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2021 年 コロナ禍における 
看護学生へのアンケート調査
（1.347 件の回答） 

①ご自身のことについておこたえください 

1.看護師等学校・養成校（以下、看護学校とします）の所在地はどこですか （都道府県） 

全日本民主医療機関連合会
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各県ごとの学校名についてはP.89～100をご参照ください。

2-2.学校名を教えてください。（任意）
803件の回答
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P.33～37



＜10＞



＜11＞



＜12＞



＜13＞



＜14＞



＜15＞

P.38～41
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P.42～48



＜18＞

P.49～53
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P.54～63
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P.64～72
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P.73～80
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北海道 リモートが増えたことによる資料等の雑費の自己負担の分を学費などの減額で対応して欲しい

北海道 免除まではいかなくても返済額が減ると嬉しい。

北海道 入学手続き前に免除の有無を明記してほしかった

北海道 病院奨学金は一般的に考えて免除されるものだと思うので、自分が今受けている奨学金もそうしてほしい。

北海道 病院奨学金は一般的に考えて免除されるものだと思うので、自分が今受けている奨学金もそうしてほしい。

北海道 貸与奨学金が増えたり、返済額を一部免除できるようにしてほしい。

北海道 奨学金について、利子があることが返済への負担感に繋がっています。

北海道
学費によって進学を諦めている人が存在します。また、学費を払える財力を有している為、奨学金を受ける事が出来ないが学費を払
うと今後の生活が厳しくなるという子もいます。各々の家庭の事情に合った奨学制度があるといいなと思います。

青森 私大の学費が高すぎる。一コマ5000円、次70万は無理がある。その割に学生にお金を使っていない。

青森 学費が高い

青森 やはり学費は高く、経済的にも大きな影響を及ぼすので、奨学金制度は非常に助かっています

青森 去年から始まった給付の奨学金の制度に数万円で対象にならないことがキツイ。明確に線引きがされていないためわからない。

青森 返却免除制度が望ましいです

青森 学費や生活のために借金することが苦痛である

青森 学費が高いのに、学校の設備が良くない。エアコンはないし、自習に使える部屋も少ない。

青森 看護学部の学費は他の学部より高い。

岩手 学生が減り、授業料が値上がりした。

岩手 完全に無利子になってくれるとありがたい

岩手 利子を無くして欲しい

宮城 ひとり暮らしには高い

宮城 学費が高額で奨学金制度が無ければ経済的に厳しいです

宮城 社会人に対しての支援の充実があると、良いと思う

宮城 年齢関係なく奨学金を利用できたのはとても助かります

宮城 学校に必要なお金が高すぎる。奨学金返済にどれくらいかかるのか不安。

宮城
コロナ禍で病棟での実習が制限されているにも関わらず、実習費が例年通りであることに疑問を感じる。学費を支払ってくれている
家族に、どう説明すれば良いのか分からない。この状況では仕方がないが、オンラインでの実習の方が多かった。

宮城 けいざいてきにとてもたすかります。

宮城 利子を、減らして欲しいのと、免除される対象者を増やして欲しい

宮城
遠隔授業が主になった際、例年通りの学費でしたが、対面で行う授業よりも知識が身につかず、学費に見合った内容ではないと感じ
ています。

宮城
月12万円の最大貸与料金を借りていても学費が足りず、親に負担を掛けてしまっているため、自分のアルバイト代を足しにしていま
した。しかし、コロナ禍により足しにすることも出来ず申し訳ない気持ちでいっぱいです。難しいことではありますが、学費の減料
や1部免除があれば...と思っています。

宮城
年間の学費が多額であり、さらには借りている奨学金の費用も高いため返済や10月までの実習の交通費や宿泊代が出るため不安で
す。

宮城 とても助かっている

宮城 学費は他校と比べると安いため、経済的に助かっています。

宮城 返済に時間がかかると聞いて心配している

宮城 学費が高いと感じる。

宮城 夏休みといった長い間学校に行かない期間にも学費を払わなければならないことが不満

宮城 オンライン授業が増えるのなら学費を一部返済して欲しいです。

宮城 看護を学ぶとはいえ学費が高いと思う.それに見合った奨学金制度もまだまだ必要であると思う

宮城 学費が高額

山形 給付を受けたい

3.学費について思うことや奨学金制度への希望など自由にお書きください。
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3.学費について思うことや奨学金制度への希望など自由にお書きください。

山形 学費が高く支払いが大変。

山形 学費が高い

山形 奨学金制度に大変助けられています

福島 卒業後、病院で働くことで全額免除になることが有り難いと思います。

福島 卒業後、病院で働くことで全額免除になることが有り難いと思います。

福島 奨学金制度は本当に助かっている

栃木 借りる総額がかなり大きな金額になることや利子がつくこと、将来毎月返済して行けるだけの生活的余裕が持てるかが不安

栃木 返済義務に不安を感じている

群馬 教科書代が高いが使わない教科書もあるため不満を感じる

群馬 もっと額を増やして欲しい

群馬 学費が高く、多額な奨学金を借りている

群馬 看護学校は学費が高いと思う

群馬 学費が高い。

埼玉 学費が高くて支払えない

埼玉 国でも返済不要の奨学金制度が増えるといいなとおもいます。

埼玉 学費に1番お金がかかるなと思います

埼玉 国試に落ちたときの一括返済に不安を感じる

埼玉
看護大学の学費は、大変高いと感じております。学費が高すぎることで看護の道をあきらめてしまったり、中退してしまう学生がい
らっしゃいました。一人一人が望む将来を実現することができるために学費が少しでも減額されてほしいと思いました。

埼玉 どのように消費されているのか具体的に会計報告をして欲しい

千葉 学費を支払った上で生活していける程度の奨学金が充実してほしい。

千葉 全部返済免除にしてほしい

千葉 交通費が高い

千葉 全部返済免除にしてほしい

千葉 全部返済免除にしてほしい

千葉 学費が高い。学生支援機構は返済の義務があるため将来が不安である。

千葉 奨学金制度を作って下さりありがとうございます。

千葉 返済免除になる金額を増やしていただきたい

千葉 コロナの影響で購入する物品が増えて収入が少ないのに出費が増えて辛いことがある。

千葉 コロナ禍であっても学費の減額がないのはどうかと思う。

千葉 もしも国試に落ちた時の返済が不安で使えない。

千葉 学費も高く、多額の奨学金を借りないといけないため返済に不安がある。看護師が不足しているならもう少し改善して欲しい。

千葉 借りれなかったら学校に行けなかったのでとてもありがたい制度だと思った。

東京 医療の参考書が高い

東京 高すぎる。コロナ禍で苦しんでいる状況をくんで免除などを検討してほしい。

東京
奨学金で学費は何とかなるが、生活費まで賄うには十分とは言えない。実家暮らしの為なんとか回せている状況。
コロナの影響でアルバイトも簡単ではない。しかし、これ以上奨学金を借りるのは返済に不安がある。

東京 学費が安くなったらと思う

東京 学費等が安くなれば良いとおもう

東京 利用出来る額をもう少し増やして欲しい

東京 学費が高すぎる。

東京 返済のシミュレーションをしっかりやった上で、借りるのが良いと思う

神奈川 実習に行けなかった時期の実習費は返済して欲しかった

神奈川 コロナでバイトできないので、学費の捻出が苦しい
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3.学費について思うことや奨学金制度への希望など自由にお書きください。

神奈川 もっと欲しい

神奈川 国試に受かった半年くらい働きたくない

神奈川 私立大学の学費が高すぎる。学費で大学を自主退学せざるを得ない学生も見かける。

神奈川 学費が高い

石川 学費をもっと安くて欲しい。奨学金制度で返さなくてもいい制度が欲しい。

山梨 免除になればいいのにな

山梨 学費が高いです

山梨 もう少し金額や借りれる条件を増えて欲しい

山梨 もう少し金額や借りれる条件を増えて欲しい

山梨 月5万円だと嬉しいです

山梨 もう少し金額や借りれる条件を増えて欲しい

長野 奨学金のおかげで今不自由なく暮らせているし、勉強に集中できているので大変ありがたいと感じています。

長野 奨学金のおかげで学校に通えています。

長野 利子が高い

長野 給付奨学金枠の範囲を広げて

長野 満足してる

長野 通う大学ごとに免除額をかえてほしい

長野 奨学金自体が将来の枷になるような利子が減少するといいと思う

愛知 看護学部というのは同じなのに自分の通う学費が特に高いというのは疑問に思う。

京都 助かっています。

京都 アルバイトができない今とてもしんどい

京都 とても助かっています

京都 学費に対する負担が大きい

京都 もう少し欲しい

京都 奨学金制度を受けさせて頂けて本当に助かっています。

京都 助かってます

京都 返済猶予期間を半年ほしい。半年後からの返済にしてほしい。

京都 奨学金を生活費として利用しているため学費の支払い月は生活が苦しい

京都 しっかりと返済できるか不安です。

大阪 全額免除

大阪 利子が返す額が分からないから怖い

大阪 学費が一括払いなので、期間で分けるなどの処置があって欲しい

大阪 学費は、一括払いなので分割払いよりは少しきついところがある

大阪 成績などで免除ありなどにして欲しい。

兵庫 一人暮らしのために金額を増やして欲しい。

兵庫 学費が少し高い

兵庫 貸与ですが給付にしたら良かったと思っています

兵庫 コロナ禍では特に授業内容が薄くなっているのに対し、授業料は変わらないため不満に思っている。

兵庫 学費を分割で納入さることができるのはありがたいです。

兵庫 学費高い

奈良 学費は少し高いと感じる。
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3.学費について思うことや奨学金制度への希望など自由にお書きください。

奈良 振込の方がいい

奈良 手続きをもっと簡素化してほしい。記入パンフレットが厚くて読みにくい

奈良 学費が高いので奨学金だけでは足りない

奈良 病院で数年間働けば奨学金の変換が免除されるのは嬉しい。

和歌山 親に経済的負担をできるだけ掛けずに済むので良いと思う。

和歌山
コロナ禍で学校に週2回あるかないかぐらいしか学校に行けていないにも関わらず学費は変わらない。施設代もあまり施設を使わな
い人からすれば学費が高いので辛い。

鳥取 学費が高く、コロナで延期になったはずの海外研修のお金も返ってこずアルバイトもできない中でとても苦しいです。

鳥取 奨学金のお陰で経済的に助かっています

鳥取
学費が安い学校なのでいまの奨学金で学校にかかるお金や生活費をまかなえています。しかし県の奨学金の免除額がどの病院でも全
額になればありがたいと思います。

鳥取 私立大学のため仕方のないことと理解はしていますが、学費がとても高いと感じています。

鳥取 学費が高い

島根
学生の大半はアルバイトで、持続化給付金の恩恵も得られず収入が激減している中、学費は変わらないため、非常に苦しい。苦しす
ぎて、水商売を始める友人も少なくない。

岡山 学費が何に使われているのかわからない

岡山 とてもありがたいと思っています。

岡山 病床数の少ない所で3年働いたら学費を払わなくて良いという制度をまたやって欲しい。

岡山 学費がもう少し安いとありがたいです

岡山 給付型奨学金を受けられるようにして欲しい

岡山 通学手当が欲しいです

岡山 額を増やして欲しいです

岡山 奨学金を借りることで学費などの心配が減少した。

岡山 無償化してほしい

岡山 沢山の方々から支援をいただき、実習も勉学も充分に取り組めています。感謝の言葉しかありません。

広島 オンラインなのに学費が今までと同じなのが不満です。

広島
給付対象に引っかからない中途半端な経済状況で、親の収入がまあまああっても、親から支援されてない学生対象の対策も何かして
ほしい

広島 学費は公立なので負担は少ないが、交通費やオンライン授業による通信費がすごくかかるので学費内で反映させてほしい

徳島 公的奨学金は受けたい人が貰えないです。

愛媛 奨学金により学費が一部免除されている部分があるため助かっています。

愛媛 学費が高すぎる。

福岡 オンライン授業が増えることもあるので、学費をその分安くしてほしい

福岡 いいと思う

福岡 奨学金を全額免除してほしい。

福岡 給付が良い。

福岡 たかい

福岡 ありがたい

福岡 学費は高いから大事使う

福岡 看護学校の学費は高いと思います。

福岡 返済に不安はあるが、奨学金があるため、安心して学業に専念する事ができており有難いと感じている。

福岡 学費を安くしてもらいたい、利息をなくして欲しい

福岡 学費が高い
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3.学費について思うことや奨学金制度への希望など自由にお書きください。

福岡 増額をしたい、予定していたより足りない

福岡 学費が高く、不安です。

福岡 もっと、奨学金制度の制度を多くの人が受けれるシステムになればいいと思います。

福岡 学費が高い

福岡 高い

福岡 学費高い

福岡 学費が高い

福岡 高い。

福岡 学費が高い

福岡 安くしてほしい

福岡
家庭の事情等でお金が払えない、行きたい学校に行けないとかのきちんとした理由があるならお金の免除の制度がもっと増えたらい
いなと思う

福岡 いいと思います

福岡 返すのが不安

福岡 学費が高すぎることが不満です。

福岡 高い

福岡 学費が高すぎる

福岡 高い

福岡 奨学金の利子は免除してほしい

福岡
コロナ禍で対面授業や臨地実習に行けないので学費の減額や免除をしてほしい。また、奨学金の返済についても成績優良者は免除す
るなど基準を設けて支援してほしい。

福岡 学校に行けてない分の施設費等がどこに使われているのか明細がないため知りたい

福岡
アルバイトもしているが、土日、夏休みも含めて学校拘束が多すぎるのと、コロナによる時短営業のせいでこれ以上増やしようが無
い。奨学金も限界まで借りており、子供の学費のこともあるのでまとまった修学資金を用意する月と、税金を払う月が特に苦しい。
学費の支払いを卒業後にできる制度があればいいと思う。そのためなら税金の方は頑張れそうな気がする。

福岡 今は、まだ、よくわからない

佐賀 安い方がいい

佐賀 高校の時から奨学金制度について教えて欲しかった

佐賀 学費がもう少し安くなったら多くの人が学びやすい環境ができると思います。

長崎 専門学校はやはり学費が高い

熊本 コロナでアルバイトできない人への奨学金制度がほしい

熊本 学費が高いため奨学金だけじゃ足りない

熊本 説明をわかりやすくして欲しい

大分 勉強に集中出来て良い

大分 学費以外の学校での雑費がとても多いことに困惑することがあります。

宮崎 学費が高い

鹿児島 返済に20年かかるのは長いし、しっかり返せるものか心配で出来れば給付を受けたかった。

鹿児島 学費が高い

沖縄 学費免除とは言わず、もう少し減らしてほしい
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北海道 食費などの生活費

北海道 実習期間にバイトができないと生活は苦しいです。

北海道 我慢しないといけない

北海道 バイトに出れないのと家族からもらえる金額も少ないため、自分に使えるお金が少ない。

北海道
今はありませんが、私が通う大学は付属病院がなく田舎だったため実習のたび交通費が数万円かかっており、実習中はアルバイトも
できず奨学金で生活していたため負担を感じていました。それは同じく一人暮らしをしている学生も同じ思いでした。

青森 お金が無い

青森 色々なことを我慢しなくてはいけない

青森 学費は奨学金制度で何とかなっても、自分自身の生活費が賄えないため、アルバイトするしかない

青森 模試代と講座費の支払いタイミングが同じになるときつい

青森 家賃や学費でバイト代がなくなり、苦しいです

青森 節約のためあまり私用や趣味に金銭を使えないこと

宮城 毎月カツカツになる

宮城 学費が高額で奨学金を借りなければ払えるか不安

宮城 食費をけずっている

宮城 学費が払えるかは心配です

宮城 家計へ負担をかけられないので自分の学費は自分でどうにかしている

宮城 コロナ禍でシフトが削られ、保証金すら出ない。

宮城 今年国家試験受験者ですが、参考書や過去問題の教材を買うことに戸惑いを感じてしまいます。

宮城 アルバイトをしても学費を払うため、貯金ができずにお金を切り崩していること

宮城 学費

山形 お金が無いこと

福島 学費について

福島 学費について

福島 学校のバイト時間の制約や実習前、実習中はバイト禁止されているため、収入が見込めない

栃木
実習時大学の規則としてアルバイトが禁止であり、実習先に感染症を持ち込まないことを考えると仕方ないことではあるが、テキス
ト代や生活費が困窮してしまう。

群馬 収入が少なくなっているので、生活費を捻出するのが大変です。

群馬
実習が増え、遠方に実習に行った時の交通費(ガソリン代や電車代など)やホテルに宿泊した際の食費などが学費から補助されたりし
ないので、金額が高くなり困っている

群馬 金銭的なゆとりがない

埼玉 お金がなくて生活するのがやっと

埼玉 コロナ禍で実習前にバイトに入ることができないのが不安

埼玉 免許を取った後、貯金額が減りすぎて生きてけるか不安

千葉 実習前、実習中はバイトに入れないので収入が0になって厳しいです。

千葉 去年までは社会人だったため、車検や税金などの大きな支出が辛い

千葉 我慢するべきだけど自分で使える自由なお金が少ない

千葉 貯金を切り崩している

千葉 去年までは社会人だったため、車検や税金などの大きな支出が辛い

千葉 生活費が少ない

千葉 経済的に困っていないが、4年生で勉強に集中したいが生活費のためのアルバイトもやめられない。

千葉 貯金を切り崩している

千葉 一軒家なので固定資産なと数ヶ月に一回かかるお金が心配

千葉 数ヶ月に１回の固定資産や生活費が貯金から出すためアルバイトが辞められない

千葉 コロナにより収入がかなり減り生活に困っている

9.経済的に困っていることはありますか 
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9.経済的に困っていることはありますか 

千葉 実習時にはアルバイトが出来ず、更に病院や施設までの交通費もかかるため、生活費などに支障が出てしまうこと。

千葉 アルバイトができない

東京 実習時にバイトができないと収入が減ってしまう

東京 実習の交通費がかかること

東京 学費がたりない

東京 免許を取りたいけど高いため取りに行けない

東京 学費

神奈川 生活費

神奈川 実習が長く続く際の収入が減ること

神奈川 学費が高額なため家計がギリギリ

山梨 自分のしたいことができない

山梨 コロナ禍でもありバイトに出勤する事がほとんどなくなくなった。

山梨 奨学金を授業料に当ててるから貯金が出来ない

山梨 奨学金を授業料に当ててるから貯金が出来ない

山梨 実習に入ってしまうとバイトができなくなってしまう

山梨 奨学金を授業料に当ててるから貯金が出来ない

長野 ある

長野 バイトをしなければ貯金を削るしかない。実習時や国試前はバイトができなくなり、大変に思う

長野 母子家庭なので生活がギリギリです

長野 生活費が足りなくなることがあった

岐阜 学費

愛知 実習があるとアルバイトできず、親に迷惑をかけること。

愛知 学費

滋賀 実習にいく交通費がかつかつです

京都 実習時にアルバイトができないため、支出を切り詰めている

京都 実習時にアルバイトができないため、支出を切り詰めている

京都 少し困っている

京都 家にお金を入れられない

京都 実習期間が生活費に困る

京都 実習2週間前にアルバイトを禁止しなければいけないのが経済的に困る

京都 コロナ禍によって働ける日数が減ると家の収入が低い分経済的にはかなりきつい状態です

大阪 バイトが減っているため、貯金から使用し、貯金が減ってきている。

兵庫 自由に使えるお金がないこと

兵庫 たりない

奈良 余裕がない

和歌山 貯金ができない

島根 家庭の収入も減ったしコロナでバイトもほとんど出れない

岡山 アルバイトが減って収入がない

岡山 実習と勉強とアルバイトの両立が難しく経済困窮

岡山 母の仕事量

岡山 ある

岡山 生活の困窮

岡山 アルバイトの稼ぎがなくて困る。親からの援助がないので交通費など全てアルバイト代からだすので非常に苦しい

岡山 全て自分なので学費と生活費が苦しい
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9.経済的に困っていることはありますか 

