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１）九州大学医学部保健学科看護学専攻

Ⅰ．はじめに

看護学臨地実習（以下、看護学実習）は、学生
が既習の知識・技術を基に、クライエントと相互
行為を展開し、目標達成に向かいつつ、そこに生
じた看護現象を教材として、看護実践に必要な基
礎的能力を習得するという授業である1）。看護学
教育において、この看護学実習の位置付けは大き
く、目標達成を目指し学習効果を向上するための
実習評価についての問題提起がなされてきた2）。
日本で用いられている学習目標達成度評価は、

1949年にRalph Tylerによって提唱された評価モデ
ルを基盤としている。Tylerの行動目標的アプロー
チはBloom,B.S.らに引き継がれ3）、我が国には
1980年の小・中学校の児童・生徒指導要録の改正
以降、Bloomらの達成度評価、形成的評価の視点
が導入された4）。さらにこの指導要録は2001年に
改正され、達成度評価の問題点を克服し目標を広
くとらえる目標に準拠した評価が示された。これ
らは現在、看護学教育の分野で活用されている。
Bloomらは、教育とは学習によって学習者の行動
に変化をもたらすものであるとし、教育目標を認
知領域・情意領域・精神運動領域の3領域に分類
し学習成果のレベルを明らかにすると共に、教育
評価の評価目的と評価時期による基本形態を、診

断的評価・形成的評価・総括的評価に分類した5）。
現在、本学の成人看護学実習Ⅱにおける学生の
学習目標達成度の評価では、学生の自己評価と学
生指導看護師（以下、実習指導者）および教員に
よる他者評価の総括的評価を行っているが、自己
評価と他者評価の活用法や自己評価と他者評価と
の差に対する介入方法などの課題を残している。
成人学習者である看護学生の自己評価の活用は、
学生自身が自ら学び、自ら考える力を持つ自己教
育力の育成につながるものとして重要視されてお
り、その活用についての示唆を得ることは有用で
あると考えられた。
また白水6）は、評価は誰のものかという視点で、

その評価方法やフィードバックの仕方を取り上げ
る必要性を述べている。実習評価に関する研究に
ついて、総括的評価を取り上げた研究が大半で、
診断的評価や形成的評価も含めた教育的な評価の
あり方が論じられるべきであるとも指摘されてい
る。特に形成的評価は教育的機能を果たす評価と
して学習には重要なものといわれている。しかし、
成人看護学実習Ⅱにおいて、日々の実習の中で学
生に対して適宜フィードバックを行い、形成的評
価を実施しているものの、その体系化は確立して
いないのが現状であり、形成的評価の方法や工夫、
学習効果や課題について明確化することが必要と
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考えた。
そこで、今回、学生の学習目標達成度の向上に

向けた評価の活用方法についての示唆を得るため
に、看護学臨地実習における学生の評価について
の文献を概観し、学習目標達成度の評価に関する
研究の内容を自己評価の活用と形成的評価を中心
に分析して、その現状を明らかにした。

用語の定義
本研究ではBloomらの教育評価の評価目的と評

価時期による基本形態である診断的評価・形成的
評価・総括的評価7）について以下のように規定し
た。
①　診断的評価（diagnostic evaluation）
学習指導場面において実際の指導に先立って生
徒の現状実態を診断し、最適の指導方法を準備す
るために行われる評価活動。
②　形成的評価（formative evaluation）
単元学習の指導の途上で指導の軌道を修正した
り、確認したりするために行われる評価活動。
③　総括的評価（summative evaluation）
単元終了時、学期末、学年末という比較的長時
間にどれだけの教育成果が得られたか、どれだけ
修得目標が達せられたか、その点を総括的に明ら
かにしようとする評価活動。

Ⅱ．研究方法

１．文献の検索方法

文献は医学中央雑誌の刊行会（以下、医中誌
Web）Ver.4を用いて、1983年から2006年まで全
年（23年間）の文献を検索した（検索日2006年8

月22日）。検索対象の分類は「看護」とした。
医中誌Webは、国内で発行される医学、歯学、
薬学、及び看護学などの関連領域の定期刊行物
2301誌、改題や休刊・廃刊した雑誌を含め約4700

