
目医発第133号（地118）

平成22年5月10日

都道府県医師会長殿

日本医師会長

　　　原　中勝征

専任教員養成講習会及び教務主任養成講習会ガイドラインの送付について

　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

　さて、厚生労働省「今後の看護教員のあり方に関する検討会」報告書にっきま

しては、平成22年3月10目付目医発第1039号（地1203）をもって貴会宛にお

送り申し上げました。

　今般、同報告書を受け、看護教員の質の向上と量の確保を図るため、「専任教員

養成講習会及び教務主任養成講習会ガイドライン」が作成され、厚生労働省医政

局看護課長より各都道府県衛生主管部（局）長宛に通知が発出されるとともに、本

会に対しましても協力方依頼がありました。

　つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、よろしく

ご高配のほどお願い申し上げます。
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医政看0405第3号

平成22年4月5日

（社）日本医師会会長殿
〆‘一’一

　　　　　　　　　　　’ill罷裂塁
厚生労働省医政局看護課

ｴ蛸
専任教員養成講習会及び教務主任養成講習会ガイドラインの送付について

　平素より看護行政の推進にご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　平成21年度にとりまとめました「今後の看護教員のあり方に関する検討会

報告書」を受け、看護教員の質の向上と量の確保を図るため、今般、専任教

員養成講習会及び教務主任養成講習会ガイドラインを作成しましたのでご送

付いたします。

　看護教員養成講習会の質の平準化を目指すために、本ガイドラインの積極

的な活用が期待されております。また、本ガイドラインに基づいた看護教員

養成の実施主体の拡大も期待されているところです。貴会におかれましても、

同様の看護教員養成をすでに実施されているところへの情報提供にご協力頂

きますようお願いいたします。

　今後も、看護教員養成の推進や質の充実に向けた体制整備を進めてまいり

ますので、更なるにご理解とご協力を頂きますようお願いいたします。
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各都道府県衛生主管部（局）長　殿

謀議着局政医省働労生厚

専任教員養成講習会及び教務主任養成講習会ガイドラインの送付について

　平素より看護行政の推進にご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　平成21年度にとりまとめましたr今後の看護教員のあり方に関する検討会

報告書」を受け、看護教員の質の向上と量の確保を図るため、今般、専任教

員養成講習会及び教務主任養成講習会ガイドラインを作成しましたのでご送

付いたします。

　看護教員養成講習会の開催都道府県の偏りを是正し、本講習会の質の平準

化を目指すには、本ガイドラインの穫極的な活用が期待されるところです。

　今後も、看護教員養成の推進や質の充実に向けた体制整備を進めてまいり

ますので、本ガイドライン作成の趣旨をご理解頂き、看護教員養成講習会の

開催等にご協力頂くようお願いいたします。
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はじめに

　看護基礎教育の充実に向け、看護教員の質の向上は最も重要な課題の一つである。看護

教員の養成においては、専任教員や教務主任の要件の1つとなっている看護教員に関する

講習会が重要な役割を果たしている。本ガイドラインは、都道府県等が実施する専任教員

養成講習会及び教務主任養成講習会の質の平準化と向上を目指して作成されたものである。

〈ガイドライン検討の経緯〉

　r看護基礎教育のあり方に関する懇談会論点整理」　（平成20年7月）及びr看護の質の

向上と確保に関する検討会」中間とりまとめ（平成21年3月）において示された看護教員

にかかる課題と方策について具体的に検討するため、平成21年5月よりr今後の看護教員

のあり方に関する検討会」が開催され、平成22年2月に報告書がとりまとめられたところ

である。看護教員養成講習会については、その質の確保・向上のため、教育目標、教育内

容、受講修了基準、受講者や講習会の評価を含めたガイドラインを早急に作成することが

必要であるとされた。

　そこで、昭和52年より看護教員養成及び看護教育に関する調査・研究を重ねてきた看護

課看護研修研究センターにおいて、看護教員養成にかかる教育課程と運営の考え方につい

て検討を重ね、また平成21年度厚生労働科学研究費補助金による分担研究r『看護教員養

成講習会』における看護教員養成の現状と課題」の成果も踏まえ、専任教員養成講習会及

び教務主任養成講習会ガイドラインを作成した。

〈ガイドラインの構成と使い方〉

　本ガイドラインは、都道府県等が厚生労働省の認を受けた専任教員等養成講習会を実施

する際にr看護教員に関する講習会の実施要領について」（局長通知）に加えて、必要とな

る事項を記載している。

　専任教員養成講習会と教務主任養成講習会について、それぞれ基本的考え方、教育課程、

運営の考え方、講習計画、運営の評価について示している。専任教員養成講習会の教育内

容については・保健師助産師看護師学校養成所指定規則の改正により平成21年度より実施

されている教育内容を教授するために必要な内容となっている（平成23年度より適用）。

　平成22年度の講習会は、本ガイドラインを参考として実施されたい。また、平成23年

度以降は本ガイドラインに準拠した実施となるよう期待している。
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第1部　専任教員養成講習会

1．専任教員養成における基本的な考え方

1．専任教員養成の意義

　グローバル化する社会における生活ニーズの多様化、保健医療福祉システムの複雑化の

中で、人々の健康への要請が高まっている。社会的要請に応える上で、看護職の役割拡大

が求められ、質の高い看護ケアが提供できる看護職の育成に対する国民の期待は大きい。

　看護職育成の基盤である看護基礎教育課程において、専任教員は、社会的要請と最新の

医療・看護の知見を教材研究し、基礎となる教育内容を精選する必要がある。学生の多様

化の中で、個ノマの学生を理解し、学生が学習内容を理解できるように教育方法を駆使しな

がら系統的に授業を創りだすことが求められる。

　そこで、看護師等養成所において看護教育を行う上で、社会の変化に対応する教育実践

を創造できる能力を育成する教育課程として、専任教員養成講習会を設けるものである。

質の高い教育実践を創造する専任教員を養成することは、看護教育の質の向上につながり、

ひいては質の高い看護ケアに対する社会的要請に応えることになる。

2．専任教員養成の位置づけ

　専任教員養成は、看護専門職の基盤であるr看護基礎教育課程」を履修後に看護職とし

て5年以上業務に従事した上で、専任教員としての基礎的能力を培う課程である。

3．専任教員養成の理念

　専任教員養成の主眼は、　r看護教育における教育実践を創造できる能力」を育成するこ

とである。そのためには看護実践力を基盤にし、看護観と教育観に裏付けされた看護教育

実践力、広し，、視野と豊かな人間性、創造力を養う必要がある。このような専任教員を育成

するためには、理論から実践、実践から理論というr理論と実践を往還する教育」が必要

である。

4．専任教員養成における基本方針

　　1）専任教員に求められるもの

○専任教員は看護実践力に裏付けされた教育活動を実践できることが重要である。そのた
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めには、まずは自らの看護実践を内省し、改めて看護実践の意味を深く探求することが求

められる。

○専任教員は、学生の理解が成立する授業を展開できる能力が第一義に求められる。その

ためにも学生の知を理解できるカを身につけることが重要である。

○また学生が自ら課題に取り組み、より広く深く学習するように、学生の能力に応じた段

階的な指導方法や指導技術の工夫を身につける必要がある。さらに身につけた教育方法を

個人や集団に合わせて使用することが求められる。

○ただ単に講義や臨地実習指導を行うのではなく、意図的かつ計画的に指導を行うことが

重要である。指導案作成においては、教育内容とその教育方法の考え方を自らが明確にす

るものであることを認識する必要がある。

○一方、実施した教育活動の指導過程における学生との関わり方や指導結果に対する評価

を行い、次の教育活動に活かしていく実践力も求められる。

○専任教員には、専門職としての自律性、創造性、協働性が求められる。その能力を育成

するためには、省察的実践者としての専門家教育が必要である。省察的実践者としての専

門教育は、理論と実践の往還、いわゆる経験から学び、理論と実践の統合をはかる方法を

とることが必要である。

　　2）本ガイドラインの活用に関する考え方

○専任教員養成終了時の到達目標については、受講生の学習指針としても活用し、受講生

自らが課題を見いだし、解決の方向性を明確にするものとして活用する。

○時代や社会の動向に対応した看護実践力に裏付けられた専任教員の養成のためには、教

育課程を常に検討していく必要がある。

○本教育課程は、弾力のある運用可能な教育課程であることから、これまで培ってきた受

講者の学習の蓄積を考慮するものとする。

○専任教員養成の運用に関しては、受講生が目的を達成するための企画・実施を行い、受

講生の達成度、満足度からプログラムを評価し、次のプログラム企画に反映する。

1．専任教員養成における教育課程

1．教育目的・目標の考え方

　看護教員には、社会の変化、学生を取り巻く環境の変化を的確に捉え、教育実践を創造

できる能力が求められる。そのためには、『看護教育の基盤となる能力』『看護教育の展

開能力』　『看護教育実践の中で研鑚する能力』が必要である。その能力を講習会終了時に
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到達しうる目標として、r学生のレディネスに応じた授業を工夫して展開する能力を養

う」　r学校組織の一員として連携して教育環境を調整する能力を養う」　r看護教員の責務

を自覚し、学生の個性を尊重して対応する能力を養う」r自ら研鑽し看護教育を追究する

能力を養う」を位置づける。教育目的は看護教員として創造的に活動し得る能力を啓発す

るζととする。

　　1）教育目的

　看護教育に必要な知識・技術を習得し、看護教員として創造的に活動し得る能力を啓発

する。

2）教育目標

　（1）学生のレディネスに応じた授業：を工夫して展開する能力を養う。

　（2）学校組織の一員として連携して教育環境を調整する能力を養う。

　（3）看護教員の責務を自覚し、学生の個性を尊重して対応する能力を養う。

　（4）自ら研鑽し看護教育を追究する能力を養う。

　　3）講習会終了時の到達目標

　看護教員のr教育実践力」とその教育内容による学習をとおして獲得する能力を到達目

標に位置づけた。つまり『看護教育の基盤となる能力』『看護教育の展開能力』『看護教

育実践の中で研鑽する能力』とその教育内容を学んだ結果として発現するr講習会終了時

における看護教員としての基礎的能力を反映した行動（performance注1））」：を、講習

会終了時の到達目標に位置づける（表1二12ページ）。

　例えば、表1に示すr看護及び看護教育現象を分析し、看護学・看護教育学を探究する

能力」と、表2に示す教育内容「研究プロセス」の理解、　r文献検索」の意義と方法、

r研究論文の読解と研究結果の活用」による学習経験をとおして、実際的な教育活動にお

ける統合的な行動（performance）としてr専門領域の内容に関する教材研究において、

テキスト・資料の内容を批判的に検討できる。」が発現すると考える。つまり、受講生は

研究の教育内容r文献検討の方法や文献クリティークの方法」の理解のために文献検索の

体験やクリティークの実際の体験をする。その学習体験をとおして、rテキスト・資料の

内容を批判的に検討できる。」という能力を獲得する。そのためにr講習会終了時におけ

る看護教員としての基礎的能力を反映した行動（performance）」を到達目標として位

置づけた。

　注1　performance

　ここでいうperformanceとは、看護教員としての感情・思考・判断を伴った実際的

な教育活動における統合的な行動である。
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2．看護教員の「教育実践力」を育成するための教育内容

　　1）　r教育実践力」と教育内容の関係

　教育課程はr能力」とr内容」により構成される。本教育課程においては『看護教育の

基盤となる能力』　『看護教育の展開能力』『看護教育実践の中で研鑽する能力』を養うた

めに必要な教育内容力机　【看護教育に関する内容】　【看護学に関する内容】　【研究】であ

る（図1）。

皿．教育実践の中で研鑽する能力

　　一1．専門性の向上

　　2．看護教育の質の評価と改善

　　3．継続学習

π．看護教育の展開能力

1．学生のレディネスに応じた教育実践力

　　つ看護教育における教育的判断

　2）看護教育の計画的な展開

　3）看護教育実践の評価

　4）創造的教育活動の推進

2．教育環境と教育体制の調整能力

1）教員機関における危機管理

2）教員組織におけるチーム連携

3）教育組織の管理

1．看護教育の基盤となる能力

　1．看護教員の基本的責務

2．看護教育における倫理的実践

3．看護学生との援助的人間関係

【看護教育に関する内容】

関する内容】
看護教育学

ｼ隻教育課程

＃X擶法欝 看護学校経営 研究
蕎隻膿演習
ｼ隻孜育評価

図1　看護教員のr教育実践力」と教育内容の関係

　具体的には、表1に示すように、　『看護教育の基盤となる能力』とは、看護教員の責務

を自覚し、学生の個性を尊重して対応する能力である。その下位能力にr看護教員の基本

的責務」　r看護教育における倫理的実践」　r看護学生との援助的人間関係」がある。r看

護教員の基本的責務」とは、看護教員として果たすべき責務を理解するとともに、果たす
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ことのできる業務範囲を認識できる能力、自分の専門的判断と行為に関する説明責任を果

たすことのできる能力、学習の成果とさらに深めたい課題ついて十分な情報を説明できる

能力である。　r看護教育における倫理的実践」とは、琶護教育における倫理について理解

し、教育実践できる能力、看護学生の尊厳や人権を擁護するとともに、意思決定を支える

援助ができる能力である。　r看護学隼との援助的関係」とは、相互理解を基本とした援助

関係を形成できる能力、学生の生活背景や価値・信条、文化を理解する能力である。

　これらの能力を養うために必要な教育内容は、表2（13ページ）に示す〈看護教育に

おける教師の役割と求められる資質＞〈看護教育における倫理＞〈学校管理における教員

の役割〉＜成長発達に伴う学習者の心理＞〈学習者の個と集団の理解＞などである。

　『看護教育の展開能力』『看護教育実践の中で研鑚する能力』においても同様な考え方

である。さらにこの内容を能力が養われる方法で教育課程を構成していく必要がある。

　2）教育内容の区分とその下位内容

　教育内容の区分は専門分野とその専門分野を支持する基礎分野、教育分野、その他（関

連分野）に区分する。その区分の下位内容は以下に示す。また受講生のこれまでの看護実

践や教育の経験を考慮し、選択科目をおく。

　（1）専門分野の考え方

【看護教育に関する内容】

　①授業を構成し、実践する能力を養うための内容

　②実践した教育を評価できる能力を養うための内容

　③教育内容を編成する能力を養うための内容

　④教員として、学校の組織運営に主体的にかかわる能力を養うための内容

　⑤看護教員としてのあり方を考え、、追求し、高等教育における教師観・教育観を明

　　確にできるようにするための内容

【看護学に関する内容】

　①教育内容の核心となる看護学の理解と自己の看護観を深めるための内容

【研究に関する内容】

　①研究の考え方を教育活動に活用し、また学生の看護研究を指導できるための内容

（2）基礎・教育分野の考え方

①教員としてのものの見方、考え方を広めるための内容

②教育学に関する内容

③教育の対象である学生の理解を深めるための内容
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（3）その他（関連分野）

