
平成 30年度研究成果中間報告書                【新規:平成 30～31年度指定】 

都道府県・ 

指定都市番号 
29 

都道府県・ 

指定都市名 
奈良県 

研究課題番号・校種名 １ 高等学校 

教科名 看護 

研究課題 

○学習指導要領の趣旨を実現するための学習・指導方法及び評価方法の工夫改善に

関する実践研究 

～ 新しい学習指導要領を見据え，看護を通じ，地域や社会の保健医療福祉を支

え，人々の健康の保持増進に寄与する職業人を育成するための学習・指導方法及

び評価方法の工夫改善に関する実践研究 ～ 
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（677 名） 

所在地（電話番号） 奈良県大和高田市東中 127 （0745-22-8315） 

研究内容等掲載ウェブサイト URL https://www.narabunka.ed.jp/ 

研究のキーワード 

職業的アイデンティティ 踏み出す力 課題解決力 人と触れ合う力 アンガーマネジメント 

研究結果のポイント 

○異学年合同授業を通して，上級生と交流することにより，今後の自分自身の展望や目標をイメ

ージすることができた。（職業的アイデンティティの涵養） 

○異学年合同授業，ワークショップを通して，上級生と交流することにより，お互いに自分の思

いや不安を表出しやすくなった。（踏み出す力，課題解決力の育成） 

○アセスメントの結果，様々なタイプの生徒と交流したことにより，自己理解の促進に一定の効

果があったと認められる。（人と触れ合う力の育成） 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

目標を持った意欲的な学習を通して，自ら考え行動し適応する力を育成するための「基礎看護」「看

護臨地実習」による実践研究。 

（２）研究主題設定の理由 

本校は衛生看護専攻科を設置し，准看護師養成課程（3 年間）と看護師養成課程（2 年間）をあ

わせた 5 年間で看護師を養成するという教育課程で，「清く，優しく，逞しく」の校訓のもと，人

と関わる能力に秀で，地域や社会の保健医療福祉に貢献できる看護師の養成を目指している。本校

の生徒達は 15 歳で看護師を目指し進学してきた。その動機は千差万別で，想定外の困難を受け入

れられるレディネスも様々な状況である。准看護師課程は 21 単位の臨地実習を必要とし，高校生

にとって大きなハードルになっている。近年，人間関係の構築に悩み，実習に行けなくなってしま

う生徒，その後進路変更に至る生徒が見受けられる。問題事象発生時の初期対応を適切に行うこと，

生徒理解による予防的な支援のあり方の重要性を感じている。そのような状況を鑑み，日々の教育

実践を進めるに当たって，自己有用感を持ち，他者との良好な関係を築きながら，自ら目標を設定

し，意欲的に行動できる力を育成することが重要であると考えている。併せて社会の変化に対応す

べく，「看護臨地実習」など臨地での学習を充実させるため，養成方法をさらに工夫する必要が生

じている。 

本校では生徒を指導するにあたって生徒の姿を見立てること（生徒理解）が重要であると考えて

いる。その前提に立って，知識，表現力，コミュニケーション力，自己有用感を高めるための学習

指導と評価の工夫・改善について２年間研究する。 
（３）研究体制 

    校長  

                                           教科調査官 

研究委員会           指導助言 奈良県地域振興部教育振興課教育企画係 

                                           早稲田大学 本田恵子 教授 

  看護科教科会議   他の教科会議（基礎科目）      



 ※研究委員会の構成：教頭・研究主任・教務部長・教育相談部長・衛生看護科主任・看護科教科主任 

（４）１年目の主な取組 
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4 月  研究主題の設定 

5 月  理論研究，授業実践および検証…5/26 

6 月  理論研究，教員研修会，アンケート調査実施と分析 

(アンケートは以降 10 月，11 月，2 月に実施。) 

