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Abstract
[Background] Yogo students learning in hands-on junior high and elementary school environments is necessary for the curriculum at
Yogo teacher training universities in Japan. Although most studies targeting students in Yogo teaching practice have examined how
each universities improves their method to improve the achievement degree for their purposes of Yogo teaching practice , few surveys
have particularly addressed students’ learning factors.
[Purposes] The purpose of this study was to extract students’ learning factors in Yogo teaching practice .
[Methods] We conducted semi-structured interviews of five students of a Yogo teacher training universities. All had experienced
Yogo teaching practice . Based on the word-for-word record we made, we extracted points related to our study purpose and encoded
them. Furthermore, we categorized them, organizing similar codes.
[Results] Students’ learning factors were categorized into “Expanded views of children and health,” “Understanding duties and roles
of a Yogo teacher,” “Deepened views of teachers and instruction,” “Self-understanding and discovering problems,” and “Attitudes as a
member of society.” Students acquired the “expanded views of children and health” and “understanding duties and roles of a Yogo
teacher,” which are the purposes of their training, through their Yogo teaching practice. Additionally, through the practice, they gained a
“deepened view of teachers and instruction,” suggesting that we can consider Yogo teaching practice from a broader perspective
including instruction from other teachers as well as Yogo teachers. Furthermore, they acquired guidelines for their future life in
universities and for selecting a career through the learning of “attitude as a member of society” and “self-understanding and
discovering problems.”
[Conclusion] Our students did not only clarify their practice purposes through their Yogo teaching practice experiences. They also
deepened their self-understanding and learned attitudes as a member of society.
Keywords: Yogo teaching practice, students, learning factor
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要旨 : 背景；養護教諭になるためには学校で養護実習を行う必要がある。養護実習を経験した学生を対象とした研
究は，大学が自校の養護実習の目標に対して到達度を高めるための工夫を検討したものが多く，学生の学びの要素に
着目した調査は少ない。
目的；本研究の目的は，養護実習における学生の学びの要素を抽出することである。
方法；養護教諭養成大学の養護実習を体験した学生 5 名を対象に，半構造化面接によるインタビューによる調査を
実施した。 逐語録を作成し，研究目的に関連する部分を抜き出し，コード化を行った。その後，類似のコードをま
とめてカテゴリー化を行った。
結果；養護実習における学生の学びの要素は【子ども観・健康観の広がり】
，
【養護教諭の職務・役割の理解】
，
【教
員観・指導観の深まり】
，
【自己理解と課題発見】
，
【社会人としての態度】であった。 学生は養護実習を通じて，実
習の目標である【子ども観・健康観の広がり】
，
【養護教諭の職務・役割の理解】を修得していた。さらに実習を通じ
て【教員観・指導観の深まり】を得ており，指導教諭以外の教員からの指導も含めたより広い観点で養護実習を捉え
る可能性が示された。さらに【社会人としての態度】
，
【自己理解と課題発見】の学びを通して，今後の大学生活や進
路選択への指針を得ていた。
結論；学生は養護実習で実習目標の修得のみならず，自己理解を深め，社会人としての態度を学んでいた。
１．緒言