誌から採択され、収録文献数は5,807,676件（2006

年8月22日現在）と極めて豊富である。
看護学実習における「学生の目標達成度の評価」
に関する文献検索のための第１段階として、「学
生の評価」に関する文献の検索を行った。検索の

際のキーワードを「看護学実習」「看護学生」「評
価」とし、論理演算子で論理積であるANDでの
検索を行い、発行年別文献数の推移を概観した。
次に、上記より抽出された文献495件のうち原
著論文310件を抽出した。その中からさらに「目
標達成度」をキーワードとして「学生の目標達成
度の評価」に関する文献を検索したが0件であっ
たため、目標や達成度という単語が医中誌Web上
のタイトルおよび抄録に含まれるものや詳細不明
な文献は精読して本研究の目的に沿ったものを抽
出した。その結果、得られた32件の文献を本文献
検討の対象とした（表１）。

２．文献の分析方法

「学生の学習目標達成度の評価」に関する文献
について、以下の視点から分類し、検討した。
１）評価対象を学生、評価主体を学生・実習指導
者・教員とした、自己評価・他者評価・相互評
価の観点

２）Bloomらの教育評価の基本形態である診断的
評価・形成的評価・総括的評価の観点

３）Bloomらの「教育目標の分類学」に基づく認
知領域・情意領域・精神運動領域の分類と、学
習成果のレベルの観点

Ⅲ．結果

１．看護学実習における学生の学習目標達成度の

評価に関する文献について

「看護学実習」「看護学生」「評価」をキーワー
ドとして検索した結果、1983年から2006年までの
「学生の評価」に関する文献は495件であった。そ
の内訳は1983年から1991年まで0件、1992年から
1995年まで0～4件（計10件）、1995年から2000年
まで2～5件（計10件）、2001年から2006年まで25

～113（計475件）件で、2001年から急増している
ことが分かった（図１）。
文献495件中、原著論文は310件であり、本研究

の目的にあった「学生の学習目標達成度の評価」
に関する文献32件の専門領域別の内訳を調べた。
その結果、地域看護学が8件（25.0％）、小児看護
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表１　検討した「学生の学習目標達成度の評価」に関する文献一覧

