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看護学生の自己評価・授業評価における教育方法の検討

一慢性疾患をもっ患者の看護を通してー

二重作清子 石野 レイ子

広島県立保健福祉短期大学看護学科

抄録

本研究の目的は，看護学生の自己評価・授業評価を明らかにし，授業改善のための基礎資料とすることである。

研究方法は本学2年生97名を対象に，慢性疾患をもっ患者の看護の講義終了後に，自作の質問紙を用いて「授業目

標と授業内容の一致性J，学習内容の理解度J，授業態度の自己評価J，教員の評価J，自己評価・授業評価を

することの意義」を調査した。その結果，学生は自己評価・授業評価の意義を見出していた。また，学習態度や

自己学習状況，教授方法，時間数・時間帯に関しては否定的な受け止め方が多く，教員の熱意や教材の工夫，授

業形態，パーソナリィティに関しては肯定的な受け止め方が多かった。今後の方向性として自己評価・授業評価

の結果を授業にフィードパックすること，継続的に授業内容を深めるための学生との関わりの場を活用すること

の必要性が示唆された。整理・統合した内容に関する教授方法の検討が今後の課題である。
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-105-



広島県立保健福祉短期大学紀要 5 (1) 105-116 2000 

緒言

看護基礎教育では，学生が看護を実践するうえで必

要な知識・技術を習得することに加えて看護に携わる

1人の人として成長出来るような教育活動が重要である。

しかし，実際の看護教育の実態は，教員の目差すもの

と学生の感じることとのギャップが大きい1)。

学生・教員問のギャップを少なくし，学生が生き生

きと主体的に学べるような授業改善が望まれる。その

ためには学生・教員相互が振り返りの場を持つことが

必要であり，その方法として学生による自己評価や授

業評価がある。自己評価については梶田が，自分自身

を吟味し，課題を認識し，それに向かつて新たな意欲

を振るい起こすことが出来る 2)と述べ，授業評価につい

ては秋田が，教師が成長して行くためには学生との関

りを学習教材や学びの場，学びのために自分が設定し

ている環境やカリキュラム，実際の方法との関係の中

で振り返り，新たな実践を創って行くために不可欠で

あるおと述べるように，自己評価・授業評価を行うこと

は，学生・教員相互が振り返りをすることで内在する

問題が明らかとなり，自身の問題として直視すること

で学生・教員の成長に繋がるものと考える。

しかし，自己評価・授業評価の報告数は少なく，先

行研究では西山の学生の受講態度を質問紙で調査した

報告4)や，祐宗の「出席・一言」票の使用が教師の学生

理解や学生の学習態度の振り返りに有効であるとの実

践報告5)等が散見される。また，看護教育では望月らの

看護学演習の授業過程に有用な教員用評価スケールの

作成を試みての報告6)や，新田の質問紙による授業評価

とテストの結果との関連を試みた報告7)などがある。

筆者らは，学生の意見を教員の授業改善にフィードパッ

ク出来るための基礎資料を得ることを目的に授業評価

の研究に着手した。ここでは必修科目である成人・老

人臨床看護国の中の，慢性疾患をもっ患者の看護に関

する学生の自己評価・授業評価の実態を明らかにし考

察する。

方法

1 .用語の定義

自己評価:学生の授業に対する自己の評価について

であり，授業態度，学習の理解度や自己学習の状況等

に対する自己に関する感想や意見等をいう。

授業評価:学生の教員の授業に対する評価について

であり，教授方法，授業形態，教材の準備や使い方，

授業に対する熱意等に関する学生の感想や意見等をい

ワ。

2.研究目的

看護学生の授業改善を図るための基礎資料を得るた

めに，学生の自己評価及び教員への授業評価をとおし

て学生の実態を明らかにすることを目的とする。

3.研究対象及び研究方法

1 )研究対象

対象者は，本短期大学の看護学科2年生100名で，成

人・老人臨床看護III (45時間)を受講し，本研究につ

いて同意を得られた者とする。

2)研究方法

(1)学生への説明を行なう。

成人・老人臨床看護Eの終講時に，授業改善のため

の基礎資料とするために学生にアンケート調査を行な

うことを説明する。学生には同意が得られない場合や

同意しでも質問によって答えたくない場合は無理に記

述しなくてよいこと及び結果が評価に影響するもので

はないことを伝え，記名は学生の任意に任せることと

する。

(2)以下の項目についてアンケート調査する。

①「授業概要に沿った内容であったか」について「そ

う思う Jrまあまあ思う Jrあまり恩わないJr思わない」

の多肢選択回答を行なう。

②「学習の理解の程度J r授業態度の自己評価J r授

業全体の教員の評価」について1点から10点迄の10点法

評価を行なう。また，その根拠について自由記述とす

る。

③「教員の授業全体の評価J r授業評価・自己評価を

書いたことの苦痛の有無Jr書くことのメリットの有無」

について「はいJ rいいえ」の二肢選択回答とする。ま

た，その根拠について自由記述とする。尚教員の授

業全体の評価」については，東海大学式MinutePaper

8)を参考に作成した10項目の質問項目を「良いJr悪い」

の二肢選択回答とし， 10項目目のみは学生各自が自由

に質問を設定する。

3)分析方法

選択回答のデータは差の検定をし，自由記述の項目

については，学生が記述した内容をデータとして特徴

的なものを抽出し類似のものをまとめてカテゴリ-化

する。

4)研究期間

平成11年6月末から平成11年9月末迄。

結果

1 .学生の状況

実際にアンケート調査を行った学生は男子4名・女子

93名の計97名であり，有効回答率は97%で、あった。氏

名は全員が記入していた。
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2. アンケートの結果

1 ) r授業概要に沿った授業であったか」

「授業概要に沿った授業であったか」では，図 1に示

すようにまあまあ思う J が56名 (58%)，rそう思う

がJ 38名 (39%)であり，あまり思わない・思わない

と答えた者はいなかった。また無記入Jが3名 (3%)

