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　本研究の目的は，IBL を事前に導入した看護過程演習における学生の主体的学修の程度とグループワークでの

協調性・積極性の程度及び両者の関連，主体的学修への影響因子を明らかにし，主体的学修を促進する教育方法

を検討することである。看護学科 3 年次生を対象に選択式項目と自由記載による自己評価を実施した。学生の主

体的学修は一定レベルを確保できたが，理解の深化に向けた取り組みは不十分と評価した。グループワークとい

う学修形態が主体的学修を促進することが証明され，グループワークを軸とした目標設定が主体的学修を一層促

進させると推察された。主体的学修への影響因子は，グループワークでの積極性・協調性・責任を果たす態度，

内発的動機づけや自己効力感の高まりに関連していた。主体的学修の促進には，①目標達成を重視した十分な準

備性，②社会的相互作用活性化に向けた学生の緊張緩和，③理解の深化に向けた意欲の喚起，が重要である。
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Ⅰ．はじめに

看護師が専門職者として社会での役割を果たすに

は，学修者が自ら学ぶ意思・意欲をもち，そのための

方法上の手ごたえを，全ての学修過程で得られること

が不可欠であるといわれている 1)。学士課程での看護

教育においては，「専門職としての自発的な能力開発

を継続するための能力」の獲得を目指しており 2)，主

体的に学ぶ力の涵養が看護基礎教育に求められている

といえる。中央教育審議会 3) は，求められる質の高い

学士課程教育とは，教員と学生とが意思疎通を図りつ

つ，学生同士が切磋琢磨し，相互に刺激を与えながら

知的に成長する課題解決型の能動的学修（アクティブ・

ラーニング）によって，学生の思考力や表現力を引き

出し，その知性を鍛える双方向の授業を中心とした教

育であると提言している。

能動的学修（アクティブ・ラーニング）の方法の 1
つに Inquiry Based Learning（以下 IBL）がある。IBL は，

1993 年にハワイ大学看護学部がカリキュラムに取り

入れ「柔軟性があり，かつ開放的で，チューターと学

生との多様な能力や資源を引き出す学修方式 4)」と位

置づけたものである。IBL は，能動的な探求活動が深

い理解につながるという考えを基盤として，成人教育

（andragogy）の考え方と社会的構成主義の学修方法を

採用している 5)。また，IBL は，知識を刺激し，自分

で調べ，共同で学修することが重要であり，教育方法

論ではなく哲学であるため，その方法に決まりはない

とされている 6)。ハワイ大学看護学部においても各科

目がその科目独自の教授法を取り入れ，科目ごとに異

なる学修モデルが構築されている 4)。

筆者らは看護基礎教育において，成人期にある患者

への看護実践に向けた看護過程展開能力を高める目的

で，3 年次前期に看護過程演習をグループワークの形

態で実施している。グループワークは，複数人の討議

形態により，学修者同士が協調して行動し，相互に影

響を及ぼし合う学修活動を活用して目標達成を目指す

授業形態である 7)。また，グループワークは，学修者

の経験や興味などを重視し，主体的な学修態度や学修

者の多様な視点から課題を多角的に検討する態度を育

成するための授業形態でもある 7)。グループワークの

効果に対する研究では，学生個々の対人関係技能と社

会性が向上したが，主体的行動が改善されなかったと

いう報告 8) や，グループワーク中の主体的学修態度が

向上したという報告 9) がなされている。筆者らが過去

に実施したグループワーク形態の看護過程演習におい

ても，グループワーク中の主体的参加は認められたが，

主体的な度合いにはグループ間及びグループ内での差

が明確に存在していた。要因としては，グループワー

クでの活発な討議に足る事前準備が不足している学生

が少なからず存在していることが挙げられ，事前準備

不足に起因する基本的知識の欠如が効果的なグループ

ワークを阻害していると考えられた。また，知識を統

合化し，多角的に検討できるレベルの理解に到達して

いる学生はごく一部であり，それが事例の個別的な情

報に基づく総合的な判断をもたらすような活発な議論

を困難にしていると推測された。このことから，グルー

プワークにおいて看護実践に向けた看護過程展開能力

を向上させるためには，学生全体の総合的知識の水準

を向上させること，また，グループワークに向けた事

前の準備とグループワークでの学びをさらに深化させ

る事後の探求を行うこと，すなわち自己学修に主体的

に取り組む力を獲得することが必須であると考えた。

IBL は，知識を刺激し，自分で調べ，共同で学修する

ことを重視していることから，IBL を看護過程演習前

に導入することが，グループワーク形態の看護過程演

習における看護過程展開能力向上に寄与できると考え

た。

IBL により探求的に学ぶプロセスを経て獲得できる

能力は，①不確定な要素から多角的に問題を発見する

能力，②自己学修の方法と習慣，③問題解決型学修の

方法，④グループの中での協調性，積極性と責任を果

たす態度，と示されている 10)。IBL は自己学修の方法

だけでなく，その習慣を獲得できることから，IBL を

看護過程演習の前に導入することは，IBL の学修期間

中だけでなく，IBL 後の看護過程演習に取り組むプロ

セスにおいても事前事後の学修を促進することが期待

できると推測された。そして，IBL を通して確立した

自己学修の習慣は，看護基礎教育に求められている専

門職としての自発的な能力開発を継続する力の養成に

も寄与すると考えられる。また，IBL で養われたグルー

プの中での協調性，積極性と責任を果たす態度は，グ

ループワーク形態で実施する看護過程演習においても

有効に作用すると考えられる。

大学における学修の本質は主体的な学びであり，主

体的学びとは資料の下調べや読書，思考などの「授業

のための事前の準備」，あるいは授業内容の確認や理

解の深化のための探究などの「事後の展開」など 11)

