傾向があること 9），また臨床実習を

終えた直後の学生と実習指導者の評価には差異が少

なかった 8）との報告がある．酒井は 10）学生の自己

評価と教員あるいは実習指導者の評価の採点が乖離

している点について互いに確認作業をする重要性に

ついて指摘している．このように学生の臨床能力を

評価する際には教員や臨床実習指導者によって客観

的に把握し，学生の自己評価との乖離を埋めていく

ことが，学生の学習のプロセスに必要である．また，

特に学内の学習においては学生の主体的な学習態度

の育成が求められ，自己評価によって主観的学習効

果への認識を高めていくことが重要であると言える．

　そのため本研究では，授業開始前後における学生

自己評価の比較から，学生の臨床能力の主観的学習

効果を検討する．その際，臨床能力の一部であるレ

ポート作成能力の向上を目指して，グループ学習に

通常臨床実習などにおいて行われている個別 FB の

要素を一斉授業の中で活用した教育方法である公開

FB を組み合わせて行った．グループ学習の教育効

果については看護教育領域，理学療法教育領域にお

いて多くの報告 13-15）が見られるため，本研究では公

開FBに着目して論述を進める．

Ⅱ．対象と方法

１）対象と期間
　対象は，作業療法士学科昼間部 ３ 年制課程 2 年

生 37 名の内研究同意が得られたもの 31 名（女性 23

名，男性 8 名）．尚，6 名はアンケートの提出がな

かったため，対象から除外した．平均年齢21.68±3.52

歳．期間は2011年9月12日から10月３日である．

２）実施方法
　学生の臨床能力の主観的側面を把握するために，

授業の学習課題の 9 項目を利用し，自己記入式の

アンケートを作成した．今回の授業の目標を「事例

に対して現実的な評価計画表を作成できること」と

し，評価計画表を作成する為に必要なプロセスを教

員間で検討した．その結果，「精神科作業療法の評

価の流れ」「評価計画立案の必要性」「評価項目の列

挙」「評価項目のスケジュール化」「評価方法の列挙」

「評価目的の説明」「評価の時間や場所の現実性」「評

価の順序の現実性」「評価実施のイメージ」の 9 項

目がリストアップされた．これら 9 項目について

どの程度自分にできると思うかについて，「とても

そう思う」「そう思う」「どちらとも言えない」「あ

まりそうは思わない」「そうは思わない」の 5 件法

で答えてもらった．回答には １ 点から 5 点を割り

振り，肯定的な意見である程点数が高くなるように

し，中央値と最大値，最小値を算出した．研究デザ

インは群内介入前後比較デザインとし，グループ学

習と公開 FB の前後で比較した．統計処理は，各質

問項目にグループ学習と公開 FB 前後で中央値に差

があるかについてMann-WhitneyのU検定を行った．

統計処理には統計解析ソフト R の version2.14.2 を使

い，危険率は 5％未満とした．アンケート実施に当

たっては，論文として発表予定であること，個人の

意思で参加できること，データは全て数値化されて

個人の特定がされないこと，参加拒否をしても不利

益のないこと，についての説明を行い，無記名にて

実施した．内容記載のあるアンケートの提出をもっ

て同意を得られたものとした．

３）授業概要
　授業は 2 年次前後期に行われる，精神障害作業

治療学，前期・後期各 15 コマ，計 30 コマ（60 時間）
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で構成されている．授業目的は，①精神科領域にお