いた。大半の学生は授業概要と学習内容は一致してい

ると捉えている。しかし「そう思う」と答えた者は38

名でありまあまあ思う」の56名に比較すると過半数

に満たず少ない。

3名

無記入

3% 

38名...... 56名
そう思う.藷勤まあまあ思

39% 司留脇陣F つ
58% 

図1 授業概要に沿った授業内容だったか

2) r学習の理解の程度」

「学習の理解の程度」では，図2に示すように学生の

点数評価の範囲は2点から8点迄で平均」は6.7点(SD=

1.1)である。 5点， 7点， 6点及び4点， 3点， 9点， 8点，

2点の順に人数が多い。授業態度や授業評価に比較して

最も低い評価である。

9点 8点 2点
10点
0% 

3点で了祖私9% --~~5点
133% 

6点 7点
16% 18% 

平均 6.7 (SD =1.1) 

図2 学習の理解の程度

次に学生が自由に記述した根拠についてみてみると，

「教員側の理由学生側の理由J r時間数・時間帯」

の3つのカテゴリーに分類出来た。ここでいう「教員

側の理由」とは，授業内容や方法，教材の工夫，時間

配分や性格等，教員に関することについてであり学

生側の理由J とは，自分自身の理解度や授業態度，自

己学習状況，知識や技術の習得等，学生側の理由に関

することについてである。また時間数・時間帯」と

は，学習内容と時間数の割合についてや授業の時間帯

に関することについてである(以下同様とす)。

「学習の理解度」で一番多く見られる根拠は「教員

側の理由J 74名 (76%)であり，その中には肯定的な
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表現と否定的な表現がみられ，後者の方が多い。否定

的な表現の該当者は50名であり，内25名が「進み方が

早くてついていけない・量が多くそのために理解出来

た部分や理解出来ない部分があったJ，14名が「説明さ

れた内容は理解できたが説明しなかったことは理解で

きなかったJ，8名が「範囲が広くて理解出来ていない

部分があるJ，2名が「丁寧にゆっくり説明された部分

と早口で説明した部分があるJ，1名が「後ろの方は黒

板の字が読み難かった」と記述し，授業内容の量が多

すぎることや説明の仕方や進み方が早すぎること，そ

れが影響して理解できた部分と出来ない部分があった

と捉えていることがわかる。肯定的な表現の該当者は

24名であり，内16名が「わかりやすい授業・興味が湧

く授業だったJ，4名が「プリントがわかり易くよく理

解できたJ，3名が「丁寧に説明され，理解出来たJ，1 

名が「やさしい人柄で授業に出るのが楽しみとなり，

一生懸命に聞いた」と，授業内容の説明の仕方や教員

の人柄や教材の工夫について記述している。2番目に多

いのは「学生側の理由J 46名 (46%)であり，この中

にも肯定的な表現と否定的な表現がみられ、後者の方

が24名と前者の22名に比較して多い。後者24名中19名

が「理解出来た部分とそうでない部分があった」と記

述し，その理由として4名が「予習・復習していなかっ

たJ，3名づつが「居眠りをしたためJ r集中出来ず聞い

ていない部分があったためJr教本を忘れ，どの授業を

受けているかわからなかったJ，2名づ、つが「私語をし

たJr遅刻や早退をしたために授業内容を聞いていない

部分があったJ r学習不足のため」と，学習不足や居眠

り，私語，遅刻・早退，注意力の散漫さや教本を忘れ

たこと等について記述している。前者では22名中19名

が「理解出来た・理解出来た時は嬉しかったJ r重要な

部分はよく理解出来た」と学習の理解度や理解出来た

喜びについて記述し， 3名が「これからの自分の課題J

「これから学習することが多いため」と自分の課題で

あると記述している。これらの学生の点数評価は中間

点の 5点である。一番少ない学生の点数評価の根拠は

「時間数・時間帯」の6名 (6%)であり，内4名が「午

後の2時間続きはつらかった，時間帯を考えて欲しいJ，

2名が「内容に比較して授業時間数が少なく，あっとい

う聞に終った・もっと授業を聞きたかった」と授業内

容に比較して時間数が少ないことや午後4時間継続し

ての授業への苦痛を点数評価の根拠として否定的な表

現で記述している。以上の学生の記述を表1に示した。

3) r授業態度の自己評価」

「授業態度の自己評価」では，図 3に示すように学

生の点数評価の範囲は2点から9点迄であり平均」は

7.3点 (SD=1.5)である。 7点， 5点， 6，長， 4，点， 3Aま，

8点，2点の順に人数が多い。どちらでもないが1名いた。

-107-



広島県立保健福祉短期大学紀要 5 (1) 105-116 2000 

表 1 学生が記述した根拠(学習の理解の程度)

カテゴ 4負担息の配遺 人数
リー (否定的な表現) {内定的な爽現) 切，
教問側
の~Iね

学生側
の理由

時間
数・時
nom 

8点

10% 

. ~聖~内手Fが多い・進みカが早くて終い Cゆけず問解ぞ

きない割分があった (2G)

-純明しなかった削分I:lJffl解できなかった (H)

-範聞が広くて理解できない部分があった (R)

.1'粛な抑分k早口な削分があった (2) 

-照fj:の才-が見え鱒くく理解できなかった(¥ ) 
(noO名)

.J!ll解できた削分止そう℃ない問分があ寸た (21f.) 

