
教育学 平成21年8月2日

担当：飯田 博 1

看護学生のための

教育学

教育・Education

「教育」とは：漢字を素直に読むと、「教え育てる、教え育む」という意である。たとえば、親が子に、先生

が学生に、「上から下に」何か知識などを与え、親や先生が、子供や学生を育てる。それが「教育」とい

う言葉の、一般的な解釈である。

教えて知能をつけること。未成熟者の心身両面にわたって、またある技能についてその才能を伸ばすた

めに教えること

「education」とは：「引き出す」ということである。

それは「educe」（潜在的な能力などを引き出す; 推論［演繹(えんえき)］する; 【化】抽出する.）という語

の意味を見れば一目瞭然である。 つまり、「education＝教育」とは本来、教育する相手の外側から

何かを与えるというよりも、むしろ相手の内側に眠る潜在能力を「引き出す」という意味をもつ言葉である。

ヘンダ−ソンの基本的看護の構成要素

1. 正常に呼吸する

2. 適切な飲食をする

3. あらゆる経路から排泄する

4. 適切な体位

5. 睡眠と休息

6. 衣類，着衣状態の正しい選択

7. 衣類を替えたり環境を整えることにより体温が生理的状態にあるようにする

8.

8. 身体を清潔に保ち，身だしなみを整え，皮膚を保護する

9. まわりの有害物質を取り除き，また他人に危害を加えない

10.自分の感情，ニード，恐怖などを話せるような人間関係をつくる

11.自分の信仰に基づいて礼拝する

12.何かを達成できたというような充実感を得る仕事をする

13.遊びやレクリエーションへの参加

14.学習・新たな発見・好奇心の満足

教育学とは

教育学・・・・・

*基本的には、よりよく生きることのできる人間を育成する活動を研究対象とする学問

*教育の本質・目的・方法および制度・行政・歴史などを総合的に研究する学問

*他人に対して，意図的な働きかけを行うことによって，その人間を望ましい方向へ変化させることに関す

る諸相について研究する学問

書くことを教えるためには、

書くことを学ぶ必要がある。

教えるためには、

学ぶことが如何なるものか学ぶ必要がある。

育てるためには、

育つとは如何なるものかを理解するする必要がある。

能力を引き出すためには、

まず自分の内部潜在能力をひきだす体験をしなければならない。

愛するためには、

愛された経験が先になければならない。愛するとは何かをしらなければならない。
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看護学生が「教育学」を学ぶ理由（１）

