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看護学生を対象とする海外短期研修の評価と成果

日高　陵好

県立広島大学保健福祉学部看護学科

抄　録

　グローバル人材育成の推進に伴い，昨年看護学科では初めて学生を対象としたオーストラリアへの短期研修プ

ログラムを実施した。本稿では，プログラム概要を説明した後，研修終了後のアンケート調査と学生からの成

果報告書をデータとして，このプログラムの評価と成果について明らかになったことを報告する。12 日間のこ

のプログラムは，参加学生 18 名で，キャンベラ大学との交流，病院施設見学，ホームスティが主な内容である。

このプログラム全体への参加学生からの評価は全員が「とても満足・満足」であった。学生の成果はデータを質

的に分析し，【語学への意欲】，【日豪看護の比較】，【看護観への影響】，【異文化体験】，【海外志向】という 5 つ

のタイトルに表現される学びを得て，意義ある研修であった。最後に，見えてきた課題から今後の展望を示した。
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１　はじめに

　インターネットの普及は国家間の距離を加速度的に

縮め，これまで進められてきた大学の国際化やグロー

バル人材育成はますます不可欠な要素となっている。

世界中で人的交流や支援活動，個人の移動が増加して

いることと，外国からの患者を受け入れる国際医療交

流が推進されていく中で，医療の国際化は急務の課題

となっている今，国際感覚を持った医療人の育成が求

められている 1,2）。

　筆者の所属する県立広島大学では，平成 23 年，国

際社会に貢献できる国際人の育成を図る目的で，国際

交流推進会議が設置され，大学の国際化への推進が組

織的に稼働し始めた。これを受けて，筆者は看護学科

の国際交流推進委員を拝命し，看護学生の国際交流を

どう進めるのか当時の学科長と協議を重ねた。その中

で，海外渡航や国際交流に関する学生の興味・関心を

把握するために平成 25 年 12 月，看護学科 1・2 年生

120 名に無記名式のアンケート調査を行った。その結

果，「国際交流への興味」は，「多いにある 38.3%，少

しある 47.5%」で，合計すると約 8 割以上が興味を

持っていた。「国際看護への興味」は，「多いにある

20.0%，少しある 56.7%」で約 8 割弱が興味を持って

いた。「海外の学生との交流会」には，「是非参加し

たい 20.8%，日程が合えば参加したい 61.7%」で，約

8 割が参加を希望し，「海外研修プログラムへの参加」

は，「是非参加したい 13.3%，スケジュールがあえば

参加したい 18.3%，プログラム内容によって参加する

26.7%」と約 6 割近くが参加に前向きで，「興味はある

が参加は無理だと思う 33.3%，興味はない 8.3%」であっ

た。海外研修に対して「興味はあるが参加は無理であ

る」と答えた学生の理由は，圧倒的に「経済的な問題」

であり，次いで「語学力不足」であった。「国際交流

をしたい国」を尋ねると，複数回答可で上位 5 つは，「英

国，オーストラリア／ニュージーランド，カナダ，ア

メリカ，韓国」の順であった。「どんな交流をしたいか」

についての自由記述で多かった上位 3 つは，「異文化

体験，海外医療の体験，ホームスティ」であった。

　これらの結果から，多くの学生が国際交流に興味・

関心を持ち，英語圏での体験的学習の機会を望んでい

ることがわかった。西頭ら 3）の看護学生への国際交

流に関する意識調査でも「海外志向が高い学生が多い」

という同様の結果で，内向きと言われてきた最近の若

者の傾向が変化している可能性を示唆している。また，

経済的支援があれば，海外研修に参加したい学生が多

いことも明らかとなった。そこで看護学科では，大学

間の交流が可能で学生が体験できる短期の海外研修プ

ログラムの実施を目指して進めていくこととなった。

本学の国際交流センターと連携して，プログラムの実

現化を図った。そしてようやく，平成 27 年 9 月に第

1 回のオーストラリアでの短期研修を実施することが

できた。研修の評価方法の 1 つとして研修終了後にア

ンケートを実施した。また研修の成果として，終了後

に参加学生に自由記述式の「成果報告書」を提出して

もらった。本稿では，最初に研修プログラム実施まで

の経緯とプログラムの概要を説明する。次に，アンケー

ト調査と成果報告書の内容を分析して，今回の研修の

評価と成果について明らかになったことを報告する。