(その理由)
-予習や慣習しなかった・ 71習不足・屑眠りした(13名). 
鎖中できず話しを問いていない部分があった・教木を
忘れどの慢業を受けているかわからなかった・fI.開発
した・想実lやFfI.退で慢裁を聞いていない附分があった
01名)

(1十 24名)
-午後の 4時間続きはつらい，時間併を考えて欲しい (1

~) 

-内容に比較して慢索時間が少なく、あっ左いう問!こ終
わった、もっと慢煮を聞きたかった (2f，) 

(It 6名)

どちらでも 9点

2点 ない /1%10点
A魁¥¥ は /0% 

一ーー祖a掴..... 

7点

27% 

18% 
13% 14% 

平均 7.3 (SD = l. 5) 

図3 授業態度の自己評価

学習の理解度に次いで評価は低く，バラツキも大きい。

次に学生が記述した根拠で，一番多く見られるのは

「学生側の理由J97名全員(100%)であり，肯定的な

表現と否定的な表現がみられる。前者は25名，後者は

72名と否定的な表現の方が多く，内49名が「居眠りを

したJ，10名が「私語をしたJ，6名が「他の課題をし

たJ，2名が「欠席をしたJ，1名づつが「ボーッとする

時があったJ r疲れて授業に集中できなかったJ r課題

の時に嫌な顔をしたJ r予習しなかったJ r学習不足で

質問に答えられなかった」と，居眠りや私語・欠席や

集中力の不足，課題への否定的な感情や自己学習の不

足等をその根拠として記述している。肯定的な表現の

25名中16名が「熱心に授業に取り組んだ・静かに説明

を聞いたJ，7名が「遅刻・欠席しなかったJ，1名づつ

が「居眠りしなかったJr自己学習をして授業に望んだ」

と記述している。 2番目に多いのは「教員側の理由J26 

名 (26%)であり，この中にも肯定的な表現と否定的

な表現が見られる。前者は19名が該当し，内5名が「プ

リント類を工夫していたので解りやすかったJ，2名づ

つが「書き込み式のワークシートの記入で理解が深まっ

たJr体験を取り入れての演習で患者の気持が理解出来

-わかり易い|雫黙でJ!Il解‘できた・興味が萌く 1安紫 7t1名
fイった(l()1'，) 7(i% 

-プリント閉が分かり易くよくJffi"rn'きた (1名)
.1市lζ純明した(3f，) 

-やさしい人柄で!喫紫1:-:./1}るのが殺しみ‘で一生郡
命に聞いた(1名)
(ft!-21名)

-理解できた.J!Jl解ぐきた時11摘しかった・ m要 t1(if， 
な削分はよくJffi解できた(¥!J~) t1(i% 

-これからの肉分の開閉・これからγ.習するこ止
が多いため (:J名)

(n 22名)

6 f， 
6~も

(政当なし)

5点 6点無記入

7%¥¥ 日/ 1% 

口市卜ご明臨8覧

8正

25% 

26% 

平均 8.8 (SD =0.9) 

図4 捜業全体の教員の評価

たJrグループワークをすることで患者の心理が理解出

来たJr一生懸命さが伝わり頑張ろうという気持になっ

たJr教員の授業に出られることが楽しくて一言ももら

さないように話しを開いたJ，1名づつが「リラックス

法を取り入れたりと工夫していたJr楽しい話し方で話

しの内容に興味が湧いたJrわかり易く説明されたので

理解できたJr授業が楽しく話す内容もよく理解出来た」

と教材の工夫やグ、ループワークや演習，教員の熱意や

ノミーソナリティについて記述している。また，後者で

は7名が該当し，内4名が「早くてついていけなかったJ，

3名が「丁寧に説明した部分と紹介だけで終った部分が

あった」と否定的な表現で記述している。一番少ない

ものは「時間帯・時間数」であり， 4名が「午後から4

時間続けての授業がつらく居眠りをしたので理解出来

ない部分があった」と否定的な表現で記述している。

以上、学生の記述を表2に示した。

4) r授業全体の教員の授業評価」

「授業全体の教員の授業の評価」では，図4に示す

ように学生の点数評価は5点から10点の範囲であり平

均」は8.8点 (SD=0.9)である。 9点， 10点， 8点， 7 
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表2 学生が記述した根拠(授業態度)

カデゴ tR拠の配達 人数

リー (否定的な表現) (内定的な表現) "も

そ学生側 -居眠りをした (49名)

の理由 -私轄をした(10名)

-地の開聞をした (G名)

-欠席をした (2名}

-ポーッとする時があった(J名)，旋れて慢務lζ

集中できなかった(1糸).評、聞の時lこ嫌な簡を

した(J名)，千習しなかった(l名)，掌習不

足で質問に答えられなかった(t名)

(1十 72f~) 

教 員 側 . i堕み方が早くてついてゆけない (41九)

の理由 -脱明しなかったこ止は理解できなかった(::1f:，) 

(1十7名)

時 問 • 'ff* .，時間の慢~がつらくて居眠りしたのぞ聞
教・ 時 解できない削分があった (4名)

間待 (1十 4名)

点， 5点.6点，の順に人数が多い。また無記入J が

1名(1%)いた。学習の理解度や授業態度の自己評価

に比較して一番評価が高くバラツキも少ない。

「授業全体の教員評価の根拠」として学生が一番多

く記述していたことは教員側の理由J97名全員(100%)