①教育内容全体に幅や深さを持たせるための内容

　（4）選択科目の考え方

　選択科目は、受講生のこれまでの看護実践や教育の経験を考慮し、学習内容の重複が

ないように、また学習内容に幅や深さを持たせる内容とする。

　3．教育内容の構造

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表3：15ページ），図2：14ページ）

　教育内容の構造は、　r看護教育に関する内容」およびr看護学に関する内容」を中核と

して構成する。

　　　1）　「看護教育に関する内容」

　①授業を構成し、実践する能力を養うための内容

　r看護教育方法論」　「看護教育方法演習」　r教育実習」をおく。特に重視する内容は、

学生の学習内容に対する理解を成立させる授業設計としての指導案を立案する内容である。

そのためには学習者の理解が第一義となる。さらに学習者との双方向的な授業実践を展開

する上で、授業技術の確かさが追究できるようにr模擬授業」を行う。

　教育実習においては、講義、臨地実習指導を体験し、実践的な教育方法を学ぶ。そして

実施した教育活動をとおして教育方法の評価を行い、看護教員としての自己の課題を明確

にする。また講義、臨地実習指導を実践することにより、自己を振り返り、さらに研鑽を

励む動機づけが得られるとともに、教師としての責任の重大さに気づく機会とする。

　ここでは例として授業を構成し、実践する能力を養うためのr看護教育方法演習」を示

す（例1）。また教育実践の体験から自らの課題に気づき、解決方法を見いだすr教育実

習」の例も示す（例2）。

　②実践した教育を評価できるための内容

　r看護教育評価論」「看護教育評価演習注2」をおく。　r看護教育評価論」は、評定と評

価の違いや形成的評価の意味を理解し、看護学生に対する指導と評価の一体化が図れると

ともに、目標と内容および方法の一貫性を学ぶことを重視する。

　r看護教育評価演習」では、看護教育に重要な看護技術評価に着目する。看護技術の評

価規準と評価基準を作成し、その評価方法を実際に体験することにより、看護学生に対す

る指導と評価の一体化の理解を深めることをねらいとする。

注2　看護教育評価演習の方法

　r看護教育評価演習」はあくまでも評価規準、評価基準を作成し、評価内容の明確化
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を図るとともに、評価方法を実際に体験することにより、評価と指導の一体化の理解を

深めることを学ぶ。その方法として、看護教育の中核であるr看護技術」を用いる。

　例えば、基礎看護技術の「技術演習」における評価規準、評価基準を作成し、実際に

学生の技術演習場面を想定して評価の実際を行う。その評価を基に、次の指導の内容と

方法を考え」る。同様に統合分野の看護技術の総合的な評価において評価規準、評価基準

を作成し、実際に学生の技術演習場面を想定して評価の実際を行い、次への指導につな

げる方法をとることも可能である。

　③教育内容を編成する能力を養うための内容

　r看護教育課程論」　「看護教育課程演習」をおく。　r看護教育課程論」では、看護教育

課程編成の考え方の理解を中心に学ぶことねらいとしている。平成21年以降の保健師助

産師看護師学校養成所指定規則の改正において新たに位置づけられた統合分野における教

育内容とその方法の理解も学ぶ。

　r看護教育課程演習」では平成8年以降の保助看学校養成所指定規則の改正において、

科目の指定ではなく教育内容が示され、各学校養成所による主体的教育課程編成が求めら

れていることから、創造的に教育内容を考えて編成するカを養うことをねらいとする。

　④教員として、学校の組織運営に主体的に関わる能力を養うための内容

　r看護学校管理」をおく。　「看護学校管理」は、学校管理の基本的な考え方および看護

師等養成所の組織運営と教員の役割を理解することをねらいとする。

　⑤看護教員としてのあり方を追究し、高等教育における教師観・教育観を明確にするた

めの内容

　r看護教育論」の歴史的変遷を踏まえ、看護教育のあり方を理解するためにはr看護教

育制度」をおく。　r看護教育論」は、看護教育を行う上での核ともいうべき教育観、人間

観に関わる教育内容で看護教員の養成の根底をなすものであり、看護教育への関心を高め、

教育理念の意味を理解し、教育観の士台となる教育内容として位置づける。

　　2）　r看護学に関する内容」

　教育内容の核心となる看護学の理解と自己の看護観を深めるためにr看護論」r看護論

演習」　r専門領域別看護論」r専門領域別看護論演習」の4つの内容から構成する。

①r看護論」r看護論演習」

看護師教育を行う基礎として、看護の概念と自己の看護観を明確にすることをねらいと

している。
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　②r専門領域別看護論」

　国際看護、災害看護、医療安全、看護管理、在宅看護の最新の知見および概要とその構

築を知ることをねらいとしている。

　③r専門領域別看護論演習」は

　各受講生の専門領域における教育内容とその方法を理解し、その領域における課題を明

確にするζとをねらいとしている。

　これらの内容は、いずれも看護学における教育内容を追究していくためのものとして位

置づける。

　　3）r学生の看護研究の指導ができるための内容」

　r看護研究の指導ができるための内容」には、　r研究方法」をおく。　r研究方法」は、

看護教育における研究の意義を理解し、研究の指導方法を学ぶことをねらいとして設定す

る。文献をクリティカルに読解できるカを養うことを重視し、講習会の早い時期に文献活‘

用とクリティークを入れ、全ての授業に波及できるようにすることが望ましい。

　　4）　r教育学に関する内容」

　r看護教育」に関する内容を支えるための内容として位置づける。教育学に関する内容に

は、r教育原理」r教育心理学」「教育評価」r教育方法」をおく。

　　5）　r看護教育の基盤となる内容」

　r看護教育」r看護学」に関する内容を支えるための内容として位置づける。主な内容に、

論理的思考に関する内容、学生の理解と学生と教員及び学生間の関係形成に関する内容を

おく。

　　6）その他

　教育内容全体に幅や深さを持たせるための内容として位置づける。その主な内容は、社

会の理解を深める内容、リーダーシッ，プ理論やその活用を学ぶ内容等をおく。

4．教育方法の工夫

　教員の資質として、主体的に学習する姿勢を基盤に持ち、自らの考えに確かな根拠を持

つことが重要である。そのために、単に新しい知識を教授することだけではなく、自らが

教育の意味や看護の専門性を深く探求していけるように、演習形態の授業を多く設定する。

　演習で教育実践の体験活動をとおして学ぶ内容は、　r授業の観察」　r講義、臨地実習の
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看護ケア場面の指導、カンファレンス」などがあげられる。

5．．教育評価の考え方

　評価は、知識や技能の到達度を的確に評価することにとどまることなく、自ら学ぶ意欲

や思考力、判断力、表現力などの能力も含めた学習の到達を評価していくことが重要であ

る。そこで従来の目標分析による到達度評価ではなく、評価対象者の学ぶ意欲や思考力、

判断力などの学習をとおして獲得した能力に着目した評価が必要である。それに加えて自

己学習力の向上をも考慮した評価が必要である。

　前述したように、学習をとおして獲得した能力を評価にするために、看護教員に求めら

れるr教育実践力」の構成要素である『看護教育の基盤となる能力』『看護教育の展開能

力』『看護教育実践の中で研鑚する能力』とその教育内容を学んだ結果として発現する

r講習会終了時における看護教員としての基礎的能力を反映した行動（performanc

e）」を評価目標とした。

　この評価方法は、例えば、表1に示す到達目標r7．学生が立てた学習計画を尊重しな

がら、助言している。」の場合は、教育実習における臨地実習指導場面で受講生の指導を

観察する、もしくは実習記録、指導後の振り返り内容などから評価できる。

　またこれらの到達目標は、受講生の学習指針として活用し、受講生白らが自己の課題を

見いだし、解決の方向性を明確にするものである。

　各授業科目の評価においては、受講生がこれから教育実践を行う上で、何が到達し、何

が課題であるか：を明確にすることが重要である。そのために特に専門分野における科目に

ついては、終了後に総括評価を行うことが望ましい。

　今回はr教育実習」における評価表を例示する（例2の表8：26ページ）。

6．単位・時間数の考え方

単位・時間数の考え方は、大学設置基準の考え方に準ずる。

　7．保健師養成所における専任教員の養成に関する教育内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表4：17ページ）

　　1）看護教育課程における保健師教育課程の教育内容

　保健師教育課程概論では、保健師教育課程が編成できる基礎的理論を学ぶ。また保健師

教育課程演習は、看護師等養成所の運営に関する指導要領についての別表r教育の基本的

考え方、留意点等」を反映した実践教育課程の編成を試みて、保健師教育課程のあり方及

び編成のプロセスを学ぶ。
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　なお、保健師教育課程概論は、看護教育課程論45時間のうち10時間をあてる。保健

師教育課程演習においては、看護教育課程演習の60時間をあてる。

　　2）看護教育演習における専門領域に関する教育内容

　看護教育演習のうち「専門領域別看護論演習」は、保健師としての専門領域である地域看

護学の理解を深め、自らの地域看護観を明確にするr地域看護論演習」r専門領域別看護論

演習」を設定する。

　8．助産師養成所における専任教員の養成に関する教育内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表5二17ページ）

　　1）看護教育課程における助産師教育課程の教育内容

　助産師教育課程概論では、助産師教育課程が編成できる基礎的理論を学ぶ。また助産師

教育課程演習は、看護師等養成所の運営に関する指導要領についての別表r教育の基本的

考え方、留意点等」を反映した実践教育課程の編成を試みて、助産師教育課程のあり方及

び編成のプロセスを学ぶ。

　なお、助産師教育課程概論は、看護教育課程論45時間のうち10時間をあてる。助産

師教育課程演習においては、看護教育課程演習の60時間をあてる。

　　2）看護教育演習における専門領域に関する教育内容

　看護教育演習のうち「専門領域別看護論演習」は、助産師としての専門領域である助産

学の理解を深め、自らの助産観を明確にする「助産論演習」「専門領域別看護論演習」を設定

する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
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能力 下位能力 ．定義 講習会終了時の到達目標
1看護塾員として果たすべき責務を理解するとともに・果　たす」とのできる業務簿囲を認識できる能力

2日分の専門的判断と行為に関する説明責任を果たすこと
@のできる能力 2自己の看護教育に対する考え万を理論的に明確にし学生に示すことができ｛

1
　
看
護

　看護教員の基本的A　責務

3学習の成果虚さらに深めたい課題について十分な情報を　説明できる能力

3私はこれから教師という仕事にやりがいを見出し取り組んでいける．

教 4日分の役割を果たす上での限界を、同僚あるいは関係者に説明できる．
育
の 5自分の言動が学生に及ぼす影響を自覚して、責任ある行動がとれる．

基
盤
と
な
る

　看護教育におけるB　倫理的実践

1看護教育における倫理について理解しく教育実践できる

@能力

遠�|離合罷勇擁するととも1こ意志決定を

6教師として知り得た学生の個人情報を他所で話題にしないように行動する。

V学生が立てた学習計画を尊重しながら、助言している．

能
力 1相互理解を基本とした援助関係を形成できる能力 8授業では、学生の意見や要望を認め、受け入れるような関わりができる．

　看護学生との援助C　的人間関係

2学生の生活背景や価値・信条、文化を理解する能力 9学生の個性を大切にし、個々の成長に応じて対応できる

10学生9相談に応9る際には丁寧に話を聴ざ学生が自分の気持ちを本音で話・
@　るよっに関わろっとする．

　看護教育におけるD　教育的判断 1看護学生の学習状況を即座に分析・解釈し、教育的介入
@の必要性、介入方法の妥当性を判断できる能力

11ケア場面において・患者の反応や学生のケア提供による影響を見極ぬ援助〔
@　中止・変更を決定できる。

P2学生がケアを患者の状態に合Pせて安全に実施できるように、患者のベッド・
@　イドで、ケアの改善点をタイミングよく助言・指導できる。

14自己の看護観と教育観を踏まえた教材研究をし、授業内容を抽出できる。

15授業内容を中核目標として、論理性のある順序で配列できる．

1 16罷朧灘暮雲野こ潴に必要なケアや学生の実習体験を考慮して

看
護
学

17実習目標を達成するために・患者の状況と学生の実習体験を考慮して、実習；　　導方法を選択できる．

生
の

18保健師等…成所指定規則と比較して・自校または、教育実習を行った養成所6　　カリキュっムの特徴を述べることができる．

レ
デ
イ
ネ

　看護教育の計画的E　な展開
1看護学生の理解の成立のために授業を計画できる能力

Q看護学生の反応に応じて授業を実践できる能力

19自校または・教育実習を行った養成所の看護教育の現状を分析し、カリキュー　　ム上の課題を見出すことができる．

Q0授業では、学生の反応を捉えながら、教材・教具を提示し説明できる．

π ス
に
応

21騰器発問や翫KR情報を用し’て学生の鰭を鼠理解内容の確言

看
護
教

じ
た

22学生が看護の現象について研究的態度で追求できるように、文献の検索方法驚　　読み方を指導できる．

育
の
展

教
育
皇
天

23学生がケアを患者璽状態⊆合わせて安全に実施できるように、患者のベッドt　　イドで、ロールモァルをぶすことができる．

一
関
能

践
力

24学生と患者の関係を捉えて・患者看護師関係形成の視点から調整の必要性が　　断できる．

カ 25学生に体験の振り返りを促し、看護として意味づけられるように発問できる．
26学習内容が深化していくようにグループダイナミクスを活用して、カンファし　　ンスを運営できる．