岡山 大学からのアルバイト禁止の指示

岡山 学費

徳島 国試に向けてこれからあまり働けないので少し不安です。

徳島 収入が減って困ってる

香川 バイトが入らなくてお金がない

香川 バイトができていないので貯蓄が減ってきている

福岡 生活費がきつきつ

福岡 お金がない

福岡 ある

福岡 収入が減ったため少し困っている

福岡 かなりこまっている、生活費等

福岡 交通費が高い。

福岡 遊ぶお金がない

福岡 沢山ある

福岡 ある

福岡 収入が減ったため少し困っている

福岡 遊ぶお金がない

福岡 通帳を家族が持っていてバイト代が全く使えないこと

福岡 実習時にバイトができない

福岡 コロナでバイトをするなと言われるが月の支払いや生活必需品の購入などがあるのでそういう訳にもいかないことをわかって欲しい

福岡 家にお金入れると自分の使うお金がなくなる

福岡 学費や生活費でいっぱいいっぱい

福岡
生活が厳しくなってきた。生活費を減らして食費を削っている。学校が休校になっても授業料は減額されず通信費は自己負担でお金
がかかる

福岡 お金ない

福岡 収入が少ない

福岡 収入が少ない

福岡 短縮で深夜給がなくなったこと

福岡 実習前にアルバイトできない

福岡 学費と生活費

福岡 ある

福岡 学校が忙しくてバイトの時間が取れない

福岡 お金ない

福岡 ある

福岡 推しに貢げない

福岡 学費がたかいたかい

福岡 学費で遊ぶお金が飛ぶ

福岡 家を出て生活してるので生活費とかあり貯金が全くできていない

福岡 学費

福岡 お金がない

福岡 お金が無い

福岡 お金と時間が足りない

福岡 バイトの数が減った

福岡 お金が足りない ＜40＞



9.経済的に困っていることはありますか 

福岡 携帯代が払えない。友人からお金を借りることが増えた。

福岡 バイトが休業

福岡 コロナ禍によりシフトに入れなくなり生きていくのに精一杯で学費の支払いや生活費が足りていない

福岡 ちょっと足りない

福岡 お金が足りない

福岡 バイトに出勤出来る日が削られて、学費や生活面で困っている

福岡 コロナの影響で休業や時短によりバイト代が少なくなったことで生活費が足りていないため貯金を崩している状態が続いている

福岡 実習とコロナ禍によりバイトに入れずに収入がない

福岡 日々の生活費と半年ごとの学費、国民健康保険、税金などの支払い

佐賀 飲食店が時短で、バイトに入れても時間が短く稼げない

長崎
コロナ禍のためアルバイト先も制限がかかっており、病院以外でのバイトが禁止されているため仕事が選べず経済状況に影響を及ぼ
している

熊本 学校でバイトを禁止されている為自分の収入がない

大分 交通費、携帯代、クラス費

福岡 バイトがない

鹿児島 参考書や学校にお金がかかるのに親の収入が減少していて頼みにくい。でも自分でバイトも今出来ないため困っている。
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北海道 オンラインだと講義に集中出来ず、内容が頭に入らない。

北海道 課題提出がネットの状況によって困難なことがある

北海道
遠隔と対面授業が一日に両方ともある場合学校で遠隔授業を受けるのですが、周りがうるさすぎてまともに聞けませんし、発言もで
きません。

北海道 学校が遠すぎて通いづらい

北海道 オンラインだと集中できない、全員がしっかり先生の話を聞いているのか分からない

北海道 パソコンやネット環境の整備など、突然のオンライン化で授業を受講するのに時間がかかってしまった。

北海道 オンラインだと質問しづらい。

北海道 対面授業が少ない。GWができない

北海道
質問がしづらい、音声が小さく聞き取りにくい、通信状況が悪くなることがある、課題が適切に提出されているか不安がある、オン
ラインでの授業がわかりにくい、相談ができない

北海道 電波の調子が悪いと聞こえない事があり、学費を払っているにその講義を十分に受ける事ができない事に困っています。

北海道 講義室で対面式講義を行っているが、感染対策が甘い。

青森 コロナが増えてもオンラインをやらない。

青森 実技練習・実施の機会が大幅に減った

青森 オンラインはやりたくない

青森 オンラインで行う講義と対面で行う講義が混ざっていて、分かりにくいこと。

青森 学習環境、意欲、操作、対人関係の希薄化

岩手 つまらない

宮城 回線が悪くなって聞き逃す  視力が低下した

宮城 Wi-Fiの調子次第で授業が見れない

宮城
対面での授業が基本であるため、学校には行かなければいけないが感染者数が日々増えて不安。オンラインで出来るような授業や空
きコマでも学校にいなければならないのが意味が無い気がする。

宮城
分からないことを、その場で友人に聞くことができなかった。また、モチベーションが低下し、課題への意欲がなかなか上がらな
かった。

宮城
オンラインでは資料の配布がありませんが、授業内では資料を元に講義をします。その際手元に資料がないと授業をただ聞いている
だけになってしまう為、自宅で資料を印刷しますが資料が多く、コピー用紙やインクなどの消費が早く、収入は減ってもその点で支
出が多額になるので困っています

宮城 授業のないようが分かりにくい

宮城 直接の患者と関わることができない

宮城 周りの人との情報共有ができないこと

宮城 対面授業の方がわかりやすい。オンラインだと分からないことを聞いても返信が返ってこないことが多い

宮城 一方的授業であること

宮城
オンラインではなく、撮ってあるものを配信しているため、配信時間が夜だったり朝だったり不定期であったことや、授業がいくつ
も溜まっていくこと、そして課題の量が増えたこと。

宮城 接続が悪い、メリットを感じない授業内容、それに準じる課題

宮城 質問してもすぐに回答がもらえない

宮城 実習の回数の減少

宮城 生活リズムが狂う

宮城 一人で受けるためやる気がでない、身につかない、学費が免除にならない

宮城 視力が落ちた  回線が落ちる

山形 先生の声が聞づらい。分からない所を質問できない。

栃木 教員の対応が遅く、しかも質問に対する回答としてはズレていることばかりが返ってくるので理解を深めることが難しい。

栃木
実家に出戻り、学校に行くとなると県外に行くことになるが単位取得のためとはいえどオンライン講義とはならず県外に行くことに
不安を感じている

群馬 学校のWiFi環境が悪く、音声がききとれず、理解ができない内容が多くあった。

1-1　授業・講義（オンライン対応など）で、どんなことで困っていますか 具体的にお答えください
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1-1　授業・講義（オンライン対応など）で、どんなことで困っていますか 具体的にお答えください

埼玉 出席確認の有無が不明確、オンラインのため疑問の解消がしづらい

埼玉 Wi-Fiの設置が必要だったので、プラスでお金がかかった。

埼玉 画面がかたまってしまう

埼玉 自宅では教員とやり取りがしづらい

埼玉
対面授業ができないことや大学への桐光を控えるよう指示があることで、技術練習をする機会が大幅に減少したことで技術が身につ
いてないことです

埼玉 コロナ禍なのにずっと対面で行わなくてはならないこと。

埼玉 学びが浅い

千葉 演習はできていても、できられる内容が限られているため、看護師になるための技術を身につけられているのか不安。

千葉 オンラインの時に先生の声が聞にくいことがある

千葉 オンラインの時は頭に入りづらい

千葉 インターネットの不具合

千葉 電波の悪さ グループワークなどのしずらさ

千葉 インターネットの不具合

千葉 対面授業ではないため理解ができないときが不安

千葉 オンラインだともう一度聞きたくても聞けない時がある

千葉 オンラインの時は頭に入りづらい

千葉 WiFiの調子が悪く、上手く繋がらない

千葉 オンラインでの説明ではわからない箇所があること

千葉 自宅のWiFiが不安定で通信が途切れることがある

千葉 家だと授業に集中できない。先生と意思疎通が取れないので授業に支障がでる。

東京 Wi-Fiの接続が悪い時がある

東京 実習前は3週間前からバイトもできなくなるので実質収入のない状態が長期間続いてしまう。

東京 学生マンションのためネット環境が悪くなりやすい。

東京 資料が授業の日に届かない

東京 臨地実習に参加することができず、技術不足を感じている

東京 コロナの影響で学内実習が十分にできないことで、今後の外部実習への影響が不安。また、オンラインだと質問もしづらい。

東京 「専門学校は対面が普通」と押し通されて改善がされていない

東京 教員に直接会って質問できない

東京 課題が多いのと授業によって使用する媒体が違ったり対面が入ってきたりで分からなくなる。

東京 先生のZoom技術力

神奈川 資料の印刷代がかかる。

神奈川 自宅にWiFi環境が無いため、置いていかれることがある

神奈川 対面授業でコロナへの恐怖。またコロナに絶対かかってはいけないというプレッシャー。気を付けていてもなる時はなる。

神奈川 使用機器の購入や、電波状況が悪いこと。

神奈川 オンライン授業してくれない

神奈川
対面と比べ学習内容が頭に入れる方法を見つけるまでに時間がかかったことや、むやみやたらに課題が出されて対面以上に日々に余
裕がなくなった。

神奈川 技術面がコロナの影響で授業がカットされがち

神奈川 コロナ陽性者も出たため、オンラインにして欲しいが、なかなかしないため学校に行くまで不安しかない

神奈川
グループワークなどを行う際、感染対策としメンバーと距離を離さなければいけない。先も全員が同じ方向を向きながらでないとい
けないなど話し合いがスムーズに行かない事がある。

神奈川 不要かと思う登校が多い

神奈川 オンライン授業の導入を増やして欲しい
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神奈川 接続が悪くなることがある

神奈川 グループワークができない

神奈川 学内での演習が出来なかったものがあり、臨地実習が不安です。

神奈川 友人に会えないので今までみたいにいろいろな情報が入りにくく、自分で全部やらなくてはいけない。

神奈川 印刷代

新潟
自宅にコピー機学校ないのに、授業の資料を自宅で印刷しなければならないこと。教授や生徒がオンラインに不慣れで、資料の共有
や音声に支障が出る。

石川 分かりにくい。眠たくなる。

福井 孤独を感じること

福井 画面がフリーズしても対処ができない、音声がないことに先生が気づかない

福井 ネット（パソコン）環境があまり良くない、

山梨 オンラインだとまったく理解できない

山梨 集中できない

山梨 オンラインだとわからないところがあまり聞けない

長野 予定の変更が多く、直前に決まること。

長野 演習の回数が少なく、技術の習得ができないこと。

長野 対面授業のため、コロナ感染時には自分も回りにも感染が広がる恐れあり恐い

長野 zoomが繋がらない場合がある

長野 接続が悪い、質問がしにくい

長野 グループでの話し合い際に、共有が難しい場合がある。オンラインであると臨地での経験ができないため、不安が大きい

岐阜 学費

愛知 コロナの影響で実習に行くことができなかったため、看護師になった時に差ができてしまわないか心配。

三重 1回の授業時間が短くなっていると共に演習が行えず技術が身につかない

京都 レジュメが解りづらい、ネット環境整備費用が高かった。

京都 わかりにくい

京都 オンラインだと自分の学力が付いてる自信が無い

京都 電波が繋がらない

京都 オンラインで目が疲れる

京都 分からないことがあってもすぐに質問できない

京都 学習が身についているのか不安

京都 回線が切れたり、分かりにくかったりする

京都 オンラインだと集中できない教科があります。

京都 オンラインの方が資料が見やすくわかりやすい授業もあれば、オンラインだと質問がしにくい授業があります

京都 回線の状況によって授業が止まったり、すぐに質問できなかったりと支障があった。

京都 通信障害などが起き、受けにくい

京都 回線が切れたり、分かりにくかったりする

大阪 リモートの時、先生の声が聞き取りづらい。

大阪 オンラインになっていた授業のテストが怖かった

大阪 対面に比べて質の低下

大阪 印刷する量が多く、インクや紙の消費量が多いこと

大阪 演習ができず、技術に不安があるまま実習がはじまってしまう

兵庫 ズームを使っての場合、拘束感が普通の授業より強く感じる。

兵庫 学校が頑なにオンライン授業を取り入れない

兵庫 毎日の通学による感染のリスク
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1-1　授業・講義（オンライン対応など）で、どんなことで困っていますか 具体的にお答えください

兵庫 課題が多すぎて自己学習の時間が確保できない

兵庫 臨地実習に行けていない

奈良 わかりにくい

奈良 発言の機会が少ないので話すことが苦手になった。

和歌山
説明が分からない時に聞くことが出来ない。先生からメールで連絡してくださいとおっしゃってくださる方もいますが、メールを皆
さん知らないので結局友達と一緒に悩むことがある。先生によって声が聞き取りにくい場合がある。

和歌山 友達と会う機会がない、目や腰が痛い

鳥取 人に会えなくて、聞きたいことが聞けない

鳥取 コロナウイルスの影響で実習が学内になった。あとは、内容が難しく理解するまで時間がかかる。

島根 聞こえにくい

島根 全員がWi-Fi環境や、性能の良いパソコンを持ち合わせているわけではないため、進度に差が出てくる。

岡山 実習

岡山 先生の対応が悪い

岡山 現在授業を対面式で実施しているが、実施できるならオンライン授業に切り替えて欲しい

岡山 オンライン授業は仕方がないことですが一方的なものになりがちなため、【分からない】が増えてる気がする。

岡山 オンラインに、対応してない

岡山 オンライン授業はわかりにくい

岡山 座席からホワイトボードの距離が遠くて板書に苦労します

岡山
オンライン授業の時,電波がわるくなったりして途切れ途切れになって困る時がある。また,講師の先生もマスク着用のため聞き取り
づらいこともある。

岡山 理解不足の際、学生からの雰囲気を読み取れず授業だけがどんどん進んでいく感じ。後で絶対に困ることになりそう。

岡山 板書がしにくい

岡山 オンライン授業をしない

岡山 ついていけない。

岡山 密集を避けるはずなのに、なぜ教室でみんなで授業してるのか謎です。

岡山 密集を避けるはずなのに、なぜ教室でみんなで授業してるのか謎です。

岡山 分かりづらい

岡山 実習が近いのに練習がしにくい

岡山 GB

広島
ほとんどの実習がオンラインになったこと。また、実習がオンラインか臨地か直前までわからないこと、実習中でもスケジュールが
コロコロ変わること。オンラインに伴って課題が多いこと。など

広島 資料を各自で印刷することで、コピー代にお金がかかる。

広島 通信費が高い

徳島 本当に身についているかどうか

徳島 質問がしにくい傾向にあります。

徳島 通信の不具合

徳島 わかりにくい、授業の質が低い

徳島 対面講義の状況が密である

香川 スライドがみえにくかったり、声が聞こえなかったりする

香川 途中で動画が止まったり声が聞こえなくなったりする

香川 実技ができない。

愛媛 回線の善し悪しで授業がスムーズに進まない。内容が頭に入らない。

愛媛 WiFiの不調時に授業を受けられない、通信のGBが足りない

福岡 オンラインの時は大変だった 
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1-1　授業・講義（オンライン対応など）で、どんなことで困っていますか 具体的にお答えください

福岡 実家の為、場所の確保が困難な時もある

福岡 わからない

福岡 ネット環境が悪くて分かりずらい

福岡 聞こえない時がある

福岡 学校が既に密

福岡 ワクチン後副作用で休んだら欠席

福岡 実技の面ができない

福岡 聞き取りづらい

福岡 オンラインにならない

福岡 授業がわかりにくい

福岡 電波

福岡 通信が悪い

福岡 学校が既に密

福岡 通信が悪い

福岡 オンラインにならない

福岡 通信が悪い

福岡 オンラインだと分からないとこが聞きにく

福岡
インターネットを用いてグループワークを行うが、教員の目が届かないことを理由に不真面目に講義を受けている人がいる。そのよ
うな人でもほかのメンバーと同様のグループ配点が入ることに対して不平等に感じる。

福岡 回線が悪くよくとまる

福岡 ぎりぎりまで予定がわからない

福岡 オンライン時、学校との連絡が取りづらい

福岡 オンラインでは質問がしにくい

福岡 携帯が熱をもって、熱くなる

福岡 フェイスシールドをしたり、しなかったり、グループワークで密と言われるときもあれば言われないときもある

福岡 音声の途切れ

福岡 聞き取れない、フリーズ、通信費の負担

福岡 聞こえづらい見えづらいがあっても改善されない場合あり

福岡
機会が苦手でズームの操作がわからず声が聞こえないときや発言したいときチャットのやり方がわからないまた自宅実習でメールア
ドレスにて記録の提出をするときちゃんと送れているのかかなり不安であり電話ごしなどでやり方をきいてもどこのボタンを押すの
かなどわからないためオンライン授業はそのことが気がかりである

福岡 身につかない

福岡 音声に不備がある時がある

福岡 臨床現場に行けない事での不安

福岡 眼の疲労

福岡 いちいちパソコンの立ち上げがいるとか、トラブル時の対応とか

福岡 電波障害

福岡 分からないことが気軽に教員に聞けない

福岡 すぐに友人や教員に相談することが出来ない

福岡 質問しにくい

福岡 質問しにくい

福岡 Wi-Fiが不安定なことがある。対面での講義と違い、質問などがしにくい。

福岡 iPadなどの操作が苦手なので写真共有などの際は戸惑う。オンラインは声が聞き取りづらい時がある。

福岡 質問しにくい

福岡 電波 ＜46＞



1-1　授業・講義（オンライン対応など）で、どんなことで困っていますか 具体的にお答えください

福岡 リモートの繋がりにくさ

福岡 すぐに質問できない、周りの友達に確認や教えあいができない、時差がある

福岡 実習をオンラインで行っているので、メンバー間や先生との調整が難しいことと、患者様との関わりも難しいです。

福岡 集中力が続かない

福岡 自宅だと集中できない

福岡 家だと集中できない

福岡 学内での実習になっている

福岡 回線が繋がらないことがある。質問しにくい

福岡 実習がスムーズに進まない。

福岡 聞こえにくいまま授業が進み内容がわかりにくかったところがあった

福岡 ネット環境が悪い時に、学校側とのやりとりが困難

福岡 家であることで集中できない

福岡 対面で行えないため、電波の不具合などで授業がスムーズに進めません。

福岡 気が乗らない

福岡 聞き取りにくい

福岡 急にオンラインに変更になる事があるため、資料が手元にない

福岡 説明についていけない、授業が分かりづらい

福岡 家のWiFiが弱くて繋がらない時がある

福岡 難しすぎて理解が追いつかない

福岡 対面授業と比べて分かりにくい

福岡 授業が早くてついていけない

福岡 休校にして欲しい

福岡 ネットワーク問題

福岡 ネットワーク問題

福岡 リモートはわかりにくい

福岡 みんなについていけるか不安

福岡 聞こえない

福岡 おいつけない

福岡 WiFi環境

福岡 Wi-Fiが弱い

福岡 連携が取れず、授業の進みが早かったり、理解しにくかったりする

福岡 学習に身が入らない

福岡 学習に身が入らない

福岡 通信が悪いと声が聞こえなかったり途切れたりする

福岡 対面より理解しにくい

福岡 実習や学年ですすめる行事ごとがやりづらい

福岡 パソコンの長時間の使用で目が疲れてしまう

福岡 実際に行う実習よりもやりにくい。

福岡 対面でないため聞きたい時に質問ができないことや、接続の不具合がある

福岡 オンラインだと分からないところをすぐに聞けない

福岡 講義中とか昼休みの密がこわい

福岡 回線が落ちる、途切れる、携帯でしているので、画面が小さい

福岡 実習に行けなくなった。

福岡 オンラインだと聞き取りづらい
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福岡 コロナ怖いのに実習行かなければならない

福岡 オンライン授業を実施しない為、感染が不安

福岡 通信費が馬鹿にならない。補助して欲しい。

福岡 臨地での想像がつかない、学校に登校していない期間の学費はどう使われているのか気になる

福岡 集中できない

福岡 聞きたいことが気軽に聞けない

福岡 反応が分からないこと

福岡 発言がしずらい、聞こえにくい時がある

福岡 オンラインだと分かりにくい

福岡 成績がわるくなった

福岡 学内での講義は感染リスクが高い環境であるため困っている

福岡 ネット接続が不安定なことがあって、受けにくい。

福岡 聞きたいことをすぐに聞けないこと

福岡 集中できない

福岡
一般企業が行っているような感染症対策は一切行っておらず、学内で感染者が出ても学生には一切知らされない(H.P上で学外向けに
のみ発表)。フェイスシールドも学生だけ着用が基本、教員室も常に密で1国民として怒りを覚える。一般的なコロナ対策と定期的な
PCR検査はバイト先で