であり，この中にも肯定的な表現と否定的な表現がみ

られる。尚、学生の中には重複した記述した例がみら

れた。前者は76名が該当し，内10名が「話し方が楽し

くて授業に出るのが楽しみだ、ったJ. 8名が「わかりや

すい説明の仕方だったJ. 7名が「教員に接しているだ

けで楽しいJ.6名が「教員の元気さに元気が出るJ，r要

点をまとめ重要な部分はゆっくり説明したJr看護に対

する情熱を感じるJ. 5名づつが「一方的ではなく学生

と共に授業を作り出したJr目を覚まさせるために立た

せる等の工夫をされたJ. 4名づつが「要点をまとめた

プリントの工夫で理解が深まったJr資料が学習の参考

になり今後も役立つJ. 1名が「ワークシートの書き込

みで真面目に授業に参加出来たJr学生の気持を理解し

てくれる J rやさしくて安心出来る J. 3名が「学生にい

いものを伝えようとしているJ. 2名づつが「復習を取

り入れたので学習への意欲が増したJr興味を持たせよ

うと努力しているJr学生の授業・ 3年生の実習指導と

頑張る教員に励まされるJ.1名づつが「話し方が好き」

「人柄がいしり「母親の雰囲気を感じるJ r時々『お母

さんJと間違えることが良い」と，この質問項目に対

しでも教材の工夫や教員のパーソナリィティや熱意等

を肯定的な表現で記述している。また.1名づつが「疑

似患者の体験で、患者の気持が理解出来て良かった・もっ

-熱心に慢業lζ取り飢んだ(tG名) 97名

-静かに指しを聞いた・属眠りしなかった・ (71ろ) 100% 

-理刻・欠席しなかった(1名)・自己学習をして授業

1ζ臨ん tc~ (J名)

(20 f，) 

-プリント頼の工夫ーとしていたのでわかり易かった (5 2G f， 

名) 2G~也

.・!込み式のワ}クシートの配入で理解が探まった

(2 1，)，体験を取り入れての演習で患者の気持が理

解できた (2名)，クツレープーワークで思考の心理が

理解できた (2名)，一生懸命さで伝わり頑張る気持

になった (2:t，)，慢殺に出られるこ kが幾しくてー

曾ももらさぬよう括を聞いた (2名)

-リラックスf去を取り入れたり k工夫していた(I名)，

察しい話し方で精しの内容に興暁が湧いた(l名). 

わかり易く脱明されたので理解できた(l名).授業

が楽しく話す内容も理解できた(l名)

(書十 19f，) 

4名

4% 
何度当なし)

としたいJr患者の心理を理解するためのグ、ループワー

クをもっと取り入れて欲しいJr実習室での演習で看護

の場面が想像出来て良かった、もっとしたい」と記述

している。一方，否定的な表現では34名が該当し，内

20名が「進行が早くて理解出来なかったJ. 5名づつが

「量が多いJr声が小さくて後ろ迄聞き取れなかったJ.

1名づつが「授業が短調J r課題が多いJ r黒板の字が

読み難いJ r早口で語尾が聞き取れないJ r後ろの者の

意見も聞いて欲しい」と量の多さや説明時の声の小さ

さ，授業の進み方の速さ，授業の単調さ等を教員評価

の根拠として記述している。次は3名 (3%)づつが記

述した「学生側の理由」及び「時間数・時間帯」につ

いてである。これは共に否定的な表現での記述であり，

前者は1名づつが「授業内容について行けず私語をしたJ

「授業展開が早くて居眠りをした」と学習態度の振り

返りや「知識が浅くて理解出来ない部分があったJ と

自己学習状況について記述し，後者は3名が共に「内容

に比較して時間数が少ない」と時間数の不足について

記述している。以上、学生の記述を表3に示した。

5) r授業全体を振り返っての教員の評価」

(1)質問①から⑩の回答状況

授業全体を振り返っての教員の評価について，学生

の回答の結果を表4に示した。この中には「良いJ r悲

しりと回答した者以外に無記入者がいたために無記入

の欄を設けている。また良い」と「悪い」の聞に丸

印を記入した者がいたために、ここでは「どちらでも

ない」として示している。「良い」と答えた者が多い質
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表3 学生が記述した根拠(授業評価) (N=~)7) 

カテゴ 綬拠の記述 人数
リー (否定的な表現) (内定的な表現) 4も
手竜門側 -進行が早くて開解できなかった (20名) -訴し}Jが殺しくて間紫にIfjるのが識しみだった(Iof，) m1， 
σ〉想由 -量が多い (5名).戸が小さく筏ろまで聞こ -わかり易い説明のf1:方だった (R名) 100% 

えなかった (5名) -教員lとfをしている1ト.けで調理しい (7名)
. ~要素が ijt開(t 1，) ，鞭聞が多い(t名)， 早 -教貝の元気さに元気が111る (6名)， ~耳点央主止めぐIf"r'要

口で語尾が後ろi乞聞き取れない(I名)，後 な部分はゆっくり税明した (6名)，者縄に対する情熱を
ろの憲見も聞いて欲しい(I名) 感じる (6名)

-一方的ではなく学生と一緒に慢業者と作り出した (5名). 
日を寛玄させるために立たせるなどの工夫をした (5名)
-要点脅*~めたプリントで理解が深まった (4 名)，資料
がキ:習の参考になり役立つ (4名)

-掌生にいいものを伝えようとしている (3名)
-復習会取り入れたので学習への意欲が増した (2名)
-ワークシートの書き込みてで真而自に慢業に移加できた

(l名)，学生の気持を理解してくれる(t名)、やさし
くて安心できる(t名)，・話し方が肝き(t名)，人柄が
いい(l名)，舟観の雰聞気を感じる(I名)，時々 お偲
さん止問iきえることがいい(I名)，蜂似患者の体験をも
っとしたい(I1，). 1.患者の心理のク.ルーフ.ワークをもっ
としたい(11'，) ，演習をもっと取り入れて欲しい(t名)

{宮十 34名} <U76名)
王手生側 -慢業内容についてゆけず軒、轄をした(I名)， ;~ f， 
の理由 慢業廃開が早く干l‘轄をした(J名)，知臓が浅 :~"，も