ける作業療法の基本的な考え方，評価・治療方法を

基に，精神科において関わる各疾患における疾患の

概要，評価とその治療法について学ぶ，②事例検討

を通じて精神科作業療法における作業療法士の考え

方を知り，臨床において実践できるようにする，と

した．その精神障害作業治療学の授業の内，３ 回分

（１ 回 90 分）を利用して評価計画立案に関する授業

を行った．評価計画立案に関する授業では，授業目

標として「事例に対して現実的な評価計画表を作成

できること」とした．評価計画立案に関する授業を

行うまでに学生は，精神医学的知識，精神科作業療

法の流れ，精神科作業療法評価，評価計画立案につ

いて授業を受けている．また，評価計画立案に関し

ては，すでに身体障害の事例を基に演習を行ってい

る．

　評価計画立案に関する授業の流れは，１ 回目の授

業で学生に事例を提示し，グループで評価計画を立

案させた．１回目の授業より2週間の期間をおいて，

2 回目の授業で作成してきた評価計画を 2 グルー

プ取り上げて公開 FB を行った．その後 FB を踏ま

えてレポートを修正するように指示した．2 回目の

授業より１週間の期間をおいて，３回目の授業では，

修正されたレポートに対して再び公開 FB を行った

（表１）．

　学生に提示した事例は精神科におけるペーパーペ

イシェント（紙上患者）を教員がオリジナルで作成

した．事例情報には，通常臨床実習において担当ケー

スが決まるまでに得られると想定される①事例のカ

ルテ情報，②病院及び病棟情報，③作業療法室情報，

が含まれるようにした．授業を通じて 5 ～ 6 名の

小グループでディスカッションさせた．尚，教員は

専属で１名であった．

４）公開FBの学習構造

　公開 FB の学習仮説として①ある課題が実際に行

えるようになるためには，その課題に実際に取り組

み，FB を受け修正するという行動を繰り返すこと

が必要である，②ある学生にとっての課題は同じ学

年の他の多くの学生にとって同様の課題となる，③

自分自身のレポートを直接 FB されなくても，同様

の課題を実施してくれば，他の学生が FB される場

面を観察学習することで類似の学習効果を得ること

ができる，と考えた．そのため，学生には課題を与え，

その課題を遂行した後に，一部の学生の課題を例に

取り上げ，全員に FB を行った．その FB を基にも

う一度課題を行わせ，再び FB を行うという教育プ

ロセスを持って授業を行った．

　また，公開 FB を教育的に活用するための教員の

資質として，①全体の前で個人が指導されることに

対する倫理的配慮ができること，②個別指導を全体

の学習効果に結びつける文脈作りができること，③

学生に必要な課題を段階的に理解し，全体の課題と

して捉え直して FB できること，とした．公開 FB

の学習構造について図 １にまとめた．�

５）実際の授業の流れ
　授業の具体的な手順として，１ 回目は事例情報を

読み込み，①事例の情報の気になった部分に線を引

き，評価項目リストアップする，②山根の「精神の

障害に対する作業療法評価項目例」16）を参考にして

①で挙げた評価項目で不足分をリストアップする，

③病院及び病棟情報，作業療法室情報を読み込み，

事例の １ 週間のスケジュールを把握する，④�①～

③の情報を合わせ事例の １ 週間及び １ 日の評価計

画を立案すること，を課題とした．2 回目は，学生

が評価計画を立案するプロセスのモデルとして，教

育効果の判定に用いたアンケートと同様の 9 項目

を学生に提示して説明した（図 2）．その後，2 週
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表 1 グループ学習と公開 FB を用いた 3回の授業の流れ 

回数 概要 

1 回目 
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アンケートの実施．事例を提示．授業内及び課題の時間にグループで評価計画を立案．  

作成してきた評価計画を 2グループ取り上げて公開 FB．（課外の時間に FB を踏まえてレポートを修正） 

修正されたレポートに対して公開 FB．アンケートの実施． 

 

表１　グループ学習と公開FBを用いた ３回の授業の流れ
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図１　公開FBの学習構造
　図の左側が，公開 FB を行なう前提としての学習仮説．右側下段が，教員が備える必要のある素質．右側上段の授業
の流れに沿って実施するために学習仮説と教員の資質が重要な影響を及ぼしていることを示している

図2　評価計画立案のプロセス
　評価計画立案のプロセスを図式化したもの．学生はこのプロセスに沿って評価計画の立案を促し，教員にとっては学
生がどのステップにおり，どのステップに進むかの指標となる

図３　公開FBの様子の模式図
　公開 FB の様子を模式図にしたもの．レポートを作成してきたグループのレポートを取り上げて教員が FB を行なっ
ている．他の学生は自分の作成したレポートにFB内容を書き込む
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図 3 公開 FB の様子の模式図 
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表2　グループ学習と公開FB前後のアンケートの比較

間の期間にグループでレポートを作成させた．さら

に，2 グループが実施してきた評価計画表を取り上

げ，評価計画表を OHP で映し出し，全体で共有し，

その課題を全体に FB した（図 ３）．その際，9 項

目との関連について意識しながら説明を行った．そ

の後，FB を基にレポートを修正するように指示し，

グループで取り組ませた．３ 回目の授業では，前回

とは異なる2グループを取り上げ，再び公開FBを

行った．公開 FB を行うグループは学生の任意とし

た．

Ⅲ．結果

　公開 FB 中に学生は自分のレポートに FB 内容を

書き留めており，他の学生の FB を自身の学習に役

立てていた．また，公開 FB を受けた学生の評価計

画レポートはより具体的，現実的な内容となってい

るものが多かった．授業前後の Mann-Whitney の U

検定の結果，グループ学習と公開 FB を終えた後に

アンケートの得点が有意に向上したものは「質問１�

精神科作業療法の評価の流れ」（p<.001），「質問 ３�

評価項目の列挙」（p<.001），「質問 4�評価項目のス

ケジュール化」（p=.001），「質問5�評価方法の列挙」

（p=.001），「質問6�評価目的の説明」（p=.031），「質

問 8　評価の順序の現実性」（p=.003），「質問 9　

評価実施のイメージ」（p<.001）の ７ 項目であった

（表 2）．しかし，個別には前後でアンケートの変化

の無い学生もいた．

Ⅳ．考察

１．アンケートの結果から教育方法についての検討
　今回，精神障害作業治療学の授業において，評価

計画表を作成できることを目的に 90 分の授業を ３

回行った．その際，①ある課題が実際に行えるよう

になるためには，その課題に実際に取り組み，FB

を受け修正するという行動を繰り返すことが必要で

ある，②ある学生にとっての課題は同じ学年の他の

多くの学生にとって同様の課題となる，③自分自身

のレポートを直接 FB されなくても，同様の課題を

実施してくれば，他の学生が FB される場面を観察

学習することで類似の学習効果を得ることができ

る，という仮説を基に，グループ学習をさせた後に

数人の課題を取り上げ，全体に FB するという公開

FB の教育手法を用いて授業を行った．この授業の

中で身に付けてもらう必要のある学習課題を 9 項

目挙げ，その習熟度について授業の前後で比較した．

その結果，「精神科作業療法の評価の流れ」，「評価

項目の列挙」，「評価項目のスケジュール化」，「評価

方法の列挙」，「評価目的の説明」，「評価の順序の現

実性」，「評価実施のイメージ」の ７ 項目で上昇が

見られた．このような自己評価に加え，教員などか

欄外見出し：臨床能力を向上させるための教育方法 
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表 2 グループ学習と公開 FB 前後のアンケートの比較 

