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１．なぜ「研究する力」が養護教諭に求められて

いるのか

学校現場が抱える課題として、文部科学白書１）

によると、不登校生徒、学校内の暴力行為の件

数、日本語指導が必要な外国人児童生徒数、通級

による指導を受けている児童生徒数、特別支援学

級・特別支援学校に在籍する児童生徒数、要保護

および準保護の児童生徒数が数年から１５年程度の

うちに大きく増加しており、子どもたちやその保

護者に対するケアの必要性が指摘されている。

このような問題に学校が直面すれば、クラス内

の児童生徒や担当する教員に対するケアのニーズ

も増しているだろうと推測される。生活習慣に関

わる健康課題、いじめや自傷行為などメンタルヘ

ルスの課題などに加えて、新たな課題が付け加わ

り、養護教諭が直面する健康問題は複合化し、複

雑化していると思われる。養護教諭がこのような

複雑な現実を理解し、問題解決や改善への取り組

みを行うために、研究する力、社会に向けて研究

成果を発信する力、最新の研究成果を吸収する力

が求められている。そこで本稿では、研究の進め

方、論文の読み方や書き方のポイントを紹介する。

まず、なぜ「研究」が必要なのか、３点挙げた

い。すなわち、１）現実に対するこれまでの理解

や認識を深めたり認識を変えるため、２）現実に

潜む新たな問題（課題）を発見し、その解決を図

るため、３）これまでの実践や問題解決の方法を

見直し、現実の課題により適した実践や問題解決

の方法を創出したり工夫するため、である。

２．研究の目標

では、研究により、何を成し遂げたいのか、ど

んなことが可能なのか。その目標を６点挙げるこ

とができる２）（図１）。１）結果の予測（何が生じ

るのか）：ある条件や要因によって、どんな健康

影響が生じるのか。たとえば、食生活の偏り、不

活発な生活習慣、あるいは睡眠の質に問題があっ

た場合、児童生徒の学業成績や心身の健康にどの

ような結果が生じると予想されるだろうか。２）

事象の原因の説明（なぜ生じたのか）：健康課題

からその要因を探る場合である。思春期女子に自

傷行為が広まっているが、全ての生徒が行うわけ

ではない。では、なぜある生徒は自傷行為を行う

のか、その理由を探るのである。３）効果の評価

（どの程度うまくいったか、どちらがよいか）：

あるケアや取り組み、保健指導や健康教育を行っ

た場合、やりっ放しは好ましくなく、その効果を

評価する必要がある。もし、ある方法を改善した

い、あるいは新しい方法を導入したいのであれ

ば、異なった実践の方法による有効性を比較検討

してみる必要がある。４）現象の記述（何が起き

ているのか）：新しい健康課題の場合には、そも

研究の進め方、論文の批判的読み方と書き方のポイント

How to conduct a research project, how to read a research paper
critically, and how to write a scientific paper: A brief guide.
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特別寄稿

� 結果の予測

� 事象の原因の説明

� 効果の評価

� 現象の記述

� 課題の改善

� 人々への援助・エンパワメント

図１ 研究の目標・ゴール
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そも誰にどんな健康問題が生じているのか、学