福岡 対面と違い、授業のスピードなどついていけないことがある。

福岡 電波の問題でききとれないときがある

福岡 オンラインの設備ができてない

福岡 使いなれない

福岡 資料の印刷代がかかること

福岡 集中しずらい

福岡 オンラインにして欲しいのにずっと対面である

福岡 たまにネットの接続が悪くなり、授業の内容を聞かない時があること。

福岡 コロナが流行っているのにも関わらず通常通りの授業を行っているため怖い

福岡 オンラインではないので、感染しないか不安です

福岡 通信環境が悪く上手くオンラインに対応出来ない

長崎 電波が悪いとやりとりが困難。

熊本 授業の内容についていけない

熊本 オンラインを全くしてくれない。公共交通機関で学校に通ってるため感染が怖いです。

熊本 テスト期間のズレ

熊本 学校に行きたい。演習ができない

大分 学校が対面

宮崎 授業が受けにくい、話し合いができず疑問が残ったまま講義が終わる、ネット環境の問題

鹿児島 コロナが流行って実習がなくなっているのに、オンライン授業が普及しておらず登校しなければならないこと

沖縄 自宅で勉強したくない。勉強場所が自宅以外ない。WiFi環境が悪い
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北海道 例年の形態とは違った方法で演習を行ったり、マスクやアイシールドなどの着用があることでやりにくさを感じる。

北海道 感染対策を徹底してくださいと言われるのに、実習先への移動は絶対に混んでいる公共交通機関であること。

北海道 対面講義が出来なくなったことで演習が出来なくなってしまった。

北海道 臨地実習に行けない

北海道 情報の整理や勉強のまとめが難しい

青森 今まで通り実習や演習ができていない。

青森 実習期間が短縮されて手技等に不安があること。

青森 実習の中止

岩手 学生や関係者に陽性者が出るたびに休校になり、不安。

宮城 アルバイトが禁止されている

宮城 実習に行けるか不安

宮城
病院実習が減って隣地での経験が不足している。コロナ禍で実習を受け入れてくれる病院が遠方の方が多いため通うのがより大変に
なった。

宮城 コロナ感染しそうで通学時の人混みが怖いです。

宮城 一人暮らしで家族や友人に会えず、孤独を感じる。

宮城 臨地実習に行けずに卒業するのが不安

宮城
アルバイトができないことです。入学当初は低学年のうちに稼いで、実習中の資金を貯める予定でしたが、コロナの影響でバイトが
出来なくなり、そのまま実習のためにバイトを辞めてしまったので、金銭面では不安しかありません。実習中は交通費などでお金が
かかるのに貯金が出来なかったので、この先どうしようかと不安ですし、困っています。

宮城 実習が十分に行えないこと

宮城
この状況下でありながら、対面実習が行われている。感謝して取り組むべきことは承知しているが、患者さんや病院関係者の皆様に
うつしてしまったり、逆にうつされたりすることが怖い。

宮城 実習に行くことができない

宮城 実習先が減っている

宮城 コロナ感染しそうで通学時の人混みが怖いです。

宮城 病院での実習経験がなく将来への不安がある

宮城 実習がまともに行けない、グループ差がある

宮城 アルバイトと学業の両立

宮城 人間関係

宮城 病院実習に一度もいけていない、演習もあまりできていない

秋田 何をしているか分からないので友人と会うのが怖い

山形 現場の空気を知ることができない

山形 生活費が足りなくなっており、奨学金貸付を考えている

山形 コロナの影響で時間割が変わる点

栃木 実習でいまだに病院に行くことができておらず、3年生に上がってからの領域別実習が不安である。

栃木 実習に行けないこと

群馬 コロナ対策がされてない、緊急などの連絡に関わらずいつも連絡が遅い

群馬 友達との交流が少ない。学校の知らせが遅い。

埼玉
実習のための交通費や下宿代が馬鹿にならないくらいかかる。アルバイトもできない状況で、ここまでの金額がかかるとは思わず本
当に困った。せめて事前に知らせてほしかった。

埼玉 コロナの影響で実習に行けるかわからないこと。また、コロナにかかってしまった時に単位が取れなくなるのではないかと不安です

埼玉 友達と直接会って遊ぶことができなくなった

埼玉 実習ができないため、働いてからが不安

埼玉 教学課の対応が分かりにくい（連絡が遅いなど）

千葉 看護師になるための技術を身につけられているのか不安

2.授業・講義（オンライン対応など）以外で困っていることはありますか 
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2.授業・講義（オンライン対応など）以外で困っていることはありますか 

千葉 実習ができていない

千葉
今まではプリント類が配布されていたが、オンラインになってから自宅でコピーするためにコピー機を買ったり、コンビニに印刷し
に行っていたためお金がかかった。電気、エアコンなどの光熱費が上がった。

千葉 対面の方が学力が上がると思っているので、リモートだと不安しかないです。国試大丈夫かなと思ってしまう。

千葉 レポート作成が進まない。基本的にzoomでの会話を通して作成するので、やりずらい。

千葉 大学が遠いため実習時などの電車通学時に感染してしまわないか不安

千葉 実際に病院や施設に行って実習できない領域もあり、対患者への看護技術が習得できていない。また、実践に不安がある。

千葉 仕方ないことだとは思いますが、実習がなくなってしまったのがとても残念で悲しかったです。

東京 実家に帰省することがなかなかできない。

東京 1番困っていることとしてアルバイトができないことです。

東京 他の学生の行動

東京 自宅以外での勉強場所が確保できない。学校の図書室の開放時間も短い。

東京 通学において、人混みの中をリスクを負ってまで通わないと行けない

東京 ストレス発散ができない

東京 国試に受かるか、実習を乗り越えられるか

神奈川 登校可能時間が限られているため、自由に学校を使えない。

神奈川 オンライン授業が少ないため、ほぼ電車での通学が必要

神奈川 コロナ感染の不安。どこにいてもかかる可能性がある

神奈川 バイトできない

神奈川 学校のオンライン対応が不十分なので、臨機応変に授業対応出来ない可能性があること

神奈川 勉強の仕方が分からない

神奈川 学校側の実習の対応が遅い

神奈川 友達と頻繁に会えなくなってしまった事

神奈川 一度も実習に行けていないこと

神奈川 アルバイト禁止 再試代が5000と高い

神奈川 学校の友人に会えないから以前より関係が薄くなった気がする。

新潟 病院実習の中止がある。

富山 実習に行けていない

石川 実習に行けなくて困っている。

福井 国家試験

福井 実習前などの制限がきつい、去年ほとんど技術練習や技術テストなどもなかったため技術が1年生よりも劣ってしまっている。

長野 人間関係

長野 マスクが息苦しい

長野 通学中の感染リスクについて(近くの高校でクラスターが発生しており、同じ電車等を使うため)

長野 学内実習になったこと

長野 実習の日程や内容が直前までわからないこと

長野 演習が十分にできない

長野 経済的

長野 会議やサークル活動を行う中で対面で集まれない

岐阜 授業料

京都 実習があるためアルバイトができず、生活が厳しい

京都 マスク ゴーグルがしんどい

京都 通勤

京都 コロナ禍のためプライベートに制約がありリフレッシュできない。
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2.授業・講義（オンライン対応など）以外で困っていることはありますか 

京都 対面授業や行事が少なく、クラスメートと信頼関係を築きにくい

京都 対面授業や行事が少なく、クラスメートと信頼関係を築きにくい

京都 経済面（アルバイトができない）

京都 参加型ではなく見学が多いこと

京都 PDFで資料が送られてきても家にコピー機がないので印刷に困る

京都 コロナの影響により、実習が見学のみであること。

京都 臨地実習に行けないため不安になる

大阪 家にいる時間が長い分、生活費の増加。電波がたまに悪い。

大阪 リフレッシュすることが少なくなっていること

兵庫
グループ内でコロナ症状(家族含む)があった場合、学内実習になったり、行けても制限がきつく、個人の実力以外の部分での学びの
差が激しい。領域に沿った患者が持てず、学びに不安がある。

兵庫 学校の予定が出るのが遅すぎる

奈良 授業で使うプリントを前日に渡して欲しい。(予習の為)

奈良 実習が不安

和歌山
事務の対応が遅かったりする時があり、学生が心配してしまう。また、メールで連絡してくれたりしたが、書いてる内容と学校へ
行ったときの内容とが違ったりしている場合がある。

和歌山 オンラインがほとんどなのに授業料が減額にならない

鳥取 対面授業のほうがわかりやすい

島根 アルバイトの禁止や、家以外での食事の禁止、サークルなどの禁止など、制約が多すぎる。

岡山 わかりづらい

岡山 臨地実習へ行けるのかどうかが直前まで明確ではないため、宿泊先や子どもを預ける期間などが決定できずに困る。

岡山 大学からのアルバイト禁止の指示

岡山 感染者がでたら授業が止まる

山口 実習

香川 実習先にいけないこと

香川 就職や実習のこと

香川 実習に行くことができなくなったり、期間が短くなったりと経験不足が不安。

香川 コロナ対策

福岡 人間関係

福岡 オンラインにして欲しい

福岡 大教室でみんなで行う時が聞にくい

福岡 授業がわかりにくい

福岡 授業の進むスピード

福岡 オンラインで参加しても欠席になる

福岡 実習の中にできることと出来ないことがある

福岡 スクリーンが見えにくい

福岡 通信が悪い

福岡 通信が悪い

福岡 通信が悪い

福岡 学校でコロナ陽性者が出ているにもかかわらず詳しくことは教えてもらえない。感染が増えそうな活動が多く不安

福岡 行動の変更の知らせがぎりぎり

福岡 実習

福岡 実習実習に行けなくて就職したあとが不安

福岡
実習室を使用しての実技練習ができないと指示を受けたが、校内実習は今後どのような形になるのか分からないため、不安です。そ
して、臨地実習で実際の現場での実習ができない可能性もあるので、これからが不安です。＜51＞



2.授業・講義（オンライン対応など）以外で困っていることはありますか 

福岡
午前中zoom,午後から学校の時に、授業に間に合わないので、学校から近い人は、zoomでよいが、遠い人は、学校に行かなくては
いけない。

福岡
臨地に行けないのは困る。また、学内で実習したりオンラインでのやりとりが増えたのに、他学年を含む課外活動(教育研修、校内
で宝探しなど)は行うなど学校の感染対策の基準が曖昧

福岡 学内での学びに規制が多い。

福岡 演習でのベットの使用数

福岡 臨地での学びがない

福岡 臨地実習に行けないことが心配、就職できるか心配

福岡 ズームやどのメールに送るかなどちゃんと送れているのか心配です

福岡 図書館が開いてなくて勉強がはかどらない

福岡 資料の不足

福岡 県外から通学のため地元に戻ってきた時に周りの人に気を使ってしまう

福岡 いきなりのスケジュール変更、ギリギリにしか分からない

福岡 集まるとクラスターが起きそうで怖い

福岡 実習に行けないのか行けるのか直前までわからない

福岡 予定がたてずらい

福岡 ディスカッションできない

福岡 ディスカッションできない

福岡 学校へ行けないことがあり、図書室の利用、教員への相談がしにくい。

福岡 実習

福岡 実習すらリモートになる、学びが浅くなる

福岡 校外実習に行けない

福岡 教室を分けなければいけない

福岡 課題が終わらない

福岡 人数、行動制限が不便

福岡 難しすぎて理解が追いつかない

福岡 授業が楽しくない

福岡 マスクが辛い

福岡 実習

福岡 自転車でマスクはきつい

福岡 ついていけない

宮城 実習に制限がかかっていること。

福岡 学校に来てリモートをした事

福岡 感染が心配である

福岡
行動を制限されストレスが溜まる、看護師なりたての人は看護学生よりも行動の制限が緩い、臨床に出ている新人看護師より看護学
生の方が自粛してるのが理解できない

福岡
コロナに掛かったら全体が実習停止になるが、通学の際、大勢の方と触れ合うため。コロナ対策をしていても意味が無いと思う時が
ある。

福岡 学校から実費で授業プリントをコピーしろと言われた

福岡 感染予防で息苦しい

福岡 彼女ができません

福岡 バイトができないこと

福岡 行動に制限がかかること

福岡 実習が臨地で行われている為感染が不安

福岡 アルバイトができません。金銭的に困っています。
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2.授業・講義（オンライン対応など）以外で困っていることはありますか 

福岡 実習に行けないため働いた時にちゃんとやって行けるのか不安

福岡 学費の使い道がどうなっているのかきになる

福岡 臨床に行ったり行かなかったり、収入になる訳でもないのに感染に対して過剰に責任を求められる

福岡 患者さんと関わることができない

福岡 アルバイトができずお金がない

福岡 実習が臨地でできないこと

福岡 実習に行けない

福岡
1年生から3年生まで実習室使用がバッティングする上、密にならないように使わなければならず、一人当たりの練習時間が10分も
ないことすらある。更衣室や階段の利用も時間をずらさなければならないため、10分の練習のための拘束時間が1時間半くらいにな
る。

佐賀 実習に行けていない

福岡 実習に行けない

福岡 フェイスシールドでとてもあつい

福岡 ネットワーク

福岡 コロナ対策でオンライン授業にならないこと

長崎 気軽に話せない

長崎 経済面

熊本 行動範囲が限られる。

熊本 1.2ヶ月オンラインで授業してた時くらい設備費など考えて欲しかった。

熊本 仕事と学業の両立が厳しく、体調を壊すことが増えた。

大分 実習に行けていません

鹿児島 病院での実習が思うように出来なかったり、発熱者が出ると実習停止になったりして臨地実習が思うように出来ないこと。

鹿児島 コロナワクチンをうっていなければ、臨地実習に行けない人が出ていること。臨地実習がなくなり学内の記録実習になっている

沖縄 バイトができない

沖縄 学校へ行き、病院などへも実習へ行くのは、今の状況で少しだけ不安がある。
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北海道 リモートが増えたことによる看護技術の練習不足や患者さんと対面できず紙上事例で行うことが増え、経験値が低いこと

北海道 臨床に行けない

北海道 人と感染対策はしているが、人との距離の近さが気になって集中して取り組めない

北海道 コロナで演習が出来ていないので技術不足。

北海道 病棟での実習がなくなり、このまま卒業して就職するのが不安。

北海道 コロナの影響で実習場所がギリギリまで決まらないこと。

北海道 極端に臨地実習経験がなく、このままで大丈夫か不安

北海道 臨床経験が少ないため、看護師になってから技術や学習の面で不安があります

北海道 臨地実習へ行き、患者さんと直接関わることができない。

青森 しっかりと授業を受けれていない状態で実習に行くこと

青森 ペーパーペイシェントが多い

青森 コロナウイルス感染症の影響で実習期間が短縮され、予定通りの実習ができなかったこと。

青森 感染対策や、対人技術減少、体験や機会減少

青森 臨地実習に行けるか不安

青森 夏に病院実習が予定されていたが、大学で陽性者がでたため、冬に延期になったりなどした

岩手 1年生のときの実習がコロナの影響で学内実習となり、2年生で初めて臨地での実習を行うので、経験的な面で不安が大きい。

岩手 交通費

宮城 病院での実習ができなかった領域があり、不安に感じている

宮城 昨年ほとんど臨地実習が出来なかったため、今年度の実習が不安（看護師の方に去年何を学んだの と思われそう ）

宮城 臨地実習を行うことができない(学内実習のみ)

宮城 実習に行くことで患者さんにどんなリスクがあるか不安です

宮城 病院へ行けていない

宮城 看護師さんに相談しにくい、話しかけにくい

宮城 患者さんとのコミュニケーションの機会が減った。実習期間が短くなったため、記録が余計大変になった。

宮城 実習に行く時の交通費が実費はいたいです。

宮城 睡眠がとれない

宮城 コロナの影響で実習施設にいけなかったり、実習の予定をずらされていて困っています。

宮城
オンライン実習で、患者さんとのコミュニケーションが取れないこと。看護師とのコミュニケーションもないため、臨床に出た際に
先輩看護師とやっていけるか不安。

宮城 幅広い科の見学ができておらず、自分に合っている診療科が分からない

宮城 実習期間が短くなったり、直接的な援助ができなくなったりしている。

宮城

2年生で行く予定だった基礎の病院実習に行けておらず、3年生での領域別実習も学内実習に切り替わり、就職前に臨床の場を経験す
ることが出来ないことに不安を感じています。学内実習では実際の患者さんと関わることはなく、指導者さんとの関係を築くという
コミュニケーション面での成長も出来ないのではないかと思っています。病院実習に行けないことが本当に悔しいですし、この先困
るのではないかと不安に思います。

宮城 コロナ禍より臨地での実習が出来ず、看護技術や知識になっているか不安です。

宮城 実習を行えない

宮城 病院で行えていない状態であるため、実践的なことを経験できない

宮城 実際に患者と関わることができない

宮城 臨時でなければ、学ばないことが多くあるのに、なかなか臨時に行けないこと

宮城
実習先が実家から遠方にあるため、実家から通うのが困難となり、宿泊や交通費などで費用が多額にかかるため生活や学校生活に影
響が出ないか心配です。

宮城 例年通りの日程で行われない

宮城 対面実習実施での、コロナ感染やコロナをうつしてしまうのではないかという恐怖。

宮城 実習時間が限られている

3-1　実習で、どんなことに困っていますか 具体的にお答えください
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3-1　実習で、どんなことに困っていますか 具体的にお答えください

宮城 実習を受け入れてくれるか心配している

宮城 臨床に出て実習を行えている人とそうでない人の学びの差に不安がある

宮城 地下鉄やバスなど混雑の見られる公共交通機関を使用しなければならないこと。

宮城 コロナの影響で実習施設にいけなかったり、実習の予定をずらされていて困っています。

宮城
急性期の実習が学内に切り替わってしまったため、今後病院で働く際に実習で学んだことが活用できるかどうか。また、学内のため
病院実習と違うため、実習内容のイメージがつきにくいこと。

宮城 一年生時の実習に行くことができなかったため、二年生での成人看護実習が不安なこと

宮城
コロナウイルスの流行のため、短大なのに病院実習に1回も行けていないです。2年生の実習も病院になるのか学内になるのか分から
なくて困っています。病院に行けないままだと就職活動にも影響が出ると考えています。

宮城 病院に行けない

宮城 学内実習が多いため、入職後が心配

宮城 グループによって、病院で実習できる人とそうでない人がいる

宮城 病院実習が行えないこと

宮城 臨地での経験がない

宮城 病院実習の減少 コロナへの感染リスクの心配

宮城 臨地実習が行えていない

宮城 学内でしか行ったことがなく、病院へいったときになにもできないと不安

宮城 様々な制限があるので、経験できることが少ないまま臨床に出ること

秋田 ご家族の方にお会いできない、受け持ちの同意が得られない

秋田 コロナ陽性者が出たら2週間中断になってしまうところです

山形 患者と触れ合えない実習ばかりで技術が身につかない

山形 患者さんとコミュニケーションをとりにくいところ、看護技術を実践できないところ

山形 看護技術が実践できない、コミュニケーションがとれない

山形 実習中止になったことがあった

福島
対象と話すことは出来るが、退院に向けての家族の考えを実際に会って話すことが出来ず、オンラインや看護師さん・カルテからの
情報しかない。

福島 家に帰れない

茨城 コロナの影響で臨地実習が中止となった

茨城 患者との関わりが少ない

栃木 いまだに病院に行くことができておらず、3年生に上がってからの領域別実習が不安である。

栃木 行けないこと

群馬 実技に関する能力の不足

群馬 支援ができない

群馬 病院での実習が出来るかどうかの不安

群馬 コロナウイルスによって実習が無くなっている。

群馬 患者という存在に触れ合えないこと

埼玉 交通費

埼玉 お金

埼玉 100％受け入れてもらえるのか不安です

埼玉 感染するリスクがあるため怖い

埼玉 コロナ禍なのに病院に行くことがリスキーで怖い。

千葉 1年次コロナの影響で実習が延期になってしまったのでこのまま行けなくなってしまうのではないかという不安

千葉 臨床実習を入学してからまだ一度しか行えていないため、実技の部分がかなり不安。

千葉 消毒など感染予防の徹底をしているが、病院に行くことによって、コロナに感染して家族にまで感染させてしまうのが怖い

千葉 行けていないこと
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千葉 交通費

千葉 交通費

千葉 患者さんとの距離感が難しい

千葉 1年次コロナの影響で実習が延期になってしまったのでこのまま行けなくなってしまうのではないかという不安

千葉 コロナ禍の影響で、1回目の実習は出来たものの、2回目はどうなのかなと思っています。

千葉 コロナの影響で実習に行くことができない

千葉 実習時間が減少し、勉強量が減っている為

千葉 実習病院が遠くなると交通費の負担が大きくなる。また、電車の乗り換えも増えるのでコロナのことを考えると不安しかない。

千葉 臨地実習が減り、歴代の看護学生よりも経験が少ない

千葉 昨年、前面オンラインの時期があり、注射の演習が一切行えていないため、将来、看護技術を行えるか不安がある。

千葉 そもそも臨地に行けないことや、実習期間が短くなったこと

東京 実習がオンラインであまり想像がつかない

東京 なかなか実習の日程が決まらず不安

東京 臨地での実習が少なかったため、患者との関わりが少ないことから将来に対して不安を抱いている。

東京
実習先において、必要なユニフォームなど購入しなければならないが、その前の期間も含めて長期間バイトができないので出費がか
さむ。

東京 コロナで実習に行けず学内で行うことになりましたが、普段の演習と変わらない。

東京 技術を復習し身につける場面がない

東京 実習で行える実技練習の幅が狭くなっている。一人当たりの時間も短い。

東京 実習先の病院が緊急事態宣言などが関係して行けない所が多い

東京 例年よりも患者さんにケアする時間が少ない

東京 病院に行くことができず、技術が不足しているのではないかと不安

東京 臨地での経験を得られていない

東京 臨地に行けていなかった期間の経験が学内になってしまったこと

東京 実習期間がコロナ禍の影響で各領域1日?1週間ほど（本来は2週間）になってしまい看護技術が十分に身についていないこと。

東京 領域についていけるか

神奈川 受け入れてもらえず、学内実習になっている。

神奈川 病院での実習期間が短くなってしまった、または受け入れがないためペーパーでの実習もある

神奈川 実習先に向かう交通費が賄えない

神奈川 実習に行く前は1ヶ月間バイトができない

神奈川 コロナ関連での実習停止や、欠席の扱いについて。

神奈川 半日なのに一日と同じ結果を求められる

神奈川 基礎実習が学内だったため、今度ある領域別実習への不安

神奈川 現地に行く実習が出来ていない

神奈川 実習の対応がいきなり変わりアルバイトに入れない時があった。シフトに入れる日が減った。

神奈川 コロナが広まるために延期や陽性者がでたから延期などで入学してから1回も行けてない

神奈川 病院によっては実習時間が半日で終わってしまうため、十分な看護実践できない

神奈川 一度も実習に行けていないこと

神奈川 場所によっては遠い

神奈川 臨地実習に行ける期間が減ったこと。実習2週間前からのアルバイトの禁止。

神奈川 校内実習になりそう

神奈川 オンラインでの実習が増え就職後が不安です。

神奈川 病院に行ける回数が少なく、現場に出た時に支障が出ないか不安

新潟 コロナ感染者によって病院に行ける領域と行けない領域が出てきてしまうこと
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新潟 病院実習が減ってしまうことです。

