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【目的】

国際医療福祉大学における英語教育のさらなる発展を目指し、
医療福祉系の学部・学科で提供されている英語教育プログラムの
内容について大学・キャンパス間で比較し、英語教育の充実化、
他との差別化を図る方法を探る。
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【方法】

大学名に「医療福祉」というキーワードが含まれており、本学
が設置している学部・学科と共通点が見られる4大学: ①群馬医
療福祉大学、②川崎医療福祉大学、③神戸医療福祉大学、④新潟
医療福祉大学と本学6キャンパスを調査対象とした。

インターネット上で公開されているシラバスから、主にA: 医
療福祉系のニーズに合わせて開講されている英語科目、B: 一般
教養的な英語科目の実施状況を中心に、現行の英語教育について
調査しようと試みた。
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【結果】

４つの医療福祉大学について、学部・学科、開講されている英
語教育科目（一般教養系・医療福祉系）を中心に報告する。新潟
医療福祉大学については、英語科目に加えて国際交流&海外研修
の様子などについて紹介する。

国際医療福祉大学については、発表者が所属する大田原キャン
パスと成田キャンパス医学部の様子に絞って報告する。
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【結果①】群馬医療福祉大学（群馬県前橋市）
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学年 専攻・学科 社会福祉学部 医療技術学部 看護学部
リハビリテーショ

ン学部

基礎教養科目
・社会福祉
・福祉心理
・学校教育

・臨床検査
・臨床工学

・看護
・理学療法
・作業療法

1年次 英語Ⅰ・Ⅱ 英語Ⅰ・Ⅱ 基礎英語・医療英語 医療英語Ⅰ・Ⅱ

2年次 英語Ⅲ・Ⅳ 医学英語 医療英会話 ×

3年次 × × × ×

4年次 英会話 × × ×

その他 海外医療福祉研修（フィリピン）1~3年次選択科目

海外語学研究 （カナダ） 1~4年次選択科目

×：HPに情報なし



【結果②】川崎医療福祉大学（岡山県倉敷市）
学年

専攻・
学科

医療福祉学部 保健看護学部
リハビリテーショ

ン学部
医療技術学部

医療福祉マネジメ
ント学部

基礎教育科目
・医療福祉
・臨床心理
・子ども医療福祉

・保健看護 ・理学療法
・作業療法
・言語聴覚療法
・視能療法

・臨床検査
・診療放射線技術
・臨床工学
・臨床栄養
・健康体育

・医療福祉経営
・医療情報
・医療秘書
・医療福祉デザ
イン

1年次

2年次

3~4年次

基礎英語Ⅰ・Ⅱ
（通年必修）

基礎英語Ⅰ・Ⅱ
（通年必修）

基礎英語Ⅰ・Ⅱ
（通年必修）

基礎英語Ⅰ・Ⅱ
（通年必修）

基礎英語Ⅰ・Ⅱ
（通年必修）

[1年生 選択科目]
・英会話海外研究：ヴィクトリア大学（カナダ） 語学研修 【1年次春学期（3月） 4週間】
・異文化理解：グリフィス大学（オーストラリア）海外研修 【1年次秋学期（8~9月） 2週間】
・異文化理解：デンマーク 医療福祉研修 【1年次秋学期（8~9月） 10日間】
・異文化理解：上海中医薬大学等（上海） 海外研修 【1年次秋学期（8月） 4日間】

[1~2年生学部共通 選択科目］・英語リーディング・英会話・実践英会話・英語インテンシブリーディング

× × × × ×

6×：HPに情報なし



【結果③】神戸医療福祉大学（兵庫県神崎郡）

専攻・学科
学年 健康スポーツコミュニ

ケーション
社会福祉 経営福祉ビジネス

1年生 英語表現法Ⅰ・Ⅱ（必修・選択については不明、以下同様。）

〃

Global Learning Activities A（全学科集中講義・時期等不明）
①イギリス留学コース
②アリゾナ州立大学集中英語プログラムコース
③セブ島英語学修コース

〃 Global Learning Activities B（全学科集中講義・時期等不明）
①国際ボランティアプロジェクトコース
②セブ島英語学修＆ボランティア活動コース
③セブ島発展途上国を知るコース

2年生 経営福祉ビジネス学科対象：ビジネス英語A（前期）＆B（後期）
4技能＋TOEIC対策（前期は400点、後期は500点の取得目標）
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【結果④】新潟医療福祉大学（新潟県新潟市）

専攻・学科

学年
リハビリテー
ション学部

医療技術学部 健康科学部 看護学部 社会福祉学部
医療経営管理

学部

基礎教養科目&
専門専攻科目

・理学療法
・作業療法
・言語聴覚
・義肢装具自
立支援

・臨床技術
・視機能科学
・救急救命
・診療放射線

・健康栄養
・健康スポーツ

・看護 ・社会福祉 ・医療情報管理

1年生[必修］
英語Ⅰ・Ⅱ（通年必修・メディア授業：同時双方向型＆オンデマンド組み合わせ型あり。授
業前にあらかじめビデオ教材で予習してきたことを講義中に確認する。）