２　研修実施までの経緯とプログラム概要

2.1　交流大学の決定

　短い研修期間を充実させるために，時差の問題が少

なく，希望が多かったオーストラリアの大学に絞って

検討を重ねた。看護学科だけでなく，将来的には本学

保健福祉学部全体へのプログラムに発展できることを

視野に入れた。最終的に，本学教員が交流を持ってい

たキャンベラ大学に決定した。キャンベラ大学は，オー

ストラリアの首都キャンベラ市にある公立の総合大学

である。本学と共通の作業，理学，栄養科も備えた保

健学部を有し，学生数約 17,000 人という大規模校で

ある。キャンベラ市はオーストラリアの首都で，街並

みはきれいに整備され，治安がよく学生の派遣には適

していた。

2.2　学生の募集

　学生の募集については平成 26 年度の秋に，看護学

科の掲示板にて「平成 27 年度 9 月にオーストラリア

短期研修プログラムを実施する」という事前告知を

行った。募集対象者は看護の専門知識のある 2 年生以

上 15 名程度とし，平成 27 年 6 月に掲示にて募集を行

い 18 名の参加（2 年生 10 名，3 年生 7 名，4 年生 1 名）

を得た。

2.3　学生への経済的支援

　日本学生支援機構による海外留学支援制度に平成

26 年に応募して採択された。これにより，学生 1 名

写真１　看護師だけのクリニックの前で
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につき 7 万円の奨学金が 9 名に与えられた。本学から

も補助金や，保険費用と交通費の一部負担もあり，学

生 1 名の実費は 22 万弱に抑えることができた。

2.4　事前学修

　参加学生が決定した後，第 1 回のオリエンテーショ

ンを 6 月に行った。そこではプログラム概要と今後の

スケジュール等を説明し，学科長を交えて結団式を

行った。夏休み（8 月）に入るとすぐに第 2 回のオリ

エンテーションを行った。この時，研修プログラムの

詳細スケジュール，海外保険や海外での留意事項，事

前学修プログラムについて説明し，キャンベラ大学が

行う看護講義の資料を配布した。事前学修プログラム

は，夏休みの 8 月に 4 回のクラスを設けた。3 人構成

で 6 つのグループを作り，オーストラリアでのプレゼ

ン（広島・日本・本学，日本の看護の紹介）準備と，オー

ストラリアについて知るための文献調査（オーストラ

リア，シドニー，キャンベラ，オーストラリアの看護・

医療について）を分担して行った。他に，「ホームスティ

のための英語」，「医療英語」に加え，全員に英語の自

己紹介文を書いてもらい，発表してもらった。筆者と

本学アメリカ人英語教員で担当した。事前学修の実際

と課題については Buthod & Hidaka4) に詳述した。

2.5　プログラムの内容

　研修期間は平成 27 年 9 月 12 日（土）～ 9 月 23 日（水）

の 12 日間で，詳細は表 1 にまとめた。

３　研究目的

　初めて実施した看護学生向けの海外短期研修プログ

ラムについて，参加者が回答・記述した研修終了後の

アンケートと成果報告書をデータとして，評価と成果

を明らかにする。

４　研究方法

4.1　研究対象者

　第 1 回オーストラリア短期研修プログラムに参加し

た看護学生 18 名（2 年生 10 名，3 年生 7 名，4 年生 1
名／女性 16 名，男性 2 名）である。

4.2　調査手順と分析方法 

　研修終了後のアンケートと成果報告書の 2 つを分析

データとする。これら 2 つについては学生には個人が

特定されない形で公表することを事前に告知し，提出

をもって同意したものとする。

1）  無記名式のアンケート：研修後に全員に手渡し，

回答は自由意思とした。自由な時間に記入しても

らい，筆者のドアポストに投函してもらうことと

した。分析は満足度については単純集計を行い，

自由記述は同じ内容ごとにまとめる。

2）  成果報告書：最初から参加者全員に要求していた

研修終了後の報告書であり記名式である。記入が

終了したら研究者のドアポストに投函してもらう

こととした。分析は質的帰納的に行う。記述デー

タを意味のまとまりごとに分け，カテゴリー化し

て抽象度を高めて分類しタイトルをつけて示す。

4.3　調査期間

　平成 27 年 10 月

表 1　 オーストラリア短期研修プログラム 概要
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５　結果