公開 FB 前 公開 FB 後 質問項目 

med max min med max min

P 値 

1.精神科作業療法の評価の流れがイメージできますか？ 3 5 1 4 5 3 .003** 

2.評価計画を立てることは必要だと思いますか？ 5 5 3 5 5 4 .138 

3.必要な評価項目を列挙することができますか？ 3 4 1 3 4 3 .000*** 

4.列挙した評価項目を現実的にスケジュール化することができますか？ 3 4 1 3 4 3 .001** 

5.評価項目に対して妥当な評価方法を挙げることができますか？ 3 4 1 3 4 2 .001** 

6.評価計画に挙げた各評価を行う目的を説明できますか？ 3 4 1 3 4 2 .031* 

7.所要時間や場所など各評価を行う為に現実的な計画を立てることができま

すか？ 
3 4 1 3 4 2 .063 

8.各評価を行う順序などを現実的に考えることができますか？ 3 4 2 3 4 2 .003** 

9.評価計画に挙げた各評価を実際に行うイメージが持てますか？ 2 4 1 3 4 2 .000*** 

Mann-Whitney U-Test n=31 med:中央値 max:最大値 min:最小値 *P<.05 **P<.01 ***P<.001 
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らの他者評価を受け，より客観的に臨床能力の獲得

を目指すことが望ましいと言える．

　河西 17）が行った PBL では，「臨床的推論能力の

獲得に対しては高い評価が得られたが，技能面の獲

得には効果を感じる学生が少なかった」と報告して

いる．今回の学習課題の中には，「評価計画表を実

際に立てられるようになる」という精神運動領域の

課題が含まれており，グループ学習と公開 FB を組

み合わせた教育方法に精神運動領域の課題を習熟さ

せる可能性があることは重要な示唆であると言えよ

う．向上が見られなかった「評価計画立案の必要性」

は授業の開始時に高い水準を示しており，変化が少

なかったと言える．「評価の時間や場所の現実性」

は FB 中に最も現実的な臨床のイメージが求められ

る項目であった．その為，課題設定時や学生への説

明時により具体的に臨床がイメージできるような説

明が必要であろう．

２．公開FBの教育構造についての検討
　次に公開 FB の教育構造について検討する．学生

個人の成長を考えれば，学内においても臨床実習の

様に個別に FB を行えることが理想的である．しか

し，大人数の学生に対して少数の教員で指導を行っ

ていく場合，その教育手法を工夫し，大人数の学生

に対する教育効果を高めていく努力が求められる．

　今回，学生の主観的学習効果に変化が見られたこ

とは重要な意義があると言える．しかし，個別には

数値の変化がない学生や客観的な到達度については

課題が残る．出田ら 18）は学生の自己評価と教員評

価の差を検討し，実習合格群は教員よりやや低めに

捉えているのに対して，実習不合格群は教員より高

めに自分を捉える傾向があったとし，実習不合格者

の特徴として他者評価と自己認知のずれの存在を指

摘している．学生の自己評価と教員や臨床実習指導

者の客観評価との乖離を埋めていくことは，学生の

自己の客観的理解を深めていくことである．成績不

良の学生や個別 FB を求めない学生ほどそのような

関わりが必要になると考えられ，個別FBを実施し，

自己の状況に対する自己認知を促し，他者の行動か

ら学べるように促すことが必要あろう．また，大滝

ら 19）は作業療法学専攻学生が卒業時点で獲得してい

る能力について，芳野ら 20）は自立した理学療法士が

獲得すべき能力について研究を行なっている．この

ように，作業療法士が身につけるべき能力を具体的

に定義し，学生の自己評価や教員や臨床実習指導者

による客観評価の指標を明確にしていくことが必要

であろう．

　さらに公開 FB における教員の資質について検討

する．１ 点目に教員には，全体の前で個人が指導さ

れることに対する倫理的配慮が必要である．全体の

前で個人が指導されることに抵抗を覚える学生もお

り，事前に公開 FB 導入の目的やその参加方法など

について十分に説明しておくことが重要であると言

えよう．2 点目は，個別指導を全体の学習効果に結

びつける文脈作りができることが必要である．この

ような学習方法が臨床能力向上のための学習方法と

して重要であり，個別の学生に対する指摘ではなく，

全体の学習課題として捉えて欲しいということを十

分に説明した上で実施しいくことが望ましい．３ 点

目に学生に必要な課題を段階的に理解し，全体の課

題として捉え直して FB できることが必要である．

学生のレポートには多くの課題が見られるが，それ

らの課題を見られた順に FB するだけでは，情報量

の多さやその処理に混乱してしまうこともある．個

別 FB であれば，学生の顔を見て，理解度や進行状

況を確認した上で指導することができるが，公開

FB では個別の進行状況を把握することが難しい．

個別の課題の中から重要度の高いものや優先順位の

高いものを整理し，「対象者の方のスケジュールも

考えて評価計画を立ててください」と FB するだけ

でなく，「対象者や実習施設のスケジュールを把握

することがまず重要になります（課題の全体化）．

その上で，現実的に実施可能な評価計画を考えるこ

とが皆さんの課題になります」などのように，全体

の課題として捉えなおし，必要な説明を補足してい

くことが重要であると言えよう．

３．研究の限界と今後の方向性
　今回の研究は対象群を設けていなかったため，個

人 FB 群やグループ学習のみ群などとの比較をし，

公開 FB の持つ効果を特定していくことが必要であ

ると言える．また，１ クラスに対する介入であった

ため，この効果を一般化するまでには至らない．さ

らに，アンケートを提出しなかった学生がいたこと，
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学生は他の授業や統制できない個別の指導，学生間

の教え合いなども受けている可能性が否定できず，

そのようなバイアスを排除し，条件を統制した中で

教育効果を検証していくことが必要であろう．

Ⅴ．おわりに

　学生の臨床能力の向上を目的として，グループ学

習と公開 FB という教育手法を組み合わせて授業を

行った．その結果，授業後の自己評価に向上が見ら

れた．学生が主体的に臨床能力を高めていくために

は，自己評価によって自己認識を高め，他者評価と

すり合わせて能力の獲得を目指していくことが望ま

しいと言える．今後の課題として，臨床能力を客観

的に評価する方法の検討や個別の学生に対する対応

について検討していく必要性が示唆された．

　また，公開 FB を教育的に活用するために必要な

教員の資質として，個別 FB とは異なる特有の課題

が示された．しかし，研究デザインには課題が残り，

条件を統制した中で教育効果を検証していくことが

望まれる．
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研究と報告

教材の違いによる作業療法学生の英語への認識の変化

Changes of perception to English of occupational therapy student by different teaching materials