新潟 病院実習の中止があって、実習ができなくなる。

富山 学内実習が多く実習に行けていないこと。

石川 そもそも実習に行けず学内実習で終わることがあった

石川 実習に行けない。実習に行けても遠くて行くまでの費用が自 自腹になる。

福井 1年生ではじめての実習があるのですが、その内容を前日にしか教えてくれず、準備ができないこと。

福井 実習にあまり参加できないためわからないことが多い

福井 家族からの声が聞こえない。実習前のバイト、実習中も更衣室など時間の制限がきつい

山梨 コロナの影響で練習する時間が少ない

山梨 実際に患者へケアすることが少なく経験がないまま臨床に出ることになってしまう

長野 学校内実習なので、実際に臨床に出た時に看護として働けるのか不安

長野 食事が病院でできなくて、昼休憩時間がとても短い

長野 まだ実習を行っていません。

長野 臨地実習の日数が減り、学内に置き換わっていること。

長野
コロナの影響で、実際に病院に行くことができず学内での実習になってしまい、病院などの実際の医療の現場で学ぶことができない
こと。

長野 病院側も自分自身も不安を抱えながら実施することや、感染対策によりできないケアが多いこと。

長野 あまり患者さんの元にあまり居てはいけないため、コミュニケーションがとりにくい

長野 コロナの影響で、病院実習期間が短い

長野 学内授業になったこと

長野 コロナで日程・内容が直前まで分からないことや、十分に実習ができないこと

長野 オンラインでの実習となり、隣地での経験ができないため、不安が大きい

岐阜 病院へ行けない

岐阜 7月に予定されていた実習が12月に延期になったが、それも実施できるか分からないこと。

岐阜 実習先の病院までが遠いこと

岐阜 まだ、コロナウイルスのため行ったことがなく、色々な事についていけるのか、不安に感じている。

愛知 学内実習ばかりで、病院に行けていない

三重
技術演習をおこなえていないのに実習に行かなくては行けないと共に、実習も1日行えず、実際に患者さんとも関わことができない
状態で実習をしなくてはいけないこと

滋賀 初めての実習で看護展開の書き方がわからない

京都 コミュニケーションがとりにくい

京都 実践ができず、経験が積めない

京都 実践ができない

京都 援助ができないので見学になる できれば自身で行える方がより学びに繋がる

京都 患者とコミュニケーションの時間が限られる 援助ができない

京都 患者さんへの援助に入れず、経験不足を実感している

京都 援助ができないので見学になる できれば自身で行える方がより学びに繋がる

京都 患者さんへの援助に入れず、経験不足を実感している

京都 看護過程が難しい

京都 実践ができない

京都 アルバイト禁止

京都
対象に必要な学習と記録を書くのに時間がかかることと、自身の体調面(過眠症)で記録を書かないといけないけど、気付いたら寝て
しまっていることが多いこと。

京都 患者さんと関わることがあると、コロナをうつしてしまうことが心配です

京都 コロナの影響でストップしたり、体調管理をきちんとしないといけなかったりすること
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京都 実習時間の短縮や内容の簡略化など学ぶ機会の減少

京都 技術がつかない

大阪 臨地実習に行けない。学内実習もできていない。オンライン実習でペーパー事例を1人っしている。

大阪 演習の時間があまりない

大阪 コロナウイルスの影響で、実習に行けておらず、今後が心配。技術も習得できておらず不安。

大阪 あまり臨床に行けない

兵庫
グループ内でコロナ症状(家族含む)があった場合、学内実習になったり、行けても制限がきつく、個人の実力以外の部分での学びの
差が激しい。領域に沿った患者が持てず、学びに不安がある。

兵庫 臨地に行けない場合が多かった

兵庫 臨時に行く機会がへった。

兵庫
実際に病院に行っていないのにレポートで単位をもらって、実質初めての病院実習なのに病院に行ったと同等の扱いをしますと言わ
れたこと。

兵庫 患者さんと接することに気が引ける

兵庫 交通費

兵庫 臨地実習に行けていない

奈良 病院にしか学べないことが学べない、実際に患者さんと向き合いたいのに学内実習だと事例になるのでケア方法の実感がわかない。

奈良 病院で実習をうけることができていない。

奈良 病院に伺っての実習ができない

奈良 実習病院が実習キャンセルになること

奈良 フェイスシールドで視界が悪い

奈良 臨地実習にほとんど行けていない

奈良 症状がなくとも実習にあたりPCR検査を求められることがある

和歌山 実習があんまり出来なかった。コロナの影響で、実習があっても午前中と午後で分かれてあまり時間がなかった。

和歌山 演習ができていない分、実習で実践を行うのが不安

鳥取 交通費

鳥取 学内実習に変わってしまうこと

鳥取
新型コロナウイルス感染症の影響で臨地実習から学内実習に変わることも多く、実践的な看護を学ぶ機会が奪われていることに困っ
ています。

鳥取 実習がコロナの影響で行くことが出来ない

鳥取 臨地に行けず学内実習が多く、患者さんに直接触れ合うことができないことが多かった。

鳥取
病院実習が中止になって学内実習となり、実際の現場を体験する事が出来なかったため、実習を行った実感が感じられなかったり、
学びを深く出来なかった。

島根 事前学習が多いこと

島根 平熱が高いため、実習を休まされることもある。

岡山 コロナ禍の中での実習

岡山 臨地に行けない

岡山 予定が不明確

岡山 臨地実習の期間が空いているため、不安

岡山 臨地に行けない

岡山
今後、実習中に休校になった場合、補填できる日にちが確保できない事がある可能性がある。その場合単位や卒業への影響はどうな
のか不安である。

岡山 出来ないので不安

岡山 学内実習への移行で、実践経験が先輩看護師の方と比べると圧倒的に少ないため、看護師になるというのが漠然としてきた。

岡山 実習に行けれない
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岡山 学内実習が多く、臨地実習の経験が少ない。宿泊費

岡山 コロナのために実習に行けなくなった。

岡山 常に睡眠不足の状態で、健康的な態度や感染症予防への免疫力アップは難しい

岡山 実習前、実習期間中は感染対策の観点からバイト禁止なのが1番辛いです

岡山 実習内容が変更され、経験項目が少なくなる。

岡山 練習不足

岡山 疲れる

岡山 臨地に行けない

広島 オンラインになったりしたこと。など

広島 演習授業もオンラインになり、練習できないまま実習に行くこと

広島 遠方の実習先への交通費

山口 技術面や対応力

徳島 病院実習の短縮化で経験が出来ないこと

徳島 臨地実習にほとんど行けない状況です。

徳島 漠然とした不安

徳島 臨地実習がない、またコロナの影響でバイトができず交通費やご飯代が大変

香川 患者さんとの関わりが少ないこと

香川 臨時に全く行けない

香川 コロナ禍なので充分に実習自体ができない

香川 病院に行けず就職先がわからなくて不安

香川 まだ実習に行くことができていないことや、実習の前には2週間の行動制限によりアルバイトなどもできないこと。

香川 コロナを病院にいる方にうつしてしまわないか

香川 臨地実習が減っている

愛媛
コロナの影響で十分に実習ができず、学内での実習が主でした。ワクチンにより臨地での実習もできてきていますが、もう後半に差
し掛かっているので就職した時不安です。

愛媛 実習が続くためアルバイトができない。外出もできない。実家に帰れない。

愛媛 実習期間の短縮または学内実習へ変更

高知 コロナの影響で実習先に行けない

福岡 コロナ感染が増えると、PCRの検査を受けないと行けない時もあり、何回もPCR検査を受けることでお金がかかる

福岡 患者の対応

福岡 大変

福岡 拘束時間が長すぎる

福岡 フェイスシールドが暑すぎる

福岡 行くまでの交通費

福岡 感染

福岡 交通費がかかりすぎる

福岡 看護師さんが怖い

福岡 こわい

福岡 看護師さんが怖い

福岡 行くまでの交通費

福岡 看護師さんが怖い

福岡 病棟実習の機会が減少し、経験が乏しくなっていること

福岡 実習先が遠くて時間的にも交通費的にも負担がかかっている

福岡 コロナ禍での実習はどうなるのか。このままで実習ができるのか。患者さんや看護師さんにご迷惑をかけてしまわないか。
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福岡 説明がよく分からない

福岡 オンラインでできることはオンラインでやってほしい

福岡 実習の予定がずれる

福岡 行けたり行けなかったりと予定が定まらない

福岡 臨時実習にいけていないため卒業後が心配

福岡 学内実習になるから

福岡 臨地に行けず実際を学べない

福岡 実習にいけないのも不安だが、宣言下で実習に行くのも不安がある。

福岡 自宅のため、資料や、参考書に限りがある

福岡
記録がすすまず睡眠不足になることでの体調不良がおこらないかまた子どもが具合が悪くならないか毎日ハラハラしている別日に行
うことで他の領域の実習に影響がでないか心配である

福岡 記録が難しい

福岡 実際の看護がみれない

福岡 技術面

福岡 ほとんど臨地に行けていないので就職した際に、やっていけるか不安

福岡 臨地での経験がないこと

福岡 演出ができない

福岡 実際の実習場所へ行けない

福岡 イメージがつきづらい、分からないことが多い

福岡 実践で学ぶことができないので就職するときに不安である

福岡 現場を経験していないため就職に向けての不安が大きい

福岡
コロナ渦で忙しい上、こんなときに実習こんでもよくない  と看護師の方に言われて看護師の方も忙しい、自分も実習だからと
思っているが、コロナで忙しいときに実習を行ってもしものことが起きたとき自分もどうしたらいいかわからないと思ってしまう。

福岡 ワクチンを打っていない為病院実習が行えなかった

福岡 モチベーションが保てない

福岡 臨地実習が始まったが緊急事態宣言が出て 自宅、学内実習となった

福岡 臨地に行けない

福岡 学内実施だと患者のイメージがわきずらい

福岡 実習に行けない

福岡 実習に行けない

福岡 臨地へ行けない。学内実習ばかりで不安がある。

福岡
 実際に行うことと学生同士で行うことの援助の工夫の仕方、グループで考えそれが実際に出来るのとできないのでは学びが違うと
思った

福岡 援助とかやアセスメントとかよく分からない

福岡 臨地に行けない、学べない。学内実習で患者を想定しての実技演習は想像力ばかり使い何も学べない。

福岡 臨地に行けない、学校に行って自主的な演習ができない

福岡 実際の患者さんではないので、想像がつきにくい

福岡 対応が遅い

福岡 臨地に行けない

福岡 行けれなく経験出来ない分からないが増える

福岡 学内実習なところ

福岡 患者さんとの関わり方

福岡 リモートになることでわからないことはもっと分からなくなるし、直接看護が出来ないから学びが浅くなる気がする

福岡 実際の患者様とかかわらせて頂くことができないので、なかなかイメージすることができません。
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福岡 実際に病院に行けない。

福岡 学内でできる事が限られているため実際の患者さんのイメージがしづらい。

福岡 臨床で実習できないのでイメージしずらい部分は多い

福岡 密接してはいけないのでケアが思うようにできない

福岡 学内実習がほとんどになった

福岡 病院に行って学べない

福岡 校外実習がコロナの影響で出られない

福岡 校外に出られない

福岡 病院実習に出ることができていない

福岡 患者さんに会えないので実感が湧かない。想像が難しい

福岡 実際の患者さんと関わることができない

福岡 学内での実習は現場とは異なるため実習先へ行けていないことへの不安

福岡 実習に行けていない

福岡 学内実習がほとんどであるため、患者さんのイメージがつきにくい

福岡
オンラインでの実習は実技を実際に行えないため実技の力が高まらない。病院実習ができていないため、実際の患者さんの想像がで
きずコミュニケーションや実技を行いにくいです。

福岡 人数制限がありなかなか進まない

福岡 学内での実習により直接患者様をみてアセスメントできないこと

福岡 積極的に行動できない、自信がない

福岡 校外に実習に行けない

福岡 病院実習に行けていない

福岡 看護師さんが怖すぎて話しかけられない

福岡 先生が怖い

福岡 レポート

福岡 不安

福岡 看護過程

福岡 看護過程と看護師との距離

福岡 病院に行けない

福岡 病院に行けないから不安

福岡 実際の患者に対してのイメージが出来ない

福岡 受け持ち看護などやったことがないため就職の時に分からない

福岡 病院に行けないこと

福岡 実習にいけるか不安。去年実習に行ってないから自信がない。

宮城 外来実習やNICU実習などが学内実習になってしまっており、なかなか実際の様子を見られないこと。

福岡 学内実習は身につく内容が浅い

福岡 行きたいです

福岡 患者との距離感、接する時間

福岡 レポートが大変

福岡 オンラインでの実習では、患者さまを捉えにくい

福岡 オンラインになったことで，患者さまを捉えにくい

福岡 感染状況によって病院に行くことができない

福岡 校内実習になると将来が不安

福岡 臨床に出られなくて学内になったのにさらにリモートになったりと不便。リモートになったことで更に現場のイメージができない

福岡 実際の患者さんのイメージがつきにくい ＜61＞
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福岡 アセスメント チームワーク

福岡 実際の患者さんをイメージできない

福岡 ほとんどが病院に行けていなくて、学内実習のため、患者さんのイメージが膨らみにくく、また病院でのイメージが湧きにくい

福岡 うまくコミュニケーションがとれない

福岡 フェイスシールドをしないといけない

福岡 学内で患者役を学生が行うので実際の状態と異なる点

福岡 交通費が高いので負担したくない

福岡 演習が少なく、準備に自信がない

福岡 コロナの関係で実習経験が少ないため、臨床にでたときに知識不足や技術不足が心配です

福岡 遠い

福岡 実際に病院で実習をしたことがないことが不安

福岡 実際の患者に援助ができない

福岡 記録をデジタル化してほしい

福岡 フェイスシールドが苦しく見づらい

福岡 コロナにかかった時、学校側が対処してくれるか不安

福岡 眠れません

福岡 コロナ怖いです

福岡 コロナ禍でも実習に行かないといけないこと。コロナウイルスに感染した時の対処がなにもないこと。

福岡 コロナにかかった場合の対処を明確にされていない

福岡 感染への不安

福岡 学内実習なので、臨床経験が少なく就職した時に不安がある。

福岡 学びがない

福岡 臨地で経験が少なすぎて、働き始めてからが不安で仕方ない

福岡 臨床に行ったり行かなかったり、収入になる訳でもないのに感染に対して過剰に責任を求められる

福岡 家が遠いため交通費がかかる

福岡 実際の病院がどのようにしているかあまりイメージすることができない。病院への就職が不安である

福岡 病棟でないため本当の患者さんに関わることができず就職した際に心配です

福岡 患者さんと関わることが出来ない

福岡 学内実習がほとんどで臨地の雰囲気が中々つかめない

福岡 実際の患者さんではないので、どんな状態の患者さんか想像が上手くできずに教員側とのアセスメントの食い違いが生じる。

福岡 病院実習の経験が少なく不安になること

福岡 病院に行けない

福岡 実習に行けてないこと

福岡 臨地実習ができていないので患者対応の実際が学べていない

福岡 コロナにならないか怖い

福岡 学内実習しか行った事がないため、領域実習がいきなり病棟になることに不安を感じています。

福岡 病院にいけない

福岡 学内実習が苦痛

福岡 交通費

福岡 コロナ前より、実習に行くことが困難になり、学内実習が増えたなか、卒業後就職した時が不安である

福岡 時間が短い

福岡 病院実習が減り不安

福岡 睡眠不足

福岡 生きづらい
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3-1　実習で、どんなことに困っていますか 具体的にお答えください

福岡 ほとんど経験がないから不安

福岡 実際に病院での実習が行えておらず実習に不安を感じている。

福岡 学内実習にならないこと

福岡 実際の患者さんと関われないのでイメージがしにくい

佐賀 実習施設に行くことができていないため、学びが少なくなってしまっているのではないかと不安に感じます。

佐賀 どこにも行けない

佐賀 行けていないこと

佐賀 いけない領域があった

佐賀 一部実際に実習に行ってない点が社会に出てから不安

長崎 コロナ禍で多忙なのは分かるがしっかりと実習指導、学習指導は行って欲しい

熊本 実習前のレポートがたいへん

熊本 実習に行けなかった

熊本 家から遠い

熊本 臨地で学びたいのにいけない

熊本 実習に行けない

熊本 ギリギリまで決まらなくホテルなどのキャンセル料が掛かっている

熊本 実習先が遠方なことがおおい

熊本 ギリギリまで病院で実習があるかわからない

熊本 病院に行けない

熊本 なかなか実習が行えてないこと。

熊本 記録が難しい

熊本 実習中は集中して取り組みたいが、実習後の金銭面が厳しく不安でしかない。

熊本 コロナのため実技の練習を控えなくてはならない。

熊本 記録物

大分 実習が出来ない

大分 コロナ禍で実習して、家族にも怖がられる

大分 実習期間が短くなっている

大分 実習の経験がないので怖いです

大分 実習期間が短くなった

宮崎 実際に病院で実習を行えないから働きだしてからが不安

鹿児島 病院での臨地実習が出来なかったり、実習先に持ち込めるものに制限があったり以前できた見学ができなくなったりしていること。

鹿児島 ワクチンを打っていない人は臨地実習に行けないことになっていること

沖縄 濃厚接触者になってみんなと同じように病棟に行かなくなった

沖縄 全て学内になった

沖縄 感染対策をしていても、今のコロナの状況ではどこでかかるかもわからないから不安
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北海道 感染対策に気を使うため、友達と遊ぶ時に心から楽しめない時。

北海道 アルバイトをしようと思っていたが、自粛ムードで始められないこと

北海道
学校の行事がなくなった。外に出たい時に出られない。家にいすぎると何に関してもやる気が起きない。生活リズムの乱れ。周りの
人がピリピリしていたり、外出を自粛しなければならないこと。などです。

北海道 友人との感染に対する考え方の違い

北海道 行動が制限されること

北海道
感染したら、学校が休みになる。他の学年にも影響があると、脅すような指導の仕方
感染者が悪者みたいにとれる言い方は、聞いてて、違和感を感じた

北海道
不快な感情を抱くには主にニュースからです。自分が我慢している時に同世代の子は街に遊び行っている。デルタ株が流行っている
のにワクチンを摂取したからといってマスクを着用していない人がいる。