　アンケート用紙，成果報告書とも 18 名全員が提出

した。アンケート結果は 5.1 に，成果報告書の結果は

5.2 に別々にまとめた。ただし，成果報告書の内容で

プログラムの感想に相当する内容は，アンケート結果

の 10）の自由記述に追加した。

5.1　アンケート調査の結果

　自由記述はすべて生データで，似た内容の場合，一

つのみ記した。1）～ 9）は 2 名以上の記述があった

内容について記し，10）では，成果報告書の中からも

研修全体への感想として学生の気持ちがよく表出され

ていたデータを追加した。尚，事前学修の分析は本稿

では割愛した。

1）研修プログラム全体の満足度はどれですか？

①とても満足　17 名　②満足　1 名　③あまり満足

でない　0 名　④満足でない　0 名

2）  キャンベラ大学でのプログラムの満足度と理由に

ついて答えてください。

①とても満足　16 名　②満足　2 名　③あまり満足

でない　0 名　④満足でない　0 名

〈理由〉

・プログラムの内容が良かった（12 名）

・視野が広がった（5 名）

・学生と交流でき刺激を受けた（2 名）

・自由時間があった（2 名）

・キャンベラ大学の方々のサポートが良かった（2
名）

3）  キャンベラ大学での看護や英語の講義はどうでし

たか？

・自分の英語力の低さが悔しかった（7 名）

・参加しやすい雰囲気がありよかった（6 名）

・医療について勉強になった（5 名）

4）大学での看護実技演習への参加はどうでしたか？

・日本の看護と共通なこともあり入り易かった（12
名）

・看護学生と一緒に経験できてよかった（7 名）

・日本との手技の違いを学べた（3 名）

・学生が積極的だった（2 名）

5）ホームスティの満足度はどれですか？

①とても満足　9 名　②満足　6 名　③あまり満足

でない　2 名　④満足でない　1 名

6）  ホームスティ先に自力で行くことについてどう思

いますか？

・不安だったが自分で行動する機会となった（17 名）

7）自由行動についてどう思いますか？

・良い経験となり自信につながった（8 名）

・充実していて楽しかった（6 名）

・時間や方法など良かった（4 名）

・もっと増やして欲しい（2 名）

8)  プログラム全体を振り返って良かったことは何で

すか？

・多くのことを経験できて良かった（12 名）

・キャンベラ大学の学生と交流できたのが良かった

（5 名）

・人とのつながりができた（5 名）

・自主性や積極性が身についた（4 名）

・オーストラリアの観光ができた（3 名）

・ホームスティ先に自力で行った達成感（2 名）

9）  プログラムを振り返って改善して欲しいことは何

ですか？

・ホームスティの日数を増やしてもよい（2 名）

・英語をもっと勉強して参加する（2 名）

・シドニーからキャンベラ間を飛行機にしてもよい

（2 名）

10） プログラムに参加して思うことを自由に書いて

ください。

・勇気を出して参加して良かった（6 名）

・とてもよい経験ができた（5 名） 
・この研修に関わったすべての方に感謝したい（5

名）

・日本について考える機会となった（3 名）

・今後も続けて欲しい。また行きたい（2 名）

・英語をもっと勉強しておくべきだった（2 名）

・視野が広がった（2 名）

写真２　キャンベラ大学の看護学生と一緒に
看護演習を行っているところ
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＜成果報告書から＞