7 月  授業実践および検証…7/24 

7 月  トビタテ！留学 JAPAN（カナダ看護留学）・・・8 月末まで 

7 月  次年度トビタテ！留学 JAPAN 事前指導開始 

8 月  教員研修会 

9 月  授業実践および検証…9/8 

10 月  授業実践および検証…10/13 

11 月  授業実践および検証(公開授業)…11/15 

2 月  授業実践および検証…2/13 

2 月  研究の振り返り(成果と課題) 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 

衛生看護科 1 年生の生徒 85 名の「基礎看護」（6 単位）・「看護臨地実習」（1 単位）を研究対象と

する。 

１）基礎看護・看護臨地実習の改善 

「職業的アイデンティティ」を涵養し「基礎看護」「看護臨地実習」に主体的に臨むため

に必要な「踏み出す力」「人と触れ合う力」「課題解決力」を育てるため，看護科集会，異学

年合同授業，体験的学習やグループ学習を行い，達成度をポートフォリオ等で視覚化できる

指導に取り組む。 

２）心のマネジメントの導入 

①アンガーマネジメント 

自分や他者の欲求や感情を理解し，ストレスマネジメントのスキルの獲得，また対人援助

職として適切な感情表現や，状況の捉え方など，問題解決のためのスキルの獲得を目指して

グループ学習形式で実施する。 

②踏み出すワークショップ 

希望者を対象にトライアルとしてワークショップを実施。「このままでいいのかな？高校

生活」をテーマに，看護の仕事の中で自分が何をしたいのか，不安なこと，物足りないこと，

わからないことなど，「もやもやしていること」を言語化することで，「自分が目指す方向性」

を見つけた。 

３）チャレンジの導入 

好奇心を持ち積極的に学習に取り組むためには，自己肯定感等の力が大切であり，学校生

活全般を通して涵養したいと考えている。そのためにトビタテ留学！JAPAN 日本代表プロ

グラム【高校生コース】（以下，「トビタテ」）などへのチャレンジを推奨し支援する。グロ

ーバル社会で活躍できるよう，トビタテ生の成果を看護科集会で発表させ，グローバル化に

対する生徒の意識を高め意欲の向上を図る。 

４）評価指標について 

生徒による自己評価として多次元自我同一性尺度（同一性の感覚を測定する。），Kiss-18（社

会的スキルを測定する。），ASSESS（学校適応感を測定する。）を活用する。また担任・副

担任による他者評価としてソーシャルスキル尺度(社会的スキルを測定する。以降 SS 尺度と

する。)を活用する。補足的な資料として，各取組で生徒が記述した振り返りも活用する。

これらのアセスメントを総合して，取組について検証を図る。 

（２）具体的な研究活動 

１）基礎看護・看護臨地実習 

  多様な人たちとの交流を通して，知識だけでなく，自己のあり方，表現力，コミュニケー



ション力，自己有用感の育成をねらいとしてグループ学習を実施した。グループは ASSESS

等の事前アセスメントの結果を包括的に分析して編成した。 

①「基礎看護」 

1 年生を対象にグループワークを 2 回実施した。グループワークのテーマは，「保健師助産

師看護師法に基づく准看護師と看護師の違い」（10 月），「身近な出来事から倫理を学ぶ。」（11

月）である。また夏休みの課題として，幅広い年齢の人との触れ合いを目的としてプロセス

レコードに取り組ませた。この取組を通して，自己の言動などについても振り返り，適切な

コミュニケーションの取り方について学んだ。 

②「看護臨地実習」 

    看護臨地実習の中で，1 年生と 2 年生による異学年合同授業を 2 回実施した。合同授業の

グループについては ASSESS の結果を参考にして編成した。実施テーマは「校内実習にお

ける心得」（4 月），「清潔援助演習」（11 月）であった。 

２）心のマネジメント 

①アンガーマネジメント 

第 1 学年時より，普通科も含め全クラスで取り組んだ「アンガーマネジメント」の知識を

基盤とし，第 1 学年第 3 学期に看護（臨地実習）の場面でのエピソードを通じて，自他の心

のマネジメントについて考えさせる。自他の感情（欲求）を把握すること，適切な感情表現

ができること，対立関係の解消について考えさせ，身に付けさせることをねらいとして実施

する。 

②踏み出すワークショップ 

心に「悩み」や「もやもやした思い」を，言語化できないまま漠然と抱えている生徒を対

象に，自己理解の促進や，一歩前に歩みだす気持ちづくりを期待して実施した。グループで

のワークショップを実施し，自分の思いを安心して表現できる場をつくると同時に，普段伝

えられていない思いを他の生徒や教員に受容的に聞いてもらう体験を行った。 

３）チャレンジ 

好奇心を持ち積極的に学習に取り組むための取組の一つとして「トビタテ」への挑戦を支

援した。 

「トビタテ」に関する留学計画の作成や応募書類作成などを通して気づくこと学ぶことも

多く，留学そのものだけでなく，応募・採用のプロセスにも意義があると考え，留学計画の

立案や応募書類の作成，留学準備，英会話教室の実施など，その年に応募する生徒たちの主

体性を大切にして「支援」した。今年度は前年度と同様に募集要項が公開された 9 月に生徒

対象の校内説明会を開催し，その後放課後に週 2 回ミーティングや意見交換の機会（申請準

備会）を設けた。そこでは，個々の生徒の留学の目的や計画，将来の展望等が明確にできる

ようファシリテートを行うよう留意し留学準備を支援している。また，生徒から英会話教室