くて理解できない部分があった(l名)
(言十 3名) (枝当なし)

時 問 -内容に比較してF要素時間が少ない (3名) 3名
教・時 3% 
間格 何十 3名) (t査当なし)

表4 授業全体を振返っての教員評価 (N士 D7)

質問事項 1;): "、

名

1 .話し方は上手か 87 

2.情熱はあるか 97 

3. 学生との関係、はよb、か 95 

4.捜業質はよいか 83 

5 授業の量は適当か 14 。慢業はわかり易し、か 75 

7. 授業は将来役に立っか fJ3 

8 授業に刺激されたか・興味が持てたか
681 9 

9 資料の使い方はよし、か

問項目順にみてみると，一番多い項目は「情熱はある

か」の97名(100%)，2番目は「学生との関係はよし、か」

の95名 (98%)，3番目は「授業は将来役に立っと思う

か」の93名 (96%)，4番目は「話し方は上手か」の87

名 (90%)，5番目は「授業の質はよいか」及び「資料

の使い方はよいか」の83名 (86%)，7番目は「授業は

わかりやすいか」の75名 (77%)，8番日は「授業に刺

激されたか・興味が持てたか」の69名 (71%)，一番評

価が低いのは「授業の量は適当か」の14名(14%) で

ある。この結果は，学生が自由記述した「学習の理解

の程度Jや「学習態度j r教員の授業全体の評価」に関

する点数評価の根拠の一部と関連し，学生が共通して

記述していた「授業の量が多い」は，ここでも否定的

な受け止め方となっている。

次に，質問10項目目の学生が自由に設定した質問項

今も。。
100 

fJ8 

8G 

14 

77 

fJG 

71 

8G 

いいえ rちらでもな 無記入
b 、

名 % 名 今ら 名 9も

7 7 2 2 
。 。 。 。 。。 。

。
11 11 2 2 

80 円2 2 2 

IfJ 20 2 2 
2 2 

24 2月 2 2 2 2 

12 12 

目では，表5に示すように評価項目を記述した者は41

名 (42%) であり，残り 56名 (58%) は「無記入」で

ある。各質問に対して， 41名中37名が「良い」と答え，

4名が「悪しりと答えている。「良しりと答えた者が設

定した質問項目をみてみると， 6名が「教員の性格はよ

いかj，5名づつが「やさしい性格かJ r学生の気持を理

解しているかj，4名が「楽しい性格かj，3名づつが「思

いやりはあるかj r元気で、明るいかj，2名づつが「爽や

かか笑顔がよいかj r資料は学生のことを考えた物

かjr授業の準備への努力をしているかj，l名づ、つが「ギャ

グ、は受けたかj r洋服のセンスはよいかj r視線は鋭い

か」である。「悪い」と答えた者4名の質問項目では，

2名づつが「授業の量はよいかj r進み方は適切か」で

ある。学生は教員の性格，やさしさ，明るさ・元気さ・

笑顔や爽やかさ等の教員から受ける印象や学生の気持
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表 5 学生による質問用紙の作成及び評価 (N=;fl) 

項目 はb、 人数 いいえ 人数 dI 
教員の性格 -教員の性格はよいか(6名) 15~ (I~当なし) 。 15 ~月

-やさしい性格か (5名)
-療しい性格か (1名)

学生の理解 -学生の気持を埋解しているか{汚名) R 1'， (骸当なし) 。 R1'， 
-思いやり -思いやりはあるか (3名)
教員の印象 -元気で明るいか (3名) 7~ 作家当なし) O 71'， 

-爽やかか (2名)
-笑顔がよいか (2名)

教慢方怯 -慢翼民の湘備への野jJをしているか (2名} 2名 -慢紫の民はよいか (2名) -11'， 4名
. i並み方は適切か (2:名)

教材の工夫 -資料は学生のことを考えたものか (2~) 2名 (核当なし) 。 21'， 
その他 -ギャグは受けたか(l1'，)，洋服のぞンスはよ :11'， {防当なし) o 3~ 

いか(l名)，教員の視締は鋭いか(l名)
富十 37名 4名 11名

4名
無記入

21名 4"

はい\~
22" _量血

唱-72名
いいえ
14" 