27授業目標の達成についての評価結果を指導に生かすことができる．
F教育実践の評価 1実施した教育を評価・修正できる能力

　創造的教育活動のG　推進

1人々と協働して、学習の場を作り出せる能力 29人々の協力を得て、教育活動を新たに考えだすことができる．

2
教

　教育機関におけるH　危機管理

1顕在的’潜在的なリスク等を明らかにし・起こり得る事
@故の防止と発生に対応できる。

30学習渚動の中で起こりうるリスクを予測し・事故を予防するための対処方法が　　考えヒ，れる．

　育

ｲ環
ｮ境
¥と
ﾍ教
@育

　教育組織における1　チーム連携

　教育システムを理解し、看護学生が継続的・効果的な教1育を受けることができるように利用可能な人・場・情報　を活用し、支援体制を調整できる能力

31臨地実習に⑬いて・学習が促進するように・実習に必要な物品や実習指導者と　　の関係を整スることができる．

体
制
の

」教育組織の管理
1教育組織とセて・質の高い教育実践ができるように業務　分担し、モ＿タリングしていく能力

33自分が担当している業務内容を同僚に話し、意見を求める必要性がわかる．

皿 1看護及び看護教育現象を分析し・看護学・看護教育学を

看
護
教

K専門性の向上
　探究する能力

Q葦遷幾禦勇社会的承認が得られるよう1こ表明する

34専嬰領域の内容に関する教材研究において・テキスト・資料の内容を批判的に　　検討できる．

　育

¥実
ﾍ践
@の

　看護教育の質の評し　価と改善

1看護実践から得た知識や看護教育研究の成果を活用し
@て、看護教育を改善し・教育の質を向上させていく能力

35困難を感じζ自己の教育実践を振り返り・その実践についての新たな教育的理　　解を見出す」とができる．

中
で

学ぶことへの動機（モチベーション）とエネルギーを維
研
鑚 M継続学習 1持させ、自分自身を振り返り、専門職としての能力を保 37看護教員として自己のあり万を洞察しく課題を見出すことができる。

持・向上させていく能力
す
る 38襲黎警践力を渤るた肌実践的な内容に関する研修を続けてい

圭受講生一｛笹一撮且襟 一示　　　　　　　　　　「・ な　、　㌍
受講生が自己の課題を見い出し、今後の教程実践で解決していく方向性を明確にするものである。

幅　ない
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．　表2 看護教員の教育実践力と講習会終了時における到達目標と主な教育内容

能力 下位の能力 講習会終了時における到達目標 主な教育内容

1組織の一員として、カリキュフム運営について教員会議で発言する必
要性がわかる．

2自己の看護教育に対する考え万を理論的に明確にし学生に示すことが　できる。

1
A看護教員の基本的責務

3私はこれから教師という｛士事にやりがいを見出し取り組んでいける．

看 4自分の役割を果たす上での限界を同僚、あるいは関係者に説明でき

・看護教育における教師の役割と求められる資質・看護教員として果たすべき責務と業務の範囲

護 る． ・看護教育における倫理教
室
目 5日分の言動が学生に及ぼす影響を自覚して、責任ある行動がとれる。

・看護教師のあり方・学校管理における教員の役割

の 曜 ・成長発達に伴う学習者の心理
基 6教師として知り得た学生の個人情報を也所で話にしないように行 ・学習者の個と集団の理解
㏄
盤
と
な
る
．

B看護教育に蒔ける倫理
@的実践

　する。

V学生が立てた学習計画を尊重しながら、助言している．

・学習者と教師の相互理解・青年期である学生の価値観や信条・文化・学習者との相互理解を基本とした援助関係を形成

能 8授業では・学生の・見や要望を認め・受け入れるような関わりかでき
力 る。

　看護学生との援助的人C　間関係 9学生の個性を大切にしへ個々の成長に応じて対応できる

10学生の相談に応じる際には丁寧に話を聴き、学生が自分の気持ちを本
@　音で話せるように関わろうとする。

11ケア　面において、患者の反応や学生のケア提供によるノを見極‘

D看護教育における教育
@的判断

　　め、援助の中止・変更を決定できる．

P2学生がケアを患者の状態に合わせて安全に実施できるように、患者の
@　ベッドサイドで、ケアの改善点をタイミングよく助言・指導できる．

13対象となる学生の既習知識・経験・考え　を捉え、授業の到達目標が
設定できる。

て5授業内容を中核目標として、論理性のある順序で配列できる．

1 16実習目標を達成するために、患者に必要なケアや学生の実習体験を考
慮して、指噌内容を抽出できる．

看
護

17実習目標を達成するために、患者の状況と学生の実習体験を考慮し
@　て、実習指導万法を選択できる．

・看護観の明確化・各看護学の専門領域の概要と構造

学
生
の
」

18保健師等養成所指定規則と比較して、自校または、教育実習を行った
@　養成所のカリキュラムの特徴を述べることができる。

・変化する保健医療福祉制度の動向・看護教育を取り巻く環境の変化・看護教育における教材研究

レ 19自校または、教育実習を行った養成所の看護教育の現状を分析し、カ ・看護教育における技術教育

∬

デ
ィ
ネ

　看護教育の計画的な展E　開 　　リキュラム上の課題を見出すことができる。

看
護

・
ス
に
応
’

21授業では、発問や指示、KR情報を用いて学生の思考を促し・理解内
@　容の確認ができる。

・単元の学習指導計画・講義の指導案の作成と実施・臨地実習の学習指導計画および指導案の作成と実施・教育課程の基礎理論

教
育
の

じ
た
教

22学生が看護の現象について研究的態度で追求できるように、文献の検
@　索万法や読み方を指導できる．

・看護教育課程の編成万法・教育課程評価・看護教育課程の編成の実施

展 直
向

23学生がケアを患者の状態に合わせて安全に実施できるように、患者の ・看護教育における評価

開 実 ベッドサイドで、ロールモデルを示すことができる。 授業評価

能
力

践
力

24学生と患者の関係を捉えて、患者一看護師関係形成の視点から調整の必
@　要性が判断できる．
25学生に体験の振り返りを促し・看護として意味づけられるように発問　　できる。

26学習内容が深化していくようにグループダイナミクスを活用して、カ
ンファレンスを運営できる。

27授　目標の達　についての評価結果を指　に生かすことかできる。

F教育実践の評価
28指導過程を振り返り、用いた教材や指導技術について、改善点を見出
@　すことができる．

G創造的教育活動の推進
29人々の協力を得て、教育活　を新たに考えだすことができる。

2
体
，

　教育機関における危機H　管理
30子　活　の中で起」りっるリスクを予測し、事故予　するための対　　処方法が考えられる．

・看護学校における管理・学校管理における教員の役割

制教 31臨地実習において、学習力促進するように、実習に必要な　品や実習 ・看護学校経営と組織運営
の育

ｲ環
ｮ境
¥と

　教育組織におけるチー1　ム連携 　　指導者との関係を整えることができる。
R2必要に応じて、臨地実習の指導責任者や指導琶との連絡や調整の時期　　を判断できる．

力
教
　
寂
　
月 J教育組織の管理

33自分が担当している業務内容を同僚に話しへ意見を求める必性力わか
@　る．

皿
K専門性の向上

34専門領域の内容に　する教材研究において、テキスト・資料の内容を　　批判的に検討できる。

・看護研究の意義と目的
看

L叢讐編の質の評価と 　　　一R5困難を感じた自己の教育実践を振り返り、その実践についての新たな
@　教育的理解を見出すことができる。

文献検索・看護研究デザインと研究プロセス・研究論文の読解と研究結果の活用蝿
藁
　
の

M継続学習

36専門領域の看護学究の向を把握し、追求したいテーマを見出すこ
@　とができる．

R7看護教員として自己のあり方を洞察し、課題を見出すことができる。

・各領域の専門的研究・生涯学習・論理的思考と表現力

烽ﾌの見方や認識
中
で
研

38専門領域の看護実践力を高めるために、実践的な内容に関する研修を
@　続けていくことができる．
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一専門分野
　　　基礎分野・教育分野

一…・ ｻの他（関連分野）

ー
ム
斜
1

看護数目に関する四谷

授業を構成し、実践する 実践した教育を評価で 教育内容を編成する能力 教師として、学校の組
看護学に関する内容 能力を養うための内容 きる能力を養うための を養うための内容 織運営に主体的にかか 研究に関する内容

内容 わる能力を養うための
教育内容の核となる r看護教育方法論」 r看護教育課程論」 内容 研究の考え方を教授
看護学の理解と自己 r看護教育方法演習」 r看護教育評価論」 r看護教育課程演習」 活動に活用し、かつ
の看護観を深めるた r看護教育実習」 r看護教育評価、 r看護学校管理」 学生の看護研究の指
めの内容 演習」

導
が
で
き
る
た
め
の
内
容

r看護論」r看護論演習」

r研究方法」

r専門領域別 教育観を明確にするための内容
看護教師としてのあり方を追求し、高等教育における教師観・

看護論」 r看護教育論」
「専門領域別

看護論演習」 看護教育のあり方を社会の変化を踏まえて理解し、追究する
ための内容

r看護教育制度」

教育学に関する内容

教育の基本を理解するための内容
　r教育原理」
　r教育心理学」
　r教育方法」
　r教育評価」

看護教育の基礎に関する内容

教師としてのものの見方、考え方を深め広めるため
　の内容
論理的思考や表現力を養うための内容
情報化に対応し得る能力を養うための内容
教育の対象である学生の理解を深めるための内容
学習者との相互理解を基本とした援助関係を形成で
　きる能力を養うための内容

　　　　　　　　　　　　　　一
　　　　　　　　　　　　　　■
　　　　　　　　　　　　　　■●■■■■■■■■■■■O－卿一輌一■“■一●一一鱒、曹●軸■6葡■●購－■■，■■購■●●一■●一層．．．

教育内容全体に幅や深さを持たせるための内容

人間理解や社会情勢の理解を深める内容
看護教員として求められるリーダーシップ理論と活用
方法が学べる内容
学習者と教師との相互関係：を深めるための内容
変化する保健医療福祉制度の動向が理解できる内容
自己の看護観や教育観を深める内容

’鞠O働一一ロー●●■一■一■■量■■■■爾〇一・r一●■一■■爾一■O・一一一・，輌■．O．．・，駒一■一量一■

図2　教育内容の構造



表3　教育内容一覧

＜基礎分野＞　看護教員として必要な基礎知識を学ぶ。

教育内容 目　標 授業科目 時間数 単位数 主な内容
看護教育の基盤 ものの見方や考え方を広 く授業科目の例〉 60 4 〈教育内容〉

げ、教育の対象である学習 論理学 ・論理的思考と表現力を養うための内容
者の理解を深める。 哲学 ・ものの見方や認識について理解するための内容

情報科学 ・情報化に対応し得る能力を養うための内容

倫理学、生命倫理 ・青年期である学生の価値観や信条・文化を理解するための

青年心理学、社会心理学 内容

人間関係論 ・学習者との相互理解を基本とした援助関係を形成できる能

比較文化論、文化人類学 力を養うための内容
等

＜教育分野＞（教育に関する分野）　教育の原理を系統的に学ぶ。

教育内容

教育の基盤

目　標

教育の本質、教育方法、技術

学習過程、教育評価の基本的

理論を学ぶ。

授業科目

教育原理

教育心理学

教育評価

教育方法

時間数

90
単位数

4
主な内容

・教育の本質

・教育の目的

・教育の歴史

・教育の内容（教育内容と教育課程）

・教育制度

・成長発達に伴う学習者の心理の連醇

・学習者の個別的理解

　評価的理解
　共感的理解
・学級集団の理解

・学習理論と学習指導の方法

・学習過程ζそれに関与する心理欝的要素

・教育評価の意義と機能

・教育目標の分類体系とその活用

・評価の種類

・評価用具の信頼性と妥当性

・教育方法のとらえ方

・教授一学習理論の変遷と現状の理解

　行動主義による学習観、認知心理学による学習観、

　状況論的学習観
・工学的アプローチと羅生門的アプローチの理解

・教授一学習方法の原則の理解とその活用方法

・教授一学習過程の理解

・教材研究の知識と活用方法

・指導技術の知識と活用万法

・授業の評価の万法

〈専門分野〉（看護に関する分野）

教育内容 目　標 授業科目 時間数 単位数 主な内容
看護論 人間の健康、看護の考え方 看護論 30 1 ・看護の定義とその変遷

を多角的に学び、自己の看

�ﾏを明確にする。
・「人間」．r健康」「環境」「看護」の概念の明確化

『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－『　一一 帽

看護論演習 30 1 ・看護師の役割と専門性

・看護活動の場と対象のニーズ

・生命倫理や人権意識と吾護

自己の看護実践の振り返りからの看護観の明確化

看護教育学 看護教育の目的、内容、方法 看護教育論 15 1 ・看護教育を支える法制度と看護教育の現状
などの基本理論を学び、看護 ・看護教育を取り巻く環境の変化
教育のあり方について考え ・看護教育における倫理の理解
る。

・看護教潟における教師の役割と求められる資質

・看護教員として果たすべき責務と業務の範囲

・看護基礎教育と生涯教育

看護教育制度の変遷と現在 看護教育制度 15 1 ・看護教育制度の成り立ちと変遷

の教育制度について理解す ・現在の看護教育制度
る。．

・現代の看護教育の問題点と将来の展望

看護教育課程 も護教育課程編成の基本的 看護教育課程論 45 2 ・教育課程の基礎理論の理解
な考え方を学び、看護学全体 ・看護教育課程の理解
の構造を理解する。 看護教育制度からみた教育課程の理解

保健師助産師看護師学校養成所指定規則の理解

・看護教育課程の編成万法の理解

統合分野の考え万

統合分野における教育内容とその万法の理解

・教育課程評価の考え方と方法
一　一　・　一　一　－　甲　一　一　・　・　一　●　響　－　，　●　，－　●　●　■　－　－－　一　一　● 一　・　　■　　■　　■　　・　　－　　一　■　　，　一　　臨 －　¶　辱　－　　，　・　一　■　　辱　・

・一■・一”一辱一一”－一一一鞠申一■嗜”一”一”一一＾一，・一算一・，一一一一■・臨一一一甲甲一嗣，■■．↓＿■　　　・．－

看護学の教授、学習活動に関する理論を学ぶ。
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隔 一　■

看護教育課程編成のプロセ 看護教育課程演習 60 2 ・看護教育課程の編成の実際

スを学び、看護師教育のあり 看護教育のニーズと制約の考え万と実際
万を理解する。 教育理念の考え万と実際

期待する卒業生像の考え万と実際

教育目的、教育目標の考え万と実際

教育内容の抽出の考え方と実際

教育内容の組織化の考え方と実際

・看護教育課程の課題

看護教育方法 学習指導計画、教材作成にっ 看護教育万法論 90 3 ・看護教育における教授一学習活動の成立

いて学び、これを活用して講 ・看護教育における教材と教材研究

義、演習、実習等における 教材研究の過程
展開方法を学ぶ。 看護技術教育における教材の精選

臨地実習における学習者の経験の教材化

・看護教育における技術教育および問題解決能力、「統合」

する力を育成する万法

看護技術力を促す教育方法

思考過程を促す教育方法

r統合」する力を育てる教育方法

・看護教育における教授学習計画作成の考え万

講義、演習、臨地実習指導案作成の考え万

・教育指導技術の種類と特徴

・授業評価の考え方（講義、演習、臨地実習）

学習指導計画、指導案を作成 看護教育万法演習 90 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』　　一E単元の学習指導計画の作成の実際
し、模擬授業を行い（実習指 ・講義の指導案作成

