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基礎看護学実習Ⅰ前後の自己効力感の変化 
 

石井あゆみ 藤田和加子 瀧本美佐子 徳珍温子 小林菜穂子 井内伸栄 
 

要 旨 
 本研究では，基礎看護学実習Ⅰでの体験・学習を学生がどのように捉えているかを，実習前後の自

己効力感と，自己の目標の変化の比較によって知り，今後の学習意欲や学習の動機づけに結び付ける

教育的かかわりを検討することを目的とする．Ａ短期大学に所属する１回生 81 名に対し，基礎看護

学実習Ⅰの前後で一般性自己効力感尺度，臨地実習自己効力感尺度，自己の目標を調査した．結果，

一般性自己効力感の下位尺度である「行動の積極性」については実習後に低下傾向が見られたが，「失

敗に対する不安」と「能力の社会的位置づけ」とともに有意な差は認められず，一般性自己効力感に

変化はなかった．一方，臨地実習自己効力感は実習後で有意に上昇していた．自己の目標については

実習前より実習後の方が，学習をどのように行うのかが具体的に記入されており，学生は実習での体

験や気付きによって自己の学習課題を明確化することができたと考える．これらのことから今後，最

初の実習を充実させ，学生個々の自己効力感や学習意欲を高めることができるような教育的な関わり

を検討していくことで，学習意欲を向上させることができると示唆された． 
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１．はじめに 

少子高齢化や医療の専門高度化など急激な社

会変化の中で，看護をめぐる状況の変化に対応

するために，自己効力感に着目した教育方法の

開発は，質の高い看護師を養成する看護基礎教

育に重要な意味を持つと考えられている．１） 

自己効力感（セルフエフィカシ―）とは

Bandura によって提唱された概念であり，「自分

にはこの行動ができる」という認識を意味する．

自己効力感は何らかの困難や課題に直面した際

に個人の特定の行動決定を促し，行動の開始や

継続に影響を与えると考えられている．自己効

力感が高いほど，より高い目標を自分のために

設定して挑戦し，それに対して継続的に取り組

むが，自己効力感が低い人が困難な状況に直面

すると，考え方が揺らぎ，意気が低下し，作業

の質も悪化していくことが報告されている．２） 

看護学の学習は机上の学習ばかりではなく病

院施設などの臨地で行う実習が欠かせない．臨

地実習では学生にとって慣れない環境で，初め

て体験することも多く，また，さまざまな患者

や医療職者とのコミュニケーションを必要とし，

緊張が高い状態にある．帰宅後も事前学習や，

行ったことの振り返りなどに時間を要し，スト

レスフルな状況が続くこととなる．３） 

しかし，一般的に自己効力感の高い生徒はコ

ーピングの積極的対処を多く用い，ストレス状

態におかれても諦めない傾向にあり，全般的に

ストレス反応の表出が少ない４） といわれてお

り，臨地実習という特異な学習環境の中では，

学生個々の自己効力感や学習意欲を高めること

が，学生の主体性を育むことにつながるとの指

摘もある．１） 

Ａ短期大学では入学した４ヶ月後に初めての

実習を迎え，１週間の実習期間の中で，看護観

の基盤を形成することを目的の一つとしている．

初めて看護を学ぶ学生にとって看護の魅力を感

じてもらうために，自己効力感が持てるよう関

わることが今後の臨地実習への動機づけをより

高めると考えている．この実習を有意義な学習

の機会とすることはその後の学習に大きな影響

を与える．臨地で体験・学習したことがよい結

果として捉えられ，その後の学習意欲につなげ

られるよう主体的に学んでいけるような教育方

法が必要である． 

そこで本研究では，基礎看護学実習Ⅰでの体

験・学習を学生がどのように捉えているかを，

実習前後の自己効力感と，自己の目標の変化の

比較によって知り，今後の学習意欲や学習の動

機づけに結び付ける教育的かかわりを検討する

ことを目的とする． 

  

２．研究方法 

2-1 対象者 

Note 
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Ａ短期大学に所属する１回生 81 名を対象と