著　者　名 題　　　　　名 雑誌名 巻（号）ページ 発行年

1
中村美保，兼松百合子，
内田雅代，他 小児看護実習における学生の自己評価の特徴 日本看護学会集録　

看護教育 23 127－130 1992

2
中淑子，廣田普美江，
中尾久子，他 小児看護実習における健康状態と実習評価の関係 日本看護学会集録　

看護教育 24 59－62 1993

3
宮本政子，野口純子，
竹内美由紀，他 母性看護学実習における学生の実習意欲に関する要因 母性衛生 42（1） 198－206 2001

4
緒方京，北井英子，
岩島貴久美，他

臨地実習における認知領域の形成的評価－面接法導入の学生
評価－

日本看護学会論文集
看護教育 32 62－64 2001

5
石原和子，松本麻理，
岡田純也，他 内科治療領域における臨地実習の展開と学生による自己評価 長崎大学医学部

保健学科紀要 14（2） 107－114 2001

6 相場百合，山梨伊津子 臨地実習における学生の自己課題の変化－実習経験録の活用
を試みて－

神奈川県立看護教育
大学校紀要 24 61－65 2001

7 鳩野みどり 臨地実習における学習内容の学生による自己評価とプラスの
影響要因・マイナスの影響要因

日本看護学会論文集
看護教育 32 26－28 2001

8 戸田由美子 精神看護学実習Ⅱの学び－患者－看護学生関係の発展段階を
中心に－

香川医科大学看護学
雑誌 5（1） 185－197 2001

9
酒井昌子，長江弘子，
錦戸典子，他

地域看護実習における実習展開方法の検討―学生と保健婦に
よる実習目標達成度評価の分析から－ 聖路加看護大学紀要 28 62－70 2002

10
小川佳代，舟越和代，
三浦浩美

小児看護学実習における実習指導のあり方の検討－学生の自
己評価からの分析－

日本看護学会論文集
小児看護 33 150－152 2002

11 伊藤良子 母性看護学実習における学生自己評価の変化に関する一考察
－教育マップの作成と利用・産褥期のペア実習を導入して－

京都市立看護
短期大学紀要 27 87－93 2002

12
大津眞希枝，倉ヶ市絵美佳，
山本容子，他

臨地実習における看護学生の自己評価と看護師による学生評
価

京都府立医科大学
看護学科紀要 12（1） 65－71 2002

13 滝下幸栄，山田京子 精神看護実習における学習内容の評価 京都府立医科大学
看護学科紀要 12 55－63 2002

14 片山陽子，山内香織 在宅看護実習における指導・評価の検討（第１報） 看護教育の研究 19 77－79 2003

15 峰村淳子，中根洋子 本校の「地域看護学実習」の成果と今後の課題－学生による
学習内容の自己評価結果と実習の満足度の分析を通して－

東京医科歯科大学
看護専門学校紀要 13（1） 1－11 2003

16
小川佳代，三浦浩美，
舟越和代

小児看護学実習における学生の主体的な実習への取り組みの
検討－自己効力感と自己評価との関連－

日本看護学会論文集
小児看護 34 50－52 2003

17 上田稚代子，竹村節子 周手術期成人看護学臨地実習における学生の学び－実習記録
と学生自己評価からの分析－

和歌山県立医科大学
看護短期学部紀要 6 41－52 2003

18 片山由美，奥津文子 臨地実習目標達成度評価と実習満足度との関連－学生の満足
度を組み入れた臨地実習目標達成度評価の一考察－

京都大学医療技術
短期大学部紀要 23 33‐42 2003

19 豊島泰子，山崎律子 在宅看護論実習内容の検討－学生の自己評価記録の分析より
－ 聖マリア学院紀要 19 93－96 2004

20
須永恭子，保田明夫，
上野栄一

内容分析を用いた臨地実習における学習達成の自己評価と指
導者評価の分析 Quality nursing 10（3） 257－265 2004

21 志賀くに子，伊藤栄子 赤十字教育施設における母性看護学実習評価の実態に関する
一考察

日本赤十字秋田
短期大学紀要 8 5－11 2004

22
辻幸代，水田真由美，
上坂良子，他 基礎看護実習Ⅱの現状と課題－学生の自己評価からの分析－ 和歌山県立医科大学

看護短期大学紀要 7 43－48 2004

23
高橋祐子，當房紀子，
岸本和恵 基礎看護学実習Ⅱにおける学生の到達度から見た実習評価 神奈川県立平塚

看護専門学校紀要 10 1－6 2004

24
賀沢弥貴，山田聡子，
海老真由美

目標管理を教材とした看護管理学実習の分析－学生のアン
ケート調査結果から－ 看護管理 14（7） 558－564 2004

25 木村裕美，小野ミツ 地域看護臨地実習における個別目標自己評価と実習指導方法
の検討 日本看護学会誌 14（2） 109－117 2005

26
齋藤茂子，小田美紀子，