・個人旅行では得られない機会を持つことができた。

・日常的な経験がすべてできた。

・自分の全く知らないところを行動するので，安全

には気をつけた。

・言葉の壁を強く感じた。

・キャンベラ大学のサポートがとてもよかった。治

安もよく安全に移動ができた。

・海外の病院や大学の授業はとてもよい刺激となっ

た。いつもと違う視点で学べた。

・大学の寮では友達と英語の勉強をしたり，看護や

医療の勉強をして，主体的，意欲的に学ぶことが

できた。

・コミュニケーション能力や積極性，自立性も身に

着いた。

・楽しく充実していた。

・貴重な体験だった。

・仲間と助け合ったり，一緒に過ごす楽しさを味わっ

た。

・何よりも挑戦してみることの大切さを感じた。

・英語はとても不安だったが，今回のプログラムを

終えて充実感を感じている。

・自分たちだけでホームスティ先に行くことは迷い

ながら不安だったが，たどりついた時は自信と

なった。

・ホームスティでは先生もいなく，自分たちしか頼

れず，自立することができた。

5.2　成果報告書の結果

　成果報告書は，①学習成果，②海外を経験して，③

今後の進路への影響，の 3 項目について A4 用紙に自

由に記述する形式であった。分析は，上記 3 つの項目

を取り払い，記述されたデータを熟読し，意味のまと

まりごとに整理した。同じ内容のデータを 1 つにまと

めて，なるだけ生データの言葉を残す形でコード化し

た。コード化したデータを類似した内容ごとに分類し，

カテゴリー名をつけた。その結果，11 のカテゴリー

に分けられ，さらにそのカテゴリーは 5 つの枠【語学

への意欲】【日豪看護の比較】【看護観への影響】【異

文化体験】【海外志向】に分けることができた。この

5 つの枠をタイトルとして，11 のカテゴリーとコード

を表 2 ～ 6 に示した。

表 2　【語学への意欲】

写真３　キャンベラ大学看護学科の先生方

写真４　演習前の講義に参加
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表 3　【日豪看護の比較】

表 4　【看護観への影響】
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６　考察

6.1　研修の評価

　アンケート調査から，参加学生の研修全体への満足

度は全員が「とても満足／満足」と回答し，参加者の

視点でのオーストラリア短期研修の評価は良好であっ

たと考える。キャンベラ大学での 1 週間は，大学キャ

ンパス内の寮に宿泊し，看護教員による講義や病院見

学を通して他国の医療に触れ，現地の看護学生の実技

演習に入るなど，キャンベラ大学の教員や学生と多く

交流が持てた。こうしたことはキャンベラ大学でのプ

ログラムに全員が「とても満足／満足」と回答してい

たことの背景にあるだろう。その後はシドニーに移動

して 2 泊のホームスティと市内自由行動であった。こ

れらの活動をすべて滞りなく無事に満喫できたことが

表 5　【異文化体験】

表 6　【海外志向】

写真５　キャンベラ病院前で
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研修全体の満足につながったと考えられる。特にキャ