した．対象者は全員女性であった． 

2-2 調査期間 

実習前の調査は，基礎看護学実習Ⅰの学内オ

リエンテーション時の平成 25 年 8 月 5 日，実習

後の調査は基礎看護学実習Ⅰ後の学びのグルー

プ発表が行われた平成 25年 9月 2日に学内で実

施した．実習前後の調査票のマッチングを行う

ために，調査票には学籍番号の記入を依頼した．

調査概要，倫理的配慮についての説明，配布，

回収は調査当日に研究責任者が実施した．なお，

基礎看護学実習Ⅰは平成 25 年 8 月 26 日～8 月

30 日であった． 

＜Ａ短期大学の基礎看護学実習の概要＞ 

基礎看護学実習Ⅰでの目的は，「看護の対象で

ある人間とその生活についての関心を高め，病

院内における看護活動について知り，看護観の

基盤を形成する」であった． 

目標は，以下の 7つであった． 

１．病院の構造や機能について知り，社会にお

いて病院が果たす役割を知る． 

２．病院・病棟での看護の役割と機能を知る． 

３．病院の各部署の役割や連携を学び，他部門

との協働関係を知る． 

４．健康を障害した個人を対象としたコミュニ

ケーションを通して，対人関係を築く基礎的能

力を養うことができる． 

５．健康を障害した個人の生活や気持ちの変化

を知り，望ましい療養環境について知る． 

６．健康を障害した個人の健康を取り戻すため

に提供される看護について知る． 

７．実習を通じて，看護観の基盤を形成できる． 

2-3 調査項目 

実習前後の自己効力感と看護学科で学ぶ自己

の目標を測定するため，質問紙による調査を行

った．調査項目には，一般性自己効力感（セル

フエフィカシー）尺度，臨地実習自己効力感尺

度，自己の目標を用い，実習前後で同じ内容の

調査票を使用した． 

2-3-1 一般性自己効力感（セルフエフィカシ

ー）尺度 

坂野・東條によって作成されたものを使用し

た．６）この尺度は，個人が日常生活の中で示す

一般的な自己効力感の強さを測定する尺度とし

て作成され，信頼性，妥当性について実証され

たものである．ある結果に到るために必要な行

動をどの程度うまく行うことができるかという

一般的傾向を測定し，①行動の積極性，②失敗

に対する不安，③能力の社会的位置づけの３つ

の下位尺度から構成され，計 16 項目からなる．

回答は 2件法（yes=1,no=0）で行い，3 つの下位

尺度に含まれる各項目の合計点数を尺度得点と

した． 

2-3-2 臨地実習自己効力感尺度 

 谷山，甲斐によって作成された臨地実習自己

効力感尺度を使用した．この尺度は臨地実習全

般に対する自己効力感の測定のために，ＭＳＬ

Ｑ （ Motivated Strategies for Learning 

Questionnaire）の学習に対する自己効力感の邦

訳である学習動機づけ尺度の自己効力感サブス

ケールの質問項目 9 項目を一部改変して５）谷山

と甲斐によって作成された．なお，ＭＳＬＱと

は，欧米の大学生を対象とした学習に対する自

己効力感に関連する研究において，自己効力感

を含む学習動機や学習法略を測定する尺度の一

つで，ミシガン大学の Pintrich らにより開発さ

れた尺度である．臨地実習自己効力尺度は信頼

性，妥当性が確認されており，様々な臨地実習

に対する自己効力感を測定する簡便なツールと

して使用することが可能である５）とされている． 

回答方法は「１．まったくそう思わない」「２．

ほとんどそう思わない」「３．あまりそう思わな

い」「４．ときどきそう思う」「５．まあそう思

う」「６．とてもそう思う」の 6件法であった． 

また，看護学科で学ぶ上で，自己の目標を自

由記載で２つ挙げてもらい，実習前後で記載事

項に変化があるかを検討した． 

 基礎看護学実習Ⅰ前後に「看護学科で学ぶ自

己の目標」を，自由記載で２つ挙げてもらった．

これらを実習前後で，それぞれ同じ内容を表す

カテゴリに分類し，ネーミングをした．カテゴ

リ化とネーミングは研究者 6 名で実施し，全員

の意見が一致するまで繰り返した． 

 

３．倫理的配慮 

本研究は，Ａ短期大学の生命倫理委員会の承

認を受けて実施した．調査にあたり基礎看護学

実習Ⅰのオリエンテーション終了時に，研究の

趣旨と目的，参加は自由意志であり，不参加の

場合も不利益がないこと，データは記号化され

本研究目的以外では使用しないことを調査対象

者に口頭で説明した．質問紙の提出をもって研

究協力への同意とみなした． 

谷山，甲斐によって作成された臨地実習自己

効力感尺度については使用することを申し出，

許可を受けた． 

 