落合のり子 地域の健康課題を中心とした地域看護実習の有効性 日本地域学会誌 8（1 53－58 2005

27
井上寛隆，原嶋朝子，
霜田敏子

小児看護実習における学士の自己評価と教員・指導者に対す
る評価

日本看護学会論文集
看護教育 36 128－130 2005

28
磯山あけみ，川那子清美，
枝川信子

看護学科2年過程における母性看護学実習の現状－男子学生と
女子学生の実習到達度及び実習に対する認識からの考察－

茨城県母性衛生
学会誌 25 72－77 2005

29 岩脇陽子，滝下幸栄 学士過程の基礎看護学実習における実習目標の関連する要因 京都府立医科大学
看護学科紀要 14 11－19 2005

30
滝下幸栄，山田京子，
北島謙吾

精神看護実習における「患者－看護者関係」に関する学習内
容の評価

京都府立医科大学
看護学科紀要 14 21－28 2005

31 合津順子，高野真由美 老人保健施設における老年看護学実習の学びと評価 神奈川県立横浜
看護専門学校紀要 2 34－40 2005

32
大川聡子，松尾理恵，
和泉京子 地域看護学実習における学生の学びとその到達点の検討 大阪府立大学

看護学部紀要 12（1） 93－101 2006
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図１　看護実習評教育評価文献数

表2　文献の専門領域と目標達成度の評価に関する分類

年次 文献 専門領域 評価主体による評価 評価目的と評価時期による
基本形態

教育目標の分類学に基づく分類
（詳細不明／明示されていない

領域のみ記載）
1992 1 小児 自己評価 総括的評価
1993 2 小児 自己評価 総括的評価
2001 3 母性 自己評価 総括的評価

4 成人
自己評価／他者評価

形成的評価 不明（目標記載なし）
5 成人

総括的評価
6 成人
7 精神 その他
8 精神 自己評価

2002 9 地域
自己評価／他者評価

総括的評価

情意領域
10 小児
11 母性 自己評価
12 全実習後 自己評価／他者評価
13 全実習後 自己評価

2003 14 地域 自己評価／他者評価／相互評価
総括的評価

不明（目標記載なし）
15 地域 自己評価／他者評価
16 小児

自己評価
診断的評価／総括的評価

17 成人
総括的評価

情意領域
18 基礎

2004 19 地域
自己評価／他者評価 総括的評価

情意領域
20 地域 不明（目標記載なし）
21 母性 他者評価 形成的評価／総括的評価
22 基礎 自己評価／他者評価

総括的評価
不明（目標記載なし）

23 基礎
自己評価

24 管理 不明（目標記載なし）
2005 25 地域

自己評価 総括的評価

26 地域
27 小児
28 母性
29 基礎
30 精神
31 老年 不明（目標記載なし）

2006 32 地域 その他 総括的評価 不明（目標記載なし）

計

地域 8件（25.0％） 自己評価 29件（90.6％） 診断的評価 1件（3.1％） 3領域すべてが明示 22件（68.8％）
小児 5件（15.6％）
母性 4件（12.5％） 他者評価 12件（37.5％） 形成的評価 2件（6.3％） 情意領域のみ明示なし 3件（9.4％）
基礎 4件（12.5％）
成人 4件（12.5％） 相互評価 1件（3.1％） 総括的評価 31件（96.9％） 不明（目標記載なし）7件（21.9％）
精神 3件（9.4％）
老年 1件（3.1％） その他 2件（6.3％）
看護管理 1件（3.1％） （記録からの質的分析）
全実習後 2件（6.2％）
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学が5件（15.6％）、母性看護学4件（12.5％）、基
礎看護学4件（12.5％）、成人看護学4件（12.5％）、
精神看護学3件（9.4％）、老年看護学1件（3.1％）、
看護管理1件（3.1％）全実習終了後は2件（6.2％）
であった（表２）。

２． 評価主体による評価について

１）評価主体による評価の内訳
学生の自己評価と教員・実習指導者による学生
の他者評価について文献32件中、自己評価は29件
（90.6％）、他者評価は12件（37.5％）、相互評価1

件（3.1％）、その他、学生の記録からの質的な分
析による評価は2件（6.3％）であった（表2）。
自己評価29件のうち、自己評価のみを取り上げ
ている文献は18件（56.3％）、自己評価と他者評
価の両者による評価は11件（34.4％）であった。
また、他者評価のみによる評価は1件（3.1％）で
あった。学生の記録からの質的な分析による評価
は2件（6.3％）であった。
他者評価12件のうち教員と実習指導者の両方に

