平成 30 年度「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」における
「障害者に関わる方のための障害者のライフステージに寄り添う地域サポータ
ーの育成事業」成果報告書
本報告書は、文部科学省の生涯学習振興事業委託費による委託事業として、≪一般財団法人
福祉教育支援協会≫が実施した平成 30 年度「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」
の成果をとりまとめたものです。
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１

はじめに

本事業は文部科学省平成 30 年度「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」におけ
る「障害者に関わる方のための障害者のライフステージに寄り添う地域サポーターの育成
事業」として一般財団法人福祉教育支援協会が受託し行われるものである。
専修学校を利用して地域産業を活性化する中核的人材を養成する、という課題は広い分
野が想定される中で、本事業では福祉領域における支援者の養成を地域の中核的存在とす
ることを目的にした方策として計画したものである。福祉領域とは高齢者、障害者、子供の
各分野に大別され、それに日本における障害者とは一般的に「身体障害」
「精神障害」
「知的
障害」の 3 区分に分けられ、行政機関により「障害者手帳」
（障害種別によって呼称は異な
る）を交付されることにより福祉サービス受けられる状態にあることをいう。障害者は要支
援者という位置づけであり、支援の枠組みは福祉行政の中でまとめられ、厚生労働省の管轄
である。文部科学省においての障害者は修学年限内では教育行政の管轄ではあるもの、18
歳以降に関しては厚生労働省の管轄に移行され、必要な支援を受ける枠組みの中に位置付
けられている。
この「移行」により文部科学省と 18 歳以降の障害者の接点は少なったが、平成 26 年に
日本が「障害者の権利に関する条約」を批准し、平成 28 年には「障害者差別解消法」が施
行されるなどノーマライゼーション社会実現に向けての取組が加速する中で、平成 29 年の
松野博一文科相（当時）が「特別支援教育の生涯学習化に向けて」のメッセージが発せられ。
同年度に文科省生涯学習政策局に「障害者学習支援推進室」を新設、同時に省内各部署から
横断的にオブザーバー参加する「特別支援総合プロジェクト 特命チーム」が結成されたこ
とから、障害者の生涯学習を政策として確立していく方向へとシフトチェンジしたのは最
近のことである。
本事業の受託者である一般財団法人福祉教育支援協会は、新設された文部科学省・社会学
習安全課障害者学習支援推進室が主幹の「障害者の生涯を通じた多様な学習活動の充実」に
向けた政策の一環である「障害者の多様な学習活動を総合的に支援するための実践研究」を
受託し研究する立場でもある。障害者の学習を研究する中で、生涯学習は障害者のある一定
期間を対象とするものではなく、ライフステージ全般にわたって関わるものであることを
強く認識し、それを推進する先導役となる人材が中核的存在として地域活性化に貢献する
ことをイメージし、その教育及び学習プログラムを開発するのが本事業である。
事業を行う一般財団法人福祉教育支援協会は、平成 27 年にコミュニケーションを重視し
たプログラムで就労支援を行うことを主眼に就労移行支援事業所シャローム所沢（埼玉県
所沢市）開設とともに埼玉県所沢市に設立された。平成 28 年には埼玉県和光市に初めてと
なる就労移行支援事業所であるシャローム和光、平成 29 年に計画相談事業所シャローム新
倉（埼玉県和光市）を設立した。さらに就労支援に関して企業側の啓蒙活動の活発化に向け
て、障がい者雇用推進センター（東京都中央区）、障害者マッチングの活性化に向けて職業
紹介事業所シャローム日本橋（同）を設立するなどで障害者の就労に関しての教育とその具
体的な戦略に関する事業を行ってきた。
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文科省からの障害者の生涯教育に関する委託研究や日常的な障害者との関わり、社会と
の接点を常に模索する立場に身を置きながら、社会的課題として障害者の的確な支援の確
立と、その人材の養成は常に必要との認識の上に立ってきた。それは障害者のライフステー
ジに寄り添った支援が必要であり、これまでなかったライフステージ全般にわたる支援の
概念を入れ込み、各ライフステージの障害者の置かれた状況やその心に焦点を当てた「ケア」
を障害や年代に分けることなく、連関的に実践する必要があり、その人材を養成するために
は福祉等の専門性を持ちつつも、巨視的な学習分野を経験した幅広い教養による受容性が
必要な素養となる、と考えている。
本事業では、支援者に求められる幅広い素養を培う教育プログラムを通して、障害者のラ
イフステージを見据え、働きがいから生きがいまでをカバーできるライフステージに寄り
添う地域サポーターを養成したいと考えている。障害者に関するライフステージを見据え
た支援には、福祉領域の学びだけではなく、「教育学」、「社会学」の学びとともに、それぞ
れの学びを統合しながら、実践で学びを深めることで、新たな気づきにつながることを想定
しており、2018 年度においてこれら仮説に対する立証をするべくアンケート及びヒアリン
グの調査を行い、ベースとなるカリキュラムや評価基準の素案を抽出した。これを素案にし
てさらなる調査を進めて地域の中核的人材の育成という目的に適ったプログラムの精度を
高めていきたい。