おり，養護教諭に求められる専門性にも変化が生じて
いる。現在の子どもには，肥満・痩身，生活習慣の乱

養護実習は，教諭免許取得における教育実習に相当

れ，メンタルヘルスの問題，アレルギー疾患の増加，

する実習で，教育職員免許法により一種免許状には 5

性に関する問題など，多様な課題が生じている。また，

単位，二種免許状には 4 単位を取得することが義務付

身体的な不調の背景には，いじめ，児童虐待，不登校，

けられている 1）。しかしながら，養護実習における目

貧困などの問題が関わっていることもある 4）。さらに

標や内容は養護教諭養成大学で統一したものは示され

学校においても，子どもを取り巻く状況の変化や多様

ていない。一方，子どもをとりまく環境は多様化，複

化・複雑化した課題に向き合うため，教職員に加え，

雑化しており，養護教諭に求められる専門性にも変化

多様な背景を有する人材が各々の専門性に応じて学校

が生じており，従来の養護実習を踏襲するだけでは，

運営に参画することにより，学校の教育力・組織力を

新任の養護教諭の専門性の担保に課題が生じている。

より効果的に高めていくことが求められている 5）。つ

そこで，養護実習を時代のニーズにあったものとして

まり養護教諭は子どもの健康課題を的確に早期発見

充実発展させるためには，学生が養護実習で何を経験

し，課題に応じた支援を行うことのみならず，全ての

し，学んでいるかを調べる必要がある。

子どもが生涯にわたって健康な生活を送るために必要

養護実習は大学で学んだ基礎や理論を実際の教育実

な力を育成するための取組を，他の教職員と連携しつ

践場面において検証して，発展させていく機会と位置

つ日常的に行うことが求められる 6）。このように，養

づけられる 2）。しかしながら，養護実習に関する規定

護教諭に求められる専門性にも変化が生じており，養

が定められている教育職員免許法施行規則には，実習

護実習を時代のニーズにあった内容にする必要に迫ら

の校種や時期，内容，方法についての具体的な記載は

れている。

みられず，養護教諭養成大学で統一した実習目標や内

そこで，養護実習に関する学生を対象とした調査に

容は示されていない。一方，平成 29 年に教員免許法及

着目すると，実習内容の経験頻度 7）や養護実習の目標

び同施行規則に基づき全大学の教職課程で共通に履修

達成度及び達成度に影響する要因 7）8）を調べたものが

すべき資質能力を示した教職課程コアカリキュラム 3）

ある。しかしこれらは，各大学が自校の養護実習の目

が作成された。しかしながら，これには，教育実習の

標に対して到達度を高めるための工夫を検討したもの

コアカリキュラムは示されているが，養護実習のコア

がほとんどで，学生の学びの要素そのものに着目した

カリキュラムは示されていない。そのため，各大学は，

調査は少ない。養護教諭養成の核となる科目である養

養護実習の内容に関する規定がないなか，創意工夫の

護概説は養護教諭免許取得科目とされてから 20 年余り

元に実習を行っているが，学生の到達目標は一様では

となり，この間，職務内容や方法論のみならず，養護

なく養護実習における学生の学びを担保する必要があ

の基本原理に基づいた理論や哲学について学ぶことが

る。

重要視されてきた 9）。このように養護観を重視した教

一方，子どもをとりまく環境は多様化，複雑化して

育が行われるなか，実習で実際に子どもと関わり，養
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護実践を体験することで，学生は実習の経験を通じて