人間は教育によって人間になる。

→看護者は教え育てる（学び育つ）とはどういうことかを理解する必要がある。

教育の歴史は、人間の発見、子供の発見、自我の発見、自我の形成の歴史である。

→学生一人ひとりが、自分の自我を発見し自我の形成を知る必要がある。

看護学生が「教育学」を学ぶ理由（２）

看護師は、人格として人間を援助する。看護者が自分に付いてよく知っていなければ患者を理解でき

ない。自分を良く知る事によって、患者を理解することができる。また優れた看護を提供できる。

→看護者には円熟した人格が必要である。「人格の円熟」とは何か？のヒントが教育学の中にある。

看護学生はモラトリアム（猶予）の年代である。人格が未熟であるため、様々な問題を抱えている。

→それらの問題を明らかにし、分析し、洞察力を深め、人格の成熟をめざす必要がある。

教師と生徒（学生）の教育的関係（１）

権力関係（優者と劣者の関係ー支配・服従）

教師は支配・命令するもの。生徒は服従するもの。「教鞭」（鞭（むち））と言う言葉が名残りであ

る。

→これは正しくない。学校教育法では体罰は禁止されている。

相対的な関係（平等・同僚関係）

教師と生徒は同僚関係にある。これは支配と服従の関係の反省としてあらわれた。

→しかし、これも正しくない。成熟者と未成熟者、教える者と教えられる者には明らかな違いが

ある。

教師と生徒（学生）の教育的関係（２）

指導者と被指導者の関係（尊敬における服従関係）

教師は全人格が生徒（学生）に比べて優位にある。生徒は教師を尊敬して服従する。これが今

日一般的な教師と生徒の関係である。真の服従は、強制されるものでなく、納得して受け入れられるも

のである。

→生徒は選択の権利も保障される。

他者実現の念願の関係（教える者はかえって、教えられる者によって教えられる）

「他者実現の立場にあっては、指導者も被指導者もないのであって、教える者はかえって、教え

られる者によって教えられる。この、他者の不思議なる力を媒介としての相互成就の世界こそはあらゆる

教育関係の基礎というべきものである。」

・・・『教育原理第一部』鰺坂 二夫著（玉川大学出版）

→他者実現の立場の存在

親と子の関係（１）

権力関係：親子の関係が支配・服従関係であるとすると、子供の人格に危機が生じる。子供は捨てら

れることを恐れて、親の言いなりになる。あるいは反対に、徹底して反抗する。すると、自我の確立がで

きなくなる恐れがある。→支配・服従の親子関係は正しくない。

サイモンズの親の養育態度

親と子の関係（２）

相対的な関係：人間として平等、同僚であるが、成熟、未成熟と言う視点からは、子供は保護を必要

とする存在であり、養育、教育を必要とする。→正しいとは言えない。

指導者と被指導者の関係：親は成熟者であり、子供は未成熟者である。親は指導者であり、子供は

指導される者である。子供は親を尊敬して服従する。→一般に考えられる親子関係である。
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他者実現の関係：己を無にし、己の生命を幼き者、未熟なる者の成長のうちに見出そうとする他者実

現の念願の世界。→他者の不思議なる力を媒介しての相互成就の世界こそあらゆる教育関係の基

礎と言うべきもの。

看護者と患者の人間関係

権力関係：看護者は☐☐☐☐するもの。患者は☐☐するもの。これは間違いである。看護者は患者

に☐☐を提供する。患者は☐☐を受ける。

相対的な関係：看護者と患者は同僚関係にある。これも正しくない。援助する者と援助される者は違う。

看護者は☐☐☐である。医療を受ける者は病人、老人、子供などの素人である。

指導者と被指導者の関係：☐☐による服従関係である。患者は看護者を尊敬して身を委ね、☐☐の

援助を受ける。一般的に考えられる患者・看護者関係である。

他者実現の関係：援助する者は援助することによって援助される。援助される者も援助されることによっ

て援助する。これは☐☐☐☐の世界である。

他者実現の関係：援助する者は援助することによって援助される。援助される者も援助されることによって

援助する。→これは相互成就の世界である。

看護者が患者に糖尿病の食事指導を行う。

世話を受けるだけの患者は「もう、お迎えが来てほしい」と「自己の存在」を見失いがちである。

このような場合・状況の「他者実現の関係」について考えなさい。

看護者が患者に糖尿病の食事指導を行う。

☮説明しながら、自分は指導されていることになり

食事内容や間食に気を遣うようになる。

☮教えることで、改めて自分自身に気づくことがある。

☮人に教えるには、勉強しないと教えることができない、と自覚する。

☮勉強の大切さを教えられ、学習意欲が増す。

→看護者は援助することによって援助される。

世話を受けるだけの患者は「もう、お迎えが来てほしい」と「自己の存在」を見失いがちである。

患者は指導を受けることによって、看護者が学習し指導技術が向

上した姿を見る。患者は、世話になりっぱなしの自分にも「こんな自

分でも人様の何かの役に立っている、自分のために頑張っていてく

れる」ことに自己の存在価値を見出し、生きている喜びを感じる。

また、患者は援助されることによって、看護者を援助している。看護

者は、患者の「ありがとう」の一言でも励まされる。

→看護業務では外見では援助しているようでも、援助されていることがある。

看護者の患者指導にあたって

❄患者指導に当たっては教材資料が必要である。

❄教える者と教えられる者との間に教材が介在する。

❄教えられる者は教材によって学習する。

❄教える者と教えられる者の間で教材を介して質問

と答えによって知識が伝達される。

❄教えられる者の行動の変容が起こる。

❄教えるとは、教えられる者の行動が変容することである。

→これが共に学ぶ指導方法である。

患者の学習過程

次の３段階が考えられる。
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1. 看護者は患者の知識や悪習慣に対する無知の自覚を促す。

