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1・教育の責任 

わたくし木戸美佐子は看護学部の小児看護学科の教員として、看護学部で授業・臨地実習を担当してい

る。過去 2 年間の担当と授業科目は以下のとおりである。各授業のシラバスは群馬医療福祉大学 WEB ポ

ータル上で本学学生並びに教職員に公開されている。 

科目名 対象学部 

学年 

必修・選択 開講年度 

前期・後期・通年 

受講者数 単位 

小児看護援助論Ⅰ 看護 

２年生 

必修 

演習の２コマ 

令和２年 

前期 

９１ １ 

小児看護援助論Ⅱ 看護 

２年生 

必修 

演習の２コマ 

令和２年 

後期 

９１ １ 

小児看護援助論Ⅲ 看護 

２年生 

必修 令和２年 

後期 

９１ １ 

小児看護学実習 看護 

３年生 

必修 令和２年 

通年 

８４ ２ 

 

統合実習 看護 

４年生 

必修 令和２年 

前期 

５ ２ 

看護研究セミナー 看護 

４年生 

必修 令和２年 

前期 

３ １ 

 

2.教育の理念・目的 

 看護師の基本的な姿勢・態度である「身だしなみ」「言葉遣い」を根幹に置き、命を預かる医療従事者

として「自己、他者ともに大切にできる」「根拠をもって行動できる」「自己の行動に優先順位がつけられ

る」を人材育成の教育理念とする。 

看護師は一人の人間としても豊かな感情を持ち、他者への思いやりの心が必要である。そのため、他者

とのコミュニケーションの必要性が理解でき、適切なコミュニケーションがとることができることを目

的とする。このことが、「自己、他者ともに大切にできる」態度につながると考える。また、「今、何が必

要であるのか」「今、何をすべきなのか」その正しい判断が正確にスピードをもって行える知識や技術を

身につけられることを目的とする。このことが、「根拠をもって行動できる」「自己の行動に優先順位がつ

けられる」という看護師としての基本行動につながると考える。 

 

3.教育の方法 

 演習・実習教育が私の担当である。元来の方法は対面で実施できていた。2020 年度は殆どが遠隔の実

習となり方法は一変した。その中で実践した方法を述べる。 

 臨地実習で計画していた内容で行えるように指導案を作成した。 

①グループ編成は前期・後期通して同じグループとし、ブレイクアウトルームを活用したグループカン

ファレンスを臨地実習と同等にスケジュールした。カンファレンスでは他者の意見を聞き、自分の意見

が伝えられることができるよう学生にはオリエンテーションで説明をした。司会も必ず一人１回はする

ことにし、全員に司会の機会を与えた。 



2 

 

②幼稚園が理解できるように DVD を視聴させた。幼児の起こりうる事故について、家庭内屋外と考えさ

せ、対策を発表させた。小児の年齢に合わせた関わりができることが重要である。しかし、実際に関われ

ない子どもたちをイメージできるように発表後に、実習で起きたことや、カンファレンスで議題に挙が

ったことを伝えた。 

③重症心身障がい児施設が理解できるように DVD を視聴させた。また、事例を展開しその看護について

学ぶ機会とした。臨床の体験談や病棟の様子を伝えることで、さらにコミュニケーションや援助、家族つ

いて知識を深めた。 

④後期は病棟実習を見立てて、シチュエーション演習を取り入れた。これにより、臨地で経験する看護過

程が展開することが可能であった。各グループで可能となった２日間の入構許可日はバイタルサイン測

定・観察・親とのコミュニケーション、看護師への報告を体験した。臨地実習に近い形での演習は緊張感

もありよい経験となる。学内演習とは違い自ら考えてケアすることの大切さを知ることになった。 

 講義での学び、演習で実施したことを確認しながら知識を深めていけるような取り組みを行った。演

習においては、身だしなみや態度についても指導した。オリエンテーション時より、身だしなみや態度の

重要について説明することで自らの態度について考える機会を与え、基本姿勢の確認をする機会とした。 

 

4.教育の成果・評価 

 本学では年 2 回、前期と後期に学生による授業評価アンケートを実施しており、担当する全授業でア

ンケートの提出を学生に求めている。以下にアンケート結果の一例を示す。 

 

授業科目 小児看護学実習 

実施日  2020.5～2020.11 

実施対象者数 84人 

学部 看護学部 

担当教員 ３名 

質問１オリエンテーションは、実習を円滑に行う為に役立った(回答数:49) 

全くそう思わない そう思わない どちらともいえない そう思う とてもそう思う 

2 票(4.1%) 1 票(2%) 2 票（4.1％） 19 票（38.8％） 25 票（51％） 

質問２実習目標を達成するために必要な学習体験ができた (回答数:49) 

全くそう思わない そう思わない どちらともいえない そう思う とてもそう思う 

2 票(4.1%) 1 票(2%) 3 票（6.1％） 23 票（47％） 20 票（40.8％） 

質問３事前学習課題は、実習目標を達成するために適切な内容だった (回答数:49) 

全くそう思わない そう思わない どちらともいえない そう思う とてもそう思う 

2 票(4.1%) 1 票(2%) 3 票（6.1％） 24 票（49％） 19 票（38.8％） 

質問４実習記録・提出物は、適切な内容だった (回答数:49) 

全くそう思わない そう思わない どちらともいえない そう思う とてもそう思う 

2 票(4.1%) 1 票(2%) 2 票（4.1％） 23 票（46.9％） 21 票（42.9％） 

質問５全体として充実した実習だった (回答数:49) 

