
Ⅰ．はじめに

2 年次開講の「機能看護方法 2」をキャリアマネジメ

ントの内容にして 7年になる。

筆者らは、本授業を “ 看護専門職であること ” を理解

し、看護専門職として自らをマネジメントすることで自

分育てを実行する基盤づくりであると位置づけている。

そのためキャリアマネジメントの中核を看護専門職とは

何か、何をなすべき人かを学生が考察し、自分の考えを

もてるようにすること、看護専門職として責任を引き受

ける人であるためにキャリアマネジメントが必要である

ことを理解してほしいと、授業を構築している。

授業では基本的なことは講義を行い、グループワーク

で自らの考えをもつことを重視している。そのため、学

生が自らの考えを述べられるよう 1 グループ 10 ～ 11

名のメンバーとして、教員 4 名でそれぞれ 2 グループ

を担当している。この 2 グループ担当は、タイムリー

に教員が学生に問いを投げかけられないという弊害もあ

り、学生の授業評価でキャリアマネジメントを理解しや

すかった、理解しにくかったとの両記述があり、教員が

学生へ提示するグループワークの課題は、学生の思考を

形成する上で重要な意味をもつと考えている。

本科目において講義のみでなくグループワークを重視

する意図は、学生自身の人として、或いは看護専門職と

しての自らの態度・行動が卒業後の看護実践に結びつく

ものであるため、各々の学生が自らのこととして理解し

ていくことにある。そのため、毎回の学びは重要であり、

かつその学びを次の学修に活かし、自身の理解を発展さ

せてほしいと考えている。その点からも学生の考える道

筋が学習課題として重要であると考えている。

そこで今回、グループワーク後のミニレポートの記述

内容を活用し、キャリアマネジメントについて、学生は

何を理解したか、その理解がどのように変化していった

のか、を明らかにすることでグループワークの課題につ

いての示唆を得たいと考えた。

　