ンベラ大学では，自由記述の「交流」，「人とのつなが

り」，「感謝」，「大学のサポート」といったキーワード

にあるように，ホスト側の大学教員，スタッフ，学生

らの親身な接待や心触れ合う交流のおかげで研修が楽

しく，心に響く体験となり満足度に影響したのは言う

までもない。

　2010 年以降，看護学生向け海外短期研修プログラ

ムに関する文献が 6 つあり，表 7 に訪問国，期間，参

加人数，内容を記した。いずれも英語圏であり，日程

は 8 日～ 21 日間，参加学生人数は１校を除いて 10 ～

17 名である。研修内容は「病院施設の見学，大学で

の講義，看護学生との交流，語学研修，ホームスティ」

である。どのプログラムもおおよそ似たものとなって

おり，看護学生向けのプログラムとして，本学プログ

ラムも同様の日程，人数，内容であるが，無理なく実

施でき妥当なプログラムだったと考える。学生の記述

の中には期間の延長を希望するものがあった。看護は

カリキュラムが過密の中，参加対象を 2 ～ 4 年生とし

たため，確保できる日程が限定された。学年を特定し

たり，少し日程を増やして，ホームスティ日数を増や

すことも今後検討したい。D 大学は海外短期研修プロ

グラムを授業科目「国際看護論」（1 単位）の中に位

置づけ，2 年生必修で海外研修も全員に参加を義務付

けているため，80 名の参加となっている 8）。この大

学でのプログラム参加学生の評価は全員が「大変良い

／良い」であり，大人数でも満足できる研修が可能で

あることを示唆している。看護学生全員が海外の看護

に触れる体験ができるのは理想的ではある。今は，海

外の修学旅行を実施する高校が珍しくないことを考え

ると無理ではないだろう。しかし，大学のカリキュラ

ム，学生の経済的背景などを考慮すると，大学によっ

ては看護学生全員参加というプログラム遂行は困難も

予想される。今後，海外短期研修のあり方を検討する

上で参考にしたい取組みである。　　　　　　　　　

　ホームスティは 15 名が「とても満足／満足」であっ

たが，3 名が否定的評価であった。これは，自由記述

には出てこなかったが，筆者が参加学生から現地で直

表 7　看護学生向け海外短期研修プログラム

写真６　キャンベラ大学看護学科の先生たちと

写真７　授与された研修修了証
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接報告を受けた内容から，ホームスティ先の家庭環境