2. 看護者は患者に正しい知識や技術を提供する。患者は日常生活を見直す。

3. 患者は知識に行動を伴い、行動が変容する。患者の自己管理能力が向上する。

患者に資料を提示して説明する。

❃患者や家族には分かりやすい。

❃患者や家族は、言葉だけの説明ではその場限りの理解となり、忘れてしまうことが多い。看護学や医学

の専門用語は、患者にとって日常的な言葉ではない。そのため、

①意味が分かりにくい

②記憶に残りにくい

などの理由から資料は必要である。

❃資料があると、分かりにくい点や理解したことを、看護者は質問によって患者や家族が理解できたかどう

かを確認できる。

❃患者は資料を読み返すことによって、理解を強化（再学習）する。

→資料をもとに患者と共に学ぶ姿勢が大切である。

発達段階とは何か

個体の発達過程がなだらかな連続的変化だけでなく，飛躍的に進行する非連続的変化をも表すと考

えるとき，相互に異質で独自の構造をもつとされる一定の区分された時期

（有斐閣・心理学辞典）

発達段階の区分

乳児期（0歳～1歳半ごろ）

幼児期（1歳半～６歳）

児童期（６歳～12歳）

青年期（12歳～？）

成人期（？～

老人期（？～

学校制度による区分

保育園（０～6歳）

幼稚園（3～6歳）

小学校（7～12歳）

中学校（13～15歳）

高校（16～18歳）

大学（19～22歳）

エリクソンによる発達区分(1)

乳児期： 基本的信頼対不信

幼児期： 自律性対恥、疑惑

児童期： 自主性対罪悪感

学童期： 勤勉性対劣等感

青年期： 同一性対同一性混乱

成人期： 親密性対孤立

壮年期： 世代性対停滞
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老年期： 統合対絶望

エリクソンによる発達区分(2)