1年生
[選択・理学］

例：医療英語Ⅱ（理学療法の学生対象。英語Ⅰで学習した理学療法に必要な基礎的英語能力を、実際の
臨床場面を想定して「口にだす」「身体を動かす」ことで応用する。）

2年生
[選択・救命］

例：英語応用（救命救急の学生対象。専門科目で学習した知識や技術をベースに、救急救命に関する基
本的な英語の語彙や表現の習得を目指し、心肺蘇生や救急搬送時に必要な英語を学習する。）

2年生
[選択・全学科］

例：英語発展＆アカデミック英語（英語論文を卒業研究で読みたい・大学院に進学してさらに研究を進
めたい学生対象。論文のアブストラクトを読む訓練、必要な情報を取捨選択できる力を身につける。）
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結果まとめ①：4大学における英語教育

1. 1年生を対象とした必修科目（必修か不明なものを含む）で

は、英語の総合的な能力向上を目指している。アウトプット、

ペア・グループワークを取り入れている傾向。

2．一般的な英語科目に加えて、医学英語・医療英会話など医療

系の科目あり。学科に合わせた英語教育を1年生＆その他の学年で

提供している大学あり。

3．全大学が、1年生から参加できる海外研修プログラムあり。

大学名に「国際」が入っていなくても国際的な学びの機会を提供。
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新潟医療福祉大学における

国際交流＆海外研修の様子について

10

国際的活動に
力を入れている!?



国際交流（10ヵ国18大学3医療機関と国際交流協定など締結）

1. アメリカ （カリフォルニア州立大学・ハワイ大学）

2. カナダ （クイーンズ大学）

3. イギリス （イーストアングリア大学）

4. 台湾 （国立陽明大学・中山医学大学・台北栄民総医院など）

5. 韓国 （釜山カトリック大学校など）

6. ロシア （極東国立医科大学・太平洋国立大学）

7. フィリピン（サント・トーマス大学など）

8. ベトナム （ホンバン国際大学・ハイズオン医療技術大学）

9. タイ （マヒドン大学など）

10. マレーシア（サイバージャヤ医学大学）
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海外研修（全学科＆学科別に実施）

【全学科対象】

・フィリピン語学研修 （4週間）

・フィリピン地域リハビリテーション研修 （4週間）

・アメリカ・ハワイ語学研修＆ホームステイ （3週間）

・オーストラリア語学研修＆ホームステイ （3週間）

【理学療法対象】学生が自ら経験してみたいことを教員と相談しながらプランを立てるな
ど、受け身ではなく主体的な研修を行う。

・アメリカ・カリフォルニア研修（大学＆リハビリ施設見学・2週間）

・オーストラリア研修（大学授業見学＆文化体験・10日間）

【作業療法対象】

・カナダ・クイーンズ大学との国際交流（相互に訪問交流）
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【言語聴覚学科対象】

・アメリカ・ロサンゼルス研修（大学授業見学＆文化体験など・1週間）

【義肢装具自立支援学科対象】

・台湾研修（国立病院＆義肢装具制作会社訪問など・1週間）

・アメリカ・ドイツ・東南アジア諸国への海外研修（4年次後期・選択科目）

【臨床技術学科】

・ハワイ研修（現地学生とともに実習＆授業見学など・10日間）

・台湾研修（授業見学＆参加・1週間）

【救急救命学科】

・アメリカ・ロサンゼルス研修（ロサンゼルス市消防＆アメリカの民間救急会社を視察な
ど・5日間）

【健康栄養学科】

・アメリカ・カリフォルニア研修（大学授業見学＆ロサンゼルスの小学校・小児病院・給
食施設・高齢者福祉施設で管理栄養士のお仕事見学など・1週間）
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【健康スポーツ学科】

・ドイツ・ライプツィヒ大学への海外研修（参加する学生の希望に合わせた内容で実施、オリン
ピック強化センターや研究施設など見学）

【看護学科】

・ベトナム・ホンバン国際大学研修

・国際看護論演習 ロサンゼルス研修（2年次実施）

・英国イーストアングリア大学研修

【医療情報管理学科】

・ロシア・ハバロフスク研修（極東総合医科大学訪問など・4日間）

※その他の情報※

・コーヒーハウス（学生が日常的に英語に触れる機会を提供。英語による海外研修報告会を毎月実
施するほか、留学生やネイティブ教員を交えたイベントやフリートークなど実施）

・英語キャンプ（夏＆冬に新潟県内で留学生との交流会やアクティビティなどを実施。キャンプ中
は原則、すべて英語を使用することをルールとし、英語でのコミュニケーション力を磨く。参加費
の一部を大学が補助するなど。）