導を含む）、その結果を考慮 ・演習（カンファレンス、技術演習）指導案の作成

し看護教育万法を身につけ ・臨地実習の学習指導計画および指導案の作成
る． ・授業のリフレクションによる自己の課題の明確化

看護教育の理論と技術を実 看護教育実習 90 2 ・看護学生の理解の実際

際に適用し、教育万法や教師 ・講義または演習の指導の実際

のあり万を学ぶ． ・臨地実習指導の実際

・看護教師のあり方の理解

看護教育演習 各領域別看護における内容 専門領域別看護論 15 1 ・在宅看護、国際看護、災害看護、医療安全、看護管理の

とその構造を理解する。． 概要と構造の理解

■　　一口　一■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一一　　一　　　　　・

各専門領域別看護の教育内 専門領域別看護論演習 60 2 ・各専門領域の概要と構造の理解

容、教育万法について学ぶ。 ・各領域の専門的研究に対する文献等のクリティークからの
（選択制） 教育内容の明確化

（統合分野を含む専門領域か ・各領域の看護実践の振り返りと看護教育に必要な教育内容

ら一領域を選択） や教爾方法の明確化

看護教育評価 看護教育内容の評価万法を も護教育評価論 30 1 ・看護教育における評価の目的と機能

理解し、その適用について学 ・怨護教育における評価目標設定と評価基拳
ぷ． ・看護教育における授業内容と評価用具

・看護教育における授業の評価計画

・看護教育評価の現状と課題
　一　　』　一　・　　・　‘

ﾅ護技術評価を作成し、看護 看護教育評価演習 30 1 ・も護技術における評価規準と評価基準の作成の実際

教育評価の理解を深める。 ・看護技術の騨価方法の実際

研究 看護教育における研究の意 研究方法 60 2 ・看護研究の意義と目的

義を理解し、研究結果の教育 ・文献検索の意義と方法

活動への活用や看護研究の ・看護研究デザインと研究プロセスの理解

指導方法を学ぶ。 ・研究論文の読解と研究結果の活用

・学生が事例研究を学ぶ意義と指導方法

・看護学における研究の現状と課題

看護学校経営 看護学校の組織運営の特性 看護学校管理 15 1 ・学校管理の基本

と管理のあり方を学ぶ。 ・看護学校運営に関する指導要領及び手引きの理解

・看護学校経営と組織運営の特性

・学校管理における教員の役割

・看護学校における管理の実際

（人事管理、学級管理、事務管理、図書管理、施設・物品

管理、危機管理、情報管理など）

・看護学校運営の評価と今後の課題

＜その他＞

教育内容 目　標 授業科目 時間数 単位数1　　　　　　　　　主な内容

看護教員に必要と思わ ＜授業科目の例〉 30 2　　く教育内容＞

れる教育内容を学ぶ。 民俗学 ・人間理解や社会情勢の理解を深める内容

身体論 1・看護教員として求められるリーダーシップ理論と活用万法

生命倫理 が学べる内容

医療経済論 ・学習者と教師の相互理解を深めるための内容

健康政策論 ・変化する保健医療福祉制度の動向力鯉解できる内容

リーダーシップ論

Rミュニケーション論
ド自己の看護観や鯖髄深める内容

カウンセリング論

キャリアアップ論　　　　等 ＊各都道府県の特徴を生かして科目設定する．
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教育内容 目　標 授業科目 時間数 単位数 主な内容
看護教育課程 看護教育課程を基盤として、 保健師教育課程概論 （10） 保健師課程

保健師教育課程の基本的な ＜蓄護教育課程論 ・保健師教育の特徴と変遷
考え方を学ぶ。 45時間のうち10時間 ・地域看護学の発展と教育課程

をあてる＞ ・保健師教育課程の編成方法の理解（看護学に準じる）

看護教育課程の基本理念を 保健師教育課程演習 60 2 ・保健師教育課程の編成の実際
基盤として、保健師教育課程 （具体的内容は看護学に準じる）

編成のプロセスを学び、保健

師教育のあり万を理解する。 く看護教育課程演習60

時間をあてる＞

看護教育演習 専門領域別看護論演習 60 2
一　一　甲　甲一一　一　一　一一　一一　一　．　一層　－　一　一一　・　ーロ　一　一　一　A　響　■　一　，噛　一唖　．　・ ・一嚇一一　・　一，　・一一　一・層一－　雫一■　輯一一，一一－　臨　●』　一中喜 －　一　・　，　一　一　一　甲　●　－　－　甲 一　　・　一　噸　　臨　■　　，　畠　一　，

地域看護における保健師の 地域看護論演習 30 1
一－・ψ甲－一－一一・一－＾・一一一一一一一一一・『一一・申一一尋一一辱一¶層・一■・・一，一・嘔層　　　　，＿響一一＿＿・・噸＿＿．一－一一晶

E保健師の役割と専門性
専門性や活動を学び、自己の ・保健政策と地域保健活動
地域看護観を明確にする。 ・保健活動の場と対象のニーズ

・保健活動と倫理的課題

各専門領域別看護の教育内 専門領域別看護論演習 30 1 ・各専門領域の概要ε穏造の画醇

容、教育方法について学ぶ。 ・各領域の専門的研究に対する文献等のクリティークからの
（選択制） 教育内容の明確化

（統合分野を含む専門領域か ・各領域の看護実践の振り返りと看護教育に必要な教育内容
ら一領域を選択） や教育方法の明確化

表4　保健師養成所専任教員養成にかかる教育内容

〈専門分野〉（看護に関する分野）　地域看護学の教授、学習活動に関する理論を学ぶ。

教育内容 目　標 授業科目 時間数 単位数 主な内容
看護教育課程 看護教育課程を基盤として、 助産師教育課程概論 （10） 助産師課程

助産師教育課程の基本的な ・助産師教育の特徴と変遷
考え万を学ぶ。 〈看護教育課程論 ・助産学の発展と教育課程

45時間のうち10時間 ・助産師教育課程の編成方法の理解（看護学に準じる）

一・　｝　　輯　一　　帰　一　　　　　　　　　　　　　＿－

をあてる〉

看護教育課程の基本理念を 助産師教育課程演習 60 一　2 ・助産学教育課程の編成の実際
基盤として、助産師教育課程 （具体的内容は看護学に準じる）

編成のプロセスを学び、助産

師教育のあり方を理解する。 〈看護教育課程演習60

時間をあてる＞

看護教育演習 専門領域別看護論演習 60 2
ロ　甲　－　A　一　一　甲　・　・　甲　一　・　■　層　・　　■　一　蝉　甲　甲　　』　－　一　一　●　一　甲　一　一　●　－　一　－　●　　辱

侮Yの専門性や助産の考え
一　・　■　ロ　喜　■　・　輯　幽　・　一　一　一　■　一　・　‘　‘　一　－　・　一　，　，　・

侮Y論演習 30 @1
　，－一　一・　－　一　一雫甲■　・　・…　　　　－　・－　］　・一中■一一｝　●　・　　　　　　　　　　　．一　■

E助産師の役割と専門性　　　　　　　　　　　　　”
方を学び、自己の助産観を明 ・助産活動の場と対象のニーズ
確にする。 ・助産活動と助産倫理

・

各専門領域別看護の教育内 専門領域別看護論演習 30 1 ・各専門領域の概要と構造の理解
容、教育方法について学ぶ。 ・各領域の専門的研究に対する文献等のクリティークからの
（選択制） 教育内容の明確化

（統合分野を含む専門領域か ・各領域の看護実践の振り返りと看護教育に必要な教育内容
ら一領域を選択） や教育万法の明確化

表5　助産師養成所専任教員養成にかかる教育内容

く専門分野〉（看護に関する分野）　助産学の教授、学習活動に関する理論を学ぶ。
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例1

　授業を構成し、実践する能力を養うための

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「看護教育方法演習」の展開

　1．　r教育実習」を中核にしたr看護教育方法演習」の展開の考え方

　変動する社会で教育実践を創造できる看護教員の育成するために、教育実習での授業実

践を中核に理論と実践を融合しながら、r看護教員としての自己形成」　r看護学校におけ

る教育実践力」r専門性の発展」を培う能力を養う必要がある。その能力を養うためには

r教育実践の基本となる内容」r教育実践に関する内容」r教育実践の発展に関する内容」

が必要となる。

　そこでr看護教育方法演習」を『教育実践基本演習』　『教育実践に関する演習』『教育

実践の発展に関する演習』の3つの演習から構成した。

　『教育実践基本演習』では、看護教育の専門職としての自己形成の礎になる知識と技術、

教職への展望を定着することをねらいとした。まずは看護学生を理解する必要があると考

え、看護師等養成所の看護教員による授業の観察をする演習を位置づけた。それはこれか

ら授業を創るにあたり、学生と教師の双方的な教授活動を思考しながら、授業を作成でき

ると考えたからである。つまり、授業観察をした結果で得た、看護学生にとっての授業内

容を理解する意味を認識した上で、学生の理解が成立するための学習内容、学習万法を思

考し、講義・演習における指導計画の作成、臨地実習計画および指導案（日案）の作成、

カンファレンス指導案の作成をおこなう。

　『教育実践に関する演習』では、教育実習での体験を経て、①学生に問い、学生の理解

を確かめるカや深めるカをつける、②自らの知識と教育技術の課題に気づき、専門性への

ニーズを引き出すことをねらいとする。まずは学内で修得した知識と技術を組み替え発展

させ、授業実践できるまでに統合することとする。その教育方法は、自らが教育実習で担

当する授業の模擬授業を実施する。そして、その際に自らの課題に気づき、解決していく

ために、実施後にリフレクションを重視する。また、これまでの教育実習の受講生の状況

から、rグループダイナミックスを活用したカンファレンスの運営」、r学生に体験の振

り返りを促し、看護としての意味づけ」に困難さがあるため、カンファレンス指導のロー

ルプレイングを実施し、受講生自らが課題：を見いだし、解決するためのリフレクションを

強化する。

　そして教育実習終了後に、自己の教育実習での体験をよりよい教育実践の見いだす視点

から、看護学教育としての意味を考えるために、教育実習総括を行う。

　『教育実践の発展に関する演習』では、教育実習での体験をもとに、教師としての自己

形成と専門性：を発展させることをねらいとする。その方法として、教育実習の体験を基に

教育方法に関する論文を記述する。このことから、今後の教師としてのあり方を追究する。
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表6　授業を構成し、実践する能力を養うためのr看護教育方法演習」の展開

能
力

学習活動 ねらい

看 教 看護専門学校での看 ねらい

護 出
目 護教員の授業を観察 【看護教育の専門職としての自己形成の礎になる知識

教 実 する と技術、教職への展望を定着させる】

o
貝

践 講義・演習における指
と 基 導計画の作成

し 本 臨地実習計画および

て 演 日案の作成

の 習 カンファレンス指導

自
己
形

案の作成

成
　
　
看

教 模擬授業の実施 ねらい
妻荏0又

虫
・講義の実施 【教育実習での体験を経て、①学生に問い、 理解：を確か

学
目
実

・臨地実習指導の実施・カンファレンス指導 め、　深めるカをつける②自らの知識と教育技術の課題に
Cづき、専門性へのニーズを引き出す】

校 践
に の　ロールプレイン 模擬授業の目的

に 関
グ 学内で修得した　知識と技術を組み替え発展させ授

業実践できるまでに統合する
お す

る
け

演
模擬授業後のリフレクションの目的

る
習 教育実習までの自分の課題の明確化

実

醜践 教育実習総括 教育実習総括の目的

自己の教育実習での体験をよりよい教育実践の

見いだす視点から、看護学教育としての意味を考え
る。

教
育

専 実 教育実習の体験を基 ねらい

門 践 に教育方法に関する 【教育実習での体験をもとに、教師としての自己形成と

性 発 論文 専門性を発展させる】

の 展

発 に

展 す 教育実習事後指導

る
演

個人のふり返り→教育実習総括→論文

習
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例2
体験から自らの課題に気づき、解決方法を見いだす

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r教育実習」

　1．教育実習の意義
　教育実習は、看護教員を目指す受講生にとって欠かすことのできない重要な学習活動で

ある。それは教員養成、特に看護教育方法論、看護教育方法演習において学んだ知識や技

術を活用し、看護教育の実際を経験することにより教員としての自覚が育つ機会である。

また、実践することにより自己：を振り返り、さらに研鑽を励む動機づけが得られるととも

に、教員としての責任の重大さに気づく機会となる。

　2．教育実習の目標の考え方

　前述したように、教育実習で教育活動を体験することは、看護教員のあり方やその価値

を学び、生涯にわたって成長する看護教員の礎をつくるものであり、看護教員教育におい

て重要な意義を持つ。したがって、教育実習の目標は、到達度評価の意味合いより、その

成果は、受講生の学習体験をとおして方向性や価値観を見いだすことに主眼を置く、体験

目標として位置づける。

　また、受講生は体験を内省することにより、自己の課題や生涯にわたって学習すべき内

容も見えてくる。実践を伴う看護教員という専門家としての責任を果たすためにも、この

ような内省は、生涯にわたって繰り返し行わなければならない。教育実習でこのような礎

となる体験をすることはきわめて重要である。

＜上記の考え方に基づいた実習目標例＞

A．実習目標

1）看護教員のあり方を経験を通して知り、教員としての自覚を持つ

2）看護学生を個人および集団として理解する

3）看護学教育の方法論に基づいて、講義および臨地実習指導を体験し、実践的な

　　教育方法を学ぶ

4）実施した教育活動をとおして教育方法の評価を行い、看護教員としての自己の

　　課題を明確にする

　3．実習内容の考え方
　看護学生を個人および集団として理解するために、「講義」r臨地実習指導（カンファレン

ス指導を含む）」を実習内容として選択する。「講義」「臨地実習指導」の体験をとおして、実

践的な教育方法を学ぶ。

　つまりr講義」では、看護学生の反応を実感し、看護学生が理解するための内容と方法を
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考える。r臨地実習指導」では、個に応じた学習支援を体験し、看護学生の体験に基づいた