よる他者評価は3件、教員による他者評価は4件、
実習指導者による他者評価は5件であった。

２）自己評価と他者評価の比較について
自己評価と他者評価の両者による評価を取り上
げた11件のうち、両者を比較していたものが6件
であった。そのうち自己評価が他者評価より高
かった文献は5件、差がなかった文献は１件であっ
た。自己評価が他者評価より高かった文献5件の
うち目標達成度の学生と評価者との認識の違いを
その要因としてあげているものは4件であったが、
その詳細な方策を述べている文献はなかった。
自己評価が他者評価より高かった文献5件のう
ち、教員による他者評価は3件、実習指導者によ
る他者評価は2件であった。しかし、評価主体に
よる評価の差は明らかにされていなかった。

３．Bloomらの教育評価の評価目的と評価時期に

よる基本形態について

32件の文献中、診断的評価を取り上げているも
のは１件（3.1％）、形成的評価は2件（6.3％）、

総括的評価は31件（96.9％）であった（表2）。
32件の文献中、診断的評価と総括的評価の両
方による評価は１件（3.1％）、形成的評価と総
括的評価は１件（3.1％）、診断的評価のみは0件
（0.0％）、形成的評価のみは1件（3.1％）、総括的
評価のみは29件（90.6％）であった。
形成的評価を実施していた２件のうち、他者評
価のみによるものは1件で、自己評価と他者評価
を取り入れた形成的評価は1件であった。その評
価のフィードバック方法として、両者とも面接を
実施していた。さらに自己評価を取り入れた形成
的評価の文献では、面接時の媒体として事前に学
生に評価項目に沿っての学びを要約した文書を提
出させたものを使用し、実習指導者を含む教員、
学生の3者で面接を実施していた。
形成的評価は実施していないが、形成的評価の
必要性を述べている文献は4件（13.3％）あったが、
実施できない理由を明示しているものはなかっ
た。

４．Bloomらの「教育目標の分類学」に基づく分

類について

１）「教育目標の分類学」の認知領域・情意領域・
精神運動領域について
学習目標に認知領域・情意領域・精神運動領域

が挙げられているかをみた結果、3領域が明示さ
れている文献は22件（68.8％）、認知領域と精神・
運動領域はあるが情意領域が明示されていない文
献は3件（9.4％）、学習目標が記載されておらず
不明なものが7件（21.9％）であった（表2）。
また、学習目標の項目を3つの領域に分類し検
討している文献は9件（28.1％）であった。

２）「教育目標の分類学」の 3領域の学習成果の
レベルについて

Bloomらは認知領域・情意領域・精神運動領域
それぞれの学習成果のレベルを単純なものから高
度で複雑なものに分けて整理した。例えば認知領
域においては、知識、理解、応用、分析、総合、
評価へと成果レベルが高度で複雑なものとなっ
ていく（表3）。学習成果のレベルについて述べて
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いる文献はみられなかった。目標が明示され、文
献中の学習目標の項目に使用されている行動ア
プローチから成果レベルが読み取れる文献は16件
（50.0％）であった。認知領域の行為動詞は多い
順に、理解できる14件（43.8％）、学ぶ2件（6.3％）、
考察する2件（6.3％）であった。情意領域は、態
度を身につける3件（9.4％）、関わることができ
る1件（3.1％）で、精神運動領域は、実施・実践
できる9件（28.1％）、援助できる2件（6.3％）、
技術を身につける1件（3.1％）などであった。こ
のような学習目標の行為動詞や全文の内容から判
定すると、認知領域は理解・応用レベル、情意領
域は価値づけレベル、精神運動領域では巧妙化・
精密化レベルが考えられた。