浦郷　友輔 １）・吉川　ひろみ 2）

Yusuke�URAGO１）・Hiromi�YOSHIKAWA2）

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 12(1):　17-22,  2012

１）アマノリハビリテーション病院
Amano�Rehabilitation�Hospital
〒 738-0060　広島県廿日市市陽光台5丁目9
5-9�Yokodai,�Hatsukaichi,�Hiroshima,�738-0600,�Japan
2）県立広島大学保健福祉学部
Faculty�of�Health�and�Welfare,�Prefectural�University�
of�Hiroshima

Ⅰ．緒言

　作業療法の世界では質の高い実践が日々求められ

ている．それを実現する一つの方法として，世界共

通の作業療法独自の知識や技術を学び続けることが

挙げられる １）．

　吉川 2）は，「世界共通の作業療法独自の知識や技

術を語るために，日本の作業療法士（以下，OTR）

はもっと国際的学術活動（国際学会や，海外のOTR

が参加する研修会など）に参加し，作業療法の英文

献を読むべきだ」と述べている．英論文の翻訳や，

日本語文献だけを読んでいては世界共通の作業療法

について知ることはできない．英語は国際的な交流

をする際の最も重要な言語である 2）．それは作業療

法学生（以下，OTS）についても同じことが言える

と筆者は考える．

　英語を使用するためには，英語に対する理解が必

要である．英語など言語の理解には，話す・聞く・

読む・書くという 4 つの要素がある ３）．さらに国

際生活機能分類（以下，ICF）においても，「活動と

参加」の中でコミュニケーションの理解の要素とし

て，話し言葉の理解（聞く）や書き言葉によるメッ

セージの理解（読む），コミュニケーションの表出

の要素として，話すこと（話す）や書き言葉による

メッセージの表出（書く）が含まれている 4）．さらに，

文部科学省の中学校と高校の学習指導要領の外国語

においても，聞く・読むという理解と，話す・書く

という表出が目標とされている 5,6）．

　現在，国際交流が進み，英語コミュニケーション

能力の必要性が増大するのとは裏腹に，大学生の英

語力がどんどん低下しているという報告がある ７）．

Kiyota8）は，中１で英語学習を始めた時は意欲的で

要旨：2，３ 年次の作業療法学生 14 名を対象に，日常会話場面を扱った一般英語教材と作業療法関連の英
語教材の2種類を用いて１時間の英語学習を行った．それぞれの英語学習前後に行った調査から，対象者
は作業療法関連教材を用いたときに英語に対する興味が有意に向上することが分かった．また，作業療法関
連のテーマを教材とすることで，教材自体への興味の向上をもたらすだけでなく，英語学習に肯定的な影響
を与え，教材を身近に感じることで英語に対する拒否感の減少に繋がることがあった．また，教材の違いに
関わらず１回目の学習後よりも2回目の学習後の方が英語への肯定的認識が向上した．作業療法学生の英
語学習には作業療法関連教材を用いることに加え，学習をペアやグループを使用して自由度の高い課題を与
え学習者主体の時間を設けること，さらにより多くの回数の学習を行うことで英語への肯定的な認識が高ま
ることが示唆された．
キーワード：作業療法学生，英語学習，教材
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あったが，一度苦手意識を持つと大学まで続く傾向