北海道 濃厚接触疑いになり、子どもへの罵倒

青森 大学内でコロナが出たにも関わらず先生は大丈夫だからと言って授業をやり、結局他にも要請者が出たこと。

青森 県外の実家に帰りにくい

青森 県内の感染者数が増えているにも関わらず、自粛している様子が見られないこと

青森 自分の学校からでたとき、SNSで話の話題になること

青森 ワクチンの副作用が不安

青森 大学で新型コロナウイルスに感染した生徒が出た際の対応の遅さ。

岩手 家族(義父母)に罵声を浴びせられた。

岩手 遠方への実習の際、キャリーケースを持って公共交通機関を利用していた。視線が痛かったのと、コソコソと話をされた。

岩手 あらゆる行動に制限がかかること

宮城 祖母の利用している施設で感染者が出た

宮城 満員電車に乗らなければならない

宮城 ワクチン接種をしていない学生だけが実習先の病院から実習を拒否されたことです

宮城 思うように行動できないこと

宮城 アルバイト 家族なども感染しないか

宮城 オンラインになってもいないし休みになってもいないのに夏休みが短くなったこと

宮城 思うように行動できないこと

宮城 自分が感染して実習先に迷惑かけること。学校から責められること。

宮城 ニュースなどでコロナ感染者が増加していると報道されている時、いつになったら治るんだろうと不快な感情を抱きます。

宮城 一部の意見しか取り上げないメディア

宮城 看護学生としての行動を厳しく求められたこと

宮城 諸外国でのアジア人差別

宮城 他の人と同じ人間なのに、医療従事者だからと言われる。

宮城 学校に病院が隣接しているということもあると思うが、看護学生というだけで差別的に扱われたこと。

宮城 キャンパス内でコロナ陽性者が出たこと。

宮城 ニュースなどでコロナ感染者が増加していると報道されている時、いつになったら治るんだろうと不快な感情を抱きます。

宮城 ワクチンに異物混入

宮城 旅行に関すること

宮城
政府がオリンピックを開催するのに、医療のことを考えてないことや、オリンピックで使わなかったマスクを廃棄したことがとても
不快

宮城 最後の学生生活が充実できていないこと。

宮城 自分がいくら外出や遠出を我慢しても、他の人が我慢できず、損をしているような気分になった

宮城 マスクを着用していない人が電車に乗っていた

宮城 家族の職場内でコロナ陽性者が出たこと

宮城 身近な大学でクラスター発生

1-1 新型コロナウイルス感染症拡大に関して、自身が不快な感情を抱くような事例は、どのような事例でしたか 
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1-1 新型コロナウイルス感染症拡大に関して、自身が不快な感情を抱くような事例は、どのような事例でしたか 

宮城 ワクチン打たずに遊びまわっている人、打ったからと遊び回っている人がいる

宮城 ワクチンへの要求

宮城 クラスター

宮城

同じ教室で授業を受けている人たちのインスタグラムを見ていると、毎日のように色々な所(ショッピングや飲食店など)へ出掛けて
は写真を投稿しているので、一緒にいることで感染するリスクがあるのではないかととても不安だった。
また、先生が講義をする上で生徒に近づいてきて「僕はワクチンを二回受けましたから。感染のリスクはありませんので。」と言っ
たことが不快だった。先生自身はワクチンを受けたから感染の心配が無かったとはいえ、その時点で学生のコロナワクチンがまだ始
まっていなかったため、近づいてくることにとても不快な感情を抱いた。

宮城 自粛を控えず騒いでる人がいるということ

宮城 緊急事態宣言中に旅行に行く人がいることをニュースで知り、不快な感情を抱いた。

宮城 マスクで肌荒れ、何事にも自制

秋田 家族が濃厚接触者になった

秋田 しっかりと感染対策をしていても感染した人がいる一方で、マスクをせずに外出している人もいたこと

秋田 ワクチンのことなど何度も聞かれる

山形 自分もなりそうで怖い

山形 行動が制限されておりアルバイトを禁止されたこと。

山形 (既に実習を終えている)実習先でコロナウイルスの感染者がでたこと

山形 学校の楽しい行事がなくなったこと

福島 咽頭炎で高熱を出し、夜間救急外来に行ったところ、風邪症状の方は22時以降診察できないと言われてトンボ帰りにされたこと

福島 拡大してるのに若者の自粛がしっかりしてない

福島 学校の対応

茨城 外出自粛によるオンライン授業

栃木
できるだけ外出を控えたり、帰省しても友人に会ったりすることを控えていても、周囲の人やテレビで見る人は感染対策として不要
不急の外出は避けるなどの対策はなあなあになっていて、その人たちとまとめて｢学生や若者のせいで感染が拡大している｣とされる
ことが非常に不快だし自粛していることが馬鹿らしく感じられる。

栃木 重症患者の増加

栃木
マスクをしていなかったり鼻マスクの状態でいたり、マスクをせず会話していたりする場面が多くみられまた、同世代の人たちは旅
行をしている人も多く不安に思う

群馬 オリンピック

群馬 隣の席の友人が濃厚接触者と関わったことで、私の講義中に、帰宅させられたこと。

群馬 家族や仲の良い友人が濃厚接触者になったとき

埼玉 行動制限をかけられ、守っているがそれでも厳しく声がけ等されストレスを感じている。

埼玉 緊急事態宣言下でもSNSでみんなが普通に遊んでる姿を見て、自分が帰省や遊ぶのを我慢してる意味あるのかなと思った。

埼玉
オリンピックは開催するのに、国民には我慢を強いる方針に疑問しかありません。ワクチンについても、副作用が疑われる事例につ
いて全く報道されず、事実をきちんと報道してほしい。

埼玉 違う学年からコロナ患者が出た

埼玉 コロナにかかると差別されるようなことがあること。

埼玉 バイト先に感染者がでて2週間自宅待機になったことがあり、授業等に遅れをとってしまった

千葉 アルバイトをしている場所に入院されていた。疑いの方も多く居た。

千葉 また行動範囲が狭くなってしまうから

千葉 まだまだ医療従事者への差別があること。その中で自分が働いていけるかわからないと思ってしまう。

千葉 外にいけない、実習ができない

千葉 また行動範囲が狭くなってしまうから

千葉 マスクをしていない人に対して罵倒するのを見た時。その人にも事情があるかもしれないのに、と憤りを感じた

千葉 自由がない
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千葉 急に熱が出た時に不安になった

千葉 医療従事者が非難を受けたこと

千葉 慣れてきたせいか、最近マスクをしていない人が増えたこと。

千葉 マスクをしていない人に対して罵倒するのを見た時。その人にも事情があるかもしれないのに、と憤りを感じた

千葉
不快というよりは、もうしょうがないことだと思っているので、今この生活がストレスにならないように、日頃からストレス発散が
できるように、外で運動をしたりと工夫しています。

千葉 感染拡大しているのに人流が増えている。

千葉 コロナに感染した妊婦の方の受け入れ先が見つからず、本人もお腹の子供も亡くなってしまったこと

千葉 私の好きな推しのイベントが急遽中止になりとても楽しみで前日になくなったのでとても悲しかったです。

千葉 咳などの問題で電車が止まったこと。

東京 私は自粛しているのに、他の友達がたくさん遊びに行ってました

東京 さまざまな対策が不十分であること、何の解決もしてないこと

東京 経済悪化、失業率増加、貧困者増加、生活様式の変化など

東京
感染対策をしない人がいる。帰省を我慢しているのに普通に帰省しているひとがいる。これだけ感染が拡大しているのに学校があ
り、いつ感染するかわからない状況。緊急事態宣言が続きアルバイトができないが、学費の支払い日が近づいてきており不安感が大
きい。などなど

東京 コロナに感染した経験があり、だからこそ学校の対策が変わっていないのに恐怖感を抱いている

東京 ワクチン接種について

東京 ワクチンについて差別が増えている

東京 コロナ禍で働く看護師やその家族が、ウイルスを持っているという偏見を持たれていること

東京 コロナの妊婦が入院できず、自宅出産をして新生児が亡くなったこと

東京 医療従事者に対してのフォローされずに2回接種したら旅行や外食が緩和されることに対して

東京
自分が濃厚接触者になったことで、家族や私自身の心配をされるより、どこまで感染が広がっているかという所属のアルバイトや学
校側の心配をされたこと。

神奈川 看護師のいる家族が偏見の目で見られること。

神奈川 ワクチン未接種が理由で実習を断られた

神奈川 コロナにかかった人が責められてる様な雰囲気になること

神奈川
ワクチン接種を2回もしているにも関わらずコロナに感染している方は多く、なぜ、それでもワクチンを打たないとダメなのか。
打ったから感染しないということは分かるが。

神奈川 学校の同級生がコロナに感染し、事務や先生などの職員がその生徒に対して差別的な扱いを受けていたと聞いた

神奈川 たまに電車が満員電車で、駅も密の状態だから怖い

神奈川 若い人の重症化が増えていること

神奈川 ?国の対応

神奈川
看護学生だからというだけで遊びになかなかいけない。高校の同級生とかで大学に進学した子は遊んでいたり旅行をしている人もた
くさんいる。

神奈川 外出制限

神奈川 リモート授業が週2回で意味が感じられない

神奈川
今までどおりの場所に遊びに行くのも安全かどうかを考えなくてはいけなく、遊べる範囲が限られてきてしまう。卒業旅行にも行け
なそう。

福井 外に遊びに行けない

福井
・高校生活最後の部活動の大会が無くなったこと。

福井 他の学科の友達が遊び歩いていること、コロナに対する意識の違いでもやもやした

山梨 外出困難 イベント中止 集団授業の不安

山梨 ワクチンによって亡くなった方がいること（ワクチンによるものだと思う）

山梨 山梨県に他の県内のひとがくる
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山梨 先輩がなくなってしまった

山梨 外出できない

山梨 感染リスクが高いので家族などにうつしてしまうか不安

長野 他県の人をウィルス扱いするような説明を教員がする

長野 身内で陽性者が出た時

長野 学校で感染者が出たこと

長野
実習が学内になり思うように学びが得られなかったり、、学校に登校しての学習とリモートが交互になったりして、生活リズムを整
えることに時間がかかり体調を崩しがちになって、欠席日数が増えてしまった。

長野 自分は県外に行かないようにしているが、県内の観光地が県外の人でいっぱいであること。

長野 看護学生だと街中でばれると、周りにいた人が離れていった

長野 実習に行けない

長野 旅行、部活ができないこと。

長野
医療系学生だから仕方がないことだが、夏休みなど、やりたいこと（遊び・ボランティア参加・さまざまなイベントやインターンへ
の参加）ができないこと。他の人がやっているのを見るとモヤモヤする。

岐阜 いつ自分が感染するともわからない

岐阜 実習と実習の間の休みも出かけられないこと

愛知 家で勉強が出来ないため、外での勉強がしたいがコロナのためできない

三重 自分が我慢しているのに友人が県外に平気で遊びに行っていたり、怖がりすぎだと言われた。

京都 気管が弱く乾燥で咳が出るだけで、病院に行かないと授業に出ずらい。

京都 感染するのではないかと言われた

京都 予定していたイベント等が中止になったり、旅行に行けなかったこと

京都 受け持ち患者が肺炎だったがPCR検査してなかった

京都 アルバイトできていなくて金銭面で悩みが増えました

京都 旅行とか娯楽の制限

京都 ２回もコロナに感染している人がいたこと

京都 働けない お金がない

京都 大人数で飲み会をしていた

京都 友達家族がかかった時にすぐそこまで来ていると分かった

京都 電車に人がいっぱいいる時

京都 医療従事者は外出を我慢しているのに、一般の人たちは遊びに行っていること

京都 若い人がたくさんかかっている

京都 マスクをせずに出歩く人がいる

京都 医療関係者の方が差別をつけている事例

京都 同じ学校の同級生が濃厚接触者になったこと。違う学年でコロナにかかった人がいること。

京都 人数がまた多くなってきている

京都
家族2人がコロナになった時、私と母は陰性でしたが濃厚接触者ということもあり、家で自粛をしていましたが、ちょうどその頃学
校でのワクチン接種二回目があったのですが、受けれないことになりました。その他にも保健所の対応が納得いかないこともありま
した。

京都 自粛が呼びかけられている中、人の移動の増加が増えたことによる感染リスクが上がったこと

京都 飲食店や遊楽園での感染拡大、自宅療養での死亡

京都 友達家族がかかった時にすぐそこまで来ていると分かった

大阪 実習が行けるのか不安

大阪
自分自身はしっかりと自粛をしているのに、周りはどんどん緩くなって、遊びに行ったりと、自分の自粛の意味はあるのか分からな
くなる

大阪 アルバイト先でパーテーションをずらすお客様がいらっしゃった。
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大阪
濃厚接触者に該当しないとの事で無症状だったため過ごしていたが、家族内に有症状者がでて、実は自分が感染していて広げてし
まった事。(心当たりのある感染源が、上記の濃厚接触に関する経路しか思い当たらないため)
自分の不注意だっため自業自得ではあるが、後々分かってしまった状況に、心痛めた。

兵庫
理由が伏せられたまま、実習直前に実習病棟が変更になり、領域に沿った実習を行えなかったと感じる。それに対しての教員や学校
のフォローが全く無かったと感じる。

兵庫 行政からの決定の遅さによる臨地へ行けるかの判断の遅れ

兵庫 医療従事者等への非難

兵庫 マスクをせずに近くを歩いている人がいる

兵庫 医療従事者が新型コロナウイルスのキャリアとして捉えられ、誹謗中傷を受けたニュースを見た時

奈良 電車や公共の場でのマスクをしていない人が増えてる。コロナワクチンを利用した詐欺やメディアのデマ。

奈良
こんなに感染者が増えてきているのに、まだマスクをしてない人がいたり、していても友達と話す時、食事の時に、マスクをせずに
向かい合って話している、鼻までマスクをしていなかったりする人がいるということ

奈良 遠出ができない

奈良
満員電車に乗って実習先に行かなけれはならない。高校生など若い人たちは平気で喋っている。こんなに感染リスクがある中で実習
先に行く意味があるのか疑問。

奈良 クラスに陽性者がでた際、誰なのかクラスメイトが探していたこと。

和歌山 実習の延期

和歌山 自由に出かけたり人にあったりできないこと

和歌山 マスクをしていない人

鳥取 一向に収まる気配がなく、全体の取り組みも浅い

鳥取 マスクで顔が見えないし、自分の感情や表情が伝わりにくい

鳥取 自粛できてない人をメディアを通して見たとき

鳥取
学校から誰か1人でも感染者が出れば全学年の実習がストップするという内容の話があった。感染対策はしっかり行なっていても、
かかる時はかかると思うし、かかった時に何か言われるのではないか、迷惑がかかってしまうなどと考えてしまう。

島根 出産や看取りに立ち会えない患者や家族に遭遇した時。

岡山 看護学生が平気でルールを破っている

岡山 ストレス発散できない

岡山 自分は必要ない外出を控えているにも関わらず、他の学生は外出をしてコロナになりがっこい一斉に休校になった。

岡山 臨地実習にいけない

岡山 くしゃみをするときだけマスクを外す方が本当にいたこと。

岡山 自分がコロナウイルスに感染した際に学校の対応が急に変更になったりとかなり不安になり、対応が雑だったのが不快だった。

岡山 飲み会など遊びまわった学生の感染

岡山 ソーシャルディスタンスや生活に制限があること

岡山 どこにも出かけれなくて夏休みも減った

岡山 オリンピックの強制開催

岡山
コロナ禍で,どうしても自分の心の余裕がなくなっていることがあり,鼻マスクなどの正しくないコロナ対策をみると嫌に思ってしま
う。
実習に行けなかったりすることで,病院をしらない「コロナ世代」と呼ばれてしまうのも、嫌に思う。

岡山 自分が感染した場合や疑いの場合、濃厚接触者になった場合の周りからの冷ややかな対応。

岡山 ワクチン接種は任意のはずだが、実習や就職には優位であると言われたら、打たざるおえなかった。

岡山 看護科としての意識からみんなが自粛している中東京に遊びに行ったクラスメイトがいた。

岡山 自粛、外出が思うように出来ない、など

広島 若い人が歩いているだけで、変な目で見られる

徳島 遊びに行きたいのに行けなかったり

徳島 同じ学校の生徒から感染者が出たこと
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徳島 学校で新型コロナウイルス感染症の陽性者が出た際に他学科の学生には伝えられている詳細を教えて貰えず対応に困った事。

徳島 実習に行けなくなるかもしれない

徳島 県外の大学であるため県外差別をされる(車に石を投げられるなど)

徳島 規制ができないから、嫌だ

香川 感染が多い地域の出身で、その地域のことをバカにされたり、偏見を持たれたりしたこと

香川 濃厚接触の接触者になった

香川 感染者が増える度に飲食店に規制がかかる事

香川 外出、外食ができなくてストレスが溜まっている

香川 有人客でのライブや舞台の開催。それに加え感染対策が整っておらずクラスターが発生したこと。

香川 予定していた旅行やコンサートに行けなくなった

愛媛 コロナが拡大している中、大勢の方が集まっている場所に遊びに行こうとする方たちがおおく、不快に感じています。

愛媛 自分が感染してないか、家族が感染してないか不安だった

愛媛 大勢での会食。路上で飲酒する人についての事例。

高知 車が沖縄ナンバーだったので、住民の人に沖縄に帰ってないでしょうね って言われた。

福岡 なくなる方がおる

福岡 マスクがきつい

福岡
対面授業を続行しているにも関わらず、感染するな、気をつけろ、人混みには行くな、医療従事者として行動するようにと言われて
いること。
緊急事態宣言を出した上でオリンピックを開催すること。コロナワクチン後の授業欠席が公欠扱いにならないこと。

福岡 看護学生は自粛をしている中、周りの人達は旅行や外出をしている為、不快に感じる

福岡 私の近くでマスクをせずに電話を大きな声でしていた

福岡 緊急事態しても意味無いのでしなくていいと思う

福岡 感染者が悪く言われている

福岡 誹謗中傷

福岡 ワクチンを打つことで、目が見えなくなったりすること

福岡 気軽に外に出られない。

福岡 学校などのクラスター

福岡 なくなる方がおる

福岡 風邪をひいただけでコロナと疑われること

福岡 バイトが減った

福岡 批判

福岡 公共機関

福岡 ワクチンを打たないと実習に行けない

福岡 ワクチンを打たないと実習に行けない

福岡 ワクチンを打たないと実習に行けない

福岡 PCR検査待ちや自宅療養者が無断で外出・外食をして感染拡大に繋がってしまったというニュース

福岡
コロナウイルスの蔓延を防ぐために自粛を行っている学生などの若者がいるのに対し、メディアでは若者が感染を広めているという
ような、若者を一括りにされた報道が多かったこと。良くも悪くも影響力があるため、マイナス面ではなくもっとプラス面に働くこ
とを報道し、自粛を行っていない方々にも危機感が伝わるようにして欲しい。

福岡 医療者だからコロナではないかという偏見

福岡 クラスメイトとうまく付き合えない

福岡 学校で陽性者が出ていても詳しいことは教えてもらえない

福岡 ワクチン接種の強要

福岡 感染対策をしても感染する

福岡 マスクをつけないであるく
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福岡
学校の生徒が感染しても個人情報の関係で、どのクラスかも教えてもらえない。誰が感染したかもわからず、濃厚接触者はいません
と言われること。

福岡 常にコロナにかからないか心配。自分自身の体調の心配、また周りに迷惑かけたらという心配。

福岡 学校では感染拡大下にも関わらず教育研修を中止せず行おうとしている。

福岡

友人が感染し席が近いため濃厚接触者ではないかという不安はあったが、その友人に対しての不快感などはなかったが、他の友人が
本人に（みんなが不安に感じている）と伝えていたため、わざわざ謝りの連絡があった。
そのようなことがあり、自分の気持ちとは違う解釈で物事が進んでしまうことがある。
発言には特に気を付けなければいけないと思った。