２

学ぶことの前提の整理

本事業の開発プログラムにより学習する対象は精神保健福祉士、社会福祉士等の福祉分
野の実務経験者のほか、専門学校の精神保健福祉士・社会福祉士の養成課程に学ぶ学生への
適用も可能な内容とする予定ではあるが、福祉領域では社会実態に合わせて制度の変更な
どが頻繁に行われることを考え、社会情勢の変化により必要に応じて教職員や民間の資格
者などにも柔軟に対応することを基本としたい。
今回開発する教育プログラムは「福祉」
「教育」
「社会」の３つの領域の科目で構成するこ
とを想定している。
「福祉」
「社会」
「教育」の 3 領域によるカリキュラムについては、幅広
くかつ質の高い支援を行うために普遍化できるリベラルアーツの基礎を考えたうえで設定
したものであり、その中身については、学習対象者がすでに現場で働いている人も含むと同
時にカリキュラムの中には実習も組み込んでいることから、これらの学びが自らの働きや
行動に直結する形で構成されていることがポイントとなる。実習や実体験を通じて浮かん
だ疑問や課題などを同じ受講生と検討・討議し、より高い質の答えを導いていく学習は、多
くの課題に対応できる可能性に向かい、結果的に「福祉」等、自分の専門領域でのみ思考し
ていた状態から巨視的な学問による巨視的なものの見方を可能にすると考えられる。
さらにこの「感覚」や発見した「言葉」「答え」等の自らの思いをディスカッション形式
を多用した「学びの場」でその場に集う学習者とともに共有し、その共有の積み重ねによる
コミュニティ化がやがて社会で各自が活躍する際のネットワークにつながるであろう。
このネットワークは本事業の目的でもある地域の中核的人材となり地域の課題を解決で
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きる人として機能できると考え、この仮説が現実になるための構築を確実に考えていくの
を開発の原動力としたい。

３

意識調査

3－1 アンケート概要
カリキュラム開発と受講者とのマッチングを確実にするために書面アンケートによる調
査を精神保健福祉士や社会福祉士、福祉関係従事者、社会労務士、企業人事従事者の各 100
名程度を対象にし、アンケート書面を郵送し返送してもらう形で行った。
この目的は各領域で業務にあたる方々が、どのような思いで仕事をし、仕事の質的向上を
目指す場合にどのような学びを欲しているのか、そしてその学びはどのような形態で提供
するのが効果的かを探るものである。すでに業務に従事し自分なりの考え方が確立してい
る方が多い中で、学びに関する見識が「まとまりのあるものなのか」をアンケートの分析か
ら読み取ることができるのかを考えて設問を設定した。
アンケート調査の概要は以下である。
【アンケート調査概要】
期間

2019 年 2 月 25 日～2019 年 3 月 4 日

方式

郵送による書面回答方式

送付先

送付件数

社会福祉法人

355 件

企業

352 件

社会保険労務士

58 件

社会福祉協議会

22 件

※1 件につき複数回答あり
回答者数

752 人

アンケートをするにあたり、アンケートをお願いする文書は以下であった。
以下文面―――――――――――――――――――――――――――――――――
文部科学省委託研究「福祉領域で支援する方々への支援活動の質を
高めるための学びに関する意識調査」へのご協力のお願い
皆様におかれましては日々ご清栄のことと存じます。
この度、私ども一般財団法人福祉教育支援協会は文部科学省の平成 30 年度「専修学校に
よる地域産業中核的人材育成事業」において、
「障害者に関わる方のための障害者のライフ
ステージに寄り添う地域サポーターの育成事業」が採択されました。この事業は福祉関連の
現場や障害者に関する現場で働く方々に、支援に関する学びのカリキュラムを開発・実行し、
学んだ方々が支援活動の質を高め、地域の中核的存在になっていただくことを念頭に 3 か
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年にわたり調査と開発が行われます。
つきましては、本年度の計画にあります「福祉領域で支援する方々への支援活動の質を
高めるための学びに関する意識調査」を下記の概要で実施いたしますので、ご多忙の折と
は存じますが、ご理解の上、ご協力いただければ幸甚でございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
記
調査対象 福祉関連業務に従事している方、障害者と関わる業務をしている方
調査期間

2019 年 2 月 25 日～2019 年 3 月 4 日

返信方法

同封の封筒で返信してください。アンケート調査票は必要に応じてコピーして

いただければと存じます。
以上
文面以上―――――――――――――――――――――――――――――――――――
送付したアンケート内容は参考資料で原文を掲載している。以下回答の分析・調査では各質
問にその回答を示しながら分析・調査を加えたい。
3－2 回答の分析・調査
（１）質問１について
質問１

現在の職業的立場についてお聞きします。該当するものに〇印をしてください。

１福祉職員（具体的に職務内容等

経験年数

２学生（学校名など

）
）

３会社員（職務内容等

経験年数

４そのほか（

）
）

福祉施設と福祉に関連する企業への発送が大半を占めた結果、回答者は福祉職員が大半
となった。企業については障害者雇用のつながりなどを考慮して対象化したために、企業内
の福祉関連職員が回答することになった。結局、
【表 1】が示すように、79 パーセントが福
祉職員であり、続く会社員は 11 パーセントにとどまった。
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【表１】回答者の属性別割合（全752件）
その他
7%

学生
2%

未回答
1%

会社員
11%

福祉職員
79%

（２）質問２について
質問２

現在の福祉領域とのかかわりはありますか。該当する領域に〇印をしてください。

１

高齢者福祉

４

疾病者

２

幼児・児童・