であるとされている。また，看護学生の主体性として

は，物事に興味・関心を持ち，自らの課題を設定する

こと，設定した課題に対する解決方法の模索，自己の

設定した課題をやり遂げるための責任ある行動，自己

の行動を振り返ること，などが示されている 12)。そこ

で，本研究においては「主体的学修」を，授業のため

の事前の準備や授業後に行う授業内容に対する理解の

深化に向けた探求において，興味・関心を持ち，自ら

の課題を設定し，設定した課題に対する解決方法を模

索し，自己の設定した課題をやり遂げるために責任あ

る行動をし，自己の行動を振り返ること，と定義する。
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Ⅱ．目的

1．IBL を事前に導入した看護過程演習における学生

の主体的学修への取り組みの程度とグループワー

クでの協調性・積極性の程度，及び両者の関連を

明らかにする。

2．看護過程演習開始前に IBL を導入したことによる

学生の主体的学修への影響因子を明らかにする。

3．IBL を事前に導入したグループワーク形態の看護

過程演習において，学生の主体的学修を効果的に

促進する教育方法を検討する。

Ⅲ．方法

1．対象

　A 大学看護学科 3 年次生 60 名

2．看護過程演習における IBL の位置づけと目標

看護過程演習は，3 年次前期の科目「成人看護方法

論Ⅲ」の一部として実施する単元である。教員が作成

したカルテ形式の「胃がんで胃全摘出術を受ける患者・

家族の事例」に対して，アセスメント，看護問題の明

確化，看護問題を解決するための計画の立案，ロール

プレイの実施，実施の評価と計画の修正，を行うこ

とで，3 年次後期の成人看護実習での実践に向けて看

護過程展開能力を高めることを目指す。看護過程演習

は，グループワークおよびロールプレイ形式で実施

し，グループワークは提示した事前課題に対する成果

を基にグループメンバー間で積極的に議論することで

学修を深める構成にしている。一般教育目標（General 
Instructional Objectives：GIO）と個別的行動目標（Specifi c 
Behavioral Objective：SBO）は表 1 のとおりである。