Ⅱ．研究方法

1．研究対象

本研究への同意のない者を除き、初期、中期、後期の

ミニレポート全てに記述がある者、60 名の内 20 名の

記述内容。この対象数は全体の 1/3 にあたり学びの内

容が把握できると考えたもので、グループ間の偏りを避

けるため、各グループから無作為に 2～ 3 名を選定した。

初期の分析内容は、学生の認識のスタートと捉え、1

回目のミニレポートとした。中期の分析内容は、グルー

プワーク 4 回目のミニレポートとし、後期の分析内容

はグループワーク 8 回目のミニレポートとした（表 1）。

この時期を選択したのは、初回の導入を除きグループ

ワークが講義などの影響を直接的に受けることが少なく、

学生が自ら考えることを重視したグループワーク後とし

たためである。

記述のテーマは『「キャリアマネジメントとは何か」

現時点でのあなたの考え』で、記述量は A5 の半分の書

式に記述した内容である。
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2． 分析方法

記述された内容を何度も読み返し、記述内容・語彙

の意味を変えないように要約した。要約した内容のう

ち、類似する内容のものをまとめてサブカテゴリー、カ

テゴリーとして命名した。このカテゴリーをそれぞれ

初期、中期、後期でのキャリアマネジメントの理解とし

た。カテゴリー化にあたっては、一貫性を維持するため

1名の研究者が行い、他の共同研究者 3名と共に合意が

得られるまで検討を重ねた。

Ⅲ．倫理的配慮

授業終了後にミニレポートの記述内容の活用について、

研究目的を明示し、自由意思による参加であること、匿

名性の保障、研究参加の可否による成績への影響はない

ことを口頭及び書面で説明し、承諾の有無は書面で同意

を得た。なお、本学の倫理委員会研究倫理審査部会の承

認（2001-1）を得ていることを付記する。

Ⅳ．授業の展開とグループワークの課題

授業の目的は、1セメスターで学んだセルフマネジメ

ントを発展させ、「看護専門職とは」「キャリアマネジメ

ント」を理解し、生涯設計を視野に入れ、自分のキャリ

アマネジメントを考え、実行していく能力を育成するこ

ととしている。

Ⅴ .結果

学生の記述内容より抽出されたカテゴリーを【　】で、

サブカテゴリーを［　］で、記述内容を「　」で示す。

1．初期の記述内容

記述内容は、表 2 で示したように 26 のサブカテゴ

リー、12 のカテゴリーに分類された。

【自分づくり】は［自分を知る］など 6つのサブカテ

ゴリーで構成された。

【方向性の探索と時期・方法・評価】には「将来なり

たい職業に向かって考え行動する」とした［方向性に向

けた行動］「自分のやりたい方向性を考え始めた時から

始まる」とした［開始の時期］など 3つのサブカテゴリー

で構成された。

【自己の成長とその段階】には［自身の成長］［成長の

段階］で構成され、【自己の意思決定と責任】には［意

思決定に基づく行動とその責任］など 2 つのサブカテ

ゴリーで構成された。【目指す看護の探索とそれに向け

た行動】には［目指す看護の探索の過程］ ［看護職とし

て進む方向に向けた行動］など 5 つのサブカテゴリー

で構成された。

【看護専門職としての意思決定】には［看護専門職と

しての意思決定］で、【専門職としての成長】には［専

門職としての成長］と［専門分野を深める］で構成され、

【自己の看護の追究】には［自身の看護の追究］であった。
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表 1　授業展開とグループワークの課題
学習課題　 方法 グループワークの回数 グループワークの課題

導入と事前課題の提示 講義
教員の体験談
課題学習の提示

Ⅰ . 看護専門職の概念 講義とグループワーク 1 検討課題の抽出
1）看護専門職と倫理 グループワーク 2 専門職と看護専門職を考える

Ⅱ . キャリアマネジメントの理解
1）概念 グループワーク 3 概念を考える

4 概念を考える
発表とグループ間討論
看護実践者へのインタ
ビュー、質疑

5 インタビュー内容の検討
2）実際

グループワーク 6 学習 1）2）から内容の理解
3）活用できる資源 講義
4）意義 グループワーク　 7 必要性を考える

8 必要性を考える
Ⅲ . 学習の統合 発表と討論

グループワーク 9 セルフマネジメント及び看護専
門職におけるキャリアマネジメ
ントの統合

課題学習

総括 教員のコメント



2．中期の記述内容

記述内容は、表 3 で示したように 26 のサブカテゴ

リー、13 のカテゴリーに分類された。

【自己を知りより良く生きる】には「生涯、人として、

専門職として向上していくこと」とした［生涯をより

よくする］「これからの自分を知り、自分を考える存在

である」と記述した［自己を知り自己を考える］など 4

つのサブカテゴリーで構成された。

【自己の目標に向かう意思決定】には［目標に向け意

思決定する］など 4 つのサブカテゴリーで構成された。

【自己の成長】には「目的に向かい経験や学修で自分を

成長させていくこと」とした［自己の成長］であり、【看

護専門職としての自己の成長】には［看護専門職として

の自己成長］であった。

【看護専門職であることの意味】には［看護専門職に

近づく方法］など 3 つのサブカテゴリーで構成された。

【職業をとおしての目指す姿と方向】には［職業生活を

とおしての目標］、 ［職業人としての自己実現］など 4つ

のサブカテゴリーで構成された。【経験を積み重ねる意

味】は［経験を積み目標に近づく］であった。

【他者の目標との関係】は［組織・自己・患者の共通目標］

で、【組織目標と自己の目標】には「組織目標に向かい

セルフマネジメントしていくこと」とした［組織目標に

向かう］など 3つのサブカテゴリーで構成された。

また、中期にのみに導きだされたカテゴリーは【経験

を積み重ねる意味】【他者の目標との関係】、【組織目標

と自己の目標】【個人のキャリアと組織のマネジメント】、

【自己の成長と組織の成長】であった。【経験を積み重ね

る意味】には「経験を重ね自分の能力を高め目標に近づ

くこと」として記述していた。

3．後期の記述内容

記述内容は、表 4 で示したように 19 のサブカテゴ

リー、10 のカテゴリーに分類された。

【看護専門職であること】には「主体的な看護ができ

て看護専門職になることができるもの」とした［看護専

門職であるためのもの］など 4 つのサブカテゴリーで

構成された。【看護専門職としての責任】には「自分の行っ

た看護は患者の命、人生へ影響を与えるのでその責任を

負うことができる自分であり続けるために必要」とした 

［患者の人生に及ぶ責任をもち続けられる自分であるた
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表 2　初期のキャリアマネジメントの理解
初期のカテゴリー