指導の内容と方法を考えることができる。またグループダイナミックスを活用した方法を

体験することにより、自己の課題が明らかになると考える。その過程を通して教員として

の自覚を持つ。

〈上記の考え方に基づいた実習内容例＞

B．実習内容

1）講義

　看護学のうち1科目の単元の中から原則1単位時間を1回実施する。

　受講生は本時の考察および指導案を立案し、授業を行う。

2）臨地実習指導

　①看護学生を原則として1名受け持つ

　②臨地実習指導期間のうち2日以上は指導案を立案して指導を行う

　③グループカンファレンスによる指導を原則として1回行う。

　　教育実習生がテーマを設定して運営する

　4．実習方法の考え方

　担当する講義や臨地実習指導の指導内容と指導方法を考えられるように、実習先の看護

教員の行う講義・演習の参観、看護教員の行う臨地実習指導の参観の機会を第1週目にお

く。まずは受講生の講義の模擬授業を行い、そのリフレクションと指導を活かして本授業

を行う。その次に臨地実習指導を行う。

＜上記の考え方に基づいた実習方法例〉

C．実習方法

1）第1週目：オリエンテーション期間

　　　　　　　①実習校の把握

　　　　　　　②実習病院および実習病棟の状況の把握

　　　　　　　③看護教員の行う講義・演習の参観

　　　　　　　④看護教員の行う臨地実習指導の参観

　　　　　　　⑤講義の準備

　　　　　　　◎模擬授業

2）第2週：本授業と臨地実習に向けての準備

　　　　　　　①模擬授業

　　　　　　　②本授業

　　　　　　　③臨地実習指導の準備

3）第3週＝臨地実習指導と総括

4）適宜、学校行事の参加や臨地実習指導者会議の参加、教員業務の観察等
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　5．実習評価の考え方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表8：26～29ページ）

　　1）能力評価の必要性

　教育実習における評価は、知識や技能の到達度を的確に評価することはもとより大事で

あるが、それにとどまることなく、自ら学ぶ意欲や思考力、判断力、表現力などの能力も

含めた学習の到達度を評価していくことが重要である。そこで従来の目標分析による到達

度評価ではなく、評価対象者の学ぶ意欲や思考力、判断力などの学習をとおして獲得した

能力に着目した評価が必要である。それに加えて、自己学習力の向上という観点からルー

プリック評価注1）を行う必要があると考える。

注1　ループリック評価

　ループリック評価とは、多種多様な評価資料や情報から、学習者の学習の実現状況を評

価するために活用する得点化のための指針である。これは、ポートフォリオ評価を基盤と

し、評価対象者の能力に着目して、これらを評価資料・情報を基に絶対評価：をする考え方

である。ループリック評価は、教員と学習者にとって学習の到達状況を把握するための指

標となるばかりではなく、次の学習の方向性を示し、自己学習力を培う指針となる。

　　2）教育実習における評価の観点の考え方

　看護教員としての成長を促すための観点として、平成12年の文部科学省における教育課

程審議会の答申で示された、自己教育力の育成における教育効果の指標である4つの観点

r関心・意欲・態度」r思考・判断」「知識・理解』「技能』が妥当であると考え、それを用いる。

　それぞれの観点の持つ意味と観点を評価する資料については、表7に示すとおりである。

　r関心・意欲・態度」とは、その教授活動における価値づけを意味し、学ぶ力を支える

情緒的側面である。これをとおして積極性、持続性、協調性、責年盛などが育つことを期

待している。

　r思考・判断」とは、その教授活動を行うにあたっての、①問題解決のカ、つまり考え

方の根拠や批判する力、②探求するカ、つまり想起から比較、関連づけ、解釈、類推とい

った思考をたどり、論理を推し進める力が育つことを期待している。

　r知識・理解」とは、単に知っているという知識やあてはめてみるといった知識ではな

く、教授活動をとおして得られた知識・理解の深化である。メタ認知を働かせる状態にま

で深まった知識、つまり自分のものとして位置づけられ、さらに広がりや豊かさを求める

カが育つことを期待している。

　r技能」とは、その教授活動をとおして習得されることが期待される技能であり、円滑

に洗練された技術・技能となる。これらは学生の反応などに対してその場に応じて対応で

きるカである
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　4つの観点の関係は、「関心・意欲・態度」に支えながら、r思考・判断」を働かせて学習

した結果としてr技能」r知識・理解」が身につくという関係である。

表7　、看護教員の養成における評価の観点

観点 観点のもつ意味 観点を評価する資料

関心・意欲

ﾚ
その教授活動における価値づけを意味し、学ぶ力を支

ｦる情緒的側面である。これをとおして積極性、持続性、

ｦ調性、責任感など力惰つことを期待している。

・考えを記述した文章

i記録や指導案など）

E観察した内容

E面接での応答

思考・判断 その教授活動を行うにあたっての、

@問題解決のカ、つまり考え方の根拠や批判するカ、

A探求するカ、つまり想起から比較、関連づけ、解釈、類

рﾆいった思考をたどり、論理を推し進めるカカ育つこと

�咜ﾒしている。

・考えを記述した文章

i記録や指導案など）

E観察した内容

E面接での応答

知識・理解 単に知っているという知識やあてはめてみるといった知

ｯではなく、教授活動をとおして得られた知識・理解の深

ｻである。

＜^認知を働かせる状態にまで深まった知識、つまり自分

ﾌものとして位置づけられ、さらに広がりや豊かさを求め

驛Jカ育つことを期待している。

・考えを記述した文章

i記録や指導案など）

E面接での応答

技能 その教授活動をとおして習得されること力囎侍される技

¥であり、円滑に洗練された技術・技能となる。これらは

w生の反応などに対してその場に応じて対応できるカで

｠る。

・実施について観察した

燉e

　　3）評価規準と評価資料の考え方

　教育実習における受講生の学習活動を明らかにし、その行動は、評価の観点の何に規定

された行動かを考え、評価の観点を位置づける。その評価の観点ごとに評価規準を作成す

る。このことにより、「できた・できない」と行動そのものを評価するのではなく、その行

動はどのような思考や判断に基づいてなのかなど、能力における評価規準が明確となる。

　また、観点ごとに評価資料が異なることがわかる。つまり、面接をしてその応答によっ

て評価するのか、結果の表れているレポートに基づいて評価するのか、観点によって評価

する資料が異なる。観点が決まることでそれに合致した評価規準および評価資料を設定す

る必要がある。

　例えば、表8に示すように、受講生の教授活動が「学生のレディネスに応じた授業の到達
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目標を設定する」の場合、この活動は、単元における主題の位置づけを考え、前時・本時・

次時の関連性から本時の内容を絞り込み、到達目標を設定するというr思考・判断」に基

づく活動であることがわかる。よって評価の観点は「思考・判断」となる。そして評価規

準が位置づく。評価資料は受講生の思考を評価するので、面接内容や指導案となる。

　　4）評価基準の考え方

　評価規準において、何がどの程度できているのかという習得状況を具体的に示すための

指標である評価基準を設定する必要がある。

　評価基準は、学習課題に対する学習者の認識活動の質的な転換点に基準を合わせ、段階

を設定する。注2）

　例えば、教育実習の評価指標である表8に示すように、評価規準rカリキュラム上の主題

の位置づけを踏まえて授業の到達目標を設定できる」の場合は、質の転換点はr本時の内容

と目標との一貫性」である。そこを転換点とし、評価基準を作成すると以下のようになる。

A．単元における主題の位置づけを考え、前時・本時・次時注3）の関連性から本時の内

　容を絞り込んで到達目標（達成、向上、体験）を設定できる。

B．単元における主題の位置づけを考え、前時・本時・次時の関連性から本時の内容を

　絞り込んで到達目標（達成、向上、体験）を設定しているが、達成目標が一部本時

　の内容からずれている。

C．単元における主題の位置づけを考え、前時・本時・次時の関連づけが曖昧で、設定

　した到達目標（達成、向上、体験）は本時の授業内容からずれている。

注2【評価基準を作成する上での質の転換点の例】

　達成度レベルを「A～C」の3段階とする

　A：十分な達成レベル…基礎的知識の理解や認’識・スキルを適用した課題追求ができ

　　　　　　　　　　　　　ており、結果における一定の完成度をみる

　B：部分達成レベル…基礎的知識の理解や認識・スキルはあるが、その適用が部分的

　　　　　　　　　　　　に止まっているため、更に全体としての追求が求められる

　C：根本的な改善を要するレベル…課題を扱う上で適用する基礎的知識の理解や認識

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・スキルが不十分であり、根本的な改善（修正）が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　求められる

注3　前時：本時の前の授業

　　　本時：今まさに行おうとしている授業

　　　次時：本時の次の授業
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5）評価方法とその評価表の活用

受講生の自己学習力を向上する観点から自己評価と指導者による他者評価を行う。

評価表の活用は、受講生の自己学習力を高めるために、以下に示す活用方法がある。

＜教育実習前での活用の方法＞

　①模擬授業における相互評価指標としての活用

　②個別の講義・臨地実習指導案の作成段階での自己評価指標としての活用

く教育実習における活用の方法＞

　①教育実習における受講生の授業指標としての活用

　②講義・臨地実習指導の実践に対する自己評価指標としての活用

　③授業実践に向けた計画段階での指導者との目標の共通理解

④教育実習における指導者の指導指針としての活用

〈教育実習後の授業評価・授業研究における活用の方法＞

①教育実習における授業指標から自己の課題を見いだす指標としての活用

②授業に必要な能力を再度整理する資料としての活用
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表8刊　教育実習評価表【講義】

糖
評価の観点 評価規準

酬
評価基準

1．学生のレディネスに

@応じた授業の到達目
@標を設定する。

思考・判断 カリキュラム上の主題の

ﾊ置コサをふまえて授業

ﾌ到達目標を設定でき
驕B

鰹面接内容 A：単元におサる主題の位置づけを考え、前時・本時・次時の関連性から本時の内容を

@絞り込んで到達目標G誠向上、体験）を設定できる』

a：単元における主題の位置づけを考え、前時・本時・次時の関連性から本時の内容を

@絞り込んで到達目標（達成、向上、体験）を設定している力凡達成目標が一部本時

@の内容がうずれている．

b：単元における主題の位置づけを考えているが、前時・本時・ン郷関連づけ力曖昧

@で、設定した到達目標（達成向上、体験）は本時の授業内容からずれてし愚

2．文献資料・実践例な

@どによる教材研究0、

@ら適切な内容を抽出

@する。

思考・判断

¥　｝　“　一　・　－　甲　・　・　一　一　●　一　・

m識・理解

2－1）

槙Y授業の内容を、教材

､究を踏まえて考察し設

閧ﾅきる，

黶@■　■　一　・　一　－　－　一　・　，　一　甲　－　一　一　一　－　一　一　一　一　，　一　申　一　甲　一

Q－2）

ｳ師としての教育観・看

鰹醜

黶@－　　■　　し　一　喜　－　一　－　，　●　　一　一　一　，　　，

A：抽出した教育内容は・教材研究に基づき看護として妥当な内容であり、学習内容の

@　範囲ま本時（単元）の主題に合致してし胤

a：抽出した教育内容は・教材研究に基づき看護として妥当であるか～学習内容の範囲

@　1よ本時から逸脱したり、不足力甑

b：抽出した教育内容1よ概ねテキストどおりである，

E雫一一一一一．一■一一・■一－一一■一一一－｝・響一一一■一一■一－一一幅… @　　一一・一一●辱甲甲＾一一一・一一一一響一一－一一一一一臨一一・一・・一－甲一一甲臨畠一一一一…　　　一一－畠＿r層

`：教材研究し授業内容を設定した理由訊自分の看護観・教育観に基づいて述べられ

@る
a：教材研究し授業内容を設定した理由と、自分の看護観・教育観との関係性が慶昧1こ

@　しか述べられなし㌔

b：教材研究し授業内容有殻定した理由か腹テキストに準じてとしかいえなし㌔　　’

護観を’Sぱえて教材研究

ｵ、授業内容を抽出する

d要性がわがる， 醜

3．’姫

@を構造化する。

思考・判断 教育内容は、目標の領域

鱗および学習上の位置づ

ｯを判断し構造化でき

驕D 醜
A：既習学習内容と新学習内容とを区別して中核・基礎・前提目標わ般定できる・

a：既習学習内容と新学習内容との区別力肉曖昧なまま中核・基礎・前提目標を設定して

@いる，

b：中核目標の設定が曖昧である．

4授業内容は学生力理
@解しやすく論理性
@のある順序の配列
@である。

思考・判断 授業内容よ学生にとっ
ﾄ論理的に配列できる。

鰹醜 A：授業内容の配列1よ前時までの授業を’Sぱえて中核目標を中1酬こ論理的に配列さ

@れてし恩

a：授業内容の配列1よ中核目標を中心1こ配列している爪内容のつながりにおし、て論

@理性に欠ける．

b二授業内容の配列よ中核目標を中創こした配列でまなし㌔

5．興味を引く導入であ

@り、動機づけがあ

@る．

號
．
　
・
　
　
・
　
一
　
・
　
・
　
r
　
　
－
　
一
　
　
一
　
一
　
－
　
　
一
　
一
知
識
・
理
解

5－1）

{時の導入において中

j目標に関連づけて動
@づけができる、

黶@喜　・　一　臨　・　一　噸　一　一　一　・　一　一　一　－　一　－　一　一　申　一　●　一　嘱　●　●　●

T－2）

�ﾆ実践を振り返り、学

ｶの反応から効果的な

ｮ機コづについての理

��[めることができ
驕D

購
．
　
幽
　
・
　
一
　
一
　
■
　
一
　
一
　
一
　
』
　
鼻
　
甲
　
一
　
一
　
一
　
●
鱗
臓

A：本時の導入によってほとんどの学生に学習の構えがみられる。

a：本時の導入によって半数以上の学生に学習の構えがみられる。

b：本時の導入によって、一部の学生にしか学習の構え力靭られな域

|●一』一一一・一一・・・・… @　●・一・・一一一一一■－■．・一・．・一■一一一甲甲一響一一一一・一・一申一＾r－－一－・雫－，一一一，甲一・・喜・一一一一一晶雫・一一■－－一一辱‘・一一一“