年、性別などの属性別に記述的なデータが必要と

されるだろう。５）どうすれば課題が改善するの

か：解決方法が定まっていない場合、新しい方法

を創出する必要がある場合は、先進的な実践や実

験的な取り組みの事例を詳しく記述することから

始める必要があろう。最後は、６）どうすれば問

題を抱えた人々を援助・エンパワメントできるの

か：問題の当事者を援助する活動に参加して実践

を行いながら、実践記録をデータとして、そこか

ら方法を考えていこうとする研究などである。

研究を行おうと考え始めるに当たり、誰もが、

上記のような知りたいこと、確かめたいこと、伝

えたいことを内に秘めているに違いない。

３．研究と実践の関係

ありきたりの表現をすれば、研究と実践の関係

は、「実践から出てきた課題を研究」し、そのよ

うな「研究に基づいた実践」を行うことである。

さらにこの関係をevidence-based healthcare３）を

参考にして考えてみると、専門家が行うヘルスケ

アの意志決定には４つの要素が関わっている。す

なわち、ヘルスケアの効果に関する研究成果、専

門家の臨床（実践）経験、ケアを受ける人の価値

観、社会資源・社会状況である。ここには、「研

究成果」を生み出す研究に加え、臨床（実践）経

験のエッセンスを取り出す研究、価値観や社会資

源等を明らかにし、提供するケアとの関係を調べ

る研究なども、意志決定を支える研究として考え

られるであろう。

養護教諭は、ヘルスケアや学校保健に関する専

門的な知識や技術に基づいた実践を行うことが期

待されているが、それらはやがて新しい健康課題

の出現や社会変動により通用しなくなる時がく

る。その際に、現場の経験を基に自分たちが必要

とする知識や技術を自ら研究・開発して、同僚で

ある養護教諭に提供する必要性に迫られる。専門

職としての養護教諭は、自らが行う養護実践とそ

れを支える行為を理論的に規定し、実践して評価

し、さらに改善する自律的で体系的な仕組みを、

たとえば職能集団内の組織に、構築する必要があ

る。

４．健康課題とは

養護教諭が研究に取り組むべき健康課題は、ど

のようにして生み出されるのか。研究すべき課題

の設定に連結する問題意識、研究問題の意識化

は、案外難しい。ここでは、６点にまとめた（図２）。

まず、養護教諭が経験する現場の事例から、な

ぜだろうという疑問や困惑、どう対応したらよい

のかわからないという困難感が湧いてくる。その

ような事例が持つ問題は、養護教諭が研究すべき

健康課題であろう。また、学校や地域、国、世界

の統計からでてくる課題もある。地域や国の統計

と自校の統計を比較して、著しく高かったり、低

かったりすれば、そこに課題があると考えて良い

だろう。たとえば、ユニセフのレポート４）による

と、日本は「心地悪く、居場所がない（１８．１％）」

「孤独で、さみしい（２９．８％）」と感じている１５

歳の子どもは、OECD２９カ国中で突出して高い割

合であり、精神保健の課題があることは容易に推

測できる。さらに、法律や答申など社会的、政策

的な要請からでてくる課題もある。たとえば、

「健康日本２１」や中央教育審議会「子どもの心身

の健康を守り、安全・安心を確保するために学校

全体としての取組を進めるための方策について

（答申）」５）を読めば、今社会が学校保健やその担

い手である養護教諭に何を期待しているかがわか

る。

� 現場の事例／経験からでてくるもの

� 学校や地域、国、世界の統計からでてくるもの

� 法律や答申など社会的・政治的課題からでて

くるもの

� 理念／理論や概念モデルからでてくるもの

� 実践者・研究者の問題意識や関心からでてく

るもの

� 文献からでてくるもの

図２ 健康課題はどのようにして生まれるか
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また、理念／理論や概念モデルからでてくる健