Ⅳ．考察

１．看護学実習における学生の学習目標達成度の

評価に関する文献について　

我が国の教育学において、小・中学校の児童・
生徒指導要領に達成度評価が正式に明示された
1980年以降、様々な報告がみられる。しかし、看
護学実習における「学生の学習目標達成度の評価」
に関する原著論文は2000年までほとんどなく、そ
の歴史はまだ浅い。2001年以降は文献数が急増し
ているが、これは、2001年に小・中学校の児童・
生徒指導要領に目標に準拠した評価が示され、相
対的評価の廃止が明確となった時期と重なる。さ
らに看護系大学の増加に伴って学士課程卒業時の
一定レベルの看護実践能力の育成が課題とされ、
各看護系大学が独自性を維持しつつ共通認識でき
る看護実践能力の卒業時達成度目標を示すことが

求められてきた時期とも一致している。2004年に
は、看護実践能力育成の充実に向けた大学卒業時
の到達目標（看護学教育の在り方に関する検討委
員会報告）が明示されており、今後さらに看護学
実習における適正な目標達成度の評価や教育的機
能を果たす形成的評価などの必要性が高まること
が予測される。
専門領域別の分類では、成人看護学実習を取り
上げた文献が12.5％と少なかった。成人看護学は
実習単位数も多く、看護実践能力の育成の中核を
成すと言っても過言ではない分野であり、今後こ
の分野での学習目標達成度の評価研究を発展さ
せ、適正な評価の充実を図っていくことで学生の
看護実践能力の育成の向上に努めていくことが重
要であると考える。

２．評価主体による評価の内訳について

自己評価はそれのみでは総括的評価に不適切と
いわれているが、学習目標達成度の評価に関する
文献検索の結果、学生の自己評価のみを取り上げ
たものは56.3％であった。しかし、実際の学生の
成績評定には、教員による他者評価が必須であ
り、自己評価と他者評価を実施していると考えら
れる。従って、自己評価と他者評価を取り上げた
文献（34.4％）と合わせると、90％以上が自己評
価と他者評価を用いた総括的評価を実施している
と推察される。このように学習目標達成度の評価
において自己評価に関する研究が多かったことか
ら、教員の学習者主体の教育および評価の必要性
の認識が高いことが示唆された。
自己評価は教育の本質的な重要さを持つものと
して重要視され、成人学習者である看護学生を主
体とした自己評価の活用は、自己教育力の育成に
重要といわれている。一方、自己評価の欠点とし
て梶田8）は、外部からの目が全く想定されていな
い場合が多く、学生自身の独善や自己満足の落と
し穴にはまり込んでしまいがちで、教員からの他
者評価と学生の自己評価との間に負の相関関係を
持つ傾向にあることを指摘している。つまり教員
による他者評価が高い学生は自己評価が低く、ま
たその逆の場合も多いということである。今回の

表3　教育目標の分類学の全体構成

高 評　価
総　合 個性化 自然化
分　析 組織化 文節化
応　用 価値づけ 精密化
理　解 反　応 巧妙化

低 知　識 受け入れ 模倣
成果レベル 認知領域 情意領域 精神・運動領域

梶田叡一 ： 教育評価，Ｐ128, 2002より改変
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文献検討の結果において、自己評価と他者評価を
比較した研究では自己評価のほうが高い傾向にあ
り、その理由として学習目標達成度の認識の違い
を挙げているものが多かった。この認識の違いを
改善するために、学生と評価者が学習目標達成度
に対する共通の認識を持つような働きかけが必要
であるが、その方策について詳細に述べているも
のはなかった。また、評価基準の設定の必要性を
述べているが、その方法について明示されている
ものはない。評価基準の設定は困難を伴う課題で
あるが、安藤9）は、初等教育における評価基準の
設定の取り組みについて、自己評価の評価基準を
子供と一緒に創り、こども同士の相互評価を織り
交ぜることが有効であると述べている。本研究で
は評価基準表やその作成過程を述べた文献は見当
たらず、今後はこのような取り組みを参考にして、
評価基準の設定について検討していく必要性があ
る。
また、学習目標達成度の評価における自己評価
の活用について梶田10）は、何らかの自己評価活
動をやってさえすれば自然に自己教育力が育っ
てくるというほど簡単な問題ではないと述べてい
る。従って、教員は自己評価を学習活動のどこ
に、どのように組み込んでいくかなどを考え、看
護学実習をより効果的なものへと発展させていく
必要がある。さらに、評価者は評価に影響する個
人特性や評価を行う際に生じやすい問題を十分認
識し、評価の限界も念頭に入れて、学生の肯定的
な自己感情を育てていくなど自己効力を高める関
わりを持つことが重要である。その上で、学生本
人が気付いていない点を知らせるなど自己に対す
る振り返りを促すことが、学生の適正な自己評価
能力を高め、学生の自己教育力の育成につながる
と考える。