２．３ 分析方法

理論と現実の統合を経て，価値観の広がりを得ている

許可を得てインタビューを録音し，逐語録を作成し

ことが予測される。さらに教育環境の変化や子どもの

た。その後，研究目的に関連する部分を抜き出し，文

健康課題の変化に伴い 6），学生が教育現場で学んでい

脈を損なわないように言葉を補足し，コード化を行っ

る要素にも変化が生じている可能性もある。よって，

た。その後，類似のコードをまとめてサブカテゴリー

養護実習を時代のニーズにあったものとして充実発展

とし，さらに類似の内容によりカテゴリー化を行った。

させるためには，あらためて学生が養護実習で何を経

カテゴリーの内容については，整合性を高めるために

験し，学んでいるかを調べる必要がある。

研究者 4 名によって確認し，修正を重ねた。

そこで，本研究の目的は，養護実習を終えた学生に
対してインタビューをすることにより，学生は実習で

２．４ 倫理的配慮

何を学び，どのように成長しているのかを，彼らの体
験の語りから明らかにすることである。

調査に当たっては研究者の所属機関における研究倫
理審査委員会の承認【承認番号 2013‑09】を得た。対象
者には口頭により研究の目的，方法，研究の参加なら

２．方法

びに中断における個人の自由意志の尊重，プライバシー
の保持について説明し，同意を得たうえで実施した。

２．１ 対象
養護教諭養成大学 3 校の養護実習を体験した学生

３．結果

（インタビュー時には卒業していた学生も含む） 5 名
である。

対象者の属性と実習状況を表 1 に示す。
養護実習における学びの要素として 5 つのカテゴ

２．２ 調査方法

リーが抽出された。以下カテゴリーを【 】
，サブカ

2014 年 2 月〜 4 月に，半構造化面接によるインタ

テゴリーを［ ］
，コード例を「 」で示す。

ビュー調査を実施した。インタビューは大学毎に 3 回

養護実習における学生の学びの要素は表 2 に示すよ

実施し，時間は 1 回につき 50 分〜 65 分であった。調

うに【子ども観・健康観の広がり】
，
【養護教諭の職

査内容はインタビューガイドに基づき，実習状況（実

務・役割の理解】
，
【教員観・指導観の深まり】
，
【自己

習期間・実習校種）
，実習内容，養護実習の目標と達

理解と課題発見】
，
【社会人としての態度】であった。

成度，実習を通しての自己の変化や学び，価値観の変
化であった。

【子ども観・健康観の広がり】は［できない存在か
らできる存在の着眼点の変化］
，
［子どものエネルギー
の強さ・可能性の大きさ］
，
［子どもの発達・成長の個

表１

1 回目

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

養成大学

教育系

教育系

学際系

学際系

看護系

学年

4年

4年

4年

4年

4 年＊

実習回数

2回

2回

1回

1回

1回

実習学年

3 年生後期

3 年生後期

4 年生前期

4 年生前期

4 年生後期

実習期間

3 週間

3 週間

4 週間

4 週間

4 週間

実習校種

高等学校

中学校

小学校

小学校

中学校

実習校の規模

約 1000 人

約 480 人

約 750 人

約 240 人

約 280 人

無

無

無

養護教諭の複数配置の有無

2 回目

対象者の属性と実習状況

有

無

実習学年

4 年生前期

4 年生前期

実習期間

3 週間

3 週間

実習校種
実習校の規模
養護教諭の複数配置の有無

小学校

小学校

約 400 人

約 680 人

無

無

＊インタビュー実施時には卒業していた
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表２
カテゴリー

子ども観・健康観の
広がり

養護教諭の職務・役
割の理解

教員観・指導観の深
まり

自己理解と課題発見

社会人としての態度

養護実習における学生の学びの要素

サブカテゴリー

コード例

できない存在からできる存在
の着眼点の変化

子どもの問題点ばかり勉強していたが，実際の子どもはできることがたくさ
んあった。

子どものエネルギーの強さ・