康課題や文献から得られる健康課題もある。たと

えば、ヘルス・プロモーション、ストレスモデ

ル、変化の段階モデルなどに従って、児童生徒の

健康の現実を分析的にみる観点を得て、問題を見

いだすことができる。最後に、実践者や研究者の

問題意識や関心からでてくる健康課題がある。そ

の背景には、個人的な関心や職業キャリア、ある

いは養護教諭として実現したいライフワーク、人

生観などから問題意識が派生することもあるだろ

う。

５．養護教諭の研究に求められること

では、養護教諭の研究としてふさわしい課題と

はどのようなものだろうか。基本的には、他の養

護教諭の疑問やニーズに応えている研究課題であ

ろうが、大きく２点挙げる。まず、子どもや学校

の、現在あるいは将来における健康課題の解明・

解決に貢献する研究であること、であろう。そも

そも養護する対象としての健康には、�今�とい
う時間と�未来時間�を含むと考えられる。すな
わち、今児童生徒が抱えている病気や障害、健康

不良などの健康問題の解決に向けたケアや取り組

みが必要とされている。さらに、現在多くの児童

生徒は「健康」であるため、その視線は未来にも

向けられる必要がある。彼らが社会人となった際

に、十分に仕事に従事できる体力と健康あるいは

社会関係を一種の「資本」として形成する手伝い

をする必要がある。そのため生活や環境をマネー

ジメントして、健康管理を行うための知識やスキ

ル、認知的能力、態度、エフィカシー等を学習す

る必要がある。このことは学校におけるヘルス・

プロモーションの目的の一つといえよう。そのた

めの研究課題に取り組む必要がある。

もう１点は、養護教諭の専門性の確立（養護学）

に貢献する研究という観点である。養護教諭であ

るからこそ見えてくる健康課題の研究や養護教諭

らしい実践経験や行為を言語化／概念化し研究に

取り組む必要がある。養護教諭の実践を表す概念

や言語を作り出していく研究が求められている。

そして、表現を変えると、養護教諭が取り組む

べき健康課題として考えられるものが４点ある

（図３）。「養護教諭らしさ」とは、実践による実

績、大学・大学院で学術的に規定される専門性、

社会の期待の３つの要素があわさって社会的に構

成されるものと考える。よって、これらの観点の

いずれかに応えた研究課題が「養護教諭らしい研

究」といえるのではないか。

６．研究問題、研究疑問、理論的枠組み／概念枠

組み

質的研究にせよ量的研究にせよ、研究を進めて

いく上で理論的枠組みの構築は欠かせない７）。質

的研究では、前提や先見を持つことなくデータか

ら理論を構築することが求められるという意識や

理解が過剰となり、理論的枠組みや前提となる理

解を軽視あるいは否定する場合がある。しかし、

プロが行う「冒険」が無計画で無謀な行為ではな

いように、基本的な知識・理論を備えず研究を始

めることは不可能である。質的な研究において

も、柔軟な変更や修正を念頭におきつつも、現象

の見方に当たる学問的方向性を定めたレンズが必

要である。まして、量的な研究では、測定する事

象や概念間の関連性を想定することなしに、研究

はできない。サンプリング、データの収集、結果

の分析、データの解釈など研究過程全てが理論

的、もしくは概念枠組みの影響を受けるのである。

その出発点とも言えるのが、研究問題である。

これは、メリアム６）によると、「問題」とは、教育

のような応用領域の場合、日々の実践との関わり

で意識される、疑問点（なぜ、どうして）、不明

� 養護教諭だから気づき、アプローチできる課題

� 養護教諭のものの見方、仕事（職務）の特性に

関わる課題

� 養護教諭の専門性からみて、取り組むべき課題

� 養護教諭に、社会が期待している課題

図３ 養護教諭が取り組むべき健康課題とは
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説明変数

（運動のセルフエ

フィカシー） �
目的変数

（運動行動：強度

と実施頻度）

図４ 説明変数と目的変数からなる概念枠組み

確な点（どうなっているのか）、困難さを感じる

点（どうすればよいのか）である。普通このよう

な問題に出会うと、その原因を知りたい、解決し

たいと考えるものである。そこで研究問題を感

じ、解決しようとするのが調査研究の第一歩とな

る。しかし、研究問題のままでは研究は実施でき

ない。

この疑問、困惑、困難を、一定の枠組みに限定

していく必要がある。調査によって表現しうる問

題へと翻訳あるいは変換せねばならない。そのよ

うな調査可能な形式で表現されたものが、研究疑

問あるいは仮説である。ここから、質的調査であ

れば、インタビューの質問事項が定まり、量的調

査では質問項目が決まってくる。

要するに、理論枠組み／概念枠組みは、調査す

べき特定の研究疑問や仮説を明らかにするため

に、ある学問的基盤に基づいた概念、専門用語、

鍵となる変数などを使って表現されたものであ

り、それによって研究の全ての方向性が決まって

くる。どのような問題でも、多様なアプローチや

調査内容を構想することができるが、なぜ特定の

研究疑問をとりあげ、特定の変数を調査するのか

を定める理論的方向性であり、学問的方向性なの

である。

最も単純なモデルは、量的研究における説明変

数と被説明変数（目的変数）からなるモデルであ

る。図４は、認知的な学習理論に依拠し、運動に

関するセルフエフィカシー（自己効力感）が運動

行動を規定する要因であるという仮説を表した枠

組みである。

７．研究の５W１H

「研究」というと難しく考えられがちだが、５

W１Hが明確であれば文章が論理的になるよう

に、研究にも５W１Hを当てはめて考えることが

で き る。す な わ ち、い つ（when）、ど こ で

（where）、誰が（who）、何を（what）、何のた

めに／なぜ（why）、どのようにして（how）を

明らかにすることで、研究計画の概要が定まって

くる。とくに、後半の３つを明確にするのが研究

実施の鍵となる。

「何を（what）」は、研究対象となるひと・も

の・現象や事象のことである。どのような人か、

どのようなものか、どのような現象・事象か、特

定し限定（定義）が可能でなければならない。「何

のために／なぜ（why）」には、研究の動機と研

究の意義の２つの要素がある。研究の動機では、

関心を持った動機や背景を自分自身、社会状況、

専門職にとっての意味などから考え、明確にする

ことである。研究の意義を考えるには、誰も知ら

ないことなのか、それが明らかになることで誰に

どんなメリットがあるのか、自分以外の誰がその

課題に関心を持っているのか、を問うてみること

である。「どのようにして（how）」は、研究方法

に関することである。どのようにすれば知りたい

ことが明らかになるのか、研究のデザインを考え

ることである。研究法に関しては、様々な研究法

に関する書籍が出版されているので、自分がとり

つきやすい書籍を選び読んでみることである。大

学や大学院で、長年研究指導に携わってきたが、

定型的な研究法を教えることはできても、「何を

（what）」研究対象として興味を持ち、「何のた

めに／なぜ（why）」にその研究を行いたいと考

えるのか、動機づけや意義・目的意識を引き出す

のは、とても難しく、時間を要する。したがっ

て、日頃からセンシティブに過ごし、疑問を感じ

る習慣や態度を養っておく必要がある。

そのため学生には、１）普段から健康や学校に

関する統計的数値にセンシティブになり、数値の

現実的意味を考えること、２）現実をセンシティ

ブに観察すること、３）目前の現象の見えない背

景（要因）を豊かに想像（空想）すること、４）

広く興味や疑問を持ち、情報収集すること、５）
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事例性と一般性を区別し、自分の体験を相対化し