福岡 自分が感染した

福岡 ワクチン接種の強要

福岡 ワクチン接種に関しての圧力

福岡 看護学生が遊び歩いてる

福岡 電車とか

福岡 周りの友達がコロナにかかったりして 身近になってきた

福岡 身近に感染者が出て、自分が濃厚接触者となり家族に感染してしまうこと

福岡 バイト先のクリニックにコロナ感染者が来る

福岡 バイト先のクリニックにコロナ感染者が来る

福岡 緊急事態宣言下なのに、他の看護学生が遊び目的など、不要な外出をしていたのをしってしまった。

福岡 働き出してからのことを考えた時

福岡 コロナで看護師や看護師の子供が邪険に扱われたという話

福岡 お答えできません

福岡 他の人が旅行に行っていて、自分は我慢しているのになあ、と思った

福岡 自分自身はやりたいこと全部我慢しているのにそうではない人が周りにいること、ことの重大さが分かってないのではないかと思う

福岡 遊びに行けないのでかなしい

福岡 実習にいけない、気分転換ができない

福岡 若者の意識の低さ

福岡 自粛しない学生・大人

福岡 熱が出てもPCR検査を受けていない人がいた

福岡 感染した方の家などに批判的なことを書いた貼り紙などをする

福岡 感染者が増える

福岡 濃厚接触者になった

福岡 感染者や濃厚接触者に対する偏見

福岡 友人の感染

福岡 妊婦さんの子供が亡くなったこと

福岡 濃厚接触者にすぐなる

福岡 行きたい所へ行けない

福岡 自分がなって周りもなったらどうしよう

福岡 ワクチン接種に自由がなさそう

福岡 マスク

福岡 緊急事態宣言によって行動が制限されること

福岡 友達が感染した。

福岡 修学旅行が無くなった

福岡 かかった時の家族の負担

福岡 知り合いが感染した ＜70＞
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福岡 病院で働いておりコロナ濃厚接触者の方が入院された時

福岡 家族が濃厚接触者になった

福岡 妊婦のたらい回し

福岡 熱がでたとき

福岡 体温がもともと高いため 月経前になると体温が上がり勘違いされる

福岡 ストレス解消ができない

福岡 遊びに行けないこと

福岡 遊べない。周りが感染

福岡 看護学生で外出は最低限にしているがニュースで遊びまわる若者を見たとき

福岡 どこにもいけない

福岡 感染者数の増加が激しい。

福岡 感染の可能性

福岡 副反応

福岡 多くの人が亡くなった

福岡 バイトが減る、実習できない

福岡 満員バス・蜜での授業

福岡 複数人でBBQをしているのをSNSで見た時

福岡
コロナワクチン摂取に関して、接種後〇日の方の施術しません。的な連絡が来てワクチンを打ったことが悪いのかと思いました。ま
た、学生ながら気を付けていますが、周りが全く気にせず遊び歩いたり飲み歩いたりして腹立ちます。

福岡 看護師などの医療従事者を差別していたこと

福岡 友達が濃厚接触者になった

福岡 平気で遊んでる人がいること、コロナが流行っているのに学校側が大して対処してくれないこと

福岡 高熱が出て感染したかと不安になった

福岡 ライブに行けない

福岡 県外に通っていることで周囲から言われる

福岡 欠課になり補習になる人がいた

福岡 妊婦の受け入れ拒否

福岡 臨地実習先で家族からの対応

福岡 感染を気にせず遊んでいる人が多く、医療系の学生は我慢しているのが辛い。特に20代の若い学生は尚更辛いと思う。

福岡 同じ歳の人、ほかの看護学校の人が感染予防をなされていないまま遊びに行っていたり大人数での飲み会に行っている

福岡 登下校で自分が感染対策をしていてもいつ感染するのかが不安

福岡 好きな人がコロナの影響で亡くなること

福岡 アルバイトに入らなくて生活が困難になったこと

福岡 知人が外食や会食を平然と行なっていること。

福岡 授業がオンラインで質問もしづい雰囲気だった

福岡
看護学生ではない友人から気にしすぎだよ～と言われたり、実習に言っていない1.2年生がInstagramで外食したりマスクを外して
遊んでいる様子を投稿している。

福岡 大人数で遊んでいる大学生を見ること

福岡

なっている。学校では教員・学生・職員向けの毎週のPCR検査などもなく、医師会館の導線も制限されず、出入する業者を入口で検
温するようなこともない。なお医師会館の敷地内では陽性者を含めたPCR検査の参加者が同じ時間帯に出入りしている。緊急事態宣
言が出ても、オンライン授業を行う日が加わるだけで、登校しなくなるわけではないので、コロナ対策としてやるべきことは徹底し
てほしい。

福岡 感染拡大防止のワクチンの接種

福岡 以前、コロナ病棟で働いていたことがばれたとき、距離をおかれた。

福岡 友人との交流 ＜71＞
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福岡 気軽に帰省できない。アルバイトも許可制になる

福岡 外に出れない

福岡 自分がコロナにかかった時

福岡 みんな我慢しているのに旅行している人がいること。ワクチン接種すれば外出してもいいという考えがあること。

福岡 自分が感染予防のために外食とかいけてない時に外食とかに平気で行ってる人がいること。

福岡 高齢者と住んでいる上に県を跨ぐのにオンライン授業にならない。

福岡 外出できない

福岡 遊びに行きたいのに行けない

福岡 感染対策をしていない人がいる

福岡 差別や救えない命があること

佐賀 医学部だけ厳しい行動制限がある。また、守らない人もたくさんいて、守っていることがバカらしくなる。

佐賀 自分がかかったら学校やバイト先、友人に迷惑がかかる。個人情報の流失

佐賀 医療学生で病院に行っているからといって必要以上に心配されたこと

佐賀 医療従事者のボーナスカット

熊本 行動範囲の狭さに対して、家族から理解を得られないときがある。

熊本 関係ないのに疑われた

熊本 平熱が高いのに発熱していると言われた

熊本 身近な人が感染した

大分 誰がウイルスを持っているか分からないからマスクが外せない。

大分 志村けん

大分 日常生活に制限がでている

大分 友達に会えない、軽蔑されそう

大分 思うように外出できない

鹿児島
家族の同級生にコロナ感染者が出て、それを学校に報告したら私を含めた2グループが実習停止になり、なんが今かなと発言があっ
たこと。

鹿児島 学校内での根拠のない噂話の漏洩

沖縄 打ち上げに行けない。人との交流が減る

沖縄
知人らがクラブなどで遊んでるのを見ると、自粛してる人もいるのにと思う。若い人たちの意識のなさが伺えたときに、不愉快にな
る

沖縄 緊急事態宣言によって前より外出することが少なくなって、家にいることが多くなったので、行動が制限されている事です。
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北海道 友達と共に頑張れること。自分の趣味を家で楽しむ時間。

北海道 家族や友人との繋がり

北海道 アーティストや芸能人のオンラインライブ

北海道 オンラインゲーム

北海道 家族が常に連絡をしてくれいつも支えられてました

北海道
色々な工夫をして勉強しやすい環境を整えてくれたり、私生活でもコロナ禍ならではのイベントなど開催してくれリフレッシュとな
る事があった

北海道
友達と話すことでストレスを解消できていたため、どんな状況でも支え合えた友達がいてありがたかった。また、大学の後援会や地
域の有志でレトルト食品やお米、トイレットペーパーなど物資を支援して頂いてとても助かった。

北海道 家族の応援や仲間のサポート

北海道
実習先でコロナ病棟増設に伴いベッドコントロールや人員配置に看護師の方々が苦労されていること、またネット上の動画で大変な
思いをされながらコロナ重症患者の対応をされている看護師の方々をみて、改めて感染対策を徹底し自分がコロナに感染しないこと
が重要であると感じ、意識を強く持つことに繋がりました。

北海道 友達とのテレビ電話

北海道 好きなアイドルの動画を見て元気をもらっていた。

北海道 職場の同僚

青森 乃木坂46

青森 どこにも行けず暇を持て余していたが、友人と電話をしたわいも無い話をしてなんとか乗り切った

青森 学生寮での人との関わり

青森 実習関係者様や就職支援関係者様から、都内で就職することになった時に応援してもらったこと

青森 家族が応援してくれたり、先生方が親身に悩みを聞いてくれたこと。

岩手 好きなアイドルが医療従事者に支援や応援をしてくれた。

岩手 おうちでの時間が増えたこと

岩手 やい

宮城 音楽番組などで日本中にエールを送っていたこと

宮城
先生方が授業が遅れないようにZOOMでの授業に早くから切り替えて下さったり、病院での実習ができない時は学内実習をして下
さったり、学生の学ぶ機会を確保して頂けたこと

宮城 好きなアイドルがコンサートを配信してくれた。

宮城 関わってる患者さん・家族さんに感謝された時

宮城 コロナ禍で実家に帰ることができず、寂しい思いをしていた時に、親や、友達がささえてくれました。

宮城 普段通り学校に通えること

宮城 医療従事者の方々の働きをテレビで見れたことと、コロナになった患者さんが頑張っている姿

宮城 友達とのオンライン通話

宮城
実習中、グループメンバーと共に課題に取り組んだり趣味の話をしたりすることで、外出が難しい今の時期でも気分転換ができてい
ます。

宮城 友人との交流。家族と会うこと。

宮城 同級生

宮城 友人と通話をすること

宮城
看護師になれるのか、このままで看護師になってもいいのかなど不安が大きくなり、勉強している意義が分からなくなり、精神的に
追い込まれた事がありました。その時は母親と話し、今では母親の言葉が心の支えになっています。

宮城
コロナ禍でも数少なく、臨地実習を受け入れてくださった病院で受け持たせて頂いた患者様が、コロナ禍であるにも関わらず快く接
していただき、患者様から「大変な中ありがとう」とおっしゃってくれました。私たち学生は患者様に学習させて頂いており、コロ
ナ禍で感染が怖いと拒否せず、患者様から感謝の気持ちを伝えられると凄く励みになりました。

宮城 友人、家族との対話。 ほのぼのするニュース

宮城 実習先での患者様とのコミュニケーションや実習先での指導者さんからのご助言をいただきコロナ禍で大変な中励みとなりました。

宮城 実習先で看護師さんが優しくご指導下さった

1-2 コロナ禍でも、心の支えや力となった体験、励みになったことなどありましたらご記入ください。
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宮城
コロナ禍の状態だと遊びにも行けないと言った状態でもあるので学校であえる友達とコミュニケーションとる事が心の支えでもあり
ました

宮城
コロナ禍でも受け入れてくださった病院や受け持たせてくださった患者さんの存在が成長に繋がり、看護師になってね、頑張って
ね、などといった暖かい言葉をいただくきっかけとなり、励みとなりました。

宮城 友人との交流や家族の協力。

宮城 おうち時間が増えたためYouTubeを見る時間が多く、不安が紛れた

宮城 地元の友達とオンライン飲み会をしたことや同じ看護学生と励まし合い、コロナ禍での勉強が出来たこと。

宮城 看護師など医療従事者の方が感染患者のために最善の医療を尽くしていることをニュースで見たことです。

宮城 PCR検査で家族が陰性だったことと、濃厚接触者に該当していなかったこと

宮城 音楽

宮城 好きなアーティストのライブ配信

山形 受け持ちの患者さんからがんばってねと声をかけられたこと

山形 実家に帰れない状況でもビデオ通話などで連絡してきてからたこと

山形 好きなアーティストの歌

山形 テレビでみた、1人の人を救う為に1日かけて電話をしている医療関係者の姿

山形 犬

山形 友達 尊敬できる先生

福島
県外に住んでいて、直接会えない友人とzoomを使いお互いの近況報告をしたりコロナ禍前に一緒に行った旅行などコロナが収まっ
たらやりたいことを話して、それが今励みになっている。

福島 わからない

福島 食糧支援が励みになりました。

茨城 学校の仲間

群馬 友達とお話しする

埼玉 友人と話すこと。

埼玉 SNSで自分と同じ夢を持って今頑張ってる人と繋がったことで、大変な気持ちを共有したり共感してもらったこと。

埼玉 友人とコロナ収束したら旅行に行く

埼玉 受け持たせていただいた患者さんから嬉しい言葉をいただいたり、趣味を楽しむことが励みとなりました。

埼玉 奨学生ミーティングで他の学生さんと悩みを共有し合うことで励みになりました。

千葉 学校の生徒に向けた、地域の方々からの支援物資やカンパを沢山頂けたこと。

千葉 地域の方が支援物資を学校にもってきてくれました

千葉 テレビなどで頑張ってる医療者さん

千葉 クラスや先生方、家族の応援が心の支えになりました

千葉 家族からの応援。趣味

千葉 家族と過ごす時間

千葉
就職先の職員の方に困ったことがあると相談させていただき、いつもアドバイスや元気をもらってまた頑張ろうと思えることがあり
ました。

千葉 家族からの応援。趣味

千葉 友達と電話、家族との時間

千葉 同じ目標に向かって頑張るクラスの仲間

千葉
看護学生だということで、不快に感じる人は私の周りには少なく逆に応援してくれる人が多くいて嬉しかった。これからの日本のた
めに頑張ってほしいなどおっしゃってくれる方がいて、とても嬉しかった。

千葉 帰省

千葉 実習で励まされた

千葉
領域実習の最初の実習で受け持った患者さんから「頑張ってね」と励みの言葉を頂き、これからの実習や学習をより一層頑張ろうと
思えた。
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千葉
コロナ禍で満足に実習ができておらず、就職後不安であることを採用担当者に相談したところ就職後の研修もコロナの影響を考慮し
ているとの事で安心しました

千葉 友達の存在

東京 離れて暮らしている祖母が、スマートフォンを購入し、頻繁に写真も添えた連絡を取れるようになりました。

東京
対面授業が増えたことで、同級生と会う機会が増えて、同じような状況下で頑張っている仲間がいることが分かった。去年のように
ずっとオンラインで授業を受けていたときよりも、それだけでとても心強く感じた。

東京 オンラインでも友達と繋がることが出来ること

東京 母からの電話やLINEのメッセージ

東京 好きなアーティストが元気づける曲を出してくれたこと。

東京 両親からの支援

東京 彼女とLINEなどで励まし会える環境にたった

東京
奨学生の勉強会がオンラインでも開催される為、外部の看護学生などとも交流できる。それが勉強へのモチベーションになってい
る。

東京 テレビで解説してくれる医師の方の納得のいく説明、アナウンサーの願いを込めたメッセージ

東京 友人と電話やzoomをして励まし合ったこと

東京 推しのライブが再開されたこと

東京 好きなアイドルのオンラインライブ

東京 友人や親戚からのメッセージ

東京 友人との会話

東京
遊びに行くことは少なくなったが、電話などで高校の友人など普段会えない人と話す機会がコロナ禍前からより増えたことが嬉し
かった。

東京 高校の先生の支え、好きなアイドル

神奈川 看護師を目指すことを家族や友人知人に応援されている

神奈川 学校でのクラスメイトとの交流

神奈川 家族の励まし

神奈川
オンライン明けに友人と同じ空間で学習ができることがどんなに有難いことなのかがわかり、これからの学習への心の支えになりま
した。

神奈川 友達と励まし合うこと

神奈川 どこのお店、外に出たとしても感染予防やアルコールを置いてくれて対策をしている。

神奈川 友人との連絡

神奈川 友人と電話で話す事

神奈川 先生方が県の要請でコロナの現場で活躍されていることを知り、自分も頑張らねばと勇気づけられた

神奈川 実習を直前に断られたが、他の病院が実習を受け入れてくれた

神奈川 友人同士で声をかけ合い支え合ったことが励みになりました

神奈川 友人との通話

神奈川 一人暮らしじゃないから人と会えなくても寂しくはない。

神奈川 ニュースなどで医療従事者が頑張っていることを知ったということ。

新潟
好きなアーティストさんがYouTubeにて医療従事者の皆さんへと動画を上げてくれました。いつかこんなふうに人の支えになりたい
と思いました。

新潟
臨地実習で仲間たちと励ましながら一つ一つの実習を乗り越えたことです。自粛生活の中で、学校に行けば仲間たちと一生に勉強が
できていることが心の支えとなっています。

新潟 友達とのコミユニケーション

石川 奨学金の関連で食料を支援していただけた。

福井 友達と地元で遊ぶこと

福井 オリンピックで選手たちの努力の成果や頑張りをみれたこと。

長野 奨学金を使わないで貯めていたので、アルバイトができなくなった現在でも何とか生活していくことができています。＜75＞
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長野 オンラインでのグループワークで同世代の人と話せたこと

長野 友人が看護師を目指す私を電話で応援してくれたこと

長野 地域の方の食料支援

長野 家族からの助言、高校の友人と連絡を取り合うこと。

長野 友達

長野 同期や昔馴染みとの会話や食事

長野 ニュースでの医療従事者の方の活躍

長野 近くに友達がたくさんいたため、コロナ禍でも1人にならず、孤独な思いはしなかった。

岐阜
好きなアーティストの音楽や元気をくれる音楽を聞いて勉強や様々な事を頑張っていました。また、コロナ禍で実習先に行けなくて
学内実習になったが同じ仲間と支え合いながら乗り越えることができた。

愛知 奨学金を借りようとしている病院の方がとても親身になってくださり励みになっています

三重 友人、スマートフォン(ゲームや動画など)

三重 友人との電話

京都 好きなアーティストからの言葉や、コロナ禍でも頑張るアスリートを見てとても励まされました。

京都 支援金

京都 受け入れてくれる実習場がある

京都 テレビ等でコロナ禍で働く医療従事者を見て、私も頑張らないとと思えたこと

京都 学校の先生や周りの人の言葉

京都 受け入れてくれる実習場がある

京都 友達、先生

京都 登校日に教員や友人と話すこと。

京都 子どもの笑顔

京都 声掛けしてくれた

京都 好きなアーティストがSNSに浮上してくれました。

京都 オンラインでも一緒に勉強できる友達がいることです。

京都 学校の友達と会うだけで、安心する

京都 現在頑張っておられる医療従事者の方の情報

京都 祖父母や家族が応援してくれていること

京都 テレビ等で医療現場で頑張る人たちを見て勇気づけられています

京都 オンラインでなかなか友達と会えない状況が続いたが、日々連絡を取る事で勉強についても置いていかれるようなことはなかった。

京都 友達 先生 家族の支えがあったこと

京都 友達とLINEで繋がっていたこと。

京都 学校の先生が話を聞いてくださったり、バイト先の上司がとても良くして下さりました。

京都 京都民医連保健会で開催された食材配布により食費が少し助かったこと

京都 声掛けしてくれた

大阪 実習が短くなったこと

大阪 両親からの支援と、定期的に連絡を取って愚痴や相談を聞いてくれる??