や受入状況の違いに差があったためであると考える。

ホームスティのプログラムは，現地の人たちの家庭を

垣間見ることができ，生活を通して異文化に触れる貴

重な機会となる。実際，成果報告書内の記述の中には，

ホームスティ体験から出た内容が多くあった。他大学

のプログラム 7,8）においてもホームスティは良い評価

を得ている。ホームスティは学生の希望も多く，海外

研修での体験をより深めるイベントとなり得るため，

今後もプログラムの中にできる限り組み入れるのは望

ましいと考える。その際に留意したいことは，ホーム

スティ先選択の際に仲介エージェントと十分に協議す

ることと，家庭によって受入状況に多少の差があるこ

とを心の準備として学生に伝えておくことである。

　今回の研修プログラムの中で懸念していたことは，

ホームスティ先に自力で行くことであった。そのため

各家庭 2 名の配置にはしたが，オーストラリアのバス

停には名前がないことや，学生が海外で使えるスマー

トフォンを持っているわけではなかったため，自分た

ちで英語を駆使して尋ねながら住所の家に行く必要が

あった。結果的には全員無事に辿り着き，自力で行く

ことに対して，学生の評価は肯定的だった。現地の人

に道や目印の場所を尋ね，二人で力を合わせて行きつ

いた達成感で自信につながったという記述が多く見ら

れた。しかしながら学生の最大の安全を考慮すれば，

今後もこの方法が最善かどうかは検討の余地があると

考える。

　アンケートの自由記述では，研修での学びや感謝の

気持ち，自己の成長について書かれてあったが，「言

葉の壁を感じた，英語をもっと勉強しておくべきだっ

た」といった記述にあるように，海外短期研修プログ

ラムを実施する上での一つの課題は学生の語学力であ

る。学生の語学力は，学生が海外研修に参加するかど

うかを決める際の一つの不安材料になることは，筆者

らの学生の国際への興味を尋ねたアンケート，今回の

データの自由記述の中，他大学の報告 6）からも明ら

かとなっている。今回の研修への参加は英語力を条件

とした選抜式ではなかったため，学生間の英語力は

様々であった。確かに英語力があればあるほど，訪問

先大学での講義や演習，病院での説明への理解が増し，

学生同士の交流ももっと活発に会話ができ，学びや充

実度がより深まった可能性はある。しかし，今回，学

生は海外研修を十分に満足できるものと捉え，最初に

語学に不安があってもそれを乗り越えていることから

も，必ずしも語学力を参加条件にする必要はないのか

もしれない。田浦 11）は海外短期研修時の英語専攻学

生と看護学生を比較して，看護学生の方が親和欲求が

高いという結果を得ている。それは，看護学生が，異

文化環境の中で表情，笑顔，アイコンタクト，相槌な

どを積極的に実行していたことに現れていたことを明

らかにした。そうした非言語スキルは，看護学生のコ

ミュニケーションスキルとして重要であるが，それが

異文化の中で生かされ，言葉の壁を超えてコミュニ

ケーションを可能にしていたことになる。看護学生に

とって非言語スキルを用いてコミュニケーションを図

ることにも海外研修はよい機会を提供してくれるとも

言える。もちろん語学力があるのは海外ではそれだけ

有利であるため，学生には海外研修を目指して早くか

ら英語を意識して学修するように促すこと，すなわち，

片岡 10）が言うように，「参加前の期間の学業につなげ

ること」は重要であると考える。そのためには海外研

修プログラムを年間の恒例事業の一つとして定着させ

ることが求められる。

6.2　研修の成果

　研修の成果として，学生が提出した成果報告書の記

述を分析した結果，【語学への意欲】，【日豪看護の比

較】，【看護観への影響】，【異文化体験】，【海外志向】

の 5 つのタイトルに学生の体験からの学びがまとめら

れた。訪問国が英語圏ということで，これまで学んだ

語学が〈使えた英語〉になる体験を積むことで，生き

た英語を感じ，これからの〈学修意欲の向上〉につな

がっていた。英語の世界に身を置くことで英語を使お

うとする意欲，そしてこれからもっと英語を学習した

いという意欲がみられ，研修プログラムは【語学への

意欲】を多いに引き出していたと言える。これまで報

告された英語圏への看護学生の研修プログラムでは，

内容や日程等多少の差はあるが，いずれも学生の英語

学習モチベーションを高める機会になることは明らか

になっている 7,9,12-14）。

　オーストラリアの看護に関する講義や看護演習，病

院・施設への訪問を通してオーストラリアの看護に触

れる機会は，学生に絶えず【日豪看護の比較】材料を

与え，そこから〈日本の看護を再考〉しながら，日本

と違う〈オーストラリアの看護から発見〉を得ていた。

〈看護は同じ〉であり，日本で学んだ看護が世界に通

じることへの気づきや，日本の枠を超えた看護世界の

拡がりとなっていた。こうした学びは国内の学修では

得られない貴重な体験となり，記述の中の「日本の医

療についてもっと深く学びたい」に代表されるように，

看護そのものへの学修意欲にもつながっていた。

　他国の看護に生で触れる体験は，学生の【看護観に

影響】するほど強いインパクトを与え，自己と看護と

の関わりを見つめ直し，将来の〈看護師像の明確化〉

ができると，そこから〈今すべきこと〉に考えが及

んでいた。花井ら 6）の報告の中でも，「看護観の明確

化」を挙げている。この報告の中では，4 年生が卒業

前にイギリスで短期研修を行った結果であったが，4
年生でなくても，海外の看護に直接触れる体験は学年

枠を超えてそれぞれの学生が持つ看護観への揺さぶり
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になることがわかった。オーストラリアで日常の体験