カテゴリー サブカテゴリー

自分づくり

自身のやりたいことの探索と行動
自分を知る
自分の考えを創る
自身の価値観の発展
自己決定の過程で培われるもの
経験の意味

方向性の探索と時期・方法・評価
開始の時期
方向性に向けた行動
方向性に対する他者の評価

セルフマネジメントが基盤 セルフマネジメントが基盤
自己の成長とその段階 自身の成長

成長の段階
自己の意思決定と責任 自身の意思決定

意思決定に基づく行動とその責任

目指す看護の探索とそれに向けた行動

目指す看護の探索の過程
看護専門職として目指す看護の探索
看護職として進む方向に向けた行動
目指す看護に向けた行動
自身の看護観の構築

看護専門職としての意思決定 看護専門職としての意思決定
専門職としての成長 専門職としての成長

専門分野を深める
自己の看護の追究 自身の看護の追究
職業倫理 職業人のもつこころ
患者の価値観が主役 患者の価値観が主
役職の意味 役職の意味
記述計 47記述
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表 3　中期のキャリアマネジメントの理解
中期のカテゴリー

カテゴリー サブカテゴリー

自己を知りより良く生きる
生涯をよりよくする
自己を知り自己を考える
自己目標の吟味
自身の行為責任

自己の目標に向かう意思決定
目標をもつ
目標に向け意思決定する
目標をもち実現する
目標に向かう過程

自己の成長 自己の成長
看護専門職として自己の成長 看護専門職としての自己成長

看護専門職であることの意味
看護専門職に近づく方法
看護専門職としての意思決定
看護専門職としての責任

職業をとおしての目指す姿と方向
職業生活をとおしての目標
職業生活での目指す姿とその方向
職業生活をとおしての向上・発展
職業人としての自己実現

経験を積み重ねる意味 経験を積み目標に近づく
セルフマネジメントが土台 セルフマネジメントが土台
研究を続ける 研究を続ける
他者の目標との関係 組織・自己・患者の共通目標

組織目標と自己の目標
組織目標に向かう
組織目標と自己の目標
組織の支援で個人の自己実現

個人のキャリアと組織のマネジメント 個人のキャリアと組織のマネジメント
自己の成長と組織の成長 自己の成長と組織の成長
記述計 55記述

表 4　後期のキャリアマネジメントの理解
後期のカテゴリー

カテゴリー サブカテゴリー

看護専門職であること
自分の求める看護を行うために必要なもの
自分の看護を行うための向上心と実行
看護専門職として努力する過程
看護専門職であるためのもの

看護専門職としての責任
自身が専門職であるために必要なもの
看護を提供する責任をもつためのもの
患者の人生に及ぶ責任をもち続けられる自分であるためのもの

専門職としての成長
専門職としての成長するためのもの
倫理を土台に成長していくこと
成長する過程

成長の方法 資源を活用し成長していくもの
看護専門職としての倫理　 看護専門職としての倫理をもつ

看護職としての倫理と個人の倫理
目標の決定方法 目標の決定は患者・社会のニーズで決めるためのもの
目標に対する実施方法 なりたい専門職である自分に向かって循環するもの
対象の自己実現を支援 対象の自己実現を支えるためのもの
他者への貢献 自己成長により社会に貢献するもの