`：授業導入時の学生の反応の理由を分析し曳効果的な導入について…虜の考え力随べ

@　られる。

a：授業導入時の学生の反応は述べられる爪その理由の分析力暖味な状態で、導入1こ

@　ついての考えを述べている、

b：授業導入時の学生の反応に基づいた分析ができなし㌔

醜

6．まとめがあり、学習

@を発援させる配慮
@がある。

朧
本時のまとぬこおいて、　辱

槙Y授業の中核目標の

梺Bに応じたまとめが

ﾅきる。

臓
A：学生の到蓬度と関連づけて、本時の要点をまとめることができるb

a：本時の授業内容の要点をまとめることができる』

b：実施した授潔内容の要点を見失い、中核目標と関連のないまとめをする。また1ま、

@まとめができなし㌔
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教虜舌動 評価の観点 評価規準 評価資料 評価基準

7．授業内容を…糊す 思考・判断 7－1）

鰹 A：説明内容ぱ学生の学習体験をふまえ、授業内容の意味を正確にあらわしている。
る。 説明内容は授業内容と

醜整合性があり、学生の学 B：説明内容は、授業内容の意味を正確にあらわしている訊学生の学習体験と関連づ

習体験と関連させて判 けられてし噸㌔
断できる，

C：説明内容よ授業内容の意味をあらわすには不足が騒

朧 7－2

麟
A：本時の展開過程において、学生に伝わるような説埆内容の言い換え、スピードや間

本時の展開過程におい の調整といった説肪法の変更力塗体的にできてし恩
て、学生に伝わるように

説明の技術を調整して B瑚勃膿こ裁、て軸纏わるよう鞭勧換え榊肪膿
いる。 更が部分的にできている，

C：本時の展開過程において《学生の理解を確認ぜず単調な説明になっている．

間ひ・意欲 7－3）

臓
A：授業中、常に学生全体に視線を向け｛学生の反応をのがさずとらえようとしている。

駿 本時の展開過瑠こおい 面接内容

て、学生の反応をとらえ 8：授業中、学生の反応をとらえようとしているが、宅㈱づ方にむらがある，
ようとしている，

C：授業中、学生の顔をほとんど見てし颯、。

8．教材・教具を適切 思考・判断 8－1）

縣
A：作成した資料等は授業内容に合致しており、適切な表現である．

に提示する』 授業内容に合った資料

醜等を作成してし恩 B：作成した資料等は授業内容に合致してし、るか＆表現に一部不備がある。

C：作成した資料等は授業内容に合致していなし、

朧 8－2）

鷺
A：教材・教具をタイミングよく提示・終了でき、学生の理解につながる用い方である。

本時の贈呈におい
て、教材・教具を効果的 B：教材・教具を提示するタイミングはよい訊用い方に一部不備か臆
に提示できる。

C：教材・教具を提示するタイミングが悪く、用い方にも不備が騒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

O．授業の展開過程に 9－1）

撚
A二発間は、中核目禦こ基づいており、学生の思考を揺さぶるものである。

おける発問、指示な 思考・判断 発問は中核目標に基づ 面接内容

どの技術が均確で いで学生の思考を揺さ B：発問ぱ中核目標の範囲であるが、想起にとどまっている，

茄 ぶるように計画されて

いる。 C：発問よ中核目標と関連のないものである』

・　費　一　・　一　．　一　一　●　』　一　■　●　甲　“　一 ．　・　．　・　・｝　・・　一　一一一－　一　一－“一一一一一　雫，●　●－　■ 一　一　一一　一　，　一　駒　－　甲　■　』　一　●　甲　一 ．－一一■－一臨一一甲…@　昌・甲，轄．■・●●一一一一一一一，－一中甲一一一－■一一甲－響・一昌一一一，一一甲一－一一一一“甲一，・一・一一，■■＿博甲・，一・甲・－一一“臨一‘・甲一一一－

號 9r2）

騰本時の展開過程におい A：発問・指示により学生の思考が足さ礼頷きや綿こ応じた反応がみられる，

て、発問、指示を効果的

に用し＼授業への参加を B二発問。指示の内容は伝わっているカ～反応する学生は一部にとどまっている，

促すことができる。

C：繊、指示の内容か転わら嵐どのように対応したらよし職学生に戸惑し》螂みら

@れる，

1Q学生を尊重した態 関心・意欲 授業中の学生との関わ

騰
A：学生に向き合し＼対等で丁寧な言葉づかし、をする。

度である。 醸 りの中で学生を認め、受

け入れようとしている， B：学生に向き合えてし脇、が、丁寧な言葉づかいをする．

C：ぞんざいな言葉づ力恥をする。

11．実践した授業を振 思考・判断 自己評価力腰当である 自己評価表 A。学生や授業参観者の授業言耳価を受1づ’入札自己評価と比較検討しながら授業を振り

り返り、評価する。 かどうがド蜥し、授業の 実習日誌 返り、改善点を具体的に〕裳ブることがぐきる。

改善点を挙げることが 面接内容

できる。 B．学生や授業参観者の授業評価を受け’入札自己評価と比較検討しながら授業を振り

返っている以改善点は抽象的である．

C：1働、らの評価を受け止めること力唱来或形式的な振り返りにとどまっている．
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表8－2教育実習評価表【実習】

教授活動

1

2．指導目標を達成する

ためこ必要な内容を

抽出する。

3．学生が体験を通して

　学習できるようにす

　るために指導方法を

　選択する，

4。患畜と学生との患者

　一看護師剰系の成立

　を支援する。

5．援助傷面において、

　患者の状況に合わせ

　た冒護ケアを学生が

　提供できるように支

　援する。

評価の観点

思考・判断

思考・判断

思考・判断

思考・判断

知識・理解

思考・判断
（即時的）

朧

関心・意欲

甑

評価規準

日々の指導目標を当日の

患者の状況と学生の実習

準献況および実習体験
に合わせて設定できる．

指導内容ぱ指導目標を

達成するため1こ患者に

必要なケアや、学生の実

習準備状況と日々の実習

体験を考慮して抽出して

いるb

評価資料

搬面接内容

轟

轟灘繋

4－1）

患者と学生の関係性を患

者一看護師剰系形成の視

点から、とらえられる．

4－2）

患者と学生の関係性に応

じて、関係を調整する重

要性がわかる。

5－1）

患者㈱列こ応じて求め
られるケアの内容と、学

生がその場で抑供できる

ケア内容を判断し、援助

を決定できる。

5－2）

学生力隠者の状態にあっ

たより良いケアを実施で

きるように支援する。

5－3）

看護教師として、学生の

技術を高める支援を行う

ために、看護美妓力を高

める必要性に気づく

　
を
お

謡
麹

　
　瑠

翻面接内容

翻面接内容

実習日誌

面接内容

評価基準

A：本日の指導目欄ま、その日の患翻護を方向づ1づており、学生の実習準備状況と

　実習体験に合わせて修正し設定できている，

B：本日の指導目欄ま、その日鰯D方向づけもしくは、学生の実習i　　況、
　実習体験において不十分である、

C　l本日の指導目標よその目の患者の看護の方向づけになっておらず、学生の実習準

　備状況と実習体験にも合ってし颯、

A：設定した指導内容iよ指導目標を達成するためにk学生の実習準備状況・日々の実

　習体験・患者に必要なケアに合っている。

B：設定した指導内容は、学生の実習準備1犬況・日々の実習体験・講に必要なケアに

　合わせて考慮している瓜指導目標を達成するため1コよし、ずれ刀禰こ過不足

　がある．

C：設定しだ翻よ指導目標を達成するための内容になってし颯㌔

A：指導方法は選択の視点（（D実習前　　　　　　　　　　　　　　　’況③学生の

　　　　　　　　　　4　　へのフィードバック、⑤患者と学生の安全性お
　よび倫理的配慮）から検討され導かれてし胤

B：選択した指導方法は、選択の視点の検討が不足していたり、偏った視点から導かれ

　たりしている，

C：指導方涛よ学生の学習体験を狭めたり、意欲を削’、だりするものである，

A：患者の』理や立場患者および学生の対人関係能力、患者と学生の関係性を公刊こ

　とらえてし恩

B：諾の罐や蝿学生の立場のどちらカー方から患者と学生の関係性をとらえ

　てし鳳

C：患者と学生の闘烈こついてとらえたその根拠を説明できなし㌔

A：患者と学生の関係姓に応じて関係を調整1する1要性と、その方法を述べることがで

　きる，

B：患者と学生の関醐こ応じて関係を調整する必腰牲は述べられるカ～その方法を述

　べることができなし、

C：患者と学生の関係を調整する必要性を述べることがぐきなし、

A：ケア場面において、患者自身の反応や学生カウアを提供することによる影響を判断

　し、援助の継続・中止・変更ができるb

B：ケア場面において、患者自窮の反応や学生カウアを提供することによる影響につい

　て偏った判断をして、援助の継続・中止・変更をしている。

C：ケア場面において、患者自身の反応や学生カウアを提供することによる影響を判断

　してし胤㌔

A：学生力感琶の状態に合わせてより良いケアを安全に実施できるよう、工夫や改善点

　をタイミングよく助言・指導している。

B：患者の安全を確保できるように支援している爪学生力瀦の状態に合わせてケア

　を提供する上での助言・指導のタイミングがずれている』

C：患者の安全を確保できるような支援もできず、学生か偲看の状態に合わせてケアを

　提供する上での助言・指導をしていなし㌔

A：患者の状況を目附こ判断し、学生の能力1こ応じてケア実践を支援するために、自

　己の看護実践力をより高めるための取り組みを具体的に掌ずること力艇きる・

B：患者の状況を即1寺的に判断し学生の能力に応じてケア実践を支援するための自己

　の看護実践力を高める劇こついては述べられる訊そのための取り細別こつい

　ては具体的に挙げることができなし㌔

C：学生の能力に応じてケア実践を支援するための自己の看護実践力力学生のケア技術

　の捲創こ影響することを考えてし胤㌔
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教授活動 評価の観点 評価規準 評価資料 評価基準

6．学生の体験した看護

@の現象を教材化し、 朧
学生力省己の体験を振り

ﾔり、看護の意床を追求

騰面接内容 A：学生力膿助体験を振り返ることを促し・その意味づけの方向性を示ず発問をして

@いる，
看護として意味づけ できるように思考を促す

られるように指導す ことができる， B：学生が験獅験を振り返ることを促している力凡その意味づけの売向性を示す発
る。

間が慶昧であったり、教師がL方的に意味づげζいる。

C：学生の援助体験の事実を確認するにとどまり、振り返りを促していなし㌔

7．臨地実習の学習環境 知識・理解 臨地の学習環境を学習が 実習日誌 A．学習環境（実習旛導者との関係、実習1こ鷹患者情報の取り扱のについて」
を調整しようとする、 促進するように整える必 面接内容 学習が促進するように整える必要性と調整の仕方力嗅体的に述べられる，

要性を理解する，

B：学習環境についてし学習が足進ずるように整える1要閨ま述べられている訊そ

の方法については具体的に述べられなし㌔

C：学習環境に目が司けられず、謳整の必要性を述べられな帆

8．学生の体験の共有 思考・判断 学生の体験σ洪有化と意

灘 A：設定したカンファレンス1よ実習目標こ沿ったテーマカ椴定されその運営言掴1
と意味づけにつなが 味づけにつながるカンフ

醜
ぱ学生にとって体験の意味づけにつながるものである、

るカンファレンスを アレンスの計画方位案で

設定する。 きる， B：設定したカンファレンスは、実習目搦こ沿ったテーマが設定されている1帆その

運営計画は具体性に欠けるジ

C：設定したカンファレンスは・実習目標に沿ったテーマとは言し嘆勘、。

9．カンファレンスにお

@いてグループダイナ

@ミクスを1謁して思
朧

テーマに沿ってグループ

_イナミクスを1謁し
ﾌ験からの学び力劇bす

蹴直接内容
Aニテーマに鉛って、学生の体験を共有し惹昧づけられるようにグループダイナミク

@スを活用し、指導技術を操作的に用し、てし愚

考を促す指導を展開 るようにカンファレンス B：テーマに沿って学生の意見を引き出すための捲導技術は活用しているか腹体験の
する。 を運営できる。 共有、意味づサカ曖昧である。

C：学生のグループダイナミクスの活用がなされず、教師が伝えたいことのみを伝え

る運営の仕方である，

1Q学生を尊重した関わ 関心・意欲 学生の看護の捉え方を尊

翻
A：学生の看護の考1え方を引き出しへ肯定1的に受けとめる。

りをしょうとする。 駿 重し、それを引き出そう

醜とする． B：学生の看護の考え方を引き出そうとする訊教師別面直を優先して判断する・

C：形式的な関わりにとどまり、学生の考えを引き出そうとしない。

11．実施した指導過程を 思考・判断 指導過程を振り返り、自

醜
A：指導過程を振り返り、患者のとらえ方、学生のとらえ方、指導技術および学生へ

振り返り、自己の課 己の指導上の課題を見出 実習日誌 のフィードバックについての改善点を挙げζ’いる．
題を見出す． すことができる， 自己評価表

B：指導過程を振り返っている訊改善点の挙ザ方において具体性に乏しし㌔

C：指導過程を振り返っているカ～改善点力黛ザられない。
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皿　専任教員養成講習会における運営の考え方

　看護教員養成の意義、位置づけに示した看護教育者としてのキャリア開発の目的を達成

するためには、企画・運営・評価システムを整え、関係職員が連携してそれぞれの役割を

果たすことが重要である。

1．運営するための組織体制

　講習会の運営は、教育内容と教育方法を中心とした全体の企画からはじまる。講習会

開始後は受講生の学習状況を把握しながら、講師や教育実習受け入れ校等との調整を行

い、受講生が学習内容の統合を図り、学習を深めることができるように運営する必要が

ある。講習会の全プログラム終了後は、受講生の目標到達評価に基づき、講習会の企画・

運営の評価を行い、事業の成果と課題を明らかにする。

1）講習会運営組織を構成する主な職員とその役割

　（1）講習会責任者（受託先責任者、都道府県直営の場合は看護行政担当者）

　　○講習会責任者は、専任教員養成講習会の実施要領とガイドラインに基づいて講

　　　習会の企画・運営・評価を進めていく責任者である。

　○行政等関係者や教育担当者と連携を図りつつ、教育担当者の支援を行い、講習

　　会の進行全体の把握を行う。他施設と連携が必要な場合は調整責任者となる。

　　○講習会責任者は、関係者の意見を集約して、問題を解決する能力が求められる。

（2）教育担当者（講習会の実質的な運営全般の責任者）

　○教育担当者は、講習会の基本方針に基づいて、講習会を円滑に運営するための

　　中心となる者である。また、講師には教育内容の周知を、受講生には学習環境

　　への適応を支援し、講習の目的達成を促進する者である。

　○最新の看護基礎教育の内容と方法および課題等について認識し、看護基礎教育

　　を発展させるための自己の考えを持っていること力塑ましい。

　○教育担当者は専任で1名以上とすることが望ましい。

2）講習会プログラムの企画・運営組織（会議等）

　講習会の企画・運営・評価を円滑に進めるために、以下に準じる会議を設けることが

望ましい。

【運営会議】

○企画、および運営を行うための会議であり、講習会責任者が開催する。この会議で

　は、教育計画の策定や関係者の連携・調整を行い、最適な講習の方法や内容につい
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て具体的に検討を行う。終了にあたっては企画・運営の評価も行う。