全くそう思わない そう思わない どちらともいえない そう思う とてもそう思う 
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2 票(4.1%) 2 票(4.1%) 3 票（6.1％） 12 票（24.5％） 30 票（61.2％） 

 

質問６教員は、学生が理解しやすい言葉や方法で指導してくれた (回答数:49) 

全くそう思わない そう思わない どちらともいえない そう思う とてもそう思う 

2 票(4.1%) 2 票(4.1%) 1 票（2％） 17 票（34.7％） 27 票（55.1％） 

質問７教員は、学生の考え方や行動を尊重してくれた (回答数:49) 

全くそう思わない そう思わない どちらともいえない そう思う とてもそう思う 

3 票(4.1%) 1 票(6.1%) 4 票（8.2％） 15 票（30.6％） 26 票（53.1％） 

質問８教員の行動や態度から看護者としてのあり方を学べた (回答数:49) 

全くそう思わない そう思わない どちらともいえない そう思う とてもそう思う 

3 票(6.1%) 3 票(6.1%) 21 票（2％） 19 票（38.8％） 22 票（44.9％） 

質問９教員は、精神的な支えになってくれた (回答数:49) 

全くそう思わない そう思わない どちらともいえない そう思う とてもそう思う 

3 票(6.1%) 3 票(6.1%) 2 票（4.1％） 19 票（38.8％） 22 票（44.9％） 

質問 10教員は、学生がスタッフと上手くかかわれるように配慮していた (回答数:49) 

全くそう思わない そう思わない どちらともいえない そう思う とてもそう思う 

3 票(6.1%) 1 票(2%) 5 票（10.2％） 19 票（38.8％） 2１票（42.9％） 

 

自由記述 

・グループワークやカンファレンスの司会を全員が体験したため、進め方が良かったと感じたメンバーの真

似をすることで、活発な意見交換につながった。 

・実習に行く前に演習を行いたかった。 

・今回はコロナの影響で学内になってしまいましたが、実際の演習では実際に臨地に行ったかのような雰囲

気を味わうことができました。今回小児ではたくさんのことを学ぶことができました。ありがとうござい

ました。 

・少人数での zoom の実習であったため自分の意見などが言いやすい雰囲気であった。また、先生方から多く

の助言をいただき自分の考え方の幅が広がったことは臨地実習へ行く並みの学びとなり一週間であったが

とても内容の濃い実習だった。 

・報告の際の時間制限などがあったことから先生に考えを聞くことができなかったり、実際に病棟に行った

ことがない学生からしたらお母さんや患児にどのように関わっていくべきなのか学内の 2 日間だけで習得

していくことはとても厳しいように感じた。 

・一人一人指導してくれてわかりやすかったです 

・学内でしたが、とても充実していました。木戸先生もとても学生目線にいてくださり、本当に心強かった

です。 

・病棟には行けず、学内実習となってしまいましたが、とても学びを深めることができた 5日間になりまし

た。ありがとうございました。今回の実習で学んだことを、これからの他の領域での実習に生かせるよう

にがんばります。 

・学内でしたが、とても充実していました。 
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・お話いろいろ聞いて下さりありがとうございました。 

・コロナ禍で小児病棟へ実際に実習へ行くことはできなかったが、実際の実習に近い学びができたと考えら

れます。 

後期の実習を通して小児だけでなくお母さんなどの家族全体への看護の重要性を学ぶことができました。 

来週も頑張りたいと思います。ご指導ありがとうございました。 

・充実した 1週間でした。ご指導ありがとうございました 

・短い期間でしたがとても充実した実習でした。 

・学生の意見に対して、首を傾げたり、笑っているような様子であったり自分の意見に自信を無くすような

態度をとられてしまい不快感を抱いてしまった。そのため、自分の意見の発言を控えてしまい恐怖心を抱

いてしまった。まだ学生である私たちに対しての意見に納得いかないことがあっても、教員らしく分かり

やすく態度に出さずに指導してくださってほしかった。 

 

5. 教育を改善するための努力 

 コロナ禍での小児実習は臨地に行けず学内演習を取り入れたが、どの状況においても学生の目線に立

つことが必要である。実習に向けての事前学習に疾患等について課題を出しているが、実践に役立つ技

術の復習も計画することで実習への不安感は軽減すると考える。 

また、同じ事例を持っても、学生の対応は同じなることはないため、他の学生の様子を観察することも

学習になる。学習の定着を図るためにも、細やかに確認し学生に合わせた指導を心掛ける。このことが、

自己の振り返りとケア導入の気づきに繋がると考える。 

学生のアンケート結果を受け、教員の言動に敏感に反応する学生がいた。教員の表情や仕草までもが学

生に及ぼす影響があることを改めて痛感した。学生のかかわりの時には自分の言動に責任を持ち、信頼

関係を築いていく。 

看護学部 FD研修を受け、講義は一方的になりやすい傾向があることから学生が参加し一緒に学べる講

義を組み立てる必要がある。学生を指名するときにおいてもテキストや講義資料をみて答えられるもの

とし、学生の意欲の向上を妨げずポイントは理解できるように指導していく。 

 

6今後の目標（短期・長期） 

長期目標 

 講義と実習を融合させた小児看護学の確立をする。（新カリと連動して） 

 

短期目標 

１． 講義の内容を実習に盛り込む。 

２． 演習に自己及び教員評価を取り入れる。 

 

7.添付資料・参考資料 

 なし 