３．Bloomらの教育評価の評価目的と評価時期に

よる基本形態について

Bloomらの形成的評価の考え方は、わが国の教
育学において広く用いられてきたが、看護学実習
における形成的評価の研究報告は2件とまだ少な
い現状にあった。形成的評価は実施していないが

その必要性のみを述べている文献と合わせても、
看護学実習における形成的評価の必要性の認識が
低いことが伺える。形成的評価は用語の定義でも
示したように、単元学習の指導の途上で指導の軌
道を修正したり、確認したりするために行われる
評価活動である。学習過程の中間地点での軌道修
正ができる点が、この形成的評価の特徴であり、
目標達成度に到達していくための重要な教育的役
割を果たす評価として、より認識を高めていく必
要がある。
形成的評価の目的は学習の進歩に関する学生へ
のフィードバックの提供にあるが、形成的評価の
方法やフィードバックの仕方を詳細に取り上げて
いるものは皆無に等しかった。看護学実習におけ
るフィードバックの原則についてOermann11）は正
確かつ具体的な情報を学生に提供すること、手
順や技能に関するフィードバックには、言語的・
視覚的方法を用いること、できるだけ速やかに
フィードバックすること、学習者のニードに合致
したフィードバックを行うことを挙げている。成
人看護学実習Ⅱでは、日々の実習の中の患者との
関わりや看護実践の中から生じる困難性などを
テーマに挙げたショートカンファレンスを行うこ
とでフィードバックを行っている。また、実習の
中間段階には学習目標達成度自己評価表と看護技
術の自己評価表を用いて面接を実施し、実習後半
に向けての学生の課題を明確化するための試みを
しているが、その方法についてはさらに検討を要
する段階である。今後は教育学での取り組みなど
からも示唆を得て、自己評価を生かした形成的評
価を確立していくことが重要であると考える。
また、学生のニードに合致したフィードバック

であったかその反応を確認することが重要である
が、検討した文献の中には学生の反応について
述べた文献はなかった。しかし、小山12）は、納
得できない評価に対する学生の反応として、不快
感・疑問・悔しさ・不満・落胆を示すこと、評価
を否定的に受けとめる傾向にあることを報告して
いる。この否定的な受け止めが助長すれば、学習
意欲の低下をもたらすことも考えられる。形成的
評価時に教員や実習指導者による学生の他者評価
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のみを用いてフィードバックを行うと、学生が自
己に対する否定的評価を受け入れられなかった際
にはその評価は学生にとって独断的と映る可能性
がある。逆に元々自己評価の高い傾向にある学生
に肯定的評価のみを示した場合は、学生自身に
誤った優越感などが生じることも考えられる。
従って学生の自己評価を取り入れた形成的評価を
実施することで、他者評価のみの場合に比べ、互
いの認識の偏りを両者が話し合い、修正し合うこ
とで共通理解が促進されるとともに、学習の進行
度および学習課題の明確化につながるのではない
かと思われる。