基本的信頼: 世の中、周囲の人、自分への絶対的な信頼感

自律性: しつけを受け入れ、自己の衝動を統制する枠組みとして内在化する

自主性: 外的・内的なバランスを保ち、行動できる

勤勉性: 学ぶ経験から育つ有能感

同一性: 自分とは何か、何をやりたいか

親密性: 異性と出会い、家族を作り上げていく力

世代性: 子どもを生み育て、次世代への関心を高める

統合: 次世代・家族・地域を越えたもっと大きなものへの関心をもち、生き続けること

人間の発達

子供の心の発達段階

１．０～３歳： 基本的信頼関係の基礎を学ぶ

２．３～６歳： 第一反抗期．自我の目覚めの始まり．自我の芽

生え期

３．６～９歳： 第二反抗期の始まり．論理的な自己主張が始まる

４．９～１２歳： 第二反抗期．自我の目覚めのピーク．自我 の成

長期

５．１２～１５歳：二次性徴の時期

６．１５～１８歳：第三反抗期．自己存在、自己実存の問題．自我

の成熟期

７．１８歳～： 自己実現・他者実現

１．０～３歳：基本的信頼関係の基礎を学ぶ

哺乳、排泄などで「泣くー世話」の関係から１歳までに基本信頼関係の基礎を学ぶ

一人遊び

模倣

排泄トレーニング

「三つ子の魂百までも」の諺にある通り、子供の基本的性格が決まる

わがまま、自分勝手がいけないことを学ぶ

躾が始まる

行動に問題がある子供にスキンシップ・触れ合いが大切

乳幼児の甘えをみたすことは愛情欲求に応じること

２．３～６歳：

第一反抗期．自我の目覚めの始まり．自我の芽生え期

子供は自我（自分。自己。意識や行為をつかさどる主体としての私）が穏やかに発達して自分と他人の

違いを理解する

自我が成熟することによって、アイデンティティー（自我同一性；自分が自分であること）が確立し人間に

なる

自己主張を学ぶ

親や人にぶつかる事を学ぶ。ぶつかると悲しいから譲ることを学ぶ

相手の気持ちとの調整ができるようになる

弟や妹ができると「赤ちゃん返り」が起こる

思考が自己中心性

絵を書き、平仮名の読み書きを始め、簡単な足し算・引き算ができるようになる

子供の行動で注意したいことがある場合は、その行動の時に教える

３．６～９歳：第二反抗期の始まり．論理的な自己
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主張が始まる．自我の成長期

注意されると「だれだれ君もやったのに、なんで僕だけが叱られるんや」と不公平を指摘できるようになる

遊びは自主的なものを好み、グループ遊びができるようになる

「ごっこ」遊びが好き。ギャングエイジ（徒党を組んで遊ぶ）

「スカートめくり」などの悪ふざけをする

思考の自己中心性は終わり、具体的思考から抽象的思考へと変化する

４．９～１２歳：

第二反抗期．自我の目覚めのピーク

「親のいうことを聞かない」と親が悩まされる

決まりを作るときは子供と話し合う

自主性や主体性を育てる

親が子供の言い分を尊重すると、子供は親の言い分を尊重する

男の子と女の子が分かれて遊び始める

先生や親ではなく、友達を判断の基準にする

友達との約束を優先する

親、保護者、先生から指示されることを嫌う

具体的思考から抽象的な思考ができるようになる

５．１２～１５歳：二次性徴の時期

体に変化が始まる

ほとんど大人に近い思考ができる

「見られる自分」を気にするようになる

オシャレが始まる

親にはあまり相談しなくなる

精神的な親離れがほとんど完成する

６．１５～１８歳：

第三反抗期．自己存在、自己実存の問題．自我の成熟期

親の生き方や考え方にぶつかって自分を確かめる

経済的には親に依存している

子供と大人の両方が同居する

実存の問題（現実存在）に直面する

７．１８歳～：自己実現・他者実現

自我が成熟する

精神的、経済的、情緒的、物理的に独立

しかし、現代ではモラトリアム（猶予）の時代

（モラトリアムは悪いことではない！！！）

反抗期の意義は

「自我の目覚め」「成長」「成熟」

「自我」を確立することにある。親の対処によって、子供の自我が成熟して行く。自我の成熟のために必

要。

親になったとき、あるいは子供に教える仕事に就いたときに子供の反抗に対処できるようになるために必

要。

自我の確立は、一人で立つ、独立する、分離する、孤独に耐える、責任をはたす等を意味する。

→自我を確立した人は、他者実現を目指す。また、分離、孤独を克服するために、愛という方法によって

他者を求める。

反抗の対処
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免疫のようなもので、反抗に対する精神的の抗体が形成されれば、鎮まる。