看護実践で周囲に影響するもの
セルフマネジメントとの関連 セルフマネジメントとの関連があるもの
記述計 52記述



めのもの］など 3つのサブカテゴリーで構成された。【専

門職としての成長】には「良いケアをするために職場で

患者等他者とのかかわりを経て自分を創りあげていくこ

と」とした［専門職としての成長するためのもの］など

3つのサブカテゴリーで構成された。

【成長の方法】【看護専門職としての倫理】【目標の決

定方法】【目標に対する実施方法】などのカテゴリーが

導き出され、【他者への貢献】には「看護を実行するこ

とで周囲に良い影響を与えていくことである」とした［看

護実践で周囲に影響するもの］など 2 つのサブカテゴ

リーで構成され、【セルフマネジメントとの関連】には［セ

ルフマネジメントとの関連があるもの］であった。

また、後期のみに導きだされたカテゴリーは【看護専

門職であること】【看護専門職としての倫理】【目標の決

定方法】【目標に対する実施方法】【対象の自己実現を支

援】【他者への貢献】であった。

4．記述内容の変化

初期の【自分づくり】は、「自分で決めるうえで自分

自身を理解することが大切」とした［自分を知る］であり、

中期では【自己を知りより良く生きる】で、「人生をよ

りよくしていくもの」や「これからの自分を知り、自分

を考える存在である」としていた。また、初期の【自己

の意思決定と責任】は「意思決定をおこなう」とした記

述が、中期では【自己の目標に向かう意思決定】で「目

標に向け意思決定する」であった。

一方、看護専門職としての人づくりとして、【目指す

看護の探索とそれに向けた行動】の内容は、初期には「自

分がどんな看護をしたいのか、どういう看護職を目指す

のかを見極める過程である」と記述したものが、中期で

は【職業をとおしての目指す姿と方向】として「免許を

とり経験することや職業の中で発展するもの」であった。

また、中期の【看護専門職であることの意味】には「看

護専門職になるため自分に何が必要で、どうして行くの

か考える」とした［看護専門職に近づく方法］「専門職

は自分のしたいこと以外の選択もしなければならないと

きがある」とした［看護専門職としての意思決定］「専

門職として責任をもつこと」とした［看護専門職として

の責任］であったが、後期では【看護専門職であること】

と【看護専門職としての責任】のカテゴリーであった。

初期から後期まで全てに記述していた【専門職として

の成長】の内容は、成長という表現のみで、具体的には

説明されていなかった。

Ⅵ．考察

1．初期のキャリアマネジメントの理解

学生の理解したことは大きく 3つに区分できる。【自

分づくり】や【自己の成長とその段階】【自己の意思決

定と責任】とあるように、人としての自分を意識した理

解と、【目指す看護の探索とそれに向けた行動】【看護専

門職としての意思決定】【専門職としての成長】【自己の

看護の追究】という看護専門職を意識した理解、そして

この両者が混在した【方向性の探索と時期・方法・評価】

に含まれる「将来なりたい職業に向かって考え行動する

こと」「自分のやりたい方向性を考え始めたときから始

まる」のような人としてのマネジメントと職業を意識し

たマネジメントである。

これは、1回目の授業として行なった教員の体験談に、

1年次に学んだセルフマネジメントが想起され、人とし

てのセルフマネジメントと教員の体験が職業として語ら

れたものをキャリアマネジメントと理解したものと考え

る。

2．中期のキャリアマネジメントの理解

学生の理解したことは、【自己を知りより良く生きる】

【自己の目標に向かう意思決定】【自己の成長】など、人

としてのマネジメントであるが、初期では自分自身を理

解することが大切とした［自分を知る］であったが、中

期では「これからの自分を知り、自分を考える存在であ

る」とした［自己を知り自己を考える］であり、考える

存在としての自己を位置づけている。そして、より良く、

或いは目標に向かうという意図をもち、何のために意思

決定すべきなのかが理解されたものであると考える。

【職業をとおしての目指す姿と方向】には［職業生活

をとおしての目標］［職業生活での目指す姿とその方向］

［職業人としての自己実現］などが含まれており、職業

生活を中核にキャリアマネジメントを理解している。ま

た、職業としての【経験を積み重ねる意味】を考えるこ

とによって【看護専門職としての自己の成長】【看護専

門職であることの意味】に結びつき看護専門職としての

キャリアマネジメントを理解したものと解釈できる。

これは、“ キャリアマネジメントの概念 ” を課題とし
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て 2 回グループワークを行なっているが、キャリアマ