GIO-1 ～ GIO-5 は，周手術期にある患者・家族の看

護過程を展開すること自体に対する学修成果を示す

目標であり，GIO-6 は本研究で定義した主体的学修，

GIO-7 はグループワークにおける協調性・積極性に対

する目標を設定している。

IBL は，看護過程演習の開始前にアセスメントに必

要な知識を整理する目的で導入し，表 1 のとおり GIO
と SBO を設定した。GIO-6 は本研究で定義した主体

的学修に対する目標，GIO-7 はグループワークにおけ

る協調性・積極性に対する目標を示しており，それ

ぞれ看護過程演習の GIO-6 及び GIO-7 と同一とした。

GIO-8 は看護過程の展開に必要な知識獲得に対する成

果を示す目標とし，GIO-9 は IBL により獲得できる能

力である問題解決のスキルに関する学びについての目

標とした。

本 IBL は計 4 時限（90 分授業 ×4 回）で実施した。「成

人看護方法論Ⅲ」は 2 時限（90 分授業 ×2 回）連続の

時間割構成となっており，第 1 週及び第 2 週に IBL
を実施し，第 3 週から第 7 週に看護過程演習を行った。

3.　IBL の実施方法

先述のとおり IBL はその方法に決まりがないとさ

れている 6) が，いくつかの必要な要素が示されている

ため，それらについて文献による補足を加えながら

IBL の実施方法について記述する。

1)　チューターガイドの作成

IBL のチューターガイドには，単元の目標，事例

の概要，事例のまとめ，事例についてのパート別の

情報，パートごとの Guiding Questions，などが必要

になる 13)。それぞれについて，以下の通り設定した。

(1)　単元の目標の設定

単元の目標には，先述した IBL の GIO-8 が該

当した（表 1）。

(2)　事例と Guiding Questions の設定

IBL においては，事例にどのような概念を含む

か，どのようにしてその概念を理解できるように

教育するのかを決定することが重要である 6)。

本 IBL では，看護過程演習の開始前にアセス

メントに必要な知識を整理することを目的とした

ため，単元の目標の一つを，看護過程の展開に

必要な知識獲得に対する成果を示す目標として，

GIO-8「胃がんで胃全摘出術を受ける患者を身体

的・心理的・社会的な側面から全人的にアセスメ

ントするために必要な知識を整理できる」と設定

している。看護過程演習では，事例の情報を広く

とらえることを通して，胃全摘出術による侵襲及

び麻酔侵襲に対する生体反応，胃全摘術を受ける

患者に起こりうる術後合併症とその関連因子，成

人期の胃がん患者とその家族の心理，手術を受け

る成人期の患者とその家族の心理，成人期の患者

が胃全摘出術を受けたことによる退院後の生活へ

の影響，などから患者に必要な看護を考え，それ

を実践する方法を学ぶことを意図している。この

ことから，学生による獲得を期待する知識として，

SBO-8-1) ～ 8-8) を設定した（表 1）。また，IBL
では，後述する「重要な情報」，「仮説」，「必要な

情報」，「調べる項目」13,14) の 4 つの内容を学生が

挙げていくため，事例の作成においてはこれらの

内容が想起できるように考慮した。学生がこれら

4 つの内容を挙げることで，最終的には「調べる

項目」として，SBO-8-1) ～ 8-8) に該当する知識

獲得の必要性を導き出せるような IBL の事例を

検討し，3 つのパートから成る事例を作成した。

さらに，これらの知識の必要性が導き出せるよう

な Guiding Questions を科目担当者全員で協議しな

がら作成した。IBL の最後に行う事例のまとめと

しては，翌週からの看護過程演習で用いるカルテ
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形式の「胃がんで胃全摘出術を受ける患者・家族

の事例」に患者の情報を詳細に記載していること

から，これを資料として使用することとした。

2)　IBL 実施に向けた模擬 IBL の実施

授業での IBL 実施前に，教員が学生役を担って試

行する模擬 IBL13) を科目担当者全員で 2 回実施した。

1 回目の実施目的は，①パートごとに「重要な情報」，

「仮説」，「必要な情報」，「調べる項目」を挙げるこ

とで，実際の展開のイメージをつかむ，②「重要な

情報」，「仮説」，「必要な情報」，「調べる項目」を挙

げることでパートごとの事例提示の妥当性を評価す

る，③ Guiding Questions 案を精錬する，④チューター

の具体的関わり方を検討する，⑤時間配分案の検証

および修正をする，であった。その後，必要な修正

を行い，2 回目の模擬 IBL は，① Guiding Questions
をさらに精錬する，②時間配分の最終確認を行う，

③ 1 回目の模擬 IBL で検討したチューターの関わ

り方の確認及び修正をし，全教員で統一する，とい

う目的で実施した。最終的に，パートごとの事例と

Guiding Questions，及びパートごとに学生が挙げる

ことを期待する「調べる項目」は表 2 に示すとおり

となった。また，チューターの関わり方は表 3 で示

す内容で統一した。

3)　自己評価表の作成

自己主導型学修において，自己評価は当然にある

べき要素とされている 15)。自己評価を行うことによ

り，学修者は目標を設定し，基準を作り，証拠を集め，

基準を適用して目標が達成されたことを証明する，

という個人の模索を行い，評価のプロセス全体に責

任を負う 15) からである。このことより，本 IBL に

おいては，学生が探求的に学ぶプロセスを活性化さ

せるために自己評価表を作成し，学生の自己評価を

実施した。

自己評価表の記入の時期は，第 1 週及び第 2 週

の IBL 終了時，さらに，IBL がその後の看護過程演

習において学生の主体的学修に寄与したかについて

評価する目的で行う看護過程演習終了時の計 3 回

とした。第 1 週及び第 2 週の IBL 終了時の自己評

価表の項目は，IBL の SBO-6-1) ～ 6-3)，SBO-7-1)
～ 7-6)，SBO-8-1) ～ 8-8)，SBO-9-1) ～ 9-8) に 基 づ