大阪 家族の支えと、学校のサポート

大阪 学内実技があったので自信がついたこと

大阪 友達とオンラインで会話をする、野菜などを送ってくれた

大阪 大変だけど頑張ってね、いという周りの人からの言葉

兵庫 少しでも病棟に行けて、患者さんとコミュニケーションを取れたことは貴重な体験となった。

兵庫 友達との会話
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兵庫 オリンピックでサッカーの試合を見ること

兵庫 会えない期間があっても友達などとSNSを通じて連絡が取れること。

兵庫 模試の点数があがったこと

奈良 友達と通話したり、家族との時間が増えたこと

奈良 オリンピックをみたこと

奈良 ズームで他の学生と知り合えたからよかったー

奈良 友達と会う

奈良 テレビ

和歌山
私は、コロナ禍でワクチン接種会場のバイトを少しやりました。沢山の人に説明や案内をすることがあり、実習のような体験ができ
たのでためになったと思った。また、その際に看護学生と知ったバイト先の先輩が大変だけどがんばってねと声もかけてくださった
のですごく心の支えになりました。

鳥取 患者さんや指導者さんからの学び

鳥取 大学ができるだけ対面授業にしてくれたので、友達や先生に会えてよかったです。

鳥取 コロナ禍でも実習を受け入れてくださった病院や施設があり、励みになりました。

鳥取 看護協会の方からマスクや消毒液を頂いて応援されているんだなと感じもっと頑張ろうと思った

島根 犬を飼い始めたこと

島根 映画鑑賞など、新たな趣味を見出すことができた。

岡山 家族や友人、恋人

岡山 子どもの存在。

岡山 民医連の食材支援。実習中、患者から「コロナで生活も大変でしょ そんな中でいつも一生懸命に有難う。」と言われたこと。

広島 音楽、人との会話、映画

山口 友達との電話

徳島 友人と勉強できること

徳島 プチ旅行はできた

香川 家族の支え

香川 家族との電話

香川 趣味のゲームや映画

香川 医療ドラマやオリンピック、パラリンピック

香川 アーティスト

高知 高知県の沖縄県人会の方が食料提供などをしてくださった。

福岡 テレビでの医療従事者と子供の久しぶりの再会

福岡 特にない働きたい

福岡 友達とオンラインで会話をしたこと

福岡 スポーツ

福岡 自分の好きな物、友達

福岡 家族や友達

福岡 みんな夢に向かって頑張っている

福岡 テレビでの医療従事者と子供の久しぶりの再会

福岡 実習に行って患者さんに感謝された時

福岡 友達と会う

福岡 家族が応援してくれた

福岡 患者の笑顔

福岡 運動をすること

福岡 自分の好きな物、友達
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福岡 実習に行って患者さんに感謝された時

福岡 親からのご飯の仕送り、友達とのテレビ電話

福岡 インドアの趣味を共有できる人が増えたこと

福岡 医療関係の学校に通学している友人との声の掛け合い

福岡 ダイエットに成功したこと

福岡 親との電話

福岡 家族がいるから頑張れる

福岡 家族との電話、好きな人たちの動画を見ること

福岡 自治体からのナプキン配布

福岡 友人とのzoom。

福岡 友人同士の励まし。

福岡 好きな歌手の活躍や言葉が原動力になった

福岡 特になし不安しかない

福岡 家族

福岡 テレビで頑張っている人を見て勇気をもらった

福岡 家族の側に居られること

福岡 学内実習での学びやグループワークを通して普段学べないことやほかの人の学びを共有することができた

福岡 家族、友人などの支え

福岡 医療従事者が頑張っている

福岡 先生の対応

福岡 友人と助け合えること

福岡 家族が変わらず支えてくれている。

福岡 病院での看護助手のアルバイトを続けさせてもらえたこと。実習で臨地へ行けない分、大切な経験になっていると感じる。

福岡 学校の教員や家族

福岡 子供に我慢ばかりさせているので意地でも卒業する。

福岡 リモートや電話での友達との会話

福岡 患者さんの笑顔、友達との励まし合い

福岡 ひとりぼっちの気分になるときに歌がそばにいてくれた

福岡 友人と以前と変わらずに話すこと

福岡 友達

福岡 学校の同級生と声を掛け合いながら患者さんのイメージがしづらい時に教えてもらったりなどがとても励みになりました。

福岡 みんなで支えあう

福岡 同期の仲間の声掛け

福岡 みんな頑張っている。医療従事者が頑張っている姿

福岡 家族

福岡 好きなアーティストの音楽活動

福岡 友人との励まし合いが心の支えとなっています。

福岡 家族の支え

福岡 友人がいること

福岡 推しに元気を貰った

福岡 友達との励まし

福岡 推し

福岡 テスト頑張った

福岡 友達や彼氏と電話
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福岡 友達

福岡 お金

福岡 推しのオンラインライブ

福岡 韓国ドラマにハマった

福岡 推し

福岡 日々のニュースで医療関係者が頑張ってくれているという話を聞いたこと。

福岡 友達との電話

福岡 音楽(推し)

福岡 アイドルの存在

宮城
昨年の助産学校受験のときには大学の立ち入り制限で友人の顔を見られなかったが、SNSや電話を通して話を聞いてもらったり励ま
し合うことで受験のモチベーションを保つことができた。

福岡 休暇、学校がない日、課題がない時

福岡 趣味が心の支えになった。

福岡 好きな芸能人のライブ配信など

福岡 オリンピック

福岡 コロナ禍でもありながら、見学実習を短時間で行えたこと

福岡 一緒の夢に向かって頑張る学年の存在

福岡 友達との電話

福岡 実習が行けなくても友達同士でわからないところは教えあっている

福岡 家族や友人が励ましてくれること

福岡 音楽

福岡 音楽

福岡 みんなの意識が大切だと感じた

福岡 給付金の支給｢1回｣

福岡 10万円給付

福岡 看護師の母の存在

福岡 アイドルにハマった

福岡 臨地実習に行けた時に、受け持ち患者さんから頑張ってやいい看護師になれるよと言ってもらえたこと。

福岡 家族がコロナになった時、先生方が実習を行えるようオンラインを通して行ってくれたり、励ましの言葉をもらったこと。

福岡 学校の友達と会えること

福岡 臨地での実習に行くことができ患者さんを通して学習できた事

福岡 学内実習だとグループワークなどが多く、より学生間の距離が縮まった

福岡
近所の介護施設の窓に医療従事者の方達ありがとうございます。との張り紙があって、感謝して下さる心暖かい人もいるんだなぁと
感じたとき。

福岡 こどもの身長が伸びていたこと

福岡 仕事に出た時に患者さんと接しているとき

福岡 友達がいたこと

福岡 ONE OK ROCKのオンラインライブ

福岡 友達や家族の支えがあり励みになりました。

福岡 家族

福岡 アニメ

福岡 アーティストにオンラインライブ、クラスメイトとの関わり

福岡 ステイホームだったからこそ家族といる時間が増えた。

福岡 医療従事者の活躍
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1-2 コロナ禍でも、心の支えや力となった体験、励みになったことなどありましたらご記入ください。

福岡 ペットの存在、友人とのネット上のやり取り、趣味活動

長崎 コロナ禍のなか、受け持ちを承諾してくださった患者さんのご厚意

熊本 コロナの中実習を受け入れてくださった患者さんと会話するのが励みになった

熊本 好きなアーティストの音楽を聴くことが心の支えになります

熊本 この状況の中でも受け入れてくださる病院があり，少しでも臨地で学んでほしいと思って看護師の方が接してくださったこと

熊本 周囲の人からの労いの言葉が支えになった。

熊本 オンライン授業で実家にいられること

大分 好きなアイドルの言葉

大分 友達の声掛け

宮崎 学校の取り組みでコロナ会場の手伝いをしていろいろな方に素晴らしいと言ってもらえたこと

鹿児島 コロナで家族に会えなかったからあなたがいてくれて嬉しかったと受け持ち患者に言われたこと

鹿児島 学校の友達と話し合い頑張ろうと思えた

沖縄 先生があなたは悪くないよと言ってくれた

沖縄 たまに実家に帰って家族に会うこと

沖縄 学生支援物資

沖縄 学校の友達と励ましあうこと。みんな同じ環境で頑張ってると実感できる

沖縄 中々学校に行けない中で、仲の良い友達同士とLINEでテスト近くなった時や実習前に「頑張ろうね」等連絡を取り合ったこと。
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北海道 周りへ対策を強要するのではなく、自分自身にできることを考えていくことが大切だと思えるようになりました。

北海道 感染のリスクが高くなるのが怖い

北海道 責任をもつこと

北海道 感染の認定看護師

北海道 面会の制限で家族や友人に会えず、孤独を感じている患者さんの気持ちに寄り添いたいと思うようになった。

北海道
人のために働いているのに邪険にされる時もあるのだなーと虚しくなった。確かに、医療現場で働いているので周りに人から見れば
感染リスクに塊に見えるかもですが。

北海道 より困ってる人の力になりたい

青森 保育園で雇ってもらいたい

青森 非常時に役に立てる看護師を目指したい

青森 このような感染症が流行した時、看護師として第一線で感染拡大を防止したいと思った。

青森
正しい知識のもとの感染対策を徹底することや、新型コロナウイルスと基礎疾患との関連の有無を勉強していかなければいけないと
思った。

岩手 これから家族を持つと、自分だけじゃなくて家族の身体を守るために、看護師として責務を全うしなければならないと感じた。

宮城
面会に制限がかかっているからこそ患者さんの入院中の状況を今まで以上にご家族にお伝えすることでご家族は安心することがで
き、また退院後のイメージもしやすくなると考える。

宮城
通常の病棟看護や、外来看護だけでなく、感染症対策や災害対策についてもっと学び、臨機応変に対応できる看護師にならなければ
ならないと思った。

宮城 1人の命を救うのにたくさんの看護師が関わっているということを知って看護師像が変わった

宮城 疾患についての正しい知識を身近な人にも伝えて、適切な予防行動が出来るように導く。

宮城 より先進的な知識・技術を身につける必要があると感じた

宮城 誰にも看取られずに亡くなる方が多くいる中で、終末期の看護に興味を持った

宮城 差別されるのではないかという恐怖

宮城 差別されるのではないかという恐怖

宮城 家族との面会の機会が極端に減っているため、そういった患者さんの心に寄り添えるような看護がしたい。

宮城 感染対策はしっかりしなければならないということを改めて実感しています

宮城 感染対策の重要さ

宮城 患者と関わるためには自分の生活に対する行動に責任を持ち行動する必要があると改めて感じました。

宮城 家族が、看護師になることを心配し、自身も、このような環境で看護師になることへの不安がある。

宮城
ある一定の対象者にだけ目を向けるのではなく、その周囲の環境にも目を向けて行くこと、他者への配慮として自分が感染源となら
ないよう、基礎的な知識、技術を持てる看護師像を描くようになりました。

宮城 隔離患者さんへの精神的ケアのあり方

宮城
コロナ発症後、特効薬もないため症状の緩和ができず、また、家族との面会などができない患者様が多くいて、身体的にも精神的に
も辛い状況の中、少しでも苦痛を軽減するために患者様やご家族の思いを傾聴し寄り添いながら気持ちを受容していきたいと思いま
した。

宮城 より即戦力のある看護師になりたい

宮城
このような状況下で命を救う最前線にたっている医療従事者に対する憧れが強まる一方、自分が働いている時にこのような状況に
なったら看護師を続けることができるだろうかという不安。

宮城 正しい知識と技術が求められると改めて感じた

宮城 医療者として感染症対策を重視した行動の強化という思い

宮城 患者と関わるためには自分の生活に対する行動に責任を持ち行動する必要があると改めて感じました。

宮城 命をかけるような仕事でもあるということ

宮城 コロナ病棟でも働けるような看護師になりたい

宮城 逼迫した病院の中で働いていけるのか

5-1 自身の医療観や目指す看護師像に関してどのような変化がありましたか 
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5-1 自身の医療観や目指す看護師像に関してどのような変化がありましたか 

宮城
病気や症状が良くなるためにいる看護師だと思っていて、自分もそうなるつもりだったけれども、それだけではなく、患者の思いに
寄り添うことが必要だということを知り、理想の看護師像が変化しました。私も、コロナが流行っている中で看護をするために何が
必要か考え、生活の中で自分から手洗いをする事の必要性や、三密回避を発信しようと思いました。

宮城 より、誰かの役に立つ人になりたいと思うようになりました。

宮城
SNS等で間違った情報を信じてしまう若者や情報を得られない方、情報を判断する力がない方に向けて、看護師自らが正しい情報を
提供していく必要があると感じている。

宮城 世間からの偏見があるということ。

宮城 コロナ禍でも役立つ看護師になりたい

宮城 勉学も実習も身についている気がしない

秋田
コロナ禍で医療従事者の方々がストレスや疲労を抱えながら仕事をされており、自分もそうなるのかもしれないと思い少し不安に感
じた

山形 優しい人になりたい

福島 感染に対して正しい知識を得たいと思った

茨城 海外に行けるか不安

栃木
自分の時間や家族との時間を削ってまで医療に尽力している医療者に対して、世間の目は厳しかったことや家族が差別されていたよ
うな状況があり、頑張っても看護協会や政府は守ってくれないんだなと感じ、医療職に就くことが不安に感じることが時々ある。

群馬 最前線に立ちながらも、身の危険も守れるようにスタンダードプリコーションを当たり前だと思ってはいけないと言う変化が出た。

群馬 感染対策として必要なことを行う上で、感染した患者が疎外感などを感じることの無いように関われる看護師になりたいと感じた。

埼玉 孤独を感じさせない、寄り添うという医療観が増えた

埼玉 働くことへの不安

埼玉 医療従事者であることを忘れずに周りのことを考えること、責任感もって行動することが大切だと改めて思うようになった

埼玉
患者さんのために患者さん1人1人にあわせた看護をすると同時に患者さんの考え思いに寄り添う看護をしていきたい。社会的環境な
ども踏まえて気持ちを汲み取ってあげたい

埼玉
コロナに感染した方々は大変不安を抱いている様子が新聞やテレビで見られることから、少しでも不安を解消することができるため
に患者さんの立場を考えてからケアを行うことができるような看護師像を目指したいとコロナ禍の前と比較するとよく考えるように
なりました。

埼玉 どんな状況でも自分を発揮できる看護師になりたいと思いました。

千葉 コロナ化の中でどれだけ多くの人を救うことができるのか、正確な技術と知識が必要だと思った

千葉 以前より気をつけることが多くなった

千葉 より正確な知識が必要だと感じた。

千葉 抱えている想いを知ることの大切さ

千葉 より正確な知識が必要だと感じた。

千葉
いつコロナにかかってもおかしくないなかで、患者さんと明るく接している姿や、普段と変わらずに仕事をしている姿をみて、本当
に誇りだなと思いました。感染しないように、アルコールを徹底したり感染対策をしっかり行っている姿が本当に印象的でした。

千葉 医療従事者を目指す者として自身の行動にも自覚が強まった

千葉 医療従事者としての自身の行動への自覚が強まった

千葉
今までは小児科で働きたいと思っていたが、コロナに感染した方々看護ケアができるように、感染症の病棟や救急で働いてみたいと
思うようになった。

千葉 地域住民が理解しやすく、納得出来る医療制度を整えたい

千葉
異変や救急の患者さんに対しても迅速に対応し、すぐに処置、看護を実施でき、患者の一命を取り留められるような看護師になりた
い。患者一人一人に合った看護を出来るようになりたいと思った。

東京 感染症にも対応していかないと行けないと感じた

東京 公衆衛生や保健師の仕事についてより興味を持った。
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5-1 自身の医療観や目指す看護師像に関してどのような変化がありましたか 

東京
家族と面会ができず1人で苦しむ患者さんの心の支えになれるような看護師になりたいと感じた。また、重症化しやすいと言われて
いる患者さんに感染させてしまわないためにも自身の健康管理や行動に責任を持ちたいと思った。

東京 もっと医療従事者への支援を増やして貰えるようにしたり、現場で働くだけでなく医療従事者ためになるような進路を考えた

東京 自分自身が看護師を目指している上で、今この状況下で頑張っている医療従事者を改めて心から尊敬している

東京 感染対策をしっかりしながら、感染してしまった人へのメンタルケアもしっかりとしたいと感じた

東京 感染防止の意識が高まる

神奈川 病棟看護師から訪問看護師に興味を持った

神奈川 救命救急に行ってみたいと考えるようになった

神奈川 答えたくない

神奈川
今まで患者さんに対して安心安楽を届けられる看護師を目指してきたが、このようなコロナ禍でも責任を持ち、臨機応変に対応でき
る看護師を目指していきたいと思うようになった。

神奈川 感染管理や清潔操作について習熟していることが求められると思います。

神奈川 手洗いうがいの大切さを改めて感じた

神奈川 より弱者、感染症について寄り添う看護観になりました

神奈川 家族との面会が禁止されている中での、患者さんへの対応や心のケアの重要性を考える機会になりました。

神奈川 当たり前ではあるが自分が媒介者とならないように気をつけなければいけないため、コロナに関わらず普段から感染対策をしたい。

神奈川 自分が犠牲になってでも誰かを助けるということの素晴らしさ。医療の平等の大切さを改めて実感し

新潟
どこで自分がコロナウイルスにかかるか分からないからこそ、周りの人達を守るための行動を制限している。また、病院で面会制限
があるため、入院している患者に寄り添える技術を磨きたいと思いました。

石川 スタンダードプリコーションの大切さ、患者さんとの関わり方を考えるようになった。

福井 患者だけでなく、家族の心にも寄り添った看護師

山梨 もっと多くの人を救いたいと強く感じました

山梨 人のため世の中のために働くことを強く感じた

山梨 より看護師になって多くの命を救いたい

長野
より医療者として需要が高まり、必要とされているなと感じているので、その期待に少しでも応えられるように自身の看護師として
の力を磨いて、より人の役に立ちたいと思うようになりました。

長野
コロナの流行に伴って、友人などから病気についての相談を受けることがあった。これまでは、自分が疾患を理解することを目標に
学習していたが、人に伝える力も必要であると自身の中で変化した。

長野 様々な状況に対応していかなければならないことがわかった

長野 命を救いたいという気持ちが強くなった

長野
病院での任務だけでなく、感染症対策についてなど専門的な知識を生かして、周囲の大切な人を自分が少しでも守っていけるような
看護師になりたい。

長野 医療者が避けられる事例を聞いて、何のために働くのかが分からなくなった時期があった。

長野 孤立や孤独感・なかなか家族と会えない人への支援をできる人になりたいと思った。

岐阜
コロナのニュースは沢山あるが医療従事者の戦っている姿を見て前よりも誰を助けたい看護師になりたいという気持ちが強くなりま
した。

愛知 医療従事者はコロナと隣り合わせであるが、患者を思い懸命に働いているところに尊敬した

愛知
コロナ禍でも人々の為に看護してくださる看護師の方々を見て私もどんな状況でも人々の役に立てる看護師になりたいという気持ち
が強くなった

三重 より、看護師になり沢山の患者を助けたいと感じた。

三重 これまでは病棟で患者に寄り添った看護を行いたいと思っていたが、感染症診療などの最前線で働きたい

京都 生死について

京都 家族と会えないぶん、寄り添った看護をしたい

京都 患者のケアをするだけでなく、自身の精神的なケアをしなければならないと考えた
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5-1 自身の医療観や目指す看護師像に関してどのような変化がありましたか 

京都 感染症対策により意識をもった

京都 看護師はなくてはならない職業

京都 家族と会えないぶん、寄り添った看護をしたい

京都 即戦力になるような知識の蓄えが必要だと感じた

京都 患者だけでなく自身のケアができる看護師になる

京都 感染に関して、医療従事者だけでなく、一般の方も理解し感染予防に努めていけるよう働きかけたいと思った。

京都 正しい知識をもち、その知識を皆に広めることの大切さも看護師としての役割であると考えた。

京都 大変な職業だと改めて感じました。身近にコロナが出て益々看護の重要性を考えさせられました。

大阪 人の命を救い、最前線に立っている

大阪 緊急の事態にも対応可能な柔軟な看護師になりたいと思った。

兵庫
元々患者や家族の関係性や影響を考えた看護が必要と感じていましたが、コロナによる面会制限から、よりその部分の援助が必要で
あると感じました。

兵庫 この状況で実習しているため感染について理解を深めるきっかけとなった

奈良 医療従事者としての感染予防の重要さ、責任の再確認が出来た。

奈良 より感染するリスクが高まること

奈良 入院患者との面会禁止などを通じて 寂しさを抱える患者の心に寄り添いたいと思った。

奈良 面会できないご家族や患者様の思いを尊重・理解し、寄り添うことを大切にしようと思った。

奈良 責任感が高まった

奈良 差別や偏見、固定概念などを改めて考えさせてもらった。

和歌山 感染が広がるにつれて医療者の負担が大きいこと

鳥取 どんな時でも看護師として人を助けたいと思いました

鳥取 看護師としてできることがたくさんあると感じたこと

鳥取
現場の即戦力になるような看護師を目指していたがコロナ患者さんと接する時間は少なく一人一人に寄り添うことが出来ないという
動画を見て患者さんとのコミュニケーションの大切さを知り、患者さんに親身に寄り添う看護師を目指すようになった

鳥取
看護師は新型コロナウイルスに感染して隔離されている患者さんの1番近くにいるため、孤独を感じさせずに共に治療に励む事が出
来るように支えられる看護師になりたいと思った。

島根 責任のある行動をとることが大切だと思うようになった

島根 面会などが、患者にとっては精神的なケアにつながるので、そういった機会をしっかりと作れる看護師になりたいと考えた。

島根 人との関わりがすごく減ったことで余計患者さんには入院中は近い存在に感じて欲しいと思った

岡山 ルールは守るだけ損をする世の中。特に看護業界。

岡山 本当にこの中で看護師が出来るのかどうか

岡山 分からなくなってきた。

岡山
面会が制限されるなか、患者の精神的ストレスは高くなっており、これまで以上に看護師に求められることは多くなっていると思
う。

岡山 医療従事者の責任感

山口 感染者のいる病院で働くのが怖い

徳島 日々自分の行動に責任を持つようになった。

香川 全力で取り組む

香川 患者だけでなく不安や心配を抱いている家族への援助の重要性

香川 医療崩壊が起きているような時代に就職したくないなと思った

愛媛 最先端に立たないといけないと思った

愛媛 コロナ病棟にいる看護師の使命感に感動した。

愛媛 自己満にならず真の意味で患者に寄り添える看護師

高知
社会では、コロナ患者に対し差別をするような意見もみられ、改めて倫理観を問われている気がしました。誰であろうと患者として
受け入れる姿勢を持ち、自身の安全も確保できる技術を持ちたいと感じました。
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5-1 自身の医療観や目指す看護師像に関してどのような変化がありましたか 