ネジメントとは何か、何故キャリアマネジメントを行な

うのか、どんな方法でおこなうのか、をグループワーク

の中で討論したり、セルフマネジメントを想起させるよ

うな投げかけがあったものと推察する。中期のキャリア

マネジメントの理解は、自己を中心概念として職業に目

的概念が加わり、自ら描く看護専門職を想像し看護専門

職としての意味づけをしたことで理解されたと考える。

特に、中期にのみに導きだされたカテゴリーの中で注

目するのは、【組織目標と自己の目標】【個人のキャリア

と組織のマネジメント】【自己の成長と組織の成長】で

あった。この内容を見ると「組織目標に向かいセルフマ

ネジメントしていくこと」としており、後期の記述内容

も見られず組織やチームの概念や組織目標とは何か、個

人がどのように関わるのか理解されないまま言葉とし

て表現されている姿がある。キャリアマネジメントが

組織やチームに影響を及ぼすことではあるが、中期での

グループワークはキャリアマネジメントを理解する上で、

どのような看護専門職を学生に描かせるか、或いはセル

フマネジメントとの違いを明確にすることで、看護専門

職がより明確になり授業目的へ近づくことになると考え

る。組織に関する学習は3年次の枠組みでもあり、グルー

プワークとしての課題の提示、或いは問いの提示を検討

する必要がある。

3．後期のキャリアマネジメントの理解

学生の理解は「主体的な看護ができて看護専門職にな

ることができるもの」とした【看護専門職であること】

や［患者の人生に及ぶ責任をもち続けられる自分である

ためのもの］とした【看護専門職としての責任】【専門

職としての成長】など専門職であるが故に主体としての

考え方や負うべき責任の重さが内容で示され、看護専門

職を深く理解した結果と考える。またキャリアマネジメ

ントを【専門職としての成長】と認識しているが、その

内容は良いケアをすると表現した。これは目的が明確に

なってきていることと、看護専門職とは何をする人であ

るかが明確になってきたものと考える。これらはグルー

プワークの最終段階で “ キャリアマネジメントの必要

性 ” を課題としたことによるものである。

この課題は、キャリアマネジメントを考える上で、何

のために、何故、看護専門職でなければならないのか、

看護専門職とは何か、初期、中期をとおして考えたこと

を再び問われることになり、自らの考えを整理していく

過程であった。この課題は、【看護専門職の責任】に例

示すると学生は、自分の行った看護が患者の人生に及ぼ

す意味を考え、そのために責任が担える自分であるため

のキャリアマネジメントを行なうという必要性を説明し

ている。このように後期の課題の提示は、カテゴリーで

みるように概念が広がったということではなく、説明が

具体的で内容が充実したと考えられ、理解が深まったと

言える。また、この課題は、看護専門職を目指す学生に

とって必要性を否定されることは、受け入れがたいこと

と考えられ、その必要性を説明したいとグループワーク

も活発で、適切な時期の適切な課題であった。

4． キャリアマネジメントの理解の変化

初期、中期、後期の学生の理解から、その変化をとらえ、

転移の視点から考察する。また、転移或いは転移に影響

したと思われるものを＜　＞で標記し、転移とは文献 1）

を活用し「ある文脈で学習したことの学びを活用し他の

文脈へ活かすことをいう」と定義する。

転移は、学習課題の内容や問題解決の手順を記憶する

ことによって生じるのではなく、課題を良く理解しなが

ら学習することによって生じると述べており、転移に影

響する要因の一つは先行学習の習得レベルが適切でなけ

れば促進されない 2）とも述べている。今回の結果から、

継続してグループワークを行い、自らの考えを創りあげ

ていくという過程にもこの考え方は適応できる。つまり

初期の講義に加え中期に関わるグループワークの課題で

概念を拡大し、これを活用して後期のグループワークで

は意味を問うことを課題とすることでより理解を深めて

いく、この各段階を経ることの重要性である。

本科目では、特に看護専門職であることを重要視して

おり、これを考えるならば 1 年次の学修の想起と共に、

看護専門職を考えることであり、初期の【自分づくり】

を根底に職業生活を加え、自分づくりが看護専門職であ

ることに繋がるということをどのように気づかせるかが

重要であろう。

例示すると【自分づくり】は、初期では＜自分自身を

知る＞ことから中期では＜考える存在としての自分＞へ

発展している。また、【自己の意思決定と責任】も同様

に初期の理解、＜自己の意思決定＞をおこなうが、中期
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では＜目標に向け意思決定する＞に発展している。