いて作成した。看護過程演習終了時に記入する自己

評価表の項目は，看護過程演習の SBO-6-1) ～ 6-5)，
SBO-7-1) ～ 7-10) に基づいて作成した。評定法は，

すべての項目について「そう思う：5 点」「ややそ

う思う：4 点」「どちらともいえない：3 点」「あま

りそう思わない：2 点」「そう思わない：1 点」の 5
件法とした。3 回にわたる自己評価は，学生の立場

からは探求的に学ぶプロセスを活性化させることに

寄与するが，本研究は，事前に IBL を導入した看

護過程演習における学生の主体的学修への取り組み

の程度とグループワークでの協調性・積極性の程度，

及び両者の関連を評価することを目的としているた

め，看護過程演習の終了時に学生が記入した自己評

価表（3 回目）の選択式項目への記載内容が重視さ

れる。したがって，ここでは 3 回目の自己評価表の

項目，すなわち「主体的学修評価項目」および「グ

ループワークでの協調性・積極性評価項目」につい

てのみ，詳述する。

(1) 主体的学修評価項目

学生の主体的学修に関する目標，すなわち，看

護過程演習の SBO-6-1) ～ 6-5) の到達度を評価す

るために，畑野 16) の授業プロセス・パフォーマ

ンス尺度を参考に 7 項目で成る自己評価表を作成

した。項目の内容は，後述する結果の表 5 で示す。

なお，3 項目の逆転項目を配置した。

(2) グループワークでの協調性・積極性評価項目

学生のグループワークにおける協調性・積

極性に関する目標，すなわち，看護過程演習の

SBO-7-1) ～ 7-10) の到達度を評価するための項目

は，後述する結果の表 5 で示す 10 項目であった。

なお，1 項目の逆転項目を配置した。

また，各自己評価表には，「感想」を自由に記

載する欄を設けた。自己評価表は，各授業終了時

に回収し，チューターがコメントを記載したうえ

で翌週学生に返却することにした。

4)　IBL の実施（表 4）

学生 10 名で 1 グループを編成し，グループごと

に 1 名の教員をチューターとして配置した。なお，

教員の看護教育経験年数は 3 ～ 11 年（平均 6.3 年）

であり，IBL のチューター担当は本 IBL が初めてで

あった。

第 1 週は，事例のパートごとに「重要な情報」，「仮

説」，「必要な情報」，「調べる項目」を模造紙に記入

しながら整理していった。学生は，司会者，書記，

時計係，その他のメンバーの役割をパートごとに交

代しながら担った。IBL 参加のルールをブレインス

トーミングの考え方に基づいて定め，学生全員から

常に見える位置に貼ることで確認できるようにし

た。3 つのパートすべてについて「調べる項目」が

挙がった後，次週までに調べてくる担当部分をメン

バー全員で分担した。最後に，グループ内で振り返

りを行い，自己評価表の記入をして終了とした。

第 2 週は，第 1 週に分担した「調べる項目」につ

いての学修成果をグループ内で担当者が発表し，グ

ループメンバーで内容を共有した。全員の発表終了

後には，教員の進行で「調べる項目」についての

知識獲得度を確認し，術後合併症などの各々の知識

について，理解が断片的であれば相互の関連性につ

いての理解を促し，また，周手術期の一般的経過に

関連させて患者の日常生活を考えられるように導い
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た。その後，事例のまとめとして，翌週からの看護