４．分析方法 

分析方法は，実習前後の一般性自己効力感（セ

ルフエフィカシー）尺度と臨地実習自己効力感

尺度の変化について，統計ソフトＳＰＳＳを用

い対応のあるｔ検定を行った． 
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対象者 81 名のうち，回答者は，実習前は 74 名

（回収率 91.3％），実習後は 64 名（回収率

79.0％）であった．実習前後の得点の比較が可

能であった 31名を分析対象とした．  

 

５．結  果 

5-1 回答者の特性 

 分析対象者は，Ａ短期大学の 1回生 31名であ

る．年齢は 40 歳代から 10 歳代までで平均年齢

は 21.1（±6.08）歳である．81％が 10 歳代，10％

が 20歳代，6％が30歳代，3％が40歳代である． 

5-2 一般性自己効力感（セルフエフィカシー）

尺度の３つの下位尺度について実習前後の比較 

一般性自己効力感（セルフエフィカシー）尺

度の３つの下位尺度，「行動の積極性」，「失敗に

対する不安」，「能力の社会的位置づけ」につい

て実習前後で得られた平均値を用いて対応のあ

るｔ検定を行った．結果を表１に示す． 

「行動の積極性」については，実習前が

0.45±0.30 であったのに対し，実習後は

0.39±0.31 となり，それらの差に有意傾向（ｐ

＜0.1）は見られたが，統計的な有意な差は認め

られなかった．実習後の得点が低かった．「失敗

に対する不安」「能力の社会的位置づけ」につい

ては実習前後で有意な差は認められなかった．

5-3 臨地実習自己効力感尺度の９項目につい

て実習前後の比較 

臨地実習自己効力感尺度の９項目について実

習前後で得られた平均値を対応のあるｔ検定を

行った．結果を表２に示す． 

９項目全てにおいて実習前より，実習後は平均

値が有意に上昇していた． 

 

 

 
 

 
 