を重ねることで得られた【異文化体験】の学びがあっ

た。大学や施設でのオーストラリア人との交流，そし

てホームスティでは身近に現地の家族と過ごすという

〈実体験〉を通して，異なる文化に〈気づき〉，そこか

ら〈学び〉を得ていた。小野ら 15）は，医療の国際化

には「看護師の異文化間能力 i が必要とされ，その獲

得の 1 つに文化的感受性が最も重要」としている。参

加学生にとって異文化を体験することから文化への気

づきが深まり，それは多様な文化を許容する感受性を

高める機会を提供することになる。異文化間能力の育

成にはこうした研修が有用であることが学生の〈気づ

き〉や〈学び〉から示唆される。そして海外での体験

は学生に【海外志向】を促していた。外国がより身近

となり，〈海外への興味〉が増し，将来のキャリア形

成に〈海外で学ぶ・働く〉ことが視野に入った学生も

いた。今回の研修プログラムは，たとえ短期であって

も，海外に身を置き，人や看護に触れる体験は，学

生に自国にいては得られない貴重な学びを提供して

いた。渡邉ら 16）も，学生評価の分析から，海外短期

研修プログラムは，「異文化体験から医療を考える機

会」，「人間性や専門性を滋養する場」とまとめている。

飯野 17）は「国際化とは違いを認識し，認め合うこと。

多様性を尊ぶこと。同時に自分の文化に自信を持つこ

と。自尊心を育むこと」を挙げている。そしてさら

に続けて「一人一人が失敗を恐れずに“comfort zone”
から出てチャレンジする前向きの姿勢」が国際交流に

は重要であるとする。そうした意味において，海外短

期研修は学生に「国際化や国際交流」に向かう素地を

作る絶好の機会を与えると言える。今回得た成果の結

果は研修 1 か月以内のデータであるので，これが長期

にどれくらい影響するのかはわからない。しかし，望

月ら 18）の研修の評価では，参加学生に与えた効果が

看護師になっても持続していることを報告している。

これは 5 年間のデンマーク看護研修の効果を調査して

いるが，研修期間が明記されていないことと，研修内

容が参加型で実際の看護場面も体験しているため，心

に残るインパクトが大きいため，一概に長期的効果に

ついて結論づけられないが示唆を与える結果である。

７　おわりに：今後の展望

　12 日間という短い海外研修ではあったが，学生は

研修に満足し，自国のキャンパス内だけでは得られな

い貴重な学びを成果として得ることができ，国際人の

育成には有用な機会であったと評価できる。今後は，

i　小野ら 15) によると，異文化間能力とは「ケアの受け手が有

する文化に敏感になり，それに合致するケアを提供する能力

のことを言い，1950 年に Leinninger によって提唱された概念」

である。

本学では看護学科の枠を超えた保健福祉学部の国際交

流プログラムとして確立していく必要がある。本学部

は医療系 5 学科が揃い，チーム医療の学修は大きな特

色となっている。この特色を生かして，学科枠を超え

て保健医療を学ぶ機会にすることも視野にいれたプロ

グラムを検討し学部全体の国際化に拡大できる。それ

だけに今後はこの海外短期研修をどう継続していくか

が課題である。キャンベラ大学と学術協定を締結し，

確固たる関係にすることから始め，学生の単位取得に

つながるプログラムの体系化，学生の経済的支援のた

めの資金源の確保，引率教員の確保といった課題に取

り組む必要がある。これらの課題は同じようなプログ

ラムを提供する大学がいずれも抱える事柄であるだろ

う 19）。プログラム体系化のためには，キャンベラ大

学との友好関係を継続させること，そのためには，こ

ちらからの訪問だけではなく，今度は私たちに何がで

きるか，ということも考え，双方の交流となるように

していくことが重要であろう。こちらに迎え入れるこ

とができれば，短期研修に参加しない学生にも大きな

刺激となり，異文化への窓が開かれる機会となるだろ

う。経済的支援については，外部資金への応募や学内

予算の獲得もあるが，継続獲得は未知数であるため，

予算の確保が困難になった時は，学生に早くから周知

して，希望する学生が資金を調達できるよう時間的余

裕がいる。引率教員については，現地で通訳を雇う，

海外研修プログラム自体を民間に委託して教員は文字

通り引率のみとするなどを今後検討していく必要があ

るだろう。そうなれば多くの教員が参加でき，大学内

の国際化の発展につながる相乗効果も期待できる。
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Evaluation and results from the short-term oversea study program
for nursing students

Ryoko HIDAKA

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

Abstract

In keeping with the advancement of global human resource cultivation, a short-term study program to Australia aimed 
at students in the Department of Nursing was implemented for the fi rst time last year. In this article, I will fi rst explain the 
program outline, and then give an account of the evaluation and results using data from the questionnaire surveys that were 
completed at the end of the study, and the students’ progress reports. Eighteen students participated in this 12-day program. 
The main content of the program consisted of an exchange with the University of Canberra; a tour of hospital facilities; and 
a home stay. On the whole, all participating students evaluated the program as “very satisfi ed/satisfi ed.” The data from the 
progress reports were analyzed qualitatively, and the experience gained by the students in the program were expressed in 
the following fi ve titles: “interest in the English language;” “comparison of Japanese and Australian nursing;” “infl uence 
on nursing perspectives;” “experiencing a different culture;” and “overseas aspirations.” These titles, refl ecting what they 
learned, indicate that it was a meaningful study for the students. Finally – based upon the issues observed – I have indicated 
future prospects.

Key words: nursing students, short-term oversea study program, evaluation, results
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