があると報告している．学習者の行動に影響を与える

要因の一つが学習者の認識だという指摘もある 9,10）．

「英語学習の必要性を感じない」という認識が，学生

の学習意欲を失わせているという指摘がある 10）．筆

者が知るOTSも，英語が苦手という人が多く，学ぶ

必要性を感じない，勉強する意味が分からない，教

材が難しい，題材に興味がないなどと述べている．寺

内 11）は，学生が英語を通して自分で考えて学ぶ必要

性を指摘している．筆者は，学生にとって興味のある

教材を使った授業であれば，学生が自ら考え，学ぶ

必要性が実感できると考えた．前田ら 12）は，医学部

の３，4年生に英語教材を用いて週に１回Clinical�

Pathological�Conference（CPC）と言われる臨床病理

症例検討を 15 週間行ったところ，教員，学生ともに

学習の意欲が向上し，学生の英論文に対する苦手感，

英語に対する拒否感がなくなったと報告している．専

門科目に結びついた英語が重要になるという指摘 11）

にもかかわらず，こうした教材が少ない現実を筆者も

経験している．

　作業療法研究の中には，作業の選択や，作業の目

的の有無によって遂行に違いが生じるという研究が

ある 13）．Dickerson ら 14）は，健常な高齢者と若年者

を対象に課題の選択について研究し，課題を自分で

選択した方が，課題を割り当てられるよりも，運動

とプロセス技能評価においてプロセス技能が高かっ

たと報告した．また，Hatter ら 15）は，老人施設で

のクッキー作りの呼びかけの際に，「バレンタイン

のクッキーを贈って近くの幼稚園児をびっくりさせ

ましょう」という言葉を添えた方が，単にクッキー

を作ったときより参加人数が多かったと報告した．

つまり，作業を自ら選択をすることや作業に目的が

あることで，作業が上手にできたり，積極的に参加

したりできるということである．

　筆者は，OTS は作業療法に関連する教材を使用す

ることで，OTS は積極的に学習し，英語への拒否感

が減少するのではないかと考えた．本研究の目的は，

OTSが英語学習を行うときに，作業療法関連教材（以

下，OT 関連教材）を使う場合と，日常会話による

一般的な英語教材（以下，一般教材）を使う場合で，

英語学習前後での英語に対する認識の変化に違いが

あるか否かを明らかにすることである．

Ⅱ．研究方法

１．対象
　県立広島大学の 2 ～ 4 年次の OTS を対象に研

究概要について口頭とメールで説明し，研究の協力

を呼びかけた．OT 関連教材は，OTS が 2 年次に

作業療法評価学の時に学ぶ，カナダ作業遂行測定

（Canadian�Occupational�Performance�Measure；以

下，COPM）に関する内容であったため，COPM を

学習している 2 年次以上の OTS を対象とした．対

象者は，研究を承諾した14名（2年３名，３年10名，

4年１名）とした．�

２．手順
　対象者は，2 種類の教材を使用した 60 分間の英

語学習を 15 分間の休憩を挟んで行った．順序効果

を相殺するために，７ 名は OT 関連教材での学習を

先に行い，次に一般教材での学習を行った．他の ７

名は一般教材，OT関連教材の順で学習を行った．

　英語学習の前後で質問紙による調査を行った．事

前調査では，英語に対する興味，好き嫌い，学習意

欲，必要性，目的意識の 5 項目について 10 段階評

価で回答を求めた．目的がある場合は内容を「留学」

「国際学会などへの参加」「専門知識の獲得」「TOEIC

などの試験」「異文化の人との交流」「その他」の 6

つの選択肢から選択し，英語の自己学習時間を記載

することとした．

　各英語学習の内容は，話す・聞く・読む・書く，

の 4 要素が含まれるよう構成した．今回用いた OT

関連教材 16）は，OTS とクライエントの COPM 場面

の会話（表 １）であり，一般教材は，男女のカップ

ルがデートの待ち合わせの約束を取り付ける場面の

会話（表2）であった．どちらも4要素の視点より，

会話中の英単語の聞き取り（聞く・書く），ペアで

の会話練習（話す・読む），各ペアで作成した英会

話の発表（話す・聞く）を実施した．

　英語学習後の調査では，英語に対する興味，好き

嫌い，学習意欲，必要性，目的意識という学習前と

同じ項目と，今回の教材への興味，難易度を加えた

７ 項目について，10 段階評価で回答を求めた．目

的と英語の自己学習については学習前と同様の記載

を求め，今回の英語学習に対する感想については自

由記載を求めた．
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表１　作業療法士とクライエントの面接場面

表2　カップルのデートの約束の場面

1 

表 1 作業療法士とクライエントの面接場面 

Taku:   I would like to know your occupational (a) because I’m an occupational 
therapist. I’ll ask you some questions using the Canadian Occupational 
Performance Measure, which is also called COPM. Could you tell me the 
activities you (b) to do, (c) to do, and are (d) to do? 

Okada:  I want to (e). 
Taku:   I see. Where do you want to (e)? 
Okada:  Anywhere. I can go anywhere if I can (e). 
Taku:   I see what you want to say. But shall we start at the (f) step such as going to the 

bathroom or going to the dining room? 
Okada:  I want to go to the bathroom by (g). 
Taku:   All right. Going to the bathroom is one of your problems now. Is there anything 

else? What do you have to do? 
Okada:  I need to go back to (h). 
Taku:   What kind of job do you do? 
Okada:  (i). 
Taku:   Do you use a computer? 
Okada:  Yes.  
 
Taku continues the assessment.  
 
Taku:   Next, you have to think about how important those activities are for you on a 

scale from one to ten. 
Taku:   Ten means extremely important. One means not important at all. How 

important is going to the bathroom for you? 
Okada:  Em…eight. 
Taku:   Right, so going to the bathroom is quite important for you. 
Okada:  Yes. 
 
Mr. Okada rates the importance of each occupational issue. 
 
Taku:   Next, can I ask you to rate the way you do this (j) now? How well can you go to 

the bathroom?  Ten means you do it very well. One means you can’t do at all. 
Okada:  Em…five. 
Taku:   OK. Your performance is in the (k). How about your satisfaction? You should say 

10 if you are satisfied your current performance about going to the bathroom. 
You should say 1 if you aren’t satisfied at all. 

Okada:  I’ll say seven because I can get (l) in the hospital. I don’t have to do it 
independently here. 

 
Mr. Okada rates performance and satisfaction scores on each occupational issue. 
 
Taku:   OK, thank you for your (m). We will work on these kinds of things in our 

occupational therapy. 
解答:a(issues), b(want), c(need), d(expected), e(walk), f(smaller), g(myself), h(work), 

i(Deskwork), j(activity), k(middle), l(help), m(cooperation) 
 
 

2 

表 2 カップルのデートの約束の場面 
Ken  :  Hi, Kana, how are you doing? 
Kana :  Just fine. How about (a)? 
Ken  :  Pretty good. Look, do you feel like going for a drive or something this weekend?
Kana :  Yeah, great! I’d love that. I’m pretty tied up writing my papers for the (b) of 

Saturday, but Sunday’s fine with me. 
Ken  :  Good. So how about meeting Sunday morning, then? 
Kana :  OK. Do you have any (c) place in mind? 
Ken  :  Well, there’s a beautiful spot up the (d). It’s a really nice drive. What do you 

think? 
Kana :  Well, to be honest, I don’t really feel like driving along the (d). It’s pretty windy 

and cold at this time of year. 
Ken  :  OK, so where do you (e),then? 
Kana :  Err, how about spending the day at Disneyland (f)? 
Ken  :  Fine, but what do you say we have dinner (g) of Disneyland later? 
Kana :  Good idea. Which restaurant? 
Ken  :  How about Carmen? Do you know it? 
Kana :  No, I’ve never (h) of it. Is it a Spanish restaurant? 
Ken  :  Yes. I was there last weekend, and it was pretty good. A nice place for a quiet, (i) 

evening. 
Kana :  Sounds nice. What time shall we meet? 
Ken  :  Can you come to Shibuya at (j) 9? Is that OK with you? 
Kana :  That’s a little (k). 10’s better. So, where exactly in Shibuya shall we meet? 
Ken  :  I could pick you up near the (l) of Moyai. How’s that? 
Kana :  Perfect. 
Ken  :  Great. So, I’ll see you at 10 then. 
Kana :  Yes, see you then. Wait a second! About that romantic Spanish restaurant you 

(m). Who exactly did you go with? Kaori told me she went to a (i) Spanish 
restaurant last week, too. 