 実習後 

平均 ＳＤ 平均 ＳＤ ｔ値 
１．他の人と比べると実習で自分はよくやれると思う 2.80 1.40 3.80 1.01 3.87 ＊＊    

２．実習で出される質問に対して、自分は答えられると思う 2.83 1.24 3.64 0.98 4.05 ＊＊    

３．他の人と比べると、自分はよい学生であると思う 2.93 1.28 3.70 0.90 3.96 ＊＊    

４．実習で自分は、うまく学習をすすめられると思う 2.83 1.39 3.58 0.92 3.26 ＊＊    

５．他の人と比べると、自分は実習で学習する内容 3.00 1.39 3.77 1.02 3.96 ＊＊    

  について、よく分かっていると思う 

６．自分は実習で学ぶ内容を理解できると思う 3.32 1.39 4.12 0.95 3.32 ＊＊ 

７．実習で教えられる内容を理解できると思う 3.38 1.33 4.00 0.96 2.83 ＊＊    

８．自分は実習でよい成果をおさめると思う 2.96 1.42 3.77 0.92 2.96 ＊＊    

９．自分の看護実践能力は、他の人に比べて 2.54 1.20 3.38 1.02 4.03 ＊＊  

  すぐれたものである 

ｎ＝３１            ＊＊ ｐ＜0.0 1 

表 ２ 臨地実習自己効力感尺度の実習前後での変化 

 実習前 

平均 ＳＤ 平均 ＳＤ ｔ値 

0.45 0.30 0.39 0.31 1.84 † 

0.27 0.30 0.25 0.31 0.50 

0.42 0.34 0.39 0.38 0.68 

ｎ＝３１ ｐ＜ 0.1 

表 １ 一般性セルフエフィカシ―尺度の実習前後での変化 

 実習前 

   行動の積極性 

   失敗に対する不安 

   能力の社会的位置づけ 

 実習後 
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5-4 実習前と後の看護学科で学ぶ自己の目標

の比較 

実習前と後の看護学科で学ぶ自己の目標をカ

テゴリ化したものを表 3 と表 4に示す． 

実習前の自己の目標では，総コード数 65 で，

＜成長すること＞，＜国家試験の合格＞，＜患

者の立場に立った看護を心がける＞，＜看護と

は何か自分なりに考えを持つことができる＞，

＜コミュニケーション能力を高める＞，＜技

術・知識を確実なものとする＞，＜効率の良い

行動を行う＞，＜チーム医療で信頼される人材

になる＞，＜生きていくため＞，＜人と自分と

は違うということ＞の 10 カテゴリが抽出され

た．「生きていくため」，「人と自分とは違うとい

うこと」は本研究の設問趣旨とは異なる回答で

あるため除外した． 

実習後の自己の目標では，総コード数 53 で，

＜看護を学び人間として成長する＞，＜国家試

験に合格する＞，＜患者に寄り添った看護をす

る＞，＜自分の看護観を確立する＞，＜患者個

人のニーズに合わせたコミュニケーション＞，

＜授業を聞き，学び，基礎的な看護技術と知識

を身につける＞，＜チームでの看護を提供する

＞の 7 カテゴリが抽出された． 

実習前にはあったが実習後にはなくなったカ

テゴリは＜効率の良い行動を行う＞，＜チーム

医療で信頼される人材になる＞である．実習前

にはなく，実習後にはでたカテゴリは＜チーム

での看護を提供する＞である．また，変化のな

かったカテゴリは「成長すること」，＜国家試験

の合格＞，＜患者の立場に立った看護を心がけ

る＞，＜看護とは何か自分なりに考えを持つこ

とができる＞，＜コミュニケーション能力を高

める＞，＜技術・知識を確実なものとする＞の

6 つであった．しかし，その内容は目標がより

具体的になっていた．例えば，実習前は「技術・

知識を確実なものとし，患者の立場に立った看

護をこころがけ」と記述していたが，実習後は

「授業をよく聞く」や「根拠を理解する」とい

った記述内容が出現し，実習を終え後に学習を

どのように行うのか具体的に記載されていた． 

 