可能性の大きさ

子どもの学ぶ姿勢の強さとパワーを感じた。

子どもの発達・成長の個人差

子どもの発達や成長には個人差があることを実感した。子どもは常に成長し
ていることを感じた。

場面による子どもの変化

保健室でみる子どもと教室でみる子どもの様子はかならずしも一緒ではな
かった。

健康と生活や地域との関連

家庭の状況は子どもの健康問題と深くかかわっていた。地域によっても子ど
もの問題は違うことを感じた。

養護教諭の教育的立場の理解

養護教諭は指導的立場であり教員であることを実感した。

協働・連携の必要性と養護教
諭の役割

養護教諭がどのように動いているかをみて，組織の中の養護教諭の役割がわ
かった。養護教諭の職務を遂行する上で連携の必要性を感じた。

保健室から学校全体への養護
教諭の職務の広がり

保健室から学校の養護教諭へと養護教諭のイメージが広がった。養護教諭が
学校内を動き回っていて，養護教諭の仕事に対する視野が広くなった。

子どもに対する多様な対応方
法の理解

処置の方法も一つではなく，子どもによって違うこと，対応も一つの方法だ
けでないことを学んだ。

子どもの発達段階を踏まえた
対応の気付き

学校種によって子どもへの対応が違うことがわかった。

養護教諭の職務に対する認知
度の低さ

他の実習生は養護教諭の職務について知らないことがショックだった。

教員の責任とやりがい

教員はたいへんな仕事だけど楽しいことを実感した。

思考力を重視した指導

思考の広がりを与えるような指導力が必要であることに気がついた。

多様な指導方法

子どもへの関わり方は一つではないこと，対応は一つでなくて良いことを
知った。

教え・教えられる存在

教えることだけではなく，子どもから教えられることが多いことを知った。

様々な教員観の存在

様々な教員観がある，様々な教員がいることがわかった。

養護教諭になるための自己の
強みと課題の発見

養護教諭にむいている点もわかったし，自分の課題もわかった。自分が苦手
な点や欠点がわかった。

やり遂げたことによる達成感
と自信

つらかったことを乗り越えたことで自信がついた。実習をやり遂げて達成感
を得た。自己の成長を感じることができた。

養護教諭への志向性の強化

実習を通して，養護教諭になりたい気持ちが強くなった。

コミュニケーションの重要性

苦手な人とも根気よく接することが大切であることがわかった。コミュニ
ケーションがとれていると働きやすくなることを実感した。

コミュニケーションスキルの
習得

他の先生への報告の仕方・タイミングがわかった。人間関係をうまく行うス
キルが身についた。わからないことを聞く必要性がわかり，質問するタイミ
ングや勇気がみについた。文章の書き方がはやく，うまくなった。

話す度胸とスキルの習得

人前にでる度胸がついた。先生や生徒への話し方がうまくなった。根拠を示
してから話す癖がついた。

やるべきことの整理と優先順位

やるべきことの整理や順序の決め方がわかった。仕事の整理の仕方を先生の
仕事ぶりをみて学んだ。

人差］
，
［場面による子どもの変化］
，
［健康と生活や地

場面によって見せる姿の違うことを学んでいた。また，

域との関連］から構成された。学生は子どもとの関わ

「家庭の状況は子どもの健康問題と深くかかわってい

りの中で，
「子どもの学ぶ姿勢の強さとパワー」や「子

る」
，
「地域によっても子どもの問題は違う」ことを感

どもの発達や成長には個人差があり，子どもは常に成

じ，健康は生活と密接に関連していることを学んでい

長していること」を学ぶと共に，
「子どもの問題点ば

た。

かり勉強していたが，実際の子どもはできることがた

【養護教諭の職務・役割の理解】は［養護教諭の教

くさんある」と子どもを見る際の着眼点が変化してい

育的立場の理解］
，
［協働・連携の必要性と養護教諭の

た。さらに「保健室でみる子どもと教室でみる子ども

役割］
，
［保健室から学校全体への養護教諭の職務の広

の様子はかならずしも一緒ではない」など，子どもは

がり］
，
［子どもに対する多様な対応方法の理解］
，
［子
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どもの発達段階を踏まえた対応の気付き］
，
［養護教諭