過程の展開で用いるカルテ形式の「胃がんで胃全摘

出術を受ける患者・家族の事例」を学生に配布し，

含まれる情報からさらに調べる必要のある項目を確

認した。最後に，自己評価表に記入をして終了とし

た。

4.　データ収集方法

自己評価表への学生の記載内容をデータとした。

1)　選択式項目

看護過程演習の終了時に学生が記入した自己評価

表（3 回目）の選択式項目への記載を本研究におけ

るデータとした。

2)　自由記載

看護過程演習開始前に IBL を導入したことによ

る学生の主体的学修への影響因子を明らかにするた

めに，3 回すべての自己評価表の「感想」の欄に記

載された自由記載の記述をデータとした。

5．分析方法

1)　選択式項目の分析

自己評価表の主体的学修評価項目とグループワー

クでの協調性・積極性評価項目に関しては，肯定の

度合いが高いほど得点が高くなる配点であり，回答

をそのまま得点化し，次の分析に用いた。なお，逆

転項目である主体的学修項目の 3 項目およびグルー

プワークでの協調性・積極性評価項目 1 項目につ

いては，得点を逆転させた。統計解析には，PASW 
Statistic18 を使用し，有意水準は 5％とした。

(1)　学生の主体的学修への取り組みの程度とグ

ループワークでの協調性・積極性の程度

主体的学修評価項目とグループワークでの協調

性・積極性評価項目について，基本統計量として

各項目の平均値，標準偏差，中央値，最小値，最

大値を求めた。

(2)　主体的学修評価項目とグループワークでの協

調性・積極性評価項目との関連

主体的学修評価項目とグループワークでの協調

性・積極性評価項目との相関について，Pearson
の積率相関係数を算出した。

2)　自由記載

Berelson,B の内容分析の手法 17) に基づき，自由記

載の内容を分析した。研究のための問いは「看護過

程演習開始前に IBL を導入したことによる学生の

主体的学修への影響因子はどのようなものか」と設

定した。まず，全 3 回の自己評価表に含まれる学生

個々の自由記載の記述全体を文脈単位とし，研究の

ための問いに対する回答 1 つのみを含む文章を記録

単位とした。その後，個々の記録単位を意味内容の

同類性に基づき分類し，コード，サブカテゴリ，カ

テゴリとし，それぞれの意味内容を忠実に反映した

名称を付けた。また，各コード，サブカテゴリ，カ

テゴリに含まれる記録単位の出現頻度を数量化し，

カテゴリごとに集計した。

3)　信頼性・妥当性の確保

自己評価表の作成にあたっては，複数の科目担当

者で検討を重ね，項目の内容の妥当性の確保に尽く

した。なお，3 回目の自己評価表全体の内的整合性

に関する信頼性分析の結果（Cronbach の α 信頼性

係数）は，後の結果に示す通りであった。

自由記載の分析におけるカテゴリの信頼性は，看

護教育の経験をもつ研究者 2 名によるカテゴリへの

分類の一致率を Scott, W.A. の式 18) に基づき算出し

た。

6.　倫理的配慮

目的，方法，自己評価表の記載内容及び研究への同

意の有無が成績とは無関係であること，個人が特定さ

れないように分析処理をすること，結果を公表するこ

と，について文書と口頭で説明し，自己評価表の欄外

に研究協力に ｢ 承諾する ｣ または ｢ 承諾しない ｣ の選

択欄を設け，研究への参加の有無を自由意思で選択で

きることを保証した。また，成績への影響を排除する

ため，すべての分析を成績評価終了後に行った。

Ⅳ．結果

1．IBL を事前に導入した看護過程演習における学生の

　　主体的学修への取り組みの程度とグループワーク

　　での協調性・積極性の程度（表 5）

1)　学生の主体的学修への取り組みの程度

主体的学修評価項目のうち，平均値と中央値が共

に最大値を示した項目は，「No.6 単位さえもらえば

よいという気持ちで『周手術期にある患者・家族の

看護過程の展開』に臨んだ（逆転項目）」であった。

続いて，「No.2 課題（自己学修）を少しでも良いも

のに仕上げようと努力した」，「No.4 課題（自己学修）

には最小限の努力で取り組んだ（逆転項目）」の順

であった。一方，平均値と中央値が最低値を示した

項目は，「No.7 課題（自己学修）にはグループワー

クで何を質問されても大丈夫なように取り組んだ」

であった。なお，項目全体の内的整合性に関する信

頼性を示す Cronbach の α 信頼性係数は .790 であっ

た。

2)　グループワークでの協調性・積極性の程度

グループワークにおける協調性・積極性を評価す

る項目のうち，平均値と中央値が共に最大値を示し

た項目は，「No.3 グループメンバーの意見を批判せ

ずにきくことができた」であった。さらに中央値と

しては，「No.4 グループメンバーの意見に対して常
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に何らかの反応を示すことができた」でも最大値を

示した。一方，平均値と中央値が共に最小値を示し

た項目は，「No.5 自分の考えをグループメンバーに

わかりやすく説明できた」であった。なお，項目全

体の Cronbach の α 信頼性係数は .892 であった。

2．学生の主体的学修への取り組みの程度とグループ

　　ワークでの協調性・積極性の程度との関連（表 6）

グループワークでの協調性・積極性評価項目の全

10 項目は，主体的学修項目の全 7 項目のうち「No.2 
課題（自己学修）を少しでも良いものに仕上げようと

努力した」「No.5 課題（自己学修）には納得がいくま

で取り組んだ」の 2 項目と有意な正の相関を認めた

（r=.318 ～ .589，p<.05 ～ .001）。これらのうち相関が

比較的強かった（r>.500）ものは，グループワークで

の協調性・積極性評価項目の「No.10 グループ全体の

学修に貢献できた」と主体的学修項目の「No.2 課題（自

己学修）を少しでも良いものに仕上げようと努力した」

との相関（r=.507 ～ .568，p<.001），そして，グループワー

クでの協調性・積極性評価項目の「No.9 グループワー

クでは，十分理解できるまで追求した」「No.10 グルー

プ全体の学修に貢献できた」と主体的学修項目の「No.5 
課題（自己学修）には納得がいくまで取り組んだ」と

の相関（r=.578 ～ .589，p<.001）であった。

また，上記以外の項目で相関が比較的強かった

（r>.500）ものは，グループワークでの協調性・積極

性評価項目の「No.7 グループワークでは他のメンバー

の発言をただぼうっと聞いていた（逆転項目）」と主

体的学修項目の「No.4 課題（自己学修）には最小限

の努力で取り組んだ（逆転項目）」（r=.507，p<.001），

グループワークでの協調性・積極性評価項目の「No.7 

グループワークでは他のメンバーの発言をただぼうっ

と聞いていた（逆転項目）」と主体的学修項目の「No.6 
単位さえもらえればよいという気持ちで『周手術期に

ある患者・家族の看護過程の展開』に臨んだ（逆転項

目）」（r=.560，p<.001），グループワークでの協調性・

積極性評価項目の「No.5 グループ内の話し合いをま

とめることに努力・協力できた」と主体的学修項目

の「No.7 課題（自己学修）にはグループワークで何

を質問されても大丈夫なように取り組んだ」（r=.675，

p<.001）であった。なお，グループワークでの協調性・

積極性評価項目の No.5 と主体的学修項目の No.7 との

相関係数は，最大値を示した。

3．自由記載の分析から得られた学生の主体的学修へ

　　の影響因子（表 7）

自己評価表に含まれた自由記載の記述は，491 記録

単位，174 文脈単位に分割できた。そのうち，235 記

録単位は，主体的学修そのものを示している，抽象的

である，グループワーク以外に関する記述など，IBL
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がもたらした学生の主体的学修への影響因子を表して