６．考  察  

本研究では，一般性自己効力感（セルフエフ

ィカシー）の「行動の積極性」については，実

習後に低くなる傾向は見られたものの有意差は

なかった．これは，一週間という実習期間のな

かで自分が行えたと実感できる実習項目が少な

く，見学中心の実習であったため，「行動の積極

性」に大きな変化は見られなかったと予測され

る．学内では，かなりの練習を重ねて試験に合

格した項目であっても，現実の患者の個別性に

合わせた援助を工夫する必要性を感じ，実践の

難しさを感じた学生もいたと予測される．その

様な学生は実習時の援助を積極的に行うという

行動を起こすことが抑制されたとも考えられる．

また，行動の抑制の如何にかかわらず実践の難

しさを感じたからこそ，学習の必要性を感じて

自己の目標が具体的になったと推測できる．ま

た，見学した項目の多さに比べ，実施項目が少

なかったため「できない自分」をより自覚し，

失敗をおそれて慎重に行動していたことが関連

しているのではないかとも考えられる．病院の

中で職員しか立ち入れられない所の見学や，接

したことがない年代の患者とのコミュニケーシ

ョンなど，初めての臨地実習で緊張もあり，受

動的行動となり消極的になってしまったと自ら

の行動を受け止めたのではないかと考える．失

敗を回避するための学習を積み上げていけるよ

うな動機づけを行い，うまくいったことは認め

るとういう承認の欲求を満たす関わりが重要で

ある．そうすることで心理的にも安定感が得ら

れ，自己効力感も高まりやすいと考える．この

ように，学内でも自己効力感を高めていくよう

な事前研修などが必要である． 

臨地実習自己効力感尺度については実習後に

どの項目も高くなっており，今回の基礎看護学

実習Ⅰについては実習終了後に実習についての

達成感があり，自己効力感が高まった状態だと

考える．また初めての実習で不安や緊張はある

もの実習をやりきった思いや，指導者や教員・

患者から認めてもらえるような体験が持てたこ

とが考えられる．ただし，達成感だけは，実習

が終わったという安堵感で終了してしまう恐れ

もある．次の実習への動機づけとなるような関

わりが必要である．臨地実習自己効力感尺度の

質問内容から，今後より自己効力感を高めるた

めのアプローチとしては，目標が達成できるよ

うに実習で学ぶ内容が分かるようにオリエンテ

ーションや事前研修内容を工夫することや，実

習中は特に，学生自身が学ぶ内容を理解しなが

ら，実習の学習をうまく進めていけるような感

覚を体験できるような関わりが必要であると考

える．必要な学習について学生自身が考えてい

けるよう支援的な関わりを持つことで，学習し

ていく楽しさが動機づけとなり，学習意欲を支

えることになると考える． 
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カテゴリ コード （総コ―ド数６５） 
1 学ぶ姿勢を忘れずに技術を習得する 
2 充実した学生生活を送り勉強に励む 
3 強くて常に明るい看護師になる 
4 技術面がけでなく内面も磨き成長すること 
5 ＯＮ・ＯＦＦの切り替えをつける 
6 知識と技術を習得するために努力を惜しまない 
7 自信を持つ 
8 自信を持つ 
9 自己管理を怠らないようにする 
1 国家試験の合格 
2 国家試験に合格する 
3 三年間で卒業する 
4 国試に合格する（現役で） 
5 国家試験合格 
6 国家試験に合格することができるように毎日の勉強をがんばる 
1 患者に信頼されるような誠実かつ優しい看護師になる 
2 患者さんに病気を治すための気持ちの向上などの支援 
3 患者個人にあった自分独自の看護サービスを提供する 
4 患者の心を重んじるようにする 
5 患者の寄り添うことができる看護師になる 
6 信頼関係を大切にする 
7 患者の立場に立った看護を心がける 
8 相手の立場になって物事を考えて行動する 
9 患者さんを一番に考えケアを行う 
10 人を助けるため 
11 患者さんの気持ちに寄り添えるようにする 
12 患者の安全・安楽を学び身につける 
13 患者さんの苦痛のない医療を考える 
14 患者さんのことを考えた看護を実践する 
15 周りの人の健康も気にする 
1 看護師になる上で大切なことをしっかり学ぶ 
2 看護とは何か自分なりに考えを持つことができる 
1 コミュニケーション技術習得のためにも積極的に人と関わっていくようにする 
2 対象者や医療従事者とのコミュニケーションを大切にする 
3 うまくコミュニケーションをとることができる 
4 自分の意見を言葉に配慮して伝える 
5 技術だけでなくコミュニケーション方法も学習する 
6 人の目を見て話すこと 
7 どんな時にも患者の意見に共感できる 
8 挨拶を笑顔ですること 
9 コミュニケーション能力を身につける 
10 コミュニケーションがきちんととれる看護師になる 
11 コミュニケーション能力を高める 
12 コミュニケーション能力の向上 
13 コミュニケーションのとり方、患者の気持ちを考え行動する 
14 相手の話をよく聞く 
15 コミュニケーション力をつける 
16 人とうまくコミュニケーションをとることこと 
1 すべての看護を理由や根拠を理解した上で行うことができる 
2 質問に答えられる 
3 看護に技術はもちろん技術を学ぶのに必要な知識を習得する（根拠に基づいた技術） 
4 医学知識を身につける 
5 正しい情報を学びそれらを看護技術としていかせるようになる 
6 根拠をつかむ 
7 技術・知識を確実なものとする 
8 技術を学び実践する時にできるようにする 
9 看護技術を正しく対象者に提供する 
10 高い技術の習得 
11 正しい技術を身につけること 
12 現場で活躍できるように技術をしっかり学び、患者の前で十分発揮できるようになる 
13 看護技術を身につける 
1 技術、判断、対応をてきぱきとできるようにしたい、効率の良い行動を行う 
2 毎日の決まった業務を時間内にこなせるようにする 
1 チーム医療で信頼される人材になる 
2 医療チームの中で信頼される看護師になる 

生きていくため 生きていくため 
人と自分とは違うということ 人と自分とは違うということ 

表 ３  実習前の看護学科で学ぶ、自己の目標 

成長すること  

国家試験の合格  

患者の立場に立った看護を心がける  

看護とは何か自分なりに考えを持つことができる  

コミュニケーション能力を高める  

技術・知識を確実なものとする  

効率の良い行動を行う  

チーム医療で信頼される人材になる  
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カテゴリ コード　（総コード数５３）