【講師会】

○講師に講習会の目的を周知し、受講生のレディネスに応じた教育が行えるようにす

　るために設けることが望ましい。具体的な目的と方法は、開催都道府県担当者、受

　託先責任者、教育担当が協議して決定することが望ましい。

○全体的な講師会の他に、演習科目や教育実習など複数講師が指導する科目は、科目

毎に講師余を行うことが望ましい。講師会が実施できない場合は調整に赴くことが

　望ましい。

【受講生の選抜に関する会議】

○選抜を行う場合は選抜に係る会議を設け、選抜の目的、規準、方法を決めて実施す

　る。構成員は各都道府県が定める。

【修了認定に係る会議】

○修了認定に係る規程を設けて行う。構成員は各都道府県が定めて実施する。

2．開催・運営の実際

1）講習会の企画

（1）開催方法の工夫（担当：都道府県看護行政担当部署）

　看護師等養成所の教育の質を担保するためには、新人教員が専任教員養成講習会：を

受講し、授業展開能力を始めとする教員としての能力を発揮していく必要がある。そ

のため、各都道府県は専任教員養成講習会を計画的に実施し、教員としての基礎的能

力を備えた新人教員を育成する必要がある。

○看護師等養成所の数と規模などから都道府県が単独で開催することが困難な場合

　に、隣接する都道府県が協力して実施している例がある。

・　例　　隣接するA県とB県はそれぞれ4年に1回開催している

　　　O　A県開催　→　1年空き　→　B県開催　→　1年空き　→　繰り返す

　　　○　両県の看護教員養成講習会未受講者はいずれかの開催県で受講が可能

（2）当該年度の企画

　受講生からみたr質の高い講習会」とは、，多様性がある豊かな学習体験を通して、

専任教員としての自己の能力の発達が実感できる講習会である。そのため、専任教員
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として必要な教育の内容と方法を中心にして、幅の広い学習経験ができるように講習

会の教育計画と運営を企画する必要がある。

①受講生の選抜

　受講生の質の確保のため、あるいは定員を超える応募があった場合は、選抜を行

　う。ただし未受講者の受講を促進するため、定数を確保するよう努める。

②教育計画

○専任教員養成講習会の教育内容に精通した看護教育関係者を、講習会の教育計画立

　案に加えることが望ましい。

○講習会の目的・目標、期間、授業科目とその内容および担当講師、教育実習計画、

　授業進度表、評価計画に関する事項を検討する。

・授業科目と内容は、実施要領およびガイドライン1－2、3および表3～5を参照

　されたい。

・科目の配列は、ガイドラインr教育内容の構造」を参考にして、受講生が学習内

　容を関連づけて統合しながら学べるように計画する。関連する講義と演習は実施

　時期を近接させて配列する。

・講師は、当該科目に関する教育業績や研究業績を参照して選定する。

・演習科目は、受講生の思考を深めるために、複数の講師をおくことが望ましい。

③運営指針、受講生の指導指針として講習会教育規程を定める。

○講習会教育規程の内容

　目的・定員・修業年限・始期および終期・休業目・授業時間・授業科目と時間数・

受講資格・受講志願の手続き・受講生の選考・受講の手続き・受講の許可・欠席の

届け出・再試験・追試験・科目履修認定・講習会修了認定・修了証の授与・受講生

事項の変更・証明書発行願・懲戒（受講の停止）

2）当該年度の講習会の運営

　教育担当者は、教育規程および各種の規程に従って受講生の学習権の保障と教育内

容の充実をはかりながら、講習を効果的に運営する責任を負う。

（1）受講生のレディネスを把握し、学習の構えを作るためのガイダンスを行う。

○講習会の意義、位置づけと教育計画の説明

○自立した成人学習者としての自覚を促す

○提携および利用可能な関連施設（図書館等）の説明
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（2）適宜、学習環境の調整を行う。

（3）授業内容、方法について講師と調整しながら学習を支援する。

（4）科目履修認定に関わる出席状況の把握を行う。

○各科目の授業時間数の2／3以上の出席の確認

○出席時間数が不足した場合の指導（科目履修認定の考え方参照）

　注　出席時間について

　・1科目を複数の講師がオムニバス形式で担当する場合でも、その科目の全授業

　時間数の2／3以上の出席で履修を認定する。

　・科目の時間と履修認定は、大学設置基準の単位、時間の考え方を採用するた

　め、1科目の時間数は講義と演習は15～30時間、実習は45時間をひとつのま

　とまりとして単位換算する。

（5）受講生の健康に対する配慮

　受講生の学習状況を把握し、受講生が自分を見失うことなく生活リズムを整えなが

ら学習できるように相談・支援を行う。

3）講習会教育担当者の能力

2）で示したように講習会を運営するために教育担当者には次の能力が求められる。

　（1）教育計画立案能力

　講習会の教育内容と配列は目的の達成に大きく影響する。現状の看護基礎教育の批判

的分析に加え、保健医療福祉と看護等の動向と看護基礎教育への社会的なニーズから講

習会に必要な内容を設定するためには、専門分野各科目に関連した最新の知見を持って

いることが必要である。

○担当者が知っておくべきこと

・保健師助産師看護師学校養成所指定規則

・看護師等養成所の運営に関する指導要領

・看護師等養成所の運営に関する手引き

・看護基礎教育課程の教育内容の構造

・看護教育制度および目本の高等教育制度と関連法規

・看護及び看護基礎教育、医療に関わる検討会報告書

・看護及び看護基礎教育に関わる各種統計

・講習会のカリキュラムを編成するための知識
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　（2）学習支援能力

　受講生は看護師等の実務を5年以上経験しているが、受講するにあたってのレディネ

スは多様であ奇。実務経験の観点からは、実習指導者の経験や看護教員として1～数年

の勤務経験がある者が混在すること、受講動機の観点からは、自分の意思による受講、

。ヒ司等の示唆、職務上の命令などにより受講する者が混在することである。このような

受講開始時のレディネスが受講生のモチベーションに影響することを意識して、支援を

行う必要がある。

　また、受講生は看護職員としての責任を果たしてきているが、講習会ではこれまでの

自己の仕事や考え方を客観化し批判的に分析する機会が多くなるため、自己像が揺らぎ

自尊感情が低下することがある。受講生のそうした悩みを受け止めつつ、受講生自身が

自己：をマネージメントできるように関わる必要がある。

　担当者は、受講生が自尊感情を保ちつつ、自己の受講目的の調整を計って学習計画を

立て、能力や個性を最大限に発揮しうるように支援するカウンセリングマインドと、ガ

イダンス機能を発揮することが必要となる。

　さらに、講習会では演習に力点を置き、アサーテイブに自己表現し、協働学習を通し

て学ぶスキルを身につけ、自他ともに成長することを目指す。受講生が自立した成人学

習者としての学習のマネージメントスキルを取得すると同時に、協働学習のグループダ

イナミックスが個人の学習をも促進することを理解できるように支援する必要がある。

○担当者が知っておくべき事

　アンドラゴジー（注参照）の学習支援概念

　（3）講師を選定し調整する能力

　講師の教育内容（目的）の理解と適切な教育方法の選択が受講生の学習を促進する。

そのため、依頼にあたっては講習会の意義・位置付け・理念の理解を図ることが重要で

あり、講義シラバスを求めるなどして調整を図る。開講後は講義資料とシラバスの内容

の一貫性や、講師自身の授業リフレクションなどから、講師と協働して内容・方法の調

整を行うことが望ましい。

○担当者が知っておくべき事

・講習会の各授業科目の教育内容に関わる最新の知識、授業内容の構造化の方法

（4）状況分析能力と問題解決能力（受講生に対してのロールモデル行動となる）

　講習会を運営していく過程で問題が生じた場合や、学習促進のための環境調整につ

いては、講習会の目的から事態を分析するとともに、受講生の利益・不利益を考慮し、

運営組織内で調整して解決を図る。
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○担当者が知っておくべき事

・教育、指導に関わる倫理

　　4）講習会における講師に期待するもの　（担当者が講師に説明する）

　教育担当者は、講習会の講師に求められる能力を理解し、講師の選定や教育内容・方法

の調整に活かし、講習を意味あるものにする責任がある。次に挙げる講師の能力等を、講

習会の意義、位置付けなどに含めて講師に説明し、理解を求めるものとする。

（1）看護基礎教育制度の中で、看護師等養成所が担う役割の理解

　看護師等の免許は養成機関に関わらず一本化されている。従って看護学生の卒業時

の能力は、どの養成機関で教育を受けたとしても基本的な部分は同等であるという見

地に立って、看護師等養成所の専任教員を目指す受講生と看護基礎教育について協働

的に学ぶという姿勢を持つことが必要である。

（2）アンドラゴジー概念の理解に基づいた講義・演習の指導能力

　演習では受講生の経験知を論理的に裏付けていくように指導するために、可能な限

り1グループを1．人の講師が担当し、協働して学習の成果をあげていくように指導す

る。さらに、受講生個々人の学習マネージメント能力を評価し、個別に学習支援をす

る力量が必要である。

（3）受講生の目標達成を評価する能力

　担当科目の目的・目標、教育内容、指導計画、評価計画を、一貫性をもって受講生

に提示し、目標達成を支援する必要がある。

　また、講義、演習を通して専任教員としての能力を獲得できたか、受講生の自己評

価と照合しながら双方向的に評値することが望ましい。

　（4）授業評価と講習会の課題分析

　受講生への指導過程および受講生の目標達成と課題認識を踏まえた自己の授業実践

の分析から、当該科目の教育内容・方法を検討し、講習会のカリキュラムの改善に貢

献することを期待したい。

3．修了認定の考え方

　講習会受講者は教員として能力を発揮することを求められる。そのため、出席時間だけ

で受講の修了を認めるのではなく、受講生自らが、各科目の学修をとおして専任教員とし

ての基礎的能力を獲得できたという認識をもって講習会を修了することが重要である。
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　1）科目履修認定の考え方

　目標に向かって計画的に学習し、結果の自己評価を通して新たな学習課題への取り組

みをマネージメントするという学習姿勢を形成するために、科目毎に評価を行う。科目

の評価は次の通りとする。

（1）出席時間数が当該科目授業時間数の2／3以上であるごとを要件とする。

　ただし、欠席の事由を考慮の上、課題等で学習内容を補充し、出席時間数の一部

にかえることができるものとする。

　考慮する欠席事由の範囲は社会通念から都道府県が決め、個々の事由毎に適用を

検討する。

（2）科目目標に準拠して受講生個人の学修結果を評価し、科目履修認定を行う。

　科目履修認定の評価基準は次の通りとし、C以上をもって当該科目を履修したも

のとする。

A
B
C
D

目標は十分達成している

目標は達成している

目標は一応達成しているが努力を要する

目標は達成していない

（3）専任教員講習会で一部単位を取得し、何らかの都合で別の実施主体で他の単

位を取得する状況になった場合は、申請にもとづき単位認定を行うことができるが、

次の点に留意する。

　○教育内容が深く連関する講義科目と演習科目については、学習効果の観点から

　　同一講習会で単位を取得することが望ましい。

　○一部科目の単位を取得した後、相当の期間が過ぎている場合は、当該単位科目

　　の教育内容の理解を評価し、認定の可否を判断する。

（4）本講習会は単位制とし、大学等で取得した単位の互換を認めるものとする。

大学等に進学する場合に単位の認定・履修免除の申請を行うことができるように配

慮する。

　○大学等で取得した単位の認定については、講習会の基礎分野r看護教育の基盤」

　　rその他」の内容と同等の内容であると見なすことができる科目を大学・大学

　　院等で履修し単位を取得している場合は、r看護教育の基盤」rその他」に設定

　　した科目の履修を免除できるものとする。
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2）講習の修了認定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　（1）全ての授業科目の履修認定を受けていること。

　（2）専任教員養成講習会は厚生労働省が認定する都道府県の事業であることから、

修了認定は開催都道府県の知事とする。

注　アンドラゴジーとしての教育

マルカム・ノールズが提唱した概念であり、中核概念はrおとなは自己決定的である」

ということである。ノールズはこの前提に含まれる意味を5点あげている。

○学習の雰囲気は，自分は受容され尊重され支持されているのだとおとなに感じさせるべ

　きであり・「教師と学生のあいだに共同探求者としての相互性の精神」が存在するべき

　である。

○学習ニーズの自己診断プロセスに学習者がかかわることを重視すべきである。

○学習者は、教師から学習の進め方や学習内容に関する情報を受けながら、自分自身の学

　習を計画するプロセスにかかわるべきである。

○教育・学習のプロセスは、学習と教師の共同責任であり、r教師」は教授者というより

　はむしろ情報提供者や学習のつなぎ役になる。

○学習者は、自分たちの進行の証拠を自分たちで得る手助けを教師にしてもらいながら、

　自己評価を行うべきである。

出典より『おとなにとっては、ほかのおとなに判断されることほど自分が子どもで

あると感じることはない。それは、ほかの人に判断される場合に経験するように、

尊重していないことと依存していることという究極のサインになるからである。』

　　　　出典：『成人教育の現代的実践一ペダゴジーからアンドラゴジーへ』

　　　　　　　　マルカム・ノ・一ルズ著、堀薫夫、三輪健二監訳．鳳書房、2002

IV　講習計画、運営の評価

　講習終了時に講習計画・運営について評価を行い、次開催時に活かすことが必要であ

る。講習会の目的は、まず修了時に専任教員としての基本的な能力を獲得することである

が、受講した経験を活かし、自立した教員として実務において能力を発展させていくこと

ができることも目指している。そのような講習が実施できているかどうかを評価し、講習

会の内容・方法を充実させていくために、受講生の講習修了時の能力の獲得のみならず、

学習体験の質、学習環境の質も評価する。また、実務に就いてからの能力の発展を追跡評

価し、講習会の企画・運営の評価の資料とすることも必要であろう。
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1．講習終了時の評価