仕方を先生の仕事ぶりをみて学んだ」などやるべきこ

の職務に対する認知度の低さ］から構成された。学生

との整理と優先順位を学習していた。

は「養護教諭は指導的立場であり教員であることを実
感した」
，
「養護教諭の職務を遂行する上で連携の必要

４．考察

性を感じた」
，
「保健室から学校の養護教諭へと養護教
諭のイメージが広がった」など学校組織の中で養護教

本研究の目的は，学生の実習体験の語りから，養護

諭が果たす役割を学んでいた。さらに「処置の方法も

実習における学生の学びの要素を抽出することであ

一つではなく，子どもによって違う。対応も一つの方

る。学生は養護実習を通じて，実習の目標である【子

法だけでないこと」
「学校種によって子どもへの対応が

ども観・健康観の広がり】
，
【養護教諭の職務・役割の

違う」など，養護教諭は子どもに対して，発達段階に

理解】を修得していた。さらに実習を通じて指導養護

応じた，個々に応じた対応をしていることを学んでい

教諭以外の教諭との関わりから【教員観・指導観の深

た。一方，
「他の実習生は養護教諭の職務について知ら

まり】を得ていた。さらに【自己理解と課題発見】
，

ない」場面に遭遇し，養護教諭の職務が理解されてい
ない現状も感じていた。

【社会人としての態度】の学びを通して，進路選択へ
の指針を得ていた。

【教員観・指導観の深まり】は［教員の責任とやり
がい］
，
［思考力を重視した指導］
，
［多様な指導方法］
，

平成 29 年に教員免許法及び同施行規則に基づき，全
大学の教職課程で共通に履修すべき資質能力を示した

［教え・教えられる存在］
，
［様々な教員観の存在］で

教職課程コアカリキュラム（以下 2017 コアカリとす

構成された。学生は実習全体を通じて「教員はたいへ

る）3）が作成された。これには，養護実習のコアカリ

んな仕事だけど楽しいこと」を実感していた。また，

キュラムは作成されていないが，教育実習（学校体験

指導は「思考の広がりを与えるような指導力が必要で

活動）の目標である，子どもの実態の理解やそれを踏

あること」
，
「子どもへの関わり方は一つではない。対

まえた教育活動の特色の理解などは養護実習の目標と

応は一つでなくて良い」ことに気がつき，教員は「教

共通すると考えられ，参考にすることができる。また

えることだけではなく，子どもから教えられることが

日本教育大学協会全国養護部門研究委員会から，2006

多い」ことを学んでいた。

年に提案された養護教諭の資質向上を目指したモデ

【自己理解と課題発見】は［養護教諭になるための

（以下 2006 養護コアカリ
ル・コア・カリキュラム 10‑12）

自己の強みと課題の発見］
，
［やり遂げたことによる達

とする）では臨地実習つまり養護実習における実施研

成感と自信］
，
［養護教諭への志向性の強化］から構成

究の項目として，子どもの理解とかかわり，学校教育

された。学生は自身の「養護教諭にむいている点や苦

の理解と参加，養護活動の方法の理解と実施体験，養

手な点」を学んでいた。一方で実習をやり遂げたこと

護実践の研究の 4 項目において目標を設定している。

で，
「つらかったことを乗り越えたことでの自信」や

今回の調査で得られた学生の学びの要素とこれらと照

「自己の成長や達成感」を得ていた。そして，それら

らし合わせながら，養護実習における学生の学びにつ

を通じて「養護教諭になりたい気持ちが強くなった」

いて考察する。
本調査で［子どもの発達・成長の個人差］
，
［場面に

など養護教諭への志向性が強くなっていた。
【社会人としての態度】は［コミュニケーションの

よる子どもの変化］
，
［健康と生活や地域との関連］な

重要性］
，
［コミュニケーションスキルの習得］
，
［話す

どの【子ども観・健康観の広がり】が学びの要素とし

度胸とスキルの習得］
，
［やるべきことの整理と優先順

てあげられた。学生は子どもの健康実態が生活に密接

位］から構成された。学生は「苦手な人とも根気よく

に関係していることや成長・発達には個人差があるこ

接 することが大切であることがわかった。コミュニ

となど，子どもの実態を様々な角度から学んでいた。

ケーションがとれていると働きやすくなることを実感

さらに，
【養護教諭の職務・役割の理解】として［協

した」ことで，コミュニケーションの重要性を理解す

働・連携の必要性と養護教諭の役割］
，
［保健室から学

るとともに，学校現場での体験を通じて「人間関係を

校全体への養護教諭の職務の広がり］を学んでおり，

うまく行うスキルが身についた。わからないことを聞

学校組織の中での協働・連携の必要性と組織の中での

く必要性がわかり，質問するタイミングや勇気が身に

養護教諭の役割を理解していた。さらに，学生は［養

ついた」
，
「先生や生徒への話し方がうまくなった。根

護教諭の教育的立場の理解］
，
［子どもに対する多様な

拠を示してから話す癖がついた」などのコミュニケー

対応方法の理解］
，
［子どもの発達段階を踏まえた対応

ションスキルを習得していた。さらに「仕事の整理の

の気付き］を学んでいた。
【子ども観・健康観の広が
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り】は 2017 コアカリ 3），2006 養護コアカリ 10‑13） にお