て考えること、を勧めている。

８．研究論文の批判的読み方

研究論文を書く機会よりも、たいていは論文を

読む機会の方が多い。批判的に論文を読むこと

は、裏返せば論文を書くポイントが理解できてい

ることを意味している。そこで、ここでは研究論

文を批判的に読むためのポイントを挙げておく。

深く正確に読めるようになれば、研究計画の立案

や論文執筆は向上するはずである。なお、質的な

研究と量的な研究ではスタイルやポイントが異な

る７、８）ので、ここでは量的な研究を念頭に簡単に

チェックポイントを示した。

まず、「はじめに（研究の背景と目的、意義）」

については、目的は明確に記述されているか。そ

して、そのテーマに関して、理論的な問題設定や

仮説が書かれているか、を吟味する必要がある。

また、ここには、関連文献を読んだ成果が、テー

マに関する研究の歴史展開が問題設定に至る背景

として、記述されているはずである。一概には断

定できないが、古い文献が多い場合、テーマ選び

や問題設定に問題があることが疑われる。このセ

クションで使われたキーワードは、論文中で一貫

しているかも、注意して読むべき点である。言い

換えは、しばしば読み手の混乱を招く元となる。

次いで、「対象と方法」のセクションが書かれ

ている。そこでは、先の目的に適した対象者が選

ばれているか、仮説を明らかにできる研究デザイ

ンか、測定用具や分析方法が十分に書かれている

か、を注意深く読む必要がある。また、たとえば

比較した結果が示されているなら、ここで比較の

統計的方法や意図が書かれている必要がある。い

つどこで誰の何をどうやって調べたのか、その

データはどのように分析されたのか、読み手によ

く理解できるかがチェックポイントであろう。

「結果」は、問題設定、仮説の答えを端的に書

くセクションである。はじめにのセクションで書

かれた目的や仮説に見合った解答が示されている

かがチェックポイントである。解答が曖昧だとす

れば、問題設定や仮説が曖昧だからであろう。明

確な解答が示されているなら、それに見合った問

題設定や仮説が、「はじめに」のセクションで書

かれていなければならない。ここでは、結果の解

釈は控えるべきである。もし、「運動のセルフエ

フィカシーの強さは運動行動と関連するのか」が

問い（問題設定）ならば、どのような関連があっ

たのか、あるいはなかったのかが答えとなる。そ

の様な端的な解答が見つかるだろうか。

「考察」は、結果が他の研究と比較検討され評

価されているかがポイントである。予期しなかっ

た結果についても、説明されているだろうか。そ

の研究の問題点と限界が示されているか、今後の

研究課題等が明示されているか、に注意して読む

必要がある。もちろん、結果の解釈が妥当で、論

理的なものでなくてはならない。その説明をサ

ポートする文献が引用されているかもチェックポ

イントである。ここで示された問題点や限界、今

後の課題は、新たな研究のヒントになるだろう。

どんな研究にも限界があり、完璧を期すのは、

不可能に近い。その欠点が、許容できる範囲か、

結果にどのような影響を与えているか、書き手に

よって自覚されているか、を判断しながら、論文

の結論を鵜呑みにせずに読んでいただきたい。し

かし、細部にとらわれて、木を見て森を見ずとな

るのも戒めたい。「批判」が単なる非難や否定と

なっては、私も含め多くは探求心が萎縮して保守

化し、学問は進展しないだろうと思う。論文をき

ちんと読みこなすのは、案外難しいことなのであ

る。

９．論文を書く視点から

執筆者は、どこで何を書くのか知っておくべき

である。そこで上記を書くという視点からまとめ

直したのが図５である。書く際の注意事項は、

１）理解しやすい構造の文章であること、２）論

理の展開、流れが合理的であること、３）使用さ

れている用語の意味がはっきり定義されており、
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４）キーワードの混乱や揺らぎがないこと、５）

一つのセンテンスにたくさんの言いたいことを含

めないこと、６）知りたいこと、わかったことが

明確であること、７）深まりのある考察が加えら

れていること、８）繰り返し文章を推敲し、他者

にも読んでもらうこと、の８点である。日頃か

ら、断片的でよいのでメモを取り、文章化するた

めの素材を蓄積しておくと、論文を書く時の助け

になる。まず、構造化抄録を書いてみると良い。

ポイントが明確になるはずである。また、論文の

書き方のスタイルは、学術雑誌により異なるの

で、必ず確認し、要求された形式で書かなければ

ならない。

１０．おわりに

研究を一人で始めるのは大変勇気と労力を要

し、孤独である。本稿では触れていない研究デザ

インや統計など具体的なノウハウを身につける必

要がある。そのため、研究上の良きメンターのも

とで経験を積むのが早道であり、研究仲間がいれ

ば長続きすると思う。近い将来、養護学に基づく

研究が盛んとなり、養護教諭の実践をしっかりと

支える日が来るのを期待している。
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【タイトル】

論文のキーワードを使って、簡潔かつ適切に表現する。タイトルと本論文の整合性はとれているか。必要に

応じ副題をつける。

【はじめに（序論）】

先行研究の概観、研究する必要性、本研究の目的と意義、仮説や理論的な枠組みが書かれているか。鍵概念

の定義も行う。

【対象と方法】

誰を対象に、いつ、何を、どのように測定したのか。対象者、測定する概念や変数を定義する。統計等の分

析方法を、なぜその方法を使うのか、意図と合わせて記述する。読者が再現できるほど具体的に記載する。

【結果】

目的や問題意識、仮説にあった�解答�が書かれているか。はじめにのセクションとの整合性がとれている
か。研究目的と関連がないか弱い、雑多な情報があると、焦点がぼけ、混乱する。適切な統計処理を行い、図

表で示すとわかりやすい。統計的分析の結果の数値等を記述し、説明する。

【考察】

他の研究結果との比較からの解釈や意味づけ、予期しなかった結果の解釈、研究方法からくる研究の限界や

課題も書かれているか。目的や結果と関係のない主張、考えは含めない。文献を引用して、考察をサポートする。

図５ 論文の各セクションに書くべきこと
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