いなかった。そこで，IBL がもたらした学生の主体的

学修への影響因子を明確に記述した 256 記録単位を意

味内容の同類性に基づき分類した。その結果，5 カテ

ゴリが形成された。

カテゴリ分類の一致率は，79.2％，73.0％で信頼性

確保の基準である 70%17) を上回っており，得られた 5
カテゴリは信頼性を確保していた。

以下，得られたカテゴリごとに詳述する。なお，〔　〕

内は，各カテゴリを形成した記録単位数，（　）内は

それが記録単位総数に占める割合，「　」内は記録単

位の記述を示す。

1)　グループ学修の効果に対する納得

　　　　　　　　〔86 記録単位（33.6％）〕

このカテゴリは，「自分一人では思いつかなかっ

た考えも，グループでやるとたくさん出ると思った」

「１人１人分担して調べることで１つのものができ

ていき，とても勉強になった」「とても意見を出し

やすい雰囲気で自分の意見をまとめてくれたり広げ

てくれたりして嬉しかった」などの記録単位から形

成された。

2)　自己の成長への意欲〔61 記録単位（23.8％）〕

このカテゴリは，「今回のグループワークで学ん

だことを次回に生かして，よりよいものができるよ

うにしたい」「みんなとても調べていて自分ももっ

と頑張ろうと思った」「手術法や合併症，術後の生

体反応などまだ理解不足な部分があるので自分の中

で納得しておきたい」などの記録単位から形成され

た。

3)　グループ構成員としての責任感

　　　　　　　〔42 記録単位（16.4％）〕

このカテゴリは，「調べる項目がたくさんあって，

一人に任されているので，責任をもって自己学習し

ていきたい」「メンバーの発言にもっと反応してグ

ループの雰囲気をよくしたい」「グループワークを

することでみんなに迷惑をかけてはいけないという

気持ちが強くなった」などの記録単位から形成され

た。

4)　過去の学修に対する反省〔41 記録単位（16.0％）〕

このカテゴリは，「調べてみると自分が今までど

れだけ理解できていなかったかよくわかった」「自

分が調べてきた部分も不十分なところがあるので詳

しく調べ直していきたい」「調べる項目についてだ

けでなく，そこから更に深く追求して調べてくれば

よかった」などの記録単位から形成された。

5)　自己の成長の知覚〔26 記録単位（10.2％）〕

このカテゴリは，「１つの項目だけに着目するの

ではなく，関連をつけながら考えることができたの

で，視野を広げて考えることができた」「自分が担

当したところは，今まで学んだことや新たな視点で

考え，まとめることができたので，とても身につい

た」などの記録単位から形成された。
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Ⅴ．考察

1．IBL を事前に導入した看護過程演習における学生の

　　主体的学修への取り組みとグループワークでの協

　　調性・積極性

本研究では，IBL の導入前に学生の主体的学修の評

価項目を調査していないため，IBL の導入が学生の主

体的学修を促進したか否かについて，前後比較により

結論づけることはできない。そこで，本研究で得られ

た主体的学修項目の 7 項目を，本研究の主体的学修項

目作成の参考にした畑野 16) の調査による一般大学生

の平均値と比較して論ずることにする。一般大学生と

比較すると，主体的学修項目の 7 項目すべてにおいて，

本研究の対象者の方が高値を示していた。特に，一般

大学生との差が顕著であったのが，「No.6 単位さえも

らえばよいという気持ちで『周手術期にある患者・家

族の看護過程の展開』に臨んだ（逆転項目）」（畑野の

項目は「単位さえもらえればよいという気持ちで授業

に出る」）であり，本研究の対象者が 1.5 ポイント以

上高値を示していた。また，「No.1 課題（自己学修）

は，ただ終えればいいという気持ちで取り組んだ（逆

転項目）」（畑野「レポートや課題はただ提出すればい

いという気分で仕上げることが多い），「No.2 課題（自

己学修）を少しでも良いものに仕上げようと努力した」

（畑野「課されたレポートや課題を少しでも良いもの

に仕上げようと努力する」），「No.4 課題（自己学修）

には最小限の努力で取り組んだ（逆転項目）」（畑野「課

題には最小限度の努力で取り組んだ」），は，本研究の

対象者の方が 0.7 ポイント以上高値であった。これら

のことより，IBL を事前に導入したことは看護過程演

習における学生の主体的学修を促進したという一定の

判断をしてよいと考えられる。

一方で，本研究の対象者の平均値と中央値が最低値

であった「No.7 課題（自己学修）にはグループワー

クで何を質問されても大丈夫なように取り組んだ」（畑

野「プレゼンテーションの際，何を質問されても大

丈夫なように十分に調べる」）は，一般大学生との差

が 0.2 ポイント程度しかなく，本 IBL により理解の深

化に向けて追求する姿勢が十分に育成されなかったこ

とを示していると解釈できる。No.7 の低値，すなわ

ち，グループワークでのいかなる質問にも対処できる

ような努力を自己学修において行っていないことは，

グループワークにおいて多様な視点から課題を多角的

に検討することを困難にしたのではないかと考えられ

る。これは，グループワークでの協調性・積極性評価

項目の「No.4 自分の考えをグループメンバーにわか

りやすく説明できた」の平均値と中央値が共に最小値

を示したこと，また，「No.5 グループ内の話し合いを

まとめることに努力・協力できた」及び「No.9 グルー

プワークでは十分理解できるまで追求した」の平均値

が他の項目に比べて低いことから推測できる。実際，

主体的学修項目 No.7 は，グループワークでの協調性・

積極性評価項目 No.4 との間に有意に弱い正の相関を，

グループワークでの協調性・積極性評価項目 No.5 及

び No.9 との間に中程度の正の相関を認めている。

以上より，看護過程演習の前に IBL を導入したこ

とは，学生の主体的学修をもたらす一定の成果につな

がったが，理解の深化に向けた取り組みに課題を残し

たといえる。

また，グループワークでの協調性・積極性評価項目

の全 10 項目は，主体的学修項目の「No.2 課題（自己

学修）を少しでも良いものに仕上げようと努力した」

と「No.5 課題（自己学修）には納得がいくまで取り

組んだ」と有意な正の相関を認めた。このことから，

グループメンバーやグループワークといった因子が，

自己学修への主体的取り組み，すなわち学生の主体的

学修を促す要素として重要であることが推測できた。

このように，学生の主体的学修を促進する因子として，

グループワークやグループメンバーが明らかになった

ことは，本研究における新たな発見である。ゆえに本

研究では，グループワークを軸とした GIO 及び SBO
を設定して授業を実施したことが，学生の主体的学修

に寄与できることを証明できたと考える。

2．IBL 導入による学生の主体的学修への影響因子

学生の主体的学修への影響因子として，カテゴリ【グ

ループ学修の効果に対する納得】が得られたことは，

グループメンバーから自分と異なる見解や視点を発見

することや，ひとつの意見に触発されて次々に新たな

視点が生まれていくグループメンバー間の相互作用を

経験することで学修の成果を実感し，それが学修の楽

しさにつながり，主体的学修への原動力となっていっ

たと考えることができる。これは，知識は単に個々の

学修者によって構成されるのでなく，社会的相互作用

を通して共構成される，という社会的構成主義 19) に

よって支持される。また，意見を明快に言語化できな

くてもメンバーの補足や支援を得られたことや批判さ

れないことでグループワークが安全な学修の場となっ

たという認識が，その後のグループワークへの意欲に

つながり，グループワークの準備，すなわち主体的学

修を促進したと考えられる。現代の学生は表面的には

できるだけ穏便な人間関係を構築しようとする傾向が

あり，異なる意見を交換することに苦手意識をもって

いる 20) ことから，自分の意見を述べることに困難を

感じやすい 21)。しかし，本研究の学生は，IBL を通し

てグループワークを安全な学修の場と認識し，主体的

学修への意欲を高めていた。これは，本 IBL におい

てブレインストーミングの考え方を取り入れたルール

提示が奏功したと推察できる。

カテゴリ【グループ構成員としての責任感】は，グ
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ループワークの良い雰囲気づくりに寄与することやグ