報告されている。よって今回，指導養護教諭以外の教

いて，
【養護教諭の職務・役割の理解】は 2006 養護コ

諭からも学生が多くの学びを得ていることが示された

アカリ 10‑13） において，実習の目的として示されてい

ことは，他の教諭からの指導も含めたより広い教育実

る項目である。さらに，我々が養護教諭養成大学を対

習の観点で養護実習を捉えることにもつながり，実習

象に行った調査 14） では，養護教諭の役割や職務の理

体制を考える上で意義がある。

解や養護教諭の実践能力や技術の習得を実習目標とし

さらに，学生は［養護教諭になるための自己の強み

て示した割合が高かった。今回の学びの要素として抽

と課題の発見］を得ていた。2017 コアカリ 3）2006 養護

出された【子ども観・健康観の広がり】
【養護教諭の

コアカリ 10‑13） においても実習体験の自己評価と自己

職務・役割の理解】はこられに対応する項目であり，

省察が目標にあげられており，実習を通じて養護教諭

学生はこれらの実習目標を修得していることが示され

になるための課題を自覚することは重要である。しか

た。

しながら，学生は養護教諭になるための課題のみなら

しかしながらいくつか課題も示された。2017 コアカ

ず［やり遂げたことによる達成感と自信］や［コミュ

リ 3）2006 養護コアカリ 10‑13） において，実習の目標と

ニケーションの重要性と必要性］
，
［コミュニケーショ

されている学校経営方針や特色ある教育活動の理解に

ンスキルの習得］
，
［話す度胸とスキルの習得］
，
［やる

関する内容が，今回の調査では学生の語りから抽出さ

べきことの整理と優先順位］などの【社会人としての

れなかった。養護教諭は学校保健の視点で学校全体を

態度】を学んでいた。近年，大学では自分らしい生き

みることが求められる立場である 6）。学生は学校全体

方や自らの個性を発揮できる環境を実現するための教

の教育活動の理解が不十分であることが推察され，養

育が求められている 20）。大学はキャリア教育の推進を

成側は学校教育全体を見る視点を目標に位置づけ，学

求められ，社会人・職業人として自立していくための

生に意識させる必要がある。また，養護実習は教育実

基盤や能力や態度を育成することが課題 21） となって

習と同時期に実施されることがある。学生は他の教育

いる。インターンシップへの参加や満足が，職業レ

実習生と交流の中で［養護教諭の職務に対する認知度

ディネスや進路選択に対する自己効力感に促進的な影

の低さ］も感じていた。子どもたちの課題に対応する

響を与えていることが報告され 21），学生は［やり遂げ

ためには教員が組織的に協働・連携することが求めら

たことによる達成感と自信］や［養護教諭への志向性

れる 4）5）教諭と養護教諭では子どもを見る視点が違う

の強化］を得ていたことから，養護実習が進路選択へ

15）ためお互いの職務や役割を理解する 16）ことが求め

の指針を得る機会ともなっていると言える。これらの

られる。事前事後指導を含めた実習において，実習生

ことから，養護実習は，学生にとって，養護教諭の育

同士を交流させるなど，お互いの理解をすすめるため

成の機会のみならず，キャリア教育としての役割を果

の工夫が必要であろう。

たしていることが示唆された。今後は，養護実習にお

一方で，本調査では［思考力を重視した指導］
，
［多

いてのキャリア教育としての機能を考慮して，養護教

様な指導方法］
，
［教え・教えられる存在］
，
［様々な教員

諭養成の目標達成のみならず，社会人としての態度や

観の存在］など【教員観・指導観の深まり】のサブカ

職業選択への指針を意識した養護実習を企画すること

テゴリーが多くあげられた。これらは，2006 養護コアカ

も望まれる。

リ 10‑13）において目標としてあげられていない項目であ
る。養護実習において，学生は教室の授業を参観した

５．研究の限界と今後の課題

り，給食指導をしたり，学級活動で保健指導を実施し
たりと指導養護教諭だけでなく，担任や教科担任に指

本研究は，調査の対象が 5 名程に留まっているため，

導を受ける機会もある 17）。学生はそれらの体験を通し

本結果をもって養護実習における学生の学びの要素を

て様々な教員観や指導観があることを学んでいた。さ

全て抽出したとは言えない。また，対象者によって実

らに学生は，担任の子どもへの対応や子どもの反応を

習の形態や学校種，実習校の規模が異なっていたため，

観察することで，
［場面による子どもの変化］
，
［でき

養成系別や実習状況による学びの要素が異なることも

ない存在からできる存在の着眼点の変化］
，
［子どもの

推察される。今回の結果を踏まえて，さらに対象数を

エネルギーの強さ・可能性の大きさ］などの【子ども

増やし，学びに関連する要因についても検討していく

観 ･ 健康観の広がり】を得ていることも推察される。

必要がある。

指導養護教諭は 1 人職であることが多く，受け入れ体
制や学生指導に不安や困難を感じていること 18）19）が
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