Ken  :  Oh, Really? How interesting. Well, anyway, see you Sunday morning. 
解答: a(yourself), b(whole), c(particular), d(coast), e(suggest), f(instead), g(outside),  

h(heard), i(romantic), j(around), k(early), l(Statue), m(mentioned) 
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３．分析方法
　興味，好き嫌い，学習意欲，必要性，目的の有

無については英語学習の調査における前後の変化

を明らかにするため，10 段階評価の得点を基に

Wilcoxon 符号付き順位和検定を用いた．また，OT

関連教材を用いた学習と一般教材を用いた学習の 2

群間の比較をするために Mann-Whitney 検定を用い

て分析した．英語学習の目的については，手順に示

した 6 つの選択肢から回答を求め，回答者の比率

を単純集計した．自由記載された感想は，コード化

とカテゴリー化を行い，カテゴリー間の関係を考え

た．

Ⅲ．結果

１．学習前後での英語に対する認識の変化
　対象者は，OT 関連教材を用いて英語学習を行っ

た後，英語に対する興味，好き嫌い，学習意欲，必

要性，目的意識の 5 項目全てが有意に向上し，一

般教材を用いた学習後にも，興味以外の 4 項目で

有意に向上した（表３）．

　また，教材の種類に関わらず，１ 回目より 2 回

目の学習後の方が，英語に対する認識が有意に向上

した．

２．教材自体への認識
　研究に用いた OT 関連教材と一般教材の 2 種類

の教材自体への興味に関して，10 点満点中 OT 関

連教材の中央値 9，最小値 5，最大値 10，一般教

材の中央値が 6，最小値 １，最大値 9 と，OT 関

連教材に対する興味の方が一般教材に対する興味よ

り，有意に高かった．

　教材の難易度に関して，10 点満点中両教材とも中

央値 ７，OT 関連教材の最小値 ３，最大値 9，一

般教材の最小値5，最大値 10 で，有意差はなかった．

３．英語学習の目的
　英語学習の目的は，専門知識の獲得が 12 名（86%）

と最も多く，OT 関連教材での英語学習後には変

化はなかった．一般教材での英語学習後には 11 名

（79%）とやや減少した．異文化の人との交流は，学

習前では 5 名（36%）だったが，OT 関連教材での

英語学習後 10 名（72%）と倍増した．一般教材での

英語学習後にも 8 名（57%）と増加した．国際学

会などへの参加は，学習前 ３ 名（21%）だったが，

OT 関連教材，一般教材のどちらの英語学習後も 5

名（36%）とやや増加した．

４．英語学習の感想
　OT 関連教材による英語学習後の感想では，｢ 教

材への興味」「能力発揮」「能力不足の実感」「英語

離れの実感」「英語が楽しい」「拒否感の減少」「学

習意欲の向上」「苦手意識の継続」「教材比較」の 9

3 

 

表 3 英語学習前後での英語に対する認識の変化 

  OT 関連教材  一般教材 

    中央値 最小・最大 p 値 中央値 最小・最大 p 値 

前 6 3・10 6 3・10 
興味 

後 7 4・10 
＜0.05 

7 4・10 
0.07 

前 4 1・8 4 1・8 好き 
嫌い 後 6 1・8 

＜0.05 
6 1・8 

＜0.05 

前 5 1・10 5 1・10 学習 
意欲 後 7 1・10 

＜0.01 
7 1・10 

＜0.01 

前 8 3・10 8 3・10 
必要性 

後 9 5・10 
＜0.05 

9 6・10 
＜0.01 

前 6 3・10 6 3・10 目的 
意識 後 8 5・10 

＜0.05 
8 5・10 

＜0.05 

 

 

表３　英語学習前後での英語に対する認識の変化
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つのカテゴリーが生成された．対象者は，OT 関連