ループとしての学修成果を高めることに対する各自の

責任と義務の表れである。グループワークは，学修者

同士が協調により相互に影響を及ぼし合い，目標達成

を目指す授業形態 7) であることから，グループワーク

自体の持つ性質がこのような責務を生じさせた可能性

はある。また，先述した【グループ学修の効果に対す

る納得】が，より一層の協調をしてさらに高次の学修

成果を得ることへの意欲や，グループの学修成果を自

分が原因となって低減させることを回避したいとい

う意志を出現させ，【グループ構成員としての責任感】

という責任と義務を生じさせたと考えられる。すなわ

ち，【グループ構成員としての責任感】は【グループ

学修の効果に対する納得】が存在することで生起し，

増強すると考えることができる。

【自己の成長への意欲】及び【過去の学修に対する

反省】は，IBL の一連の過程を通して自己の力量不足

を痛感したことやメンバーの学ぶ姿勢から触発された

こと，調べる項目に取り組む過程で自己の課題を発見

したこと，などを示していた。自己の課題の発見が成

長への意欲を喚起させるという成り行きは，外発的要

因よりも内発的要因の方が学習の動機づけとして優位

であるという成人学習者の特徴 22) を示しており，IBL
が成人教育（andragogy）の考え方を基盤にしている

ことを本研究結果も支持していたといえる。また，自

己の課題を発見することは主体的学修の構成要素の一

部を成しているため，主体的学修の中で成長への意欲

が芽生え，成長への意欲が主体的学修を促進させると

いう好循環を生起させていると考えられた。さらに，

本研究の対象者の【自己の成長への意欲】及び【過去

の学修に対する反省】は，メンバーの学ぶ姿勢から触

発されるなど，グループメンバーとの相互作用から生

起しているものも含まれていたことより，これらは，

学生の主体的学修への影響因子である【グループ学修

の効果に対する納得】や【グループ構成員としての責

任感】とも相互に関連していると推察された。

【自己の成長の知覚】には，知識の深まりや情報を

多面的に考えることができるようになったことだけで

なく，勉強の方法や深く探求していくための方法の

発見が含まれていた。これは，IBL により学生が「調

べる力，考える力がついた」ことを自己の成長の自覚

と捉えていた松成ら 23) の見解と一致している。これ

までの受動的な学修により，能動的な探求活動が深い

理解につながるという体験の乏しい学生にとって，こ

のような自己の成長を知覚できたことは，学士課程で

の看護学教育において獲得が期待されている「専門職

としての自発的な能力開発を継続するための能力」に

寄与する重要な体験であると考えられる。このことは

IBL 導入による価値ある成果であったと考える。また，

新井ら 12) は，学生自身が設定した課題をやり遂げた

という成功体験をもつことで自信が高まり，主体性が

促進していく可能性を示唆している。自己の成長を知

覚できたことは一つの成功体験であることより，この

成功体験を学生が知覚できたことで，主体的学修はさ

らに促進されていくと考えられる。

以上より，学生の自由記載より明らかになった IBL
導入による学生の主体的学修への影響因子は，グルー

プワークという形態を用いた学修がもたらす積極性，

協調性，責任を果たす態度，加えて，学修過程での内

発的動機づけや自己効力感の高まりに関連していると

考えることができる。また，これら 5 つの影響因子は，

いずれも主体的学修に向けた肯定的な刺激となり，相

互に関連し合いながら主体的学修を促進していると推

察された。

3．学生の主体的学修を効果的に促進する教育方法

IBL を事前に導入したグループワーク形態の看護過

程演習において，学生の主体的学修を効果的に促進す

る教育方法としては，以下が重要であると考えられる。

1)　学生の目標達成を重視した十分な準備性

チューターの能力不足，事前準備不足があると，

IBL を用いても学生の主体性は促進されないという

研究結果 24) が報告されている。本研究では，学生

の主体的学修が促進されるという一定の成果が得

られていると評価できた。このことより，模擬 IBL
をはじめとした授業担当者全員での事前準備は，

チューターとしての能力向上や実際の IBL の場面

に即した授業設計に寄与しており，効果的であった

と評価できる。しかし，複数の教員が個別に小集団

を対象として教授活動を展開する場合，教授能力の

相違が様々な理由により生じ，学生の要望や質問に

十分対応できない事態が回避できない可能性があ

る 7)。したがって，学生の目標達成を第一義的に重

視し，各教員が対応困難な場面に遭遇する可能性を

想定した準備も今後は重要であると考える。

2)　社会的相互作用の活性化に向けた学生の緊張緩和

本研究の結果として，IBL 導入による学生の主体

的学修への影響因子に【グループ学修の効果に対す

る納得】が得られたことは，知識が社会的相互作用

を通して共構成されることを支持していた。穏便な

人間関係を構築しようとする現代の学生を対象とし

て，グループワークにおける社会的相互作用を活性

化させるためには，グループワークが安全な学修の

場であることを保証し，学生の緊張を緩和する必要

がある。本研究では，ブレインストーミングに基づ

くルール作成が奏功したと評価できるが，今後は，

教員が絶妙なタイミングで学生の緊張緩和に向けた

教授活動を展開できるよう，その能力を開発してい

くことが重要である。
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3)　理解の深化に向けた意欲の喚起

IBL 導入による主体的学修の促進には一定の成果

が得られたが，本研究の対象者は，グループワーク

でのいかなる質問にも対処できるような自己学修に

おける努力が不足しており，理解の深化に向けた取

り組みに課題が残った。本研究では主体的学修への