図5 自己評価・授業評価を書くことは苦痛か

を理解していること等が新たに評価の対象として設定

している。また，資料の選択や授業の準備，教員のギャ

グや洋服のセンス，視線にも注意を向けている。逆に，

「悪いJと答えた者4名の質問項目は授業の量や進み方

についてであり，質問項目に設定する程，学生にとっ

て悪印象だったことがわかる。

6) r授業評価」を書くことの苦痛やメリットについて

(1)書くことが苦痛だったか

授業評価を書くことでは，図5に示すように「書く

事が苦痛だったか」の質問についてはい」と答えた

者が21名 (22%)，rいいえ」と答えた者が72名 (74%)， 

「無記入J4名 (4%)でありはしりと「いいえJ で

は「いいえJ の方が有意に高い (P<0.001)。

「はい」と答えた者21名の根拠の内分けは何を書

いてよいかわからない」が10名文章表現が苦手」が

8名評価することが難しいJ r真面目に授業に取り組

まなかったので書くことが苦痛」が1名づつで、あり，書

くことに対する戸惑いや苦手意識，自分自身の態度を

振り返った際に評価することが苦痛であると記述して

いる。またいいえ」と答えた者72名の根拠の内分け

は苦痛で、はないJ r書くことが楽しいJ r書くことが

好き」等の感情面での記述が25名自分自身の授業態

度や行動を振り返る機会となる」が17名書く事で次

の学習に生かすことが出来る」が16名 学 習 内 容の理

解度を知る機会となる」が9名書く事で教員に メ ッ

5名

いいえ7名
どちらでも 勾

ない ¥冶匂h

7" 圃圃圃圃凪

85名

1まい
88覧

図6 自己評価・授業評価を書くメリッ卜はあるか

セージを伝えているJが3名書くことで気持をわかっ

てもらえるJが2名毎回の授業でも理解度や自分の

態度を評価している」が1名である。尚，学生の記述し

た内容を表6に示している。学生は書くことに楽しさ

や喜びを見出し，自分自身の態度の振り返りや学習へ

の動機づけとなること，書くことで教員に気持を理解

してもらえる，メッセージを伝えていると受止めてい

る。また， 1名ではあるが毎回の授業で自身の理解度や

態度を感覚的に評価している。

(2) r自己評価・授業評価を書くことのメリット」に

ついて

自己評価・授業評価を書くことのメリットがあるか

では，図6に示すように「はい」と答えた者が85名(88%)，

「いいえ」と答えた者が5名 (5%)で， 7名 (7%)が

「はいJ と「いいえJ の間に記入していたために「ど

ちらでもない」として捉えた。「はい」と「いいえ」で

ははい」が有意に高い(P < 0.001) 0 rはしりと答

えた者85名の根拠の内訳は「書くことで教員は学生理

解の機会となる」が23名学習態度や行動の振り返り

となる」が17名学習の理解度の振り返りとなる」が

14名書くことで次の学習に生かすことが出来る」が

13名学習態度の変容の機会となるJが8名学習終

了時としての締めくくりとなる」が6名， 1名づつが「書

くことが好き J r書く事は役に立つJ r楽しいJ r苦痛で

はないJ 等である。またいいえ」と答えた者5名の

根拠の内訳は書くことが苦手Jが4名何を書いて
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表6 自己評価・授業評価を書くことについて

項目 学生の記述 言|・

(否定的) 一一一て丈一「寸肩在高)ー 人

数 教

書くこ -何を奮いてよいかわからない(10名) 21 -誓痛ではない，楽しい、釘き (25~) 72 93 
との* -文京表現が苦手 (8f，) 名 -自分肉身の僧度の摂り返り Eなる 07名) 4九 1"1 

1市 ， J干価することが鴛しい(I名).真而円 -書くこ止で炊の慢煮に生か寸ことが/11来る(l()名)

に取り組まなかったのマ書くこ止が苦 -教員にメッセージを伝えている (3名)

痛(l名)，毎回の慢黄信でもJf価してい -書くこと‘で気持を分かつてもらえる (2名)

る(1名)

書くこ '.くこ止が苦手 (4名) 5 -教員の学生理解の機会となる (2::J名) 85 ~O 
l:: (Jコメ -何を省いて良いかわからない(l名) 名 -学習相度や行動の慎り返りとなる(17名) 名 名
リット -琴習の理解度の痕り返りとなる 04名)

-書く事で~の慢業に生かすことが出来る O ::J名)

-学習惣度の変容の機会となる (8名)

-学習終了時の締めくくりとなる (6名)

'.く事が好き(l名).書く事が役に立つ(I名)，楽

よいかわからない」が1名であり，書くことの苦痛と共

通している。「どちらともいえない」と記述した7名の

理由は書く事は学習の振り返りになるが何を書いて

よいかと惑う J 4名態度を振り返る機会になるが文

書表現が下手J3名であり，学生は書くことのメリット

は理解しながらも書くことに対する苦痛や戸惑いがあ

る。しかし，学生の大半は，書くことのメリットとし

て「学習の理解度の振り返り」や「教員が学生を理解

する機会となる」と受け止め，その結果，自己評価や

授業評価を通して振り返ることで自己の行動の変容に

繋がると認識している。また，授業の終了時の区切り

としての意味を見出している。尚，表6に学生の記述し

た内容を示した。

考察

当短期大学の2年生に対して，必修科目である「成人・

老人臨床看護国」の「慢性疾患を持つ患者の看護J 45 

時間に対する，学生の自己評価・授業評価の実態を明

らかにした。ここでは調査項目に沿って考察する。

「授業目標と学習内容の一致性」

本調査で、は大半の学生が授業概要に沿った授業内容

であると認識していた。この結果は，各単元毎に授業

の開始前に，授業概要の説明や授業概要に基いて学習

目標を板書及び資料を配布し教示したことで，学生が

明確に認識できたことが考えられた。しかし，学習目

標と学習内容の一致は基本的なことであり，重要なこ

とは学生が学習目標の到達度を自己評価して自身の課

題をみつけることである。学生の何人かがこれから

どのように学習を深めるかは自分次第であるJ と記し

ていたように，より多くの学生が学ぶ主体は自分自身

であると受止められることが重要である。そのために

は学生が各単元毎に目標の到達度を測ることが，学生

の主体的な授業への取り組みに繋がるものと考える。

しい o名)、苦痛ではない o名)