教材を使った英語学習を通して，教材への興味の向

上や英語学習の意欲の向上，英語が楽しいという英

語への肯定的な認識を経験していた．さらに，それ

らの認識は英語への拒否感の減少，能力発揮に繋が

ることもあった．しかし，英語離れや能力不足の実

感など否定的な認識に繋がることもあり，苦手意識

の継続を引き起こす場合もあった．

　一般教材を用いた英語学習後の感想では，｢ 意欲

の向上 ｣，「能力発揮」，「能力不足の実感」，「英語離

れの実感」，「英語が楽しい」，「苦手意識の継続」，「主

体的学習の体験」，「教材比較」の8つのカテゴリー

が生成された．

　対象者らは，一般教材を用いて英語学習を行うこ

とで，OT 関連教材の時と同様に，英語が楽しいと

いう認識から能力発揮に繋がったり，英語離れの実

感や能力不足の実感によって苦手意識の継続を引き

起こすことがあった．また，ペアで待ち合わせ場面

の会話を行う主体的学習の体験から，英語学習の意

欲が高まることがあった．

　また，今回 2 種類の教材を比較し，OT 関連教材

で興味が向上したという記載があった．

Ⅳ．考察

１．英語への認識と教材の関係
　OT 関連教材と一般教材の違いは興味の変化だっ

た．教材自体に関しての対象者の興味も，OT 関連

教材の方が有意に高かった．これは，興味のある英

語教材を用いることで，学習者の学習意欲は向上す

るという前田ら 12）の先行研究を支持する結果だと

言える．対象者の感想において，OT 関連教材での

学習後には，拒否感の減少が記載されていた一方で，

一般教材での学習後には，主体的学習の体験が記載

されていた．これは，OT関連教材のCOPM場面が，

専門科目での演習で馴染みのあるテーマではあった

が，半構造的面接であるために，会話の自由な創作

を制限する性質があったためと考えられる．一般教

材では待ち合わせの約束という，より自由度の高い

より自由な会話の創作ができ，主体的学習が経験で

きたのだろう．

　また，双方の教材でも学習後に，好き嫌い，学習

意欲，必要性，目的意識の4項目が有意に向上した

のは，加賀田 17）が述べているように，学習者主体の

授業が功を奏したと考えられる．学生に「考える」機

会を与える課題内容や質問の仕方，ペアやグループ

で学び合う時間を設けることによる動機の高まり 17）

があったと推察できる．�

２．目的意識の増大と多様化
　OT 関連教材と一般教材のどちらを用いて英語学

習を行っても，英語学習に対する目的意識が有意に

高まることがわかった．OT 関連教材では一般教材

よりも，専門知識の獲得，異文化の人との交流，国

際学会などへの参加を目的とする対象者が増えた．

さらに，学習後には，新たに留学，TOEIC などの

試験を選択する対象者がいた．今回の英語学習では，

約半分の時間をペアワークとし，対象者が自分で考

えた会話をした．相手と英語でコミュニケーション

を図ることを通して，留学，異文化の人とのコミュ

ニケーション，などの目的を新たに見出していた可

能性がある．

５．研究の限界
　本研究の結果は，１ 大学の学生 14 名から得られ

たものであり，結果を一般化することはできない．

対象学生には，6 単位（180 時間）の英語科目を必

修として履修しているが，選択の 4 単位は英語以

外の外国語科目を選択している者も含まれている．

受験科目に英語が含まれていた学生もいるが，そう

でない学生もいた．英語学習の回数を増やすことに

ついても，３回以降の効果は不明である．学生のベー

スラインの違いによる影響や，学習効果の継続性に

ついては，今後の検討が必要である．

要約

　2，３ 年次の OTS14 名を対象に，2 種類の英語

教材を用いて各 １ 時間の英語学習を行い，教材の

違いによる対象者の認識の違いを探った．対象者は

一般教材よりも OT 関連教材を用いたときに英語に

対する興味が有意に向上した．好き嫌い，学習意欲，

必要性，目的意識の 4 項目は，双方の教材におい

て学習後に有意に向上した．学習後の対象者の感想

から，OT 関連教材は，教材自体への興味の向上を

もたらし，英語学習に肯定的な影響を与えることが
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わかった．また，教材の種類に関わらず，１回目の

学習後よりも 2 回目の学習後の方が英語に対する

認識が肯定的に変化した．
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【緒言】

　2011 年 ３ 月 11 日に東日本大震災は，日本にとっ

て未曾有の被害をもたらした．

　本校及び浜松大学の教員３名が日本作業療法士会

の災害支援ボランティアとして，4月に宮城県仙台

市で，5月～6月に岩手県釜石市で，翌年１月に福

井県南相馬市にて，それぞれ１週間ずつ活動した．

　静岡県は，東海地震の予知可能な地域として防災

意識が高いとされてきた．地震予知についての可能

性は信憑性が大きく崩れたが，今回の災害で「いつ

起きてもおかしくない」との認識が高まった．また

浜岡原子力発電所をいち早く停止させたように，「巨

大地震による津波や破壊で，放射能による二次的災

害がありえる」といった危機感が高まった．

　また専門学校でも，年2回の防災避難訓練や食糧

や飲料水の備蓄はもちろんのこと，実習中の被災も

考えられるため臨床実習の手引きに，実習中「警戒

宣言」発令時の行動について記載してきた．

　震災の平成 23 年 ３ 月 11 日以降，翌年の専門学

校が閉校するまでの１年，学内外で取り組んだ具体

的項目について報告する．

①�卒業式において支援募金を呼び掛け，寄付をした．

②�学友会（学生会）・後援会（保護者会）に対し，

義援金・見舞金の呼び掛けや閉校時の残金を義援

金に充てるなどの拠出をお願いした．

③�学校行事の参加賞として「JCV 子どもの笑顔プロ

ジェクト」のクオカードを購入し，カード１枚に

つき 50 円が被災地の子供たちの支援プロジェク

トに使用される趣旨を学生に説明した（図１）．

短報

東日本大震災における専門学校での取り組み
−学生の意識調査・経験を伝える−

Action in the medical care school in the East Japan great earthquake
−Our experience surveyed the bring influence to students’ thought−

遠藤　浩之 １）・村岡　健史 2）

Hiroyuki�ENDO１）・Takesi�MURAOKA2）

要旨：東日本大震災から１年以上経過したが , まだまだ一部の被災地復興は進んでいない . 震災直後から、
専門学校に勤める自分たち教員（作業療法士）には何ができるのかを問いかけながらの日々が続いた . ここ
では , １年間の取り組みと , 教員のボランティア経験報告後の意識調査をまとめ ,「伝えること」の重要性お
よび災害ボランティアの意義や心構え等について振り返ったので報告する .