高知 人との関わりを大切にできる看護師になりたいと思うようになった。

福岡 拡大を広げないように努める

福岡 恐怖

福岡 医療従事者の素晴らしさ

福岡 苦しんでる人たちを少しでも支えられたらいい

福岡 看護師の仕事が前より大切だと思うようになった

福岡 コロナ禍で救急科に行きたいと思うようになった

福岡 素早く的確な看護を提供出来る看護師

福岡 病気になった際精神的な不安を感じることを意識できる看護師になりたいと思うようになりました。

福岡
迅速な処置や看護を行い、命を守っていきたいと考えるようになった。その為にも、知識を増やすことは大切だと考えるようになっ
た。

福岡

患者さん・家族に寄り添い、お互いの想いを代弁する役割が特に看護師には重要になっていると考える。そのためには看護師を信頼
して頂く必要があると改めて考え直すことが出来た。 現在入院されてる患者さん・家族は会えないという状況が続いているため、
不安や心配といったことがコロナ禍以前の入院状況よりも強いと考えられる。患者さん・家族に寄り添い、お互いの想いを代弁する
役割が特に看護師には重要になっていると考える。そのためには看護師を信頼して頂く必要があると、改めて考え直すことが出来
た。

福岡 看護師になるのが怖い

福岡 自分も周りの人の命も守れる行動をしたい

福岡 患者との関わり方についての考え

福岡 感染対策

福岡
救急でリスクを抱えながら日々患者に向き合う医療従事者に感謝し、いつか自分も誰かのために従事し、人の行動変容まで結びつけ
られる看護師になりたい

福岡 最近はニュースで入院さえできない患者が増えている。早く少しでも力になりたいと思う。

福岡 心優しい看護師になりたいとおもう

福岡
学校からここはどう と言われたところでなく、しっかりと自分の行きたいと思う科を調べたりホームページを見たりして職探しを
行って、自分から行動するようにしていってます。

福岡 医療関係者にも倫理ある行動が取れない人がいる

福岡 助かる命は助けたいと思うようになった

福岡 卒業後、看護職に就職するか悩んでいる。

福岡 どんな時も挫けない

福岡 感染対策を以前よりもっと徹底していかないといけないと感じた

福岡 コロナ感染者だからといって、差別しない

福岡 辛いときこそ温かい声かけが必要だと改めて思った

福岡 看護師の安全

福岡
感染への警戒、対策の重要性を改めて感じた。また、入院患者が面会すら出来ない状況を目にして、接する時間の長い看護師の関わ
り方が、より重要性を増したと思う。

福岡 資格をとって働いていち早く経験をつんで医療従事者の中に加わりたい

福岡 感染対策への考慮

福岡 偏見にも負けない看護師はかっこいいと思った

福岡
コロナ病棟に配属された看護師さんの動画を見て、嫌々するのではなく、誰かがしないといけない事を引き受けて使命感を持って看
護していて自分もそのような人になりたいと思うようになりました。

福岡 医療の重要性、切迫性を改めて理解した

福岡 人のために看護をする

福岡 関わらないからこそ関わった時にさらに患者さんの気持ちに寄り添っていきたいと感じるようになった

福岡 病棟看護師の大切さ

福岡 今の現状から患者さんの気持ちにちゃんと寄り添いたいと思った＜85＞
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福岡 大変そうなイメージ

福岡 切迫した状況で働いている看護師に尊敬します

福岡
母性領域で言えば、コロナで母親学級や1歳児・3歳児健診などの機会が減り妊産婦の孤独やストレス発散の機会が減ったため 今ま
で以上に親密に関わる努力が必要だと感じた

福岡
寄り添う看護を目標にしていますが、ソーシャルディスタンスが必要であること、患者さんと関われる時間に限りがあることから難
しいと感じています。

福岡 医療従事者に負担がかかる

福岡 患者が家族との関わりを大切にできる看護師になりたい

福岡 面会ができない患者様への寄り添い方

福岡 感染源とならないことこれ大切

福岡 平等な看護の提供をしたい

福岡 医療従事者の責任について

福岡 医療に関する状況が厳しくなり、看護師として働けるかそのものに不安を感じる

福岡 自分も死ぬ覚悟で現場に立つ

福岡 心に寄り添う看護が大切だと改めて感じている

福岡 憧れが強くなった。社会から必要な存在だと再認識する事ができた。

福岡 辛さを分かってあげられる看護師

福岡 看護師をめざし学んでいるが、不安の方が大きくなりました。

福岡 病棟に医師がこないなでわかりやすい看護記録をかく

福岡
今からまでは，感染症に対してそんなに重く考えていなかったが実習とかに行けないことを経験して感染予防はほんとに大切だと
思った。患者さんに寄り添うだけではなくて周りの人のことをもっと考えれる看護師になりたいと思った。

福岡 自分の身体的精神的社会的健康を保ちつつ働く

福岡
コロナの患者さんが増えていく中で、看護師の人数が足りず辞めていく人も多いなど聞いたり動画を見て、コロナ患者さんの看護を
したいと考えている。

福岡 お金

福岡 ICUに行きたいと思った

佐賀
感染対策をしなければならないと世間がなっていても遊びに行く人はいっぱいいて、その中でもそんな人達が罹患したら援助しない
といけないことに対する疑問

熊本 いつでもどんなことにでも対応できる看護師

熊本 ひとりひとりが自分の行動を振り返ること

熊本 自分が感染源にならないようにしなければならないと実感する

大分 怖い

大分 これでいいのか見直した

宮崎 知識のない方に対しての支援の方法など

宮崎 実際に患者さんと触れ合いながら看護をすることができないこと

鹿児島 自分に責任をもち、今まで以上に人に寄り添いたい

鹿児島 不安な気持ちを抱えた人々の心の拠り所になりたいと思った

沖縄
感染対策、スタンダードプリコーションなどの基本が徹底できて、患者や同僚、自分自身を感染から守れる看護師になりたいと強く
思った。

沖縄 看護師でも飲み会に行ったり沢山遊んでいる人をSNSで見る。自分はこうなりたくないと思う。
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北海道
就職先を道外で探していましたが、実習2週間前から実習終了時まで道外へ渡航できなかったことと、実習スケジュールによって全
く就職活動ができなかったことから焦りや不安が大きく、後悔も残りました。

青森 パンフレット、ホームページからの情報しかない病院はイメージが掴めなかった

岩手 インターンシップや病院見学をすることができなかった。

岩手 県外の病院説明会に参加できないため実際の環境が分からない。zoomでの受験に慣れていない

岩手 初めてWEB面接を行うことになったこと。

宮城 病院見学会が出来ないため、病院の雰囲気がいまいち掴みづらかった。

宮城 第一志望の病院が、病院見学やインターンシップを中止してしまったこと。

宮城 人生で行ったことの無いwed面接に不安がある。コロナ禍で採用人数は減るのでは無いかと不安

宮城
Web上での説明会だと病院のイメージが掴めないため、どこの病院に行きたいかといった選択が難しく感じました。また実際にイン
ターンシップ行かないと採用試験を受ける資格が得られない病院もあるためとても悩みました

宮城 採用枠が多くないこと。

山形 採用人数が減ったこと。

福島 産科に配属されないかもしれない

埼玉
どこもオンライン説明会が多くて、実際の雰囲気が掴みにくかった。就活の結果には満足しているが現地で様子が見れる病院から選
んだので、選択肢は狭まっていたと思う。

埼玉 言ってない事を言ったと言われて、不安でいっぱいです。

東京 実際にインターンシップや見学に行けずに、病院を検討しなければいけなかったこと。

神奈川 病院見学ができなかった。実際に看護師が働いている姿をみてみたかった。現場の雰囲気をみてみたかった。

神奈川 就活中、病院のインターンが開催されていない、または縮小されている所が多く、実際に見学出来る機会が少なかったこと

神奈川 全体的に今年は採用が厳しいと聞いた

神奈川
マスクをしながら話すため、口元は見えなく表情が伝わりにくい。そのため、目元の動きに気をつけないと冷たい印象になる。
マスクをしながら話すと、酸素が入りにくく、途中で苦しくなってしまった。

鳥取 早く行動しなかったせいでもあるが、見学会等が困難であった

島根 オンライン面接など、慣れなかった。

岡山 見学会、インターンシップがない

岡山 インターンシップに行けていないため、自分に合った病院なのか、判断が難しい

岡山 就職試験を受けるはずの病院が急に今年は募集を取らないことになった。

岡山 説明会がZOOM開催になったため、戸惑った。

広島

自分のことではないですが、面接の時に実習の思い出や印象に残ったことなどを聞かれ、ほとんどがオンライン実習だったため患者
との関わりなどがなくあまり上手く答えられず、困っていた人が多かったように思います。また、県外への移動後は原則2週間自宅
待機となるのですが、実習中でもそれが適用され、実習に行けなかったり(延期やオンラインなどで対応)、先生たちから試験を受け
るなという主旨のことを言われたりしている人がいました。

徳島 病院見学ができない

香川 病院見学できていない。webの説明会しか受けていないため、病院のことがあまりよくわかっていないので不安がある。

愛媛 病院で奨学金を借りているため、面接小論文はありましたが、問題なく受けることが出来たので困っていることは無いです。

愛媛 県外移動が制限されていたため県外の病院に就職できなかった。

高知 今後は国家試験が終わるまで面接などはありますか 

福岡 コロナ禍で実習に行けず、臨床経験が少ないのが不安

福岡 説明会でオンラインになったこと

福岡 年齢的に採用されない

福岡 新卒より、中途採用を優先している傾向にある

福岡
実習もいけてない上に、バイトも行ってない←コロナの影響を受けるのが怖くてバイトに行けずで)これで本当に役に立っていける
のかとも思いました。

福岡 採用されてもちゃんと働けるか不安

福岡 コロナ世代のため就職率が低いと聞いたため、不安。

採用について困ったことをお書きください
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採用について困ったことをお書きください

福岡 経験があさくわからんことばかりで実際にできないことが多すぎて不安

福岡 遠方の試験を受ける際、感染者数が増えたことによって急にリモート面接に切り替わったこと。

福岡 まだ採用試験してないです。

福岡 試験が難しい

福岡 定員の数が減った

福岡 技術面が全然出来ていないため、就職後が大丈夫か心配

福岡 付属の病院以外に就職すると言った際、何も手助けをしてくれなかった

福岡 コロナ禍で病院のインターンなどに参加できなかったため就職活動が思うように進行できず、なかなか決められていない

福岡
現地でしか採用試験をしないと言われた。感染流行地域であったため学校から受験を禁止された。感染症によって将来のキャリア形
成が妨げられるのは看護業界、医療業界の発展の妨げになるのではないでしょうか。

福岡
説明会等が中止になってしまい、パンフレットのみで病院の魅力を探すことになり大変だった。
実際に働いている看護師の声が聞けず、いいのか悪いのか、どこが魅力的なのか分からなかった

福岡 コロナで就活のタイミングが例年と違った

福岡 病院見学に行かないといけないところが緊急事態宣言で行けなくなるため、就職活動が遅くなっている

福岡 県外に行けない

福岡 県内での就職率が高く例年よりか競争率が高くなっている

佐賀 実習による行動制限で、他県にいきづらかった

佐賀 試験が急にオンライン面接になったり、見学やインターンがなくなったりしたこと

熊本
オンラインでやって貰えず受けれないところが多い。実習してるので希望する病院が県外となると2週間自宅待機になり、単位がと
れない。また募集が少なく就職に不安。

熊本 コロナの影響で募集人数が例年よりも減少し、結果不採用となってしまいました。

熊本 説明会などにも行きづらかったり、開催がやむを得ず中止になったりしたこと

鹿児島
1年生の時から奨学金を借りており、先輩方との交流があったり病院内の見学ができており、採用試験もzoomで行えたため、不安
や困ったことは特になかったです。

沖縄 行きたい病院が違う場合の奨学金の変換について
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勤医協札幌看護専門学校 7
釧路孝仁会看護専門学校 1
釧路市医師会看護専門学校 2
帯広高等看護学院 1
北海道科学大学 12
北海道札幌勤医協看護専門学校 1
名寄市立大学 1
未回答 18

弘前医療福祉大学 2
弘前学院大学 3
弘前大学 2
黒石高校 1
青森県中央学院大学 1
青森県立保健大学 3
青森中央学院大学 3
八戸学院大学 1
未回答 8

岩手医科大学 1
岩手看護専門学校 1
岩手県立大学 2
岩手保健医療大学 3
水沢学苑看護専門学校 1
盛岡看護医療大学校 1
未回答 5

北海道 43

青森 24

岩手 14

アンケート回答学校名と人数内訳

＜89＞



アンケート回答学校名と人数内訳

葵会看護専門学校 1
葵会仙台看護専門学校 18
一関看護専門学校 1
気仙沼市医師会附属高等看護学校 1
宮城県白石高等学校 1
宮城大学 1
国立病院機構仙台医療センター附属仙台看護助産学校 2
石巻赤十字看護専門学校 1
仙台市医師会看護専門学校 2
仙台青葉学院短期大学 18
仙台赤門短期大学 4
仙台徳洲看護専門学校 1
相馬看護専門学校 1
東北福祉大学 1
東北文化学園大学 2
未回答 53

秋田大学 1
未回答 4

山形厚生看護学校 3
山形市立病院済生館高等看護学院 1
山形病院附属看護学校 2
酒田市立酒田看護専門学校 4
鶴岡市立荘内看護専門学校 1
未回答 6

山形 17

宮城 108

秋田 5
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アンケート回答学校名と人数内訳

医療創生大学 1
相馬看護専門学校 1
東稜高等学校看護専攻科 1
福島看護専門学校 4
福島県立総合衛生学院 1
未回答 4

常磐大学 1
晃陽看護栄養専門学校 1
未回答 2

足利大学 1
国際医療福祉大学 1
栃木医療センター附属看護学校 1
栃木県立衛生福祉大学校 1
未回答 1

たかさき・ナイチンゲール学院 2
群馬医療福祉大学 2
群馬県立県民健康科学大学 3
高崎健康福祉大学 2
渋川看護専門学校 2
上武大学 5
未回答 4

福島 12

茨城 4

栃木 5

群馬 20
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アンケート回答学校名と人数内訳

勤医会東葛看護専門学校 1
熊谷市医師会看護専門学校 1
幸手看護専門学校 1
埼玉県立大学 1
深谷大里看護専門学校 1
西武文理大学 1
川口市立看護専門学校 1
大東文化大学 1
東都大学 1
目白大学 1
未回答 7

勤医会東葛看護専門学校 35
千葉科学大学 1
帝京科学大学 1
東京情報大学 1
東京医療保健大学 2
東都大学 1
了徳寺大学 2
和洋女子大学 1
未回答 41

千葉:85

埼玉 17
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アンケート回答学校名と人数内訳

杏林大学 1
駒沢女子大学 1
慈恵第三看護専門学校 1
首都医校 3
西新井看護専門学校 1
早稲田速記医療福祉専門学校 1
帝京平成大学 1
都立荏原看護専門学校 1
都立青梅看護専門学校 2
都立専門学校 1
東京医療学院大学 1
東京純心大学 1
東京都立大学 1
東京墨田看護専門学校 3
武蔵野大学 2
文京学院大学 1
未回答 13

横浜市医師会聖灯看護専門学校 2
横浜市病院協会看護専門学校 3
横浜実践看護専門学校 1
横浜創英大学 1
横浜中央看護専門学校 2
神奈川県立衛生看護専門学校 1
神奈川県立保健福祉大学 1
神奈川歯科大学短期大学部看護学科 1
川崎市立看護短期大学 2
未回答 22

県立新発田病院附属看護専門学校 1
新潟看護医療専門学校 1
未回答 4

東京 35

神奈川 36

新潟 6
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アンケート回答学校名と人数内訳

未回答 2

金沢医療技術専門学校 2
未回答 1

武生看護専門学校 1
福井医療大学 1
福井大学 1
未回答 4

共立高等看護学院 12
甲府看護専門学校 2
山梨大学 1
未回答 3

佐久大学 2
小諸看護専門学校 4
松本看護専門学校 2
松本短期大学 5
信州大学 5
信州木曽看護専門学校 2
長野看護専門学校 5
長野県看護大学 2
長野県須坂看護専門学校 7
長野保健医療大学 3
飯田女子短期大学 2
未回答 14

福井 7

山梨 18

長野 53

富山 2

石川 3
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アンケート回答学校名と人数内訳

中部学院大学 1
岐阜聖徳学園大学 1
未回答 3

回答無し

尾北看護専門学校 1
未回答 4

三重看護専門学校 3
四日市看護医療大学 1
未回答 1

堅田看護専門学校 1

京都看護大学 1
京都光華女子大学 1
京都先端科学大学 1
京都中央看護保健大学校 3
京都府医師会看護専門学校 3
京都保健衛生専門学校 4
京都保健看護大学校 1
近畿高等学校専門学校 30
保健衛生専門学校 1
明治国際医療大学 3
洛和会京都厚生学校 1
未回答 38

三重 5

滋賀 1

京都 87

岐阜 5

静岡 0

愛知 5
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アンケート回答学校名と人数内訳

アナン学園高等学校 1
近畿高等看護専門学校 1
泉州看護専門学校 5
太成学院大学 1
大阪医専 2
大阪大学 1
大和大学 1
藍野大学 2
未回答 14

園田学園女子大学 1
関西看護医療大学 1
神戸看護専門学校 2
神戸常盤大学 1
神戸常盤大学短期学部 1
兵庫県立総合衛生学院 1
兵庫大学 1
未回答 13

関西学研医療福祉学院 2
阪奈中央看護専門学校 1
奈良学園大学 1
奈良県病院協会看護専門学校 3
奈良文化高等学校 5
未回答 6

東京医療保健大学 3
和歌山市医師会看護専門学校 2
未回答 3

和歌山 8

大阪 28

兵庫 21

奈良 18
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アンケート回答学校名と人数内訳

鳥取県立倉吉総合看護専門学校 2
鳥取市医療看護専門学校 2
鳥取大学 1
未回答 8

島根県立大学 1
松江総合医療専門学校 1
未回答 1

ソワニエ看護専門学校 27
新見公立大学 1
未回答 23

広島市立看護専門学校 1
健和看護学院 1
未回答 4

健和看護学校 1
未回答 3

四国大学 1
徳島県鳴門病院附属看護専門学校 1
徳島県立総合看護学校 2
徳島県立富岡東高等学校羽ノ浦専攻科 1
徳島文理大学 2
未回答 3

徳島 10

鳥取 13

島根 3

岡山:51

広島 6

山口 4
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アンケート回答学校名と人数内訳

穴吹医療大学校 2
香川大学 2
善通寺看護学校 1
独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター附属善通寺看護学校1
未回答 4

河原医療大学校 1
今治看護専門学校 1
松山看護専門学校 1
聖カタリナ大学 1
東城看護専門学校 1
未回答 1

高知開成専門学校 1
高知県立幡多看護専門学校 1
四万十看護学院 1
未回答 1

香川 10

愛媛 6

高知 4
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アンケート回答学校名と人数内訳

久留米大学 5
熊本大学 1
健和看護学院 118
原看護専門学校 1
古賀国際看護学院 1
純真学園大学 1
小倉看護専門学校 4
杉森高等学校 5
聖マリア学院大学 1
大牟田医師会看護専門学校 2
大和青藍高等学校 1
日本赤十字九州国際看護大学 1
博多高校 76
福岡医健・スポーツ専門学校 1
福岡国際医療福祉大学 2
福岡市医師会看護専門学校 17
北九州市小倉看護専門学校 45
柳川山門医師会看護高等専修学校 1
有明高等学校 4
八女筑後看護専門学校 1
未回答 168

医療福祉専門学校緑生館 1
佐賀大学 6

未回答 2

活水女子大学 1
長崎市医師会看護専門学校 1
未回答 1

長崎 3

福岡 456

佐賀 9
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アンケート回答学校名と人数内訳

駅前看護リハビリテーション学院 1
玉名女子高等学校 3
九州中央リハビリテーション学院 26
熊本市医師会看護専門学校 2
上天草看護専門学校 1
大牟田医師会看護専門学校 1
有明高等学校 3
未回答 13

健和看護学院 2
大分医師会看護専門学校 1
藤華医療技術専門学校 1
未回答 5

宮崎県立看護大学 1
鵬翔高等学校 1

加治木看護専門学校 1
仁心看護専門学校 1
赤塚学園看護専門学校 1
龍桜高等学校 1

沖縄看護専門学校 1
北部看護学校 1
名桜大学 2
未回答 3

熊本 50

大分 9

宮崎 2

鹿児島 4

沖縄 7
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