授業概要を活用し、示された内容をどれだけ到達でき

たかの振り返りを行なうなどの工夫も必要である。ま

た，本調査の授業は必須科目であるために，学生にとっ

ては興味を持つ・持たないに関わらずに授業を受けね

ばならず，興味が湧かない授業に対して学生は受けさ

せられているという認識が生じることが考えられる。

学生の授業前での手がかりとなる授業概要は学生が受

講したいと興味が湧く表現であることや必須科目とし

ての必要性が表現されていることが望ましい。そのた

めに，授業概要には各単元で学ぶ内容の概要が丁寧に

表現されているかの見直しを行なうことや、授業概要

に沿った授業内容の検討が引き続き重要となる。

「学習内容の理解度」

学生の学習内容の理解度についての点数評価は授業

態度や教員評価に比較して低く，点数評価の根拠は自

分自身のことよりも教員側の理由に対する記述の方が

多い。また，時間数・時間帯にする記述もみられる。

教員側の理由では「量が多い・範囲が広い，進み方が

早い・早口」との意見が多く，それが影響してか「理

解出来た部分と理解出来ない部分があった」との意見

が大半を占めていた。この結果は，学生は参考資料で

ある教本の冊数の多さに戸惑いを示したことや，内容

の多さに消化不良を起こしたことが考えられる。しか

し，少数ではあるものの「わかり易い・理解出来た・

大切な部分は丁寧に説明してくれた」等の記述がみら

れたことは，授業に意欲的に取り組んでいる学生程，

教員の説明を良く聞き，そのために教員の意図するこ

とや内容を理解しているといえる。しかし，多くの学

生は，授業で押さえられた疾患の看護については理解

できたがそれ以外のことは習っていない・そのために

理解出来ていないと不安を抱いたことが考えられる。

これは教員側が内容の多くを教えようとし過ぎたこと

を物語っている。学生がどのように学ぶかではなく，
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学生に多くの内容をどのように教えるかに偏重しすぎ

たことを謙虚に反省しなければならない。一方，代表

的な疾患の看護を取り上げて説明したことに対しては，

一部の学生は「大切なところ」と受け止めているもの

の，多くの学生が「丁寧に説明した部分とそうでない

部分があったJr理解できた部分とできない部分があっ

たJ と記していることは，学生には整理・統合した内

容を取り上げて説明を受けているとの認識がないこと

がわかる。これは，この教科に始まったことではない。

内容を整理・統合するためには，教員相互の共通した

見解や他の教化との連携が必要とされる。また、整理・

統合された場合でも，教員の入れ替わり等により，整

理・統合した内容を誰が責任を持ってどのように伝達

するのかとの問題が残されたまま授業の時期を迎える

ことも現実問題として生じている。これは教員個人の

任意に任せるのではなく，全体的にシステム的に取り

組まねばならないことであり，早急に解決すべき問題

ではある。これらは今後の課題であるものの、各教員

の裁量で学生に対しては整理・統合することの意図と，

この教科では何をどのように学ぶかについての説明は

必要かっ可能で、ある。学生が整理・統合した内容であ

ると認識できるような教授方法の検討が今後の課題で

ある。

「授業態度の自己評価」

学生の授業態度の自己評価は授業全体の理解度より

も高い。その根拠として過半数以上の学生が「居眠り」

や「私語J，r他の課題をした」ことや「欠席・遅刻Jrボーッ

とした時間を過ごしたJ，学習不足」と自分自身の態

度を振り返っていた。しかし，この質問項目において

も進み方が早いJ r 4時間継続しての授業が苦痛・時

間数が少ない」等の教員や時間帯・時間数等の他者に

対する理由が見られたことは，自身の内面を直視する

ことよりも他者に原因帰属させることで安寧さを保と

うとしていることが考えられる。また，学生は学習内

容が理解出来なかった理由は，学習する量が多すぎる

こと，そのために教員の説明が早く，授業に着いて行

けなかったと記述した者が多いことは，学生が理解出

来る授業内容で、はなかったことを意味している。しか

し，学生の中には「わかり易く説明された・丁寧な説

明でよく理解出来たJ r授業を一生懸命に聞いたJ r遅

刻・欠席・私語しなかった」と記した者がいたことは，

個々の学生により授業に向かう姿勢や受け止め方は異

なり，時間帯や教員だけの問題ではないことがわかる。

より多くの学生が学生の本分として，自己学習をして

授業に臨むことが重要である。そのためには，教員は

学生の自己学習に繋がるような方向づけをする必要が

ある。一方先生の一生懸命さに比べ居眠りや私語を

したことで評価することがつらい」と自己の振り返り
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をしている学生や「授業評価は毎回の授業毎に自分自

身で、いつもしているJ と毎回の授業で感覚的に自己の

振り返りが出来ている学生もいる。それは教員も同様

であり，学生の表情や態度によりその時々で自己評価

を感覚的に行っている。しかし，このように振り返り

の機会を持つことで，それ迄の感覚的な自身の当面す

る課題についてはっきりと認識出来，それに向かつて

新たな意欲を張るい起こすことで行動の変容に繋がる9)

と考える。今回は授業終了時の1回のみの自己評価・授

業評価であったが，授業にフィードパックし，授業改

善に役立てるためには、授業への十分な準備と今後も

引き続いての自己評価・授業評価の機会を設ける必要

があると考える。

「教員への全体評価J

学生の教員への全体評価は8.8点と学習の理解度や授

業態度の自己評価に比較して高い。学習の理解度・授

業態度の自己評価では，教員側の教授方法に関する否

定的な意見が多いにも関わらず教員評価の点数が高い

ことは，学生の特徴として教員のもつ良い面をみよう

とする傾向にあることや，個を大切にし，他者を理解

しようとしている姿勢が感じられる。一方，記名した

ことでテストの成績に影響するのではないかと懸念し

たことも考えられるものの，この質問項目においても

「授業の量が多い」や早口・進み方が早い」などの

否定的な意見がみられたことは，学生の一貫した見解

であり真実の声であると考える。このように否定的な

意見として記述出来ることは，学生は何を記述しでも

教員はありのままを受け入れられるとの安心感や信頼

感があるからではないだろうか。このことは推測の範

囲でしかないものの，そのような学生の教員への信頼

感が重要であると考える。また，学生は教員から理解

されることを望んでいる。「洋服のセンスはいいか・ユー

モアはあるか・教員の視線は鋭いか・母親と間違える

かJ等の質問項目の設定は，教員の洋服に関心を示し，

その時々における教員の心の動きを教員の視線により

みている。教員の楽しい話し方やユーモアは学生の安

心感となり，時々母親と間違えることは，教員に暖か

みを感じたことが考えられる。さらに「実習・授業と

頑張る姿に励まされるJ や「学生にいいものを伝えよ

うとしている」との記述は，学生は実習指導や授業を

受け持つ教員の事情をも理解し， 1人の人聞として生き

る教員の姿に影響を受けていると考える。教員もまた，

その時々における学生の態度やこのような声に影響を

受けるというように，学生の自己評価・授業評価は，

学生・教員の相互作用におけるダイナミズムなものと

なっている。

「自己評価・授業評価を書くことJ
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自己評価・授業評価を書くことに対して，少数の学