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 12(1):　23-26,  2012

１）浜松大学保健医療学部作業療法学科
Division�of�Occupational�Therapy,�Faculty�of�Health�
Sciences,�Hamamatsu�University
〒 431-2102　静岡県浜松市北区都田町 1230 番地
1230,�MIYAKODA,�KITA-KU,�HAMAMATU,�
431-2102,�JAPAN
2）同上

図１　クオカード
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東日本大震災における専門学校での取り組み−学生の意識調査・経験を伝える−

④�被災学生に日本学生支援機構による奨学金の特別

枠の紹介をした．

⑤�ボランティア経験を，非常勤先の講義の中で学生

に報告した（高等学校・短期大学）．

⑥�静岡県士会主催の研修会終了後に，�ボランティア

報告会を開催した．

⑦�作業療法学科・理学療法学科4年生に報告会を

行った．

⑧新聞の取材に応じ，活動を報告した．

⑨�学内の掲示板に震災・復興に関わる情報を掲示し

た．

⑩�災害支援に関係した教員 ３ 名で，定期的に情報

交換の場を設けた．

　以下⑦について，震災発生4カ月後に作業療法学

科・理学療法学科の4年生に対して，震災に対する

意識調査を行った．

　アンケート概要の結果からみられる「伝えること」

の意義や，取り組みの中から感じる思いや役割につ

いてまとめた．

【方法】

（アンケート概要）

　自由記述によるアンケート調査（無記名）

日　時：平成 23 年７月 29 日

対　象：本校　理学療法学科4年生　33 名

　　　　本校　作業療法学科4年生　18 名

（アンケート項目）

項�目１　「平成 23 年 ３ 月 11 日に起きた東日本大震

災について，どのように感じていますか．」

項目2　「今日の話を聞いて，どう感じましたか」

　教員のボランティア活動報告前に項目１を，報告

終了後に項目2を記入させた．

　報告では，4月に行った宮城県仙台市の避難所で

の活動，6月に行った岩手県釜石市・大槌町での活

動を，写真（写真１～4）や映像で報告し，作業療

法士（リハビリテーション職）としての視点で所感

を述べた．

（手順・分析方法）

　2つの質問に対し，テキストマイニングの手法で

記載された用語についてテキストデータをキーワー

ド化して出現頻度をヒストグラム化した．

【結果と考察】

　項目１については「図2」に示す．総数は 341 で

143 のキーワードに分類された．項目2については

「図３」に示す．総数は 272 で 113 項目のキーワー

ドにまとめられた．

　棒グラフでは３回以上出現したキーワードについ

てグラフ化している．

　学生は，震災について「東海地震」の予測される

静岡県という地域性もあり素直に「怖い」・「他人事

ではない」・「多くの犠牲者」・「家族を失う」・「原発」

といった用語が多く見られた．また逆に「実感がな

い」，「（時間とともにメディアでの）取り上げが減る」

といった全体の関心の低下を取り上げた用語もみら

れた．

図2　報告前のアンケート 図３　報告後のアンケート
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　報告会実施後における学生の意識調査（項目 2）

では，「何ができるのか」・「何をすべきか」・「役に

立つ」・「何もできない」といった支援活動を示す用

語や「理学療法」・「作業療法」・「医療職」・「リハ」・「ア

プローチ」・「専門職」といった職業人を意識した用

語がみられた．「生活」・「協力」・「平等」・「臨機応変」

といった支援の基本となるような用語も多くみられ

た．

　また今回の報告会が「考える機会になった」・「改

めて知った」・「忘れてはいけない」など，この機会

が震災について再度関心を向ける場になったと思わ

れる用語もみられた．

　震災から１年が経過し，「あの時何ができたのか」，

「被災地から離れた地域で暮らす私達にこれから何

ができるのか」，「学校教育の中でどう取り上げてい

くのか」，「作業療法士として何ができたのか」，「こ

れから何ができるのか」テレビや新聞の報道で，活

動してきた地域の特集や現状の報告見るたび考えさ

せられる．

　個人（私）が経験した，日本作業療法士協会で派

遣された震災後4週目の仙台での活動の一側面は

「何もできなかった」，震災後 ３ カ月目の釜石・大

槌町での活動は「コーディネーターの重要性」であっ

た．

　また，福島県南相馬市でのボランティア経験をし

た者にとって（写真2），「原発の再稼働」などあり

得ないと感じる．放射能を浴びた地域は，復興への

望みが遠い将来に向かってない．生活の場を剥奪さ

れてしまい，先が見えないあの閉塞感を感じたら，

処理のできない，制御のできないものを再稼働する

判断にはならないのではないかと強く思う．

　時間の経過，地域によって状況は変化していて，

必要なこと，感じ取るものも，大きく変わってくる．

作業療法士という知名度の低い職種はどの組織に所

属し指示を仰げるのか，どの時期からどのような活

動ができるのか，少ない組織の人数で長期間派遣で

きるのか，今後様々な報告や議論がなされるのでは

ないかと思われる．村岡ら １）は，今回の経験を基

に作業療法士の役割として，①多職種で構成される

チームでの役割の明確化，②被災された方々の活動

や役割を創出すること，③コミニティーを重視した

介入をすること，の重要性を強調している．

写真１　被災地の様子

写真2　避難所の様子

写真３　医療チームミーティングの様子

写真4　リハビリチーム活動の様子
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　また，新聞記事では今後起きる可能性のある災害

時のボランティアの在り方も含めて，心構えを特集

している．「小さな力の結集であること」・「寄り添

う気持ちが大切であること」・「自己完結で行い，情

報収集や準備が重要であること」・「１ 人の言動が全

体の活動に大きく影響すること」・「後に来る人につ

なげること」・「体験を伝えることも活動であること」

など，基本的だけれども，実際に体験したからこそ

共感できる記事に納得する．

【まとめ】

　ここでは，被災地から離れた本校（専門学校）で

実際に取り組んだ活動と，学生の意識調査について

まとめ，震災後について振り返った．

　あの時，何が起きていたのか．今何が起きている

のか．実際に現状を目の当たりにした私たちは，そ

の状況をできるだけリアルタイムで伝え，「無関心

でいない」という姿勢を，継続して学生に示してい

く必要性を感じる．

　「何か自分にできることを」と思う熱い思いや気

持ちを，自分のできる範囲で「形」にすることが大

切である．そのことを伝えていくことが，次への活

動へ繋がっていくのではないだろうか．
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