４．Bloomらの「教育目標の分類学」に基づく分

類について

Bloomら13）は、情意領域を教育目標に挙げて評
価しなければ教育の情意的側面が無視されてしま
い、言語と概念的教授の関係のみが強調されると
述べている。今回検討した文献では、認知および
精神・運動領域は目標の記載がなかったものを除
いてすべてに含まれていたが、情意領域を含んで
いないものが3件（9.4％）あった。情意領域は、
認知および精神・運動領域とともに評価されるこ
とが多く、さらに、目標として表現しにくい点や、
個人特性などによっても大きく価値観が異なって
くる点、学習目標が高度になるにつれて判断が困
難になる点などの要因から、評価が大変困難な領
域といえる。情意領域は自ら学ぶ意欲や思考力、
表現力、判断力などに関係している。看護実践で
は理論や専門的で合理的アプローチを用いても解
決不可能な問題が存在し、不確定要素の多い問題
について意思決定をくだす機会を経験する14）こ
とが多い。このように、情意領域の評価は看護実
践を学ぶ学生において特に重要である。評価にお
いて領域ごとの特徴に応じた評価方法の選定が必
要になるが、情意領域の評価には学習者の言動を
可能な限り具体的に記録し、人間性や態度面など
情意領域に関する情報を客観的に捉えようとする
逸話記録法や、質問紙法、面接法などが効果的で
あるとされている15）。当該実習では、学生が提出
する実習記録として、実践した内容や言動、実践

した結果や患者の反応、およびその中からの学生
の気づきや学びを記述することで、ポートフォリ
オ評価としての機能を果たす記録を目指してい
る。そして、前述したように実習の中間段階で面
接を取り入れるなど、形成的評価を実施している
が、その評価基準の設定や評価方法、面接の方法
については模索段階にある。
さらに目標設定をする場合は、最初に学習の成
果レベルを決定し、そのレベルに基づいて目標と
評価方法を設定するのが手順とされている16）。本
研究において、成果レベルについて述べている文
献は見当たらなかった。目標が明示されていた文
献をみると、当該実習と同様に情意領域では理
解・価値付けレベル、認知領域は応用レベル、精
神・運動領域では操作・精確化レベルで目標設定
がなされていると推察されたが、適正な評価を行
うためには、目標設定の際の表現方法が成果レベ
ルを示す重要な鍵となる。従って、基本的である
が具体的かつ測定可能な行動や行為動詞を用いる
努力をしていくことが重要であると考えられる。
また、当該実習においての評価方法については、
実習目標に準拠した目標達成度を5段階評価（で
きる～できない）で行っているが、学習課題をど
の程度できれば目標に到達したとみなすのかと
いう詳細な基準の設定には至っていない。評価基
準について、認識や行動の特徴を示した記述語か
らなる評価指標であるルーブリックの活用などが
有効であるといわれており17）、今後は評価基準の
設定および評価方法の検討を重ねていく必要があ
る。

Ⅴ．今後の課題

今回、看護学実習における学生の学習目標達成
度評価に関する文献検討を行った結果、以下のよ
うな今後の課題が明らかになった。
第１に、実習の中間段階で自己評価を生かし
て、形成的評価を実施する。その際、学習目標達
成度に沿った学生の自己評価をもとに、実習指導
者や教員による他者評価をフィードバックするこ
とで、自己評価能力を高め、自己教育力を高めて
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いく取り組みを行っていくこと。
第２に、目標達成度評価における評価基準の設
定を確実に行い、学生と評価者間の目標達成度の
認識の相違をなくし共通理解を深める取り組みを
行うこと。また、教育学分野などからもその方策
について示唆を得ること。
第３に、学生にできるだけ早いフィードバック
を行うために、日々ショートカンファレンスを行
い、グループ間での学びを共有化すること。
第４に、情意領域の形成的評価に有効とされて
いる面接において、評価困難な情意領域の評価に
努めること。
第５に、ポートフォリオなどの評価方法も取り
入れていくことである。

Ⅵ．おわりに

看護学実習における学生の学習目標達成度評価
に関する文献検討を行った結果、学士過程卒業時
の一定レベルの看護実践能力育成のためにも、実
習単位数の多い成人看護学領域で適正な学習目標
達成度評価を行っていく必要性が示唆された。ま
た、学習目標達成度の向上のために、学生の自己
教育力の育成を目指して、「自己評価」を生かし
た「形成的評価」を体系化していくことが重要で
あることが再確認された。
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