影響因子の一つとして【グループ構成員としての責

任感】が明らかになっている。したがって，理解を

深化させる取り組みへの意欲を高めるためには，グ

ループの学修成果がメンバー個々の努力と個人学修

に基づくグループワークでの社会的相互作用に依拠

することを，学生が確実に認識できることが重要で

あると推察される。これにより，グループ構成員と

しての責任を強く意識することで学生の主体的学修

への意欲が高揚し，内発的動機づけが一層強化され

ると考えられる。本研究では，GIO 及び SBO にグ

ループワークに関する内容を含めているが，主体的

学修促進のためには内発的動機づけを高めることを

意図した目標提示を行う必要があると考える。また，

【自己の成長の知覚】が主体的学修への影響因子で

あることより，成長を知覚できる，すなわち，自己

効力感を高める教員の関わりが重要であると考えら

れる。本研究においては，第 2 週の IBL で【調べ

る項目】に対する全員の発表終了後には，教員の進

行で知識獲得度を確認し，その後の理解の深化に向

けた指導を行ったが，その際グループとしての成果

だけでなく，学生個々の学修成果を認めることで，

学生が自己の学修の成果を認識できるように働きか

けることが重要である。

Ⅵ．研究の限界と今後の課題

本研究結果からは，主体的学修が IBL により促進

されていることが明らかになったが，自己学修の実施

においては個人に備わっている行動傾向という限界も

存在する。このように個人レベルの課題が残ることは

必然と考えるが，同時に今後の課題でもある。

Ⅶ．結論

1．IBL を事前に導入したことで，看護過程演習にお

ける学生の主体的学修が促進されたという一定の

評価ができたが，理解の深化に向けた取り組みに

課題を残した。

2．グループワークという学修形態が主体的学修を促

進することが証明され，グループワークを軸とし

た目標設定が学生の主体的学修をさらに促進させ

ると推察された。

3．IBL 導入による学生の主体的学修への影響因子は，

グループワークによる学修がもたらす積極性，協

調性，責任を果たす態度，及び，学修過程での内

発的動機づけや自己効力感の高まりに関連してい

ると考えられた。

4. IBL を事前に導入したグループワーク形態の看護

過程演習において，学生の主体的学修を効果的に

促進する教育方法として，①学生の目標達成を重

視した十分な準備性，②社会的相互作用の活性化

に向けた学生の緊張緩和，③理解の深化に向けた

意欲の喚起，が重要である。
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Introduction of IBL into a nursing process seminar
―Effects on active learning―

Sumie KURODA　Kazuko NAKAGAKI　Takiko IMAI　Tsuneo NAGAI
Michiko FUNAHASHI　Chikase SADANAGA　Michiyo YAMANAKA

Department of Nursing, Faculty of Health and Welfare, Prefectural University of Hiroshima

Abstract

This research introduced inquiry based learning (IBL) into a nursing process seminar. The purpose was to gauge 
the degree of students’ active learning, cooperation, and activity in group work, and relation between these degrees and 
the factors influencing active learning. And we considered educational methods for promoting active learning. Third-
year students in the Department of Nursing filled in a multiple-choice questionnaire and wrote free comments. Results 
indicated that a level of active learning was indeed achieved, but efforts to deepen understanding were insuffi cient. Results 
also suggested that group work as a method promoted active learning and this could be enhanced if the group work had a 
clear goal. The factors infl uencing active learning in group work were activeness, cooperativeness, responsibility, internal 
motivation, and self-efficacy. Active learning is promoted by (1) sufficient preparation for achieving goals, (2) relief of 
tension in social interaction and (3) motivation to obtain deeper understanding.

Key words： active learning, inquiry based learning, nursing process, basic nursing education
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