をして欲しいと希望が出たので，ALT に英会話教室を依頼して週 2 回の申請準備会のうち 1

回を英会話教室とした。留学後にトビタテ生の成果を看護科集会で発表し，主体的かつ積極

的に活動する態度の育成を図っている。 

４）取組を行って，見えてきたもの 

これらの取組を受けて，1 年生の変容について確認する。 

    多次元自我同一性尺度については，実施当初（6 月）の結果は 89.6 点であった。この尺度

については大学生の平均点が論文で公表されているのみで，高校生の平均点は公表されてい

ない。（尺度自体は高校生でも活用できるという論文は存在する。）大学生の平均点は 85.3

点で，大学生よりも高い数値を示している。看護師になりたいという明確な目標を持った生

徒であるので，一般的な大学生よりも自我の確立度合いは高いと考えられる。12 月に実施

した結果は 92.2 点と向上している。これらの取組を通して，自分らしさや看護観，看護師

像が確立しつつある兆しであり，自ら考え行動し，適応する力の育成につながったと考えら

れる。また Kiss-18 については，6 月当初の得点は 58.11 点であり，高校生女子の平均（53.47

点）より高い，こちらも看護師を目指す生徒が集まっているので，元々の特性としてコミュ 

ニケーションスキルが他の高校生よりも高い生徒が集まっているからだと考えられる。12

月に実施した調査では 60.0 と数値は向上している。 



数値的なデータに基づいた見立てではないが，生徒による異学年交流授業の振り返りを確

認すると「私にはない余裕が先輩にはあると思った。その余裕は授業や実習を積み重ねて，

自分の経験値を増やしたからだと思った。」「『私たちでも努力すればできたから，頑張って！』

という言葉に勇気づけられたので，頑張りたいと思います。」というようなコメントが複数

あった。1 年生の生徒が上級生と交流していくことで，少し未来の成長した自分の姿が実感

できるとともに，「自分でも頑張れる」という自己効力感を高めるきっかけになったと考え

られる。 

 

３ 研究の成果と課題（○成果●課題） 

（１）基礎看護・看護臨地実習 

〇1 年生に対して，入学して早い時期から 2 年生と交流することにより看護に携わる者として，ふ

さわしい態度や礼節，実習の心構え等を 2 年生の姿を通して育成することができた。 

〇1 年生に対して，学校生活や実習への様々な不安に対して，歳の近い上級生に相談させ，上級生

も同様の不安があったがそれをどのように乗り越えたかについて具体的なアドバイスを受けさ

せた。そのような交流を通して今後の自分達の展望や目標をイメージさせた。 

〇異学年の交流の機会を重ねることにより，お互いのことを一層知ることができ，信頼関係を形成

し，合同授業以外でも交流を深めていけるのではないかと考えられる。 

〇２年生は先輩としての意識が高まり，１年生の緊張を和らげ，言葉を発しやすいような関わりを

行っていた。特に，一緒に発表する際の立ち位置，相手を信頼しながらバックアップする姿勢な

ど，２年生の臨地実習にも役立つと思われる。お互いを知り，良い関係を築こうと尊重し合い，

グループワークでの役割や目的も意識して関わることで，1 年生も含めお互いに自分の思いや不

安を表出しやすくなったと考えられる。１年生からは「日常的にもっと関われる機会がほしい」

という希望も出された。 

●生徒が解答を探すなかで，多面的な視点で考える力が弱い傾向があった。様々な視点からの解答

が導き出せるようにファシリテーターとしての教員側の技術向上が必要である。  

●自ら主体的に深く考えたり，他者に対してその考えを伝えたりする力が弱い生徒が見られた。授

業や学校生活を通して，教員と生徒との関係づくりや本人を焦らせることなく時間をかけて言葉

を引き出したり，表現を助けたりするような支援をする必要があると考える。また発言があった

際には，生徒自身の自己有用感につながるような言葉かけや支援が必要であると考えられる。 

そのためには生徒が何を目的として学んでいるのか，生徒本人がどの程度達成度しているのかを

自覚できるようなルーブリックを作成する必要がある。 

●校内での学習，そして校内での学習と臨地実習をシームレスにつなげられるように，単元ごとの

到達目標を定めていかなければならない。 

〇踏み出すワークショップでは，様々なタイプの生徒が交流したことにより，自己理解の促進とと

もに，「悩んでいるのは自分だけではない」という他者理解や共感しあうことで，肯定的な感情

の生成もあった。教員も一参加者として生徒の話にじっくり耳を傾ける機会があり，生徒理解に

も効果があった。 

●ワークショップについては，自己理解を促進させるための教員のファシリテーション技術向上が

必要である。 

（３）チャレンジ 

〇トビタテについて，留学の申請から留学，帰国後の研修までの経験を通して，本当に自分がした

いことについて考える機会になり，今後の看護や英語の学習についてより強い動機を得たものや

取り組みが積極的になったと答える生徒が多かった。 

 

４ 今後の取組 

高校３年間で看護を実践する能力を身に付けるためには，人と関わることに喜びを見出し，相手

と良好な関係づくりに努める姿勢が必要とされる。そのためには，異学年交流をはじめとする多様

な人と交流する機会を今後も継続し，あらゆる学年の人と関わることによって視野を広げ，相手の

姿を見て自分を振り返りながら，自分の考えを深め，課題を解決する力を養っていきたいと考えて

いる。 