反抗期は悪いことではない。反抗は、自我の目覚め、成長。発達の現れであると、認識する。

子供は反抗によって、自分の存在を確認することがある。親は、子供の存在を受け止め、配慮を示す。

子供は反抗によって、自分が愛されているかどうかを確認する。一緒に遊び、共に過ごす必要がある。

子供は「イライラする気持ちを」反抗で表現する場合がある。気持ちが鎮まるまでは沈黙する。冷静に

なってから聞く。

子供は親を非難する。

①親の行動の問題・・・親は認め、反省するべきは反省する。

②遺伝的な問題・・・・・親の責任ではない。親は謝らなくてよい。

子供時代の「自分自身の発見」

I. 発達段階を無視した教育を受けなかったか。クリティカル・ピリオド（臨界期・決定的時期）を無視され

なかったか？

II. 「大きくなったら役にたつから」と、子供の遊びなどを犠牲にされて、勉強などに偏った子供時代を送ら

なかったか？

III. レディネス（ある行動が可能になるための機能の成熟が必要）を無視されなかったか？

IV. 暗い子、消極的な子、おとなしい子などと決め付けられなかったか？

V. 「お姉ちゃんだから、お兄ちゃんだから」と小さな大人を求められなかったか？

VI. 子供時代を幸せに過ごしたか？

VII. 子供時代、独自の世界を獲得できたか？

VIII. 反抗期をどう送ったか？

IX. 親は、どのように反抗を受け止めてくれたか？

X. あなたの反抗期が卒業できているか？

以上を考察しなさい。

I.