1 誠実な人間でいる

2 周りへの気遣い

3 対人関係を築く

4 計画的に行動すること

5 一つ一つの学習内容を理解する

6 自己学習を充実させる

7 勉強がんばる

8 努力を惜しまない

9 学生生活を有意義なものとする

10 人の話をよく聞き、受け入れ、行動すること

11 看護を学び人間として成長する

1 国家試験に合格する

2 留年しない

3 国試合格

4 資格をとることで自信をつける

5 現役合格

1 患者に寄り添った看護をする

2 患者さんが何を求めているかを考える力をつける

3 患者を中心にして看護を提供する

4 患者さんに合わせた看護を提供できる

1 自分の看護観を確立すること

2 優しい看護師に

1 コミュニケーション能力を高める

2 コミュニケーションを通して信頼関係を築く

3 いろんな人とコミュニケーションをとる

4 たくさんの人とコミュニケーションをとる

5 コミュニケーションを大切に

6 患者個人のニーズに合わせたコミュニケーション

7 話をする時は否定的にならず共感の態度を示す

8 患者さんと良好な人間関係が築けるようにコミュニケーション力をつける

9 看護技術での声掛けがスムーズにできるようにする

10 身近な人とのコミュニケーションを大切にすること

11 コミュニケーション能力を向上させる

1 技術がうまくできるようにする

2 技術を習得

3 基礎を学んだ上で応用できる力をつける

4 看護基礎を学ぶ

5 基礎の知識を大切にする

6 多くの知識・確かな技術を身につける

7 知識や技術をしっかりと見につけ患者さんのために活かすことができる

8 基礎的な看護技術と知識を身につける

9 根拠を理解する

10 根拠を理解する

11 看護の知識を深める

12 技術を向上させる

13 根拠を知る

14 目的・根拠をもって行動する

15 授業をしっかりと聞いて理解する

16 演習だけでなく座学も集中して学習すること

17 授業をしっかり聞き、学び、実習に活かせるようにする　

1 看護の動きを知る

2 チームでの看護を提供できる

3 患者だけでなく医師や他の医療従事者とのコミュニケーションを大切にする

患者に寄り添った看護をする　

自分の看護観を確立すること　

患者個人のニーズに合わせたコミュニケーション　

授業を聞き、学び、基礎的な看護技術と知識を
身につける

チームでの看護を提供できる　

国家試験に合格する　

表　４　　実習後の看護学科で学ぶ、自己の目標

看護を学び人間として成長する　

 
 

実習前と後の看護学科で学ぶ自己の目標の比

較では，実習前にはあったが実習後にはなくな

ったカテゴリとして，＜効率の良い行動を行う

＞，＜チーム医療で信頼される人材になる＞で

ある．実習前にはなく，実習後にはでたカテゴ

リは，＜チームでの看護を提供する＞である．

これらは，実習を通して，個人としての効率性

やチームに信頼される自分という理解から，チ

ーム医療としての看護を提供する必要性を感じ

たため，このような変化があったと考えられる．

また，変化のなかったカテゴリは，＜自信を持

つ＞＜国家試験の合格＞，＜患者の立場に立っ

た看護を心がける＞，＜看護とは何か自分なり

に考えを持つことができる＞，＜コミュニケー

ション能力を高める＞，＜技術・知識を確実な

ものとする＞の 6 つであった．しかし，その内
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容は目標が細かく明確になっていった．例えば

実習前は「技術・知識を確実なものとし，患者

の立場に立った看護をこころがけ」と記述して

いたが，実習後は「授業をよく聞く」や「根拠

を理解する」といった記述内容が出現し，実習

を終えこれからの学習をどのように行うのか具

体的に記載されている．実習中に経験したこと

や，臨床の指導者，患者と接することで自己の

学習課題に気付き，具体化できたのではないか

と考える． 

原田は，学生は臨地実習において様々な困難

に遭遇し，それを乗り越えていくなかで得られ

た達成感は学習意欲を向上させ，主体的な学習

を促す７）と述べている．不安や緊張のなかでも

臨地実習で学ぶ内容が理解できたと自己の評価

をしていることは，今後の学習意欲につながる

ことが期待される．また，市川は，教員は学生

が直面している困難や達成感の程度や内容に注

意を向け，それを次の学習への動機づけとする

ことができるように支援することが重要である
８）と述べている．今回，研究対象とした基礎看

護学実習Ⅰは臨地実習のなかでも最初に行われ

る実習であり，この後に続く，基礎看護学実習

Ⅱや，各領域別実習をはじめ，学習動機へ大き

な影響を及ぼす．最初の実習を充実させ，学生

個々の自己効力感や学習意欲を高めることがで

きるような教育的な関わりを今後も検討してい

きたい． 

 

７．おわりに 

本研究では，Ａ短期大学の 1 回生を対象とし

たもので，一般化には限界がある．また，自己

効力感に焦点を当て，調査を行ったが，学生個々

の自己効力感や学習意欲を高め，学生の主体性

を育むことにつながる要因としては，その他の

要因も考えられるため，今後も継続して検討し

ていく必要がある． 
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