・国際協力機構(JICA)×新潟医療福祉大学大学院連携プログラム（東日本初！2012年開始）

修士課程に在籍しながら青年海外協力隊等の隊員として派遣国で活動できる。
14



チーム医療
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新潟医療福祉大学HPより
https://www.nuhw.ac.jp/feature/team.html

https://www.nuhw.ac.jp/feature/team.html


国際医療福祉大学（大田原キャンパス）

•必修科目：①英語講読 ②英語CALL

•選択科目：①英語会話 ②聖書英語

③医学英語 ④英語リスニング

⑤ライティング ⑥英語医療通訳入門

⑦資格英語 ⑧基礎英文法

⑨上級英語会話
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海外研修訪問国（大田原キャンパス以外も含む）

1. ベトナム 11. カンボジア

2. オーストラリア 12. フィリピン

3. モンゴル 13. ハンガリー

4. マレーシア 14. ポーランド

5. ラオス 15. イギリス

6. シンガポール 16. 中国

7. タイ 17. 台湾

8. インドネシア 18. 韓国

9. ミャンマー

10.フィリピン ※2年生以上参加可能
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国際医療福祉大学（成田キャンパス）

英語Ⅰ（入門・1年生必修）の目標：

※4月にTOEFL ITPを受験→成績で4クラスに分けている。

1. TOEFL ITPにおいてトータルスコア460点以上＆リスニングスコア47点
以上を獲得できる。

2. 4つのコース（Japan, Career, News, Healthcare）で設定されたトピッ
クについて英語で理解＆自分の意思と理由を英語で簡単に説明できる。

成績評価の方法：

授業内活動(20%)、プレゼン等の課題(40%)、リスニング試験
(20%)、1月実施のTOEFL ITPスコア(20%)。
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英語Ⅱ（応用・1年生必修）の目標：

※4月にTOEFL ITPを受験→成績で4クラスに分ける。

• TOEFL ITPにおいてトータルスコア543点以上＆リスニングス
コア54点以上を獲得できる。

• 4つのコース（Culture & Humanity, Medicine & Science, 
Global Issues, Patient Encounter）で設定されたトピックにつ
いて英語で理解＆自分の意思と理由を英語で簡単に説明できる。

※9月にTOEFL ITPを受験→成績で5クラスに分ける。

・5つのコース（Speaking・Listening・Writing・Reading・
Clinical Skills）で設定されたトピックについて学習。
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成績評価の方法：

授業内活動（20%)、課題（20％）、リスニング試験（20%)、

TOEFL ITP（9月＆1月各10％ずつ、計20%)

医療面接・身体検査（入門・1年生必修）の目標：

・患者さんと良いラポールを築きながら、英語＆日本語で必要

項目全てを網羅した医療面接を行うことができる他。

成績評価の方法：

授業参加態度（40%)、医療面接評価 （30%)、

課題・レポート(30%)
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結果まとめ②：国際医療福祉大学について

大田原キャンパス：

1. 特に、英語必修科目（英語講読＆CALL）でどのような英語力を向

上させるのか、目的・指導方法・評価をより具体化する必要性。

2. 1年生が入学時に受験する英語の試験、クラス分け、教科書の学習

内容、評価方法に連続性を持たせ、学習者・教員双方が目的や意

義を明確にすること。年始＆年度末で変化を比較し、さらなる発

展につなげる必要性。

3. 海外研修の参加形態の多様性について検討する余地あり。他大学

では1年生から参加可能、最短4日で参加できるプログラムあり。
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【まとめ＆考察】

●「国際」が大学名に含まれていない医療福祉系大学でも、英語教育や海外研修等に力を

入れている大学は少なくない。少子化やコロナ禍の影響により今後一層厳しさを増す学生

募集において、本学の英語教育はどこに向かっていくべきなのか改めて考える必要がある。

●一般教養的な英語科目（必修）については、必修の意義を学生が感じられるような機会

にしなければならない。医療福祉系のニーズに合わせた英語科目については、必ずしも医

療福祉が専門ではない英語教員が何をどのように、そしてなぜ教える必要があるのか、自

身の認識を強化する必要がある。研修会や勉強会などさまざまな学びの場に足を運び、他

大学の取り組みについて理解を深める、アドバイザーを探すなど、医療福祉系の大学で働

く英語教員として学び続けることが不可欠である。

●国際医療福祉大学の医学部における英語教育は革新的であり、学ぶところが多い。しか

しながら、キャンパス間での交流はほぼ皆無であり、シラバスの情報しか持ち合わせてい

ないのが個人的な現状である。今後はキャンパスや大学を超えた交流、学び合う機会を積

極的に見つけ&作り、本学の英語教育をさらに発展させる方法を模索＆実践すべきである。
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