子供時代に

甘えたり我儘をしたりして独自な世界を獲得した子供は 大人になってさらに新しい世界に挑戦して生

きる。

「小さな大人」を演じた子供は 大人になってから躓く。

「お姉ちゃんだから」と、よい子を演じ続けていると 心のエネルギーを消耗（アパシー）してしまう。自分の

実像が分からなくなって、何をしているのかわからなくなる。

（という傾向がある）

遊びについての否定的・肯定的な考え

否定的な考え：一種の浪費であり、むしろ有害なものであるから遊ばせるべきでないという極端な考えが

過去にあった。今日でも、知的な学習能力だけを重視する人たちは、遊びは浪費や怠惰、勉強の邪

魔になり、有害になると考える。また、遊びは、劣等意識が伴うことがある。

肯定的考え：遊びは子供の生きるそのものである。成長であり、発達であると言う意味において、将来の

生活に備えるものである（生活準備説）という考えによって、浪費や劣等意識を是正することができる。

また、遊びは日常生活のレクリエーションである。気分転換、ストレスの発散、リクリエイト（再創造）であ

る。さあ頑張ろうという意欲を作る。遊びは心の癒しである。

遊びにおいて

暗い子は 物事を深く考える子

消極的な子は 慎重な子

優柔不断な子 争わず、和を作る子

主張できない子 忠実な子

であるという見方をしてあげることも大切。

人間の遊びは車のハンドルのようなものでないと危険、ありすぎもよくない！

遊びの特徴

① 自由なもの
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② 自発的なもの

③ 未確定で、組織的でない

④ 虚構であり、日常の生そのものではない

⑤ 魅力的で、楽しいもの

遊びの分類

１．社会的行動の発達による分類

一． 何もしない行動：２，３歳だけにみられる

二． 傍観的行動：他の子供の遊びを見ているだけで自分は参加しない

三． 独立した遊び：一人で遊んでいて、他の子供と関係ない

四． 並行的遊び：他の子供と同じおもちゃで遊んでいるが、一人で遊んでいる

五． 連合的遊び：他の子供と遊ぶが、関係は薄い

六． 協同的遊び：一定の組織として役割を分担して遊ぶ

七．

２．心理的機能の発達による分類

一． 機能的遊び：手足を動かして遊ぶ。音を聞いて楽しむ。幼児期までに多い。

二． 虚構遊び：大人の生活を再現しようとするもの。模倣遊び。３，４歳頃に現れる。

三． 受容遊び：絵本を見て楽しむ。童話、音楽を聞くなど。児童期前期に多い。３，４歳で減少し、６歳

以降に増える。

四． 構成遊び：積み木や粘土などでものを作る。描画などの遊び。幼児期後期に多い。

◆知的な遊び

1. 三角陣取り

2. なぞなぞ

3. 折り紙

4. はんかち取り

5. あやとり

6. しりとり

7. 知恵の輪

◆手（肌）が触れ合う遊び

リズム遊び、指ずもう

遊びについての諸学説

① 勢力過剰説

② 休養説

③ 補充説

④ 生活準備説

⑤ 浄化説

⑥ 生物学説

⑦ 弛緩説

⑧ 自己表現説

⑨ 精神分析的学説

⑩ 構造論的学説

遊びについての諸学説

入院した子供の教育の必要性

学力の維持

子供の心の支え

入院した子供の教育（１）

病院に併設された養護学級に通って学ぶ

病院内の養護学級に行って学ぶ

病院に養護学級がない場合、養護学級の教師が訪問して指導する訪問学級で学ぶ

どれも、まず教育委員会に申請する。そして普

通学校から養護学校に転校することによってこれ
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らの教育が受けられる。ただし、入院期間が長期

療養を必要とする条件がある。

入院した子供の教育（２）

院内学級は、養護学級や小学校、中学校の分室

として設置されている。院内学級へは治療しながら

病室のベッドから通学する。

院内学級がない場合は、養護学級から教師が病

室のベッドサイドで授業を行う。週２回、一回に２時

間だけである。

退院すると、養護学級から居住地の学校に転校

する。

V・ヘンダーソンの

「看護の基本となるもの⑪」に

「患者が自分の宗教にもとづいた生活ができ、患者が自分の善悪の概念に従えるように看護者が援

助する」

宗教について、概略だけでも知らなければならない。

ヘンダ−ソンの基本的看護の構成要素

①正常に呼吸する

②適切な飲食をする

③あらゆる経路から排泄する

④適切な体位

⑤睡眠と休息

⑥衣類，着衣状態の正しい選択

⑦衣類を替えたり環境を整えることにより体温が生理的状態にあるようにする

⑧身体を清潔に保ち，身だしなみを整え，皮膚を保護する

⑨まわりの有害物質を取り除き，また他人に危害を加えない

⑩自分の感情，ニード，恐怖などを話せるような人間関係をつくる

⑪自分の信仰に基づいて礼拝する

⑫何かを達成できたというような充実感を得る仕事をする

⑬遊びやレクリエーションへの参加

⑭学習・新たな発見・好奇心の満足

宗教の１０の要素

1. 喜びがある宗教、悩みを救う宗教であること

2. 高度に道徳的、倫理的であること

3. 現実生活を否定しないこと

4. 人間的であり、個人生活を肯定するものであること

5. 向上、発展、活動的であること

6. 全人的（真・善・美・聖・健・経を備えた人格者）であること

7. 進歩する価値概念と矛盾しないこと

8. 包容的、寛容のある宗教であること

9. 教祖は、確実に宗教を生活した人で、「止揚」の精神を持っていること

10. 人格神（人格を備えた神）であること

止揚（アウフベーゼン）とは

自己主張しつつ、他者を尊敬する考え方

あるものをそのものとしては否定しながら、さらに高い段階で生かすこと。

矛盾するものを更に高い段階で統一し解決すること（反対の合一）

この様な考え方ができた時に、人格が円熟したと言う。
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三 大 宗 教