これは何のために知るのか、或いは何のために意思決

定するのか、という目的概念が加わり［生涯をよりよ

くする］や、［目標に向かう過程］などが導き出された。

つまり、＜自己＞を中心概念として何をなすか、生涯と

いう長い期間を視野に自己の行為として認識したもので、

＜生涯＞という新たな概念が加わり理解が広がったもの

と考える。

一方、看護専門職としての人づくりとしては、その目

指す姿が初期では ｢ 自分がどういう看護職を目指すか ｣

であったが、中期には ｢ 免許をとり経験や職業の中で発

展する ｣ という内容に変化している。つまり＜職業＞と

いう概念が加わることによって、目指す姿が職業に焦点

化され職業生活を通して看護専門職となる、或いは看護

専門職として成長していくものと理解し、方法が具体

的に考えられ理解を深めたものと考える。中期に見出さ

れた【看護専門職であることの意味】では、「看護専門

職として責任をもつこと」や「専門職は自分のしたいこ

と以外の選択もしなければならないときがある」「看護

専門職になるため自分に何が必要で、どうして行くのか

考える」と記述している。これは初期には考えられてい

なかったことであり中期までに “ 看護専門職の概念 ” を

課題にグループワークで看護専門職の意味を問うことは、

学生にとって看護専門職とは何か、を概念化する学修の

第一歩であったと言える。

さらに、後期で中期までの理解に加えて “ 看護専門職

の必要性 ” を問うことで、【看護専門職であること】と【看

護専門職としての責任】を導き出した。このように初期

に考えられなかった概念が中期に＜職業＞を考えたこと

で＜看護専門職＞に結びつき看護専門職の主体や責任な

ど具体化したものと解釈できる。

この変化は、初期の教員の講義に加え中期に “ キャリ

アマネジメントの概念 ” 及び後期の “ キャリアマネジメ

ントの必要性 ” を課題として問うことで看護専門職とは

どういう人か、を理解し何をなすべきかを考え、何のた

めに何故、何をすることがキャリアマネジメントか、を

議論する中でより具体的に表現されたことによるもの

である。中でも看護専門職は患者の人生に影響を及ぼす

という看護のもつ特性や内包する重みが明確に認識され

てきている。中期のグループワークで自分の考えを創り、

その考え方を転移させ後期のグループワークで概念を学

生なりに消化し理解が深まった姿である。

【専門職としての成長】の内容は初期から後期まで全てに記

述していたものの、内容的には、成長の意味、成長とは何を

どのように発展させることなのかが表現されていない。成長

の理解は、看護専門職としての自分づくりのマネジメントを

おこなう上で、不可欠であると考えており、今後はグループ

ワークでの課題として検討したい。

Ⅶ．まとめ

初期、中期、後期の学生の理解及び変化から 1）～ 4）

が確認できた。さらにグループワークの課題は 5）、6）

の 2つであった。

1） 初期の理解は、教員の講義を受け、1 年次に学ん

だセルフマネジメントが想起され、セルフマネジメント

と教員の体験談をキャリアマネジメントと理解していた。

2） 中期の理解は、グループワーク課題 “ キャリアマ

ネジメントの概念 ” を問うことで自己を中心概念として

職業に目的概念が加わり看護専門職としてのキャリアマ

ネジメントを理解していた。目的（何故、何のためにキャ

リアマネジメントを行なうか）を明確にしていくことは

意味づけを考え、理解の広がりに結びついた。

3） 後期の理解は、グループワーク課題 “ キャリアマ

ネジメントの必要性 ” を問うことで中期に考えた概念を、

より具体的な説明へ結びつき理解が深まった。

4） 学生の理解の変化から学習課題によって学習の転

移が概念の形成や拡大或いは意味の理解へ結びついた。

5） 2 年次の学習課題と 3 年次の学習課題の枠組みを

明確にする必要が示唆された。

6）看護専門職としての自分づくりのマネジメントを

行う上で不可欠である “ 成長の意味 ” を討論し理解を深

めることがグループワークの課題であった。
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