生が「書くことが苦手J r評価することが難ししりと受

け止めていたものの，過半数以上が「苦痛で、はなかっ

た」と答え，その理由として，書くことに楽しさや喜

びを見出したり，自分自身の態度の振り返りや学習へ

の動機づけになること，書くことで「教員に気持を理

解してもらう機会やメッセージを伝えている等，自己

評価・授業評価の意義を見出している。また，書くこ

とが苦痛でないと答えた者以上に，メリットはあると

記述した者の方が多く学生理解の機会となる」や「次

回の学生へ生かして欲しい」と記述していたことから，

学生は教員に理解して欲しいと願い，自身や教員の体

験を後輩へ創造的に生かして欲しいと教員へ託してい

ることがわかる。しかし，その中には「自分達の授業

はこれで、終ってしまった」という諦めがあるようにも

考えられる。重要なことはこの授業を基盤として次に

発展させる考え方を学生が持つことと，教員もこれで

終ったというのではなく，不足した内容を如何に学生

に還元するかという視点を持つことである。勿論，そ

の時々の授業が満足した状態で終わるに超したことは

ない。しかし，前述した看護学生の声では，実際の教

育の現場においては，学生が満足した授業であったと

考えられるような授業展開には至っていない10)。教育

は伝授する者からされる者に正しく内容が伝わらねば

ならない11)。だからこそ，教員は学生の声に耳を傾け，

心残りのする内容を継続して取り入れることの視点を

持ち，学生指導の場に継続して取り入れることが重要

であると考える。例えば，試験問題に反映することや

臨床実習での学生指導の場を有効に活用することなど

も考えられる。

また，本調査の学生の一部は，演習や模擬患者の体

験，患者の心理を想定してのグループワーク，教員の

体験を話すことに対して肯定的に受け止めもっと体

験したい」と希望していた。これは学生が患者の心理

を理解するための模擬患者の体験やグ、ループワークに

対して主体的に取り組めたこと，演習は学習内容を確

認できたことの充実感や臨床を想定しての臨場感によ

るものと考えられる。しかし，制約された時間の中で，

どのように取り入れるのかについては悩むところであ

り，今後の検討課題である。

結 論

学生に対して自己評価・授業評価を行った。その結

果，以下のことが明かとなった。

①全員の学生が授業目標と学習内容は一致していると

認識していた。また，学習の理解度・自己学習の状

況を振り返ることで自己の課題であると受け止めて

いた学生もいた。

②学生は遅刻・欠席・私語J r自己学習不足」と学

習態度や自己学習状況について振り返っていた。ま

た，大半の学生が授業内容に対して「理解出来た部

分と出来なかった部分があった」と受け止め，その

理由として，教員の授業方法に対してや時間数・時

間帯等の他者に原因帰属していた。しかし，授業を

一生懸命に取り組んだ学生は，教員の意図するもの

を理解し，学習内容は理解出来たと受止めていた。

③学生は，教材の工夫や教員の熱意，パーソナリィティ

については肯定的に受け止め，実習指導や授業と教

員の事情も理解し， 1人の人間として生きる教員に影

響を受けていた。

④大半の学生は自己評価・授業評価することの意義を

見出し，教員から理解されることや授業評価の結果

を後輩に生かして欲しいことを願っていた。また，

演習やグループワークを取り入れることや教員の体

験を聞くことを希望していた。

今後，学生が自己の到達度を振り返られるように

授業概要の見直しゃ授業評価の機会を多く設けるこ

と，授業が終了しでも継続的に授業内容を深められ

るような，学生との関わりの場を有効に活用するこ

との必要性が示唆された。また，整理・統合した内

容の教授方法の検討が今後の課題である。
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Evaluation of educational methods based 
on self-assessment and class-assessment 

by nursing students 
-Concerning a class of nursing of chronically ill patients-

Kiyoko FUT AESAKU and Reil王oISHINO 

Department of Nursing， Hiroshima Prefectural College of Health and Welfare 

Abstract 

The purpose of this study was to collect data of selfassessment and class-assessment by nursing students of 

our school to be used as basic references for improving the class. The subjects were 97 students in the second year 

of our school. After the end of a lecture class on nursing of chronically ill patients， "coherence between the objectives 

and contents of the class"， "degree of understanding of the contents of the class"， "self-assessed attitude of the stud-

ents to the class"， "assessment of the instructor"， and "significance of self←assessment and class-assessment" were 

investigated using an original questionnaire. The answers suggested that the students felt selfassessment and class-

assessment meaningful. They often had negative opinions about their attitudc to studies， circumstances of individual 

studies， teaching methods， number of classes， and timc of the class in the day but positive opinions about the enthu 

siasm of the instructors， selection and use of teaching materials， mode of class， and the instructors' personalities. The 

results suggested the necessity of feedback of the results of self-assessment and class-assessment to the class and 

regular utilization of opportunities of communication with students to improve the contents of the class. Evaluation 

of teaching methods concerning organization and inteεration of the contents of a class is considered to be a future 

problem. 

Key words : nursing students， improving classes， self-assessment， class-assessment， chronic disurders 
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