• 仏教：釈迦牟尼が説き始めた宗教。現世の迷いを去り、悟りを開いた仏陀（宗教的自覚者）になること

が目的。インドに起こり、主に東アジアに広がっている。

• キリスト教：イエスキリストの人格・教訓を中心とし、父なる唯一の神に遣える宗教。

• イスラム教：回教、マホメット教とも言う。唯一の 高神アラーを信仰する。経典はコーラン。七世紀初め

マホメットが開き、アラビア文化を築いた。

日本で派生した新興宗教

天理教

創価学会

大本教

PL教団

神道

社会問題を起こした新興宗教

世界基督教心霊統一教会

エホバの証人（ものみの塔）

モルモン教

オウム真理教（アレフ）

ライフスペース

法の華

聖心中央教会

だまされないために

病気を体験するものの心の変化の段階

第一段階：病気との出会い。目の前が真っ暗。ショック、驚き

第二段階：病気と闘う。原因の追究。責任追及。恥ずかしい。隠したい。知られたくない。

第三段階：病気の受容。諦め。病気と仲良く。病気に負けない。病気と闘う。

第四段階：健康の価値の発見。病気をして人生の尊さを知る。同じ境遇の人と手をつないで助け合

う（患者会の活動）。充実した生き方を求める。死の受容。

病気になったものの悲しみ・苦しみ

経済的（貧困、医療費など）

精神的（人間関係：死など）

肉体的（健康、病気、死など）

社会的（就職、差別など）

問題にぶつかったときの二つの態度

1. 自立的態度

2. 他律的態度

自立的態度

積極的に自己の能力を信じて、自分の知識や経験、知恵を働かせて対処する。反省的思考力も働

かせる。さらに、解決の作業の中で新たな創造的思考や方法を創り出すこともある。このような自発的

活動には、問題解決の経験によって新たな発見があり、人格的な成長が見られる。

自発的な問題解決の体験は教育上、「人格の成長」という意義がある

他律的態度

知識を他者に聞いたり、判断や知恵の助けを求めたりする。この様な依存的な解決方法では、独創性

や創造性はほとんどない。新しい問題解決に当たって依然として依存的である。

問題解決のプロセス

看護現場の問題解決のプロセス

患者のガイダンス（生活指導）

看護者は患者にガイダンスを行う場合がある。禁煙、禁酒、カロリー制限、水分摂取制限などと色々

ある。患者は、それまでの生活で失敗していることが多い。何度、教え説明しても失敗を繰り返す場合
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がある。そのときこそ、ガイダンスの扉を開く鍵が必要である。

他者実現のために意を尽くし、情を尽くして、英知を傾けなければならない。

看護者の患者指導にあたって

❄患者指導に当たっては教材資料が必要である。

❄教える者と教えられる者との間に教材が介在する。

❄教えられる者は教材によって学習する。

❄教える者と教えられる者の間で教材を介して質問

と答えによって知識が伝達される。

❄教えられる者の行動の変容が起こる。

❄教えるとは、教えられる者の行動が変容することである。

→これが共に学ぶ指導方法である。

患者の学習過程

次の３段階が考えられる。

1. 看護者は患者の知識や悪習慣に対する無知の自覚を促す。

2. 看護者は患者に正しい知識や技術を提供する。患者は日常生活を見直す。

3. 患者は知識に行動を伴い、行動が変容する。患者の自己管理能力が向上する。

患者に資料を提示して説明する。

❃患者や家族には分かりやすい。

❃患者や家族は、言葉だけの説明ではその場限りの理解となり、忘れてしまうことが多い。看護学や医学

の専門用語は、患者にとって日常的な言葉ではない。そのため、

①意味が分かりにくい

②記憶に残りにくい

などの理由から資料は必要である。

❃資料があると、分かりにくい点や理解したことを、看護者は質問によって患者や家族が理解できたかどう

かを確認できる。

❃患者は資料を読み返すことによって、理解を強化（再学習）する。

→資料をもとに患者と共に学ぶ姿勢が大切である。

カウンセリング方法：

非指示的治療法（来談者中心療法）

自分が真実、純粋、自己一致、透明であること。

相手に思い遣りを持って関わる。

独立した一人の人格として大切にする。

心の内側から理解する。

感情の世界を感受性豊かに理解する。

相手の世界に敏感に身を投ずる。

すると、相手は・・・・・・・・・

すると、相手は・・・・・・・・・

深く自分の感情や態度を探り始める。

自分の隠れた面を発見する。

自分を大切にするようになる。

自分自身に耳を傾けるようになる。

自分に正直になる。

自己否定から自己受容になる。

自分の体験を考えるようになる。

自分の中の判断力や決断力を信頼するようになる。
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