　講習終了時の評価は、講習の評価として研修プログラムの妥当性や適切性を確認し、講

習会の目的の達成度を判断するものである。基本的には講習に関わる全ての人が評価対象

になる。

　　　1）目的、目標、内容、方法、講師、教材の適切さ、講習の開催期間、時間、場所、

　　　　経費の適切さなどの講習の企画・運営の評価

　　　2）養成講習会の到達目標の達成度の評価

　　　3）講習会受講者の達成感や満足度の評価

活用可能な資料の例

　・・講師の講義、演習の指導計画とその評価

　・受講生による授業評価

　・受講生による能力評価（講習会修了時）

　・受講生による学習環境評価と学習環境調整に係る資料

　・講習会担当者による講習会計画と運営方法の評価

　・講習会計画の変更・調整に係る資料、受講生の指導に係る資料

　・行政担当者または講習会事務担当者による予算執行に係る資料

2．実践の場における受講結果の事後評価

　必要に応じて講習会修了者の教育実践状況を把握し、その結果を企画・運営に反映さ

せること力塑ましい。
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、第2部　教務主任養成講習会

1．教務主任養成における基本的な考え方

1．教務主任養成の意義

　グローバル化する社会における生活ニーズの多様化、保健医療福祉システムの複雑化の

中で、人々の健康への要請が高まっている。社会的要請に応える上で、看護職の役割拡大

が求められ、質の高い看護ケアが提供できる看護職の育成に対する国民の期待は大きい。

　看護職育成の基盤である看護基礎教育おいて、看護教員は、基礎となる教育内容を精選

し、教育方法を駆使しながら系統的に教授し、カリキュラムを運営している。それぞれの

教育機関が自らの教育理念にもとづいて教育機能を発揮する上では、カリキュラム運営を

担う教務主任の役割機能が要である。運営においては、学生の多様化、保健医療環境の変

化に伴う臨地実習を行う学習環境の確保・整備の困難などから派生する様ノマな課題の解決

が求められる。

　したがって、教務主任には、リーダーとして教育事象に潜む課題を分析し、課題解決を

図るために看護教員を組織化し、協働連携して創造的に学校を管理・経営する能力が求め

られる。

　そこで、看護師等養成所において看護教育を推進する上で、指導的役割を果たすために

必要な能力を開発する教育課程として、教務主任養成講習会を設けるものである。質の高

い教授活動を組織化できる看護教員リーダーを養成するζとは、看護教育の質の向上につ

ながり、ひいては質の高い看護ケアに対する社会的要請に応えることになる。

2．教務主任養成の位置づけ

　教務主任養成は、看護職の基盤であるr看護基礎教育」修了後に免許を得て臨床で看護

職としての一定期間業務に従事した上で、r看護教員養成」で看護教員としての基礎的能

力を培い、それにもとづく看護教育の経験を持つ看護職が履修するものである。教務主任

養成の教育課程は、自らの看護教育の実践内容を理論で検証する学問的追究を教育内容と

しており、大学院に相当する課程であるといえる。

3．教務主任養成の理念

　教務主任養成の主眼は、　r看護教育における指導的役割を果たす能力」を育成すること

である。そのためには高度な看護教育実践力、広い視野と批判的思考能力、創造力を養う
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必要がある。このような教務主任を育成するためには、理論から実践へという従来の考え

方から脱して、看護経験に基づいた理論形成過程を踏む教育を行う。

4．教務主任養成における基本方針

　　1）教務主任に求められるもの

○教務主任は、教育の本質、看護実践と、その効果的な教育方法およびそれを基盤とした

教育課程の編成等の教育に関する基礎的能力を身につけていることが必要である。それに

指導者として必要な看護教育に関する専門的知識の学習を加え、これからの看護教育の動

向を予測しながら、新たな看護教育活動を創造する能力を養う。かつ学生、看護教員の教

育、関係者の調整・管理に必要な学習をし、円滑に学校運営ができる能力を養う。

○看護教育の実質的な向上のためには、学校組織における高度な意志決定を教務主任が担

えるようになることが重要である。そのためには、単に学校経営に関する知識を持つこと

だけではなく、実践的に運営できる力、特に意思決定力：を身につける必要がある。

　2）本ガイドラインの活用に関する考え方

○教務主任の教育方法においては、看護教育実践の経験、看護学教育の事象を分析し、そ

の問題を的確に捉え、新たな：看護教育活動を創り出す方法をとる。

○時代や社会の動向に対応した看護実践力に裏付けられた教務主任の養成のためには、教

育課程を常に検討していく必要がある。

○教務主任養成の運用に関しては、受講生が目的を達成するための企画・実施を行い、受

講生め達成度、満足度からプログラムを評価し、次のプログラム企画に反映する。

1　教務主任養成における教育課程

1．教育目的・目標の考え方

　教務主任には、教育事象に潜む課題を分析し、その解決を図るために看護教員を組織化

し、協働連携して創造的に学校を管理・経営する能力が求められる．そのために1）看護

学教育について専門的知識を学び、看護学教育にこれを適用する能力、2）教育機関にお

ける管理運営に関する概念を理解し、教育効果を高める能力、3）看護学教育上の問題の
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分析を行い、それに必要な解決方法を見いだし実践する能力が必要である。これらの能力

は、実践をとおして教育の場で統合されるものである。

　したがって、以下の目的・目標を位置づける。

　　1）教育目的

　看護学教育における教育課程の管理能力および教員に対する指導力を養い、学校運営を

推進する能力を啓発する。

2）教育目標

（1）看護学教育について専門的知識を学び、看護学教育にこれを適用する能力を啓

　　　発する。

（2）教育機関における管理運営に関する概念を理解し、教育効果を高める能力を啓

　　発する。

（3）看護学教育上の問題の分析を行い、それに必要な解決方法を見いだし実践する

　　能力を啓発する。

2．教育課程の構造　（図3二43ページ）

1）専門分野の考え方

看護教育の管理者として必要な内容で構成する。

　①教員に対する指導力を養うための内容

　②教育課程の管理能力を養うための内容

　③学校運営の推進力を養うための内容

　④看護教育上の問題を分析し、総合的な判断力を養うための内容

2）専門分野の教育内容の考え方

教育内容の構造は、看護教育の管理者として必要な内容を中核に科目を構成する。

　　　①教員に対する指導力を養うための内容

　r看護学教育方法論」r看護学教育方法演習」r看護学教育評価論」　「看護学教育評価

演習」をおく。　r看護学教育方法演習」は、看護学教育において教育方法の質を高めるた

め、具体的な方法を教員に指導できることをねらいとして設定する。r看護学教育評価演

習」は、看護学評価の問題点：を改善する考え方や評価方法を追究し、妥当性と信頼性のあ

る評価が実践できるようにするために設定する。

　　　②教育課程の管理能力を養うための内容

　r看護学教育課程開発」r看護学教育課程開発演習」をおく。　r看護学教育課程開発」
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は、看護学校教育課程の動向を理解し、看護学教育課程のあり方及び開発の方法を学ぶた

めに設ける。　r看護学教育課程開発演習」は、理論を踏まえ、看護学教育のあり方を追究

しながら、社会の変化、学習者の変化に対応した看護学教育課程の開発の考え方を深める

ために設定する。

　　　③学校運営の推進力を養うための内容

　r看護学校経営」r看護学校経営演習」をおく。r看護学校経営」r看護学校経営演習」

は、学校経営の理論を基礎に看護学校経営のあり方を考察し、教育実践への適用能力を高

めるために設定する。

　　④看護教育上の問題を分析し、総合的な判断力を養うための内容

　r看護学教育開発演習」をおく。r看護学教育開発演習」は、看護教育上の問題を分析

し《解決するカを養うために、自らの教育事象を分析し、課題解決を図ることをねらいと

して設定する。

　そして、これらの内容の基盤となる看護学の内容にr領域別看護論」がある。自らの専

門領域だけでなく、各看護領域の現状と課題及び展望を把握し、看護学全体が捉えられる

ように設定する。

　　3）授業内容の配列に関する考え方

　受講生の教育課程の管理能力を養うためには、看護学教育課程開発演習がある程度終了

した後、看護学教育方法演習、看護学教育評価演習を行うことが、教育課程の全体の理解

につながり、効果的である。またr教育課程の管理能力を養うための内容」r教員に対す

る指導力を養うための内容」を理解した上で、看護学校経営演習で、教育現状の分析を行

い、実践可能な解決方法を考えることによって、学校運営の推進力が養われる。

　看護学教育開発演習は、上記の内容と平行しながら、最終的に自己の課題解決が図れる

能力が身につくよう配列することが望ましい。

　　4）教育方法の工夫

　教員の資質として、主体的に学習する姿勢を基盤に持ち、自らの考えに確かな根拠を持

つことが重要である。そのために、単に新しい知識を教授ずることだけではなく、自らが

教育の意味や看護の専門性を深く探求していけるように、演習形態の授業を多く設定する。

　5）単位・時間数の考え方

単位・時間数の考え方は、大学設置基準の考え方に準ずる。

一42一



1
昏
ω
1

教員に対する指導力を養うための内容

@　r看護学教育方法論」

@　r看護学教育方法演習」

@　r看護学教育評価論」

@　r看護学教育評価演習」学校経営の推進力を養うための内容

@　　　r看護学校経営」
@　　r看護学校経営演習」

r領域別

@看護論」

@　　　　督
教育課程の管理能力を養うための内容

@　　r看護学教育課程開発」
@　　r看護学教育課程開発演習」

看護教育上の問題を分析し、総合的な判断力を養うための内容

@　　　　　　　　　「看護学教育開発演習」

図3 教育課程の構造



皿　教務主任養成講習会における運営の考え方

　看護師等養成所の教育の質を担保するためには、教務主任およびその予定者が、最新の

看護学教育の動向を踏まえて教育内容を刷新する能力を備えることが重要である。

　現在は、看護教員養成講習会修了後に看護師等養成所の管理・運営について系統的な研

修を受けることなく重責を担っている教務主任もいる。そのため、教務主任の任に有る者

は速やかに、予定者は計画的に教務主任養成講習会を受講することが望ましい。

1．運営するための組織体制

第1部専任教員養成講習会　皿r運営の考え方」に準じる。

2．開催・運営の実際

1）講習会の企画

　（1）開催の工夫（担当：都道府県看護行政担当部署）

○教務主任養峡講習会を都道府県単位で開催するには該当者は妙な：いことが考えられ

るため、複数の都道府県で協力して開催するなど工夫が必要である。開催方法の工夫

については、第1部専任教員養成講習会皿のr開催の工夫」を参照のこと。・

○講習会の期間は、次の①～③に留意して設定する。

①皿一2－3）に述べたように、内容の配列と進度を考慮して授業科目を漸次開講し、

　　前提となる教育内容に基づいた演習ができるようすること。

　②前提となる教育内容を含む科目と演習の期間が空いてしまうことや、複数年に渡

　　る履修は、学修した内容：を統合して教務主任としての能力を形成する観点から配

　　慮を要する。

　③本講習会では、演習科目：を多く設定している。演習は、各受講生が事前学習をし

　　て臨む必要がある。また、演習後にも思考：を深める時間が必要である。そのため、

　　十分な自己学習活動ができるように配慮する。

　　（＊演習の意義はII－2－4）一（1〉を参照。）

　　（2）当該年度の講習会の企画

　第1部専任教員養成講習会に準じるものとし、一部事項について留意点を挙げる。

○講習会の目的・目標、期間、授業科目とその内容および担当講師、教育実習計画、

　授業進度表、評価計画に関する事項を検討する。．
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・講師の選択（留意事項）

　この講習会では、既に看護師等の養成：を経験している者が、自らの教育実践およ

び看護基礎教育に関わる教育事象、研究成果を批判的に検討して学習を進めていく。

そのため大学院相当の演習を指導できる講師を選択する必要がある。

　2）当該年度の講習会の運営　（主として教育担当者が行う）

第1部専任教員養成講習会　皿一2－2）に準じる。

　3）講習会教育担当者の能力

第1部専任教員養成講習会　E［一2－3）に準じるものとし、一部追加事項を挙げる。

（1）教育計画立案能力

○担当者が把握しておくべきこと　（教務主任養成のための追加事項）

　・教務主任の業務の実態

　・看護学校管理・経営に関する最新の考え方

　　4）講習会における講師に期待するもの　（講習会担当者が講師に説明する）

　専任教員養成講習会　皿一2－4）に準じるものとし、教務主任養成講習会において強調し

たい内容を挙げる。

　　　（1）　看護師養成所等の管理・運営を担う教務主任に必要な能力の理解

　教務主任が看護師等養成所の教育の改善向上を図るためには、r広い視野と批判的思考能

力」r創造力」r実践知から理論への転換能力」が必要であることを講師は理解し、講義内

容、方法を構想する必要がある。

　　　　（2）アンドラゴジー概念の理解に基づいた講義・演習の指導能力

　演習は受講生の経験知を論理的に裏付けていくように指導するために、可能な限り1グ

ループを1人の講師が担当し、受講生と協働して学習の成果：をあげていくように指導する。

また、個々人の学習マネージメント能力を評価しながら、経験知を学問的な理解に深めて

いけるように学習を支援する能力必要である。

3．修了認定の考え方

第1部専任教員養成講習会皿一3に準じるものとし、一部追加事項を挙げる。

○教務主任養成講習会で一部単位を取得しへ何らかの都合で別の実施主体で他の単位
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　づ
　を取得する状況になった場合は、申請にもとづき単位認定を行うことができるが、次の点

に留意する。

　①教育内容が深く連関する講義科目と演習科目については、学習効果の観点から同一講

　　習会で単位を取得すること力塑ましい。

　②一部科目の単位を取得した後、相当の期間が過ぎている場合は、当該単位科目の教育

　　内容の理解を評価し、認定の可否を判断すること力塑ましい。

4．大学院等との単位の互換

　本講習会は単位制とし、大学院等に進学する場合に単位の認定・履修免除の申請を行う

ことができるように配慮する。

　看護学教育専攻等をおく大学院が増えてきていることから、受講者から単位認定申請が

合った場合は、慎重に審査する。

lV　講習計画、運営の評価

第1部専任教員養成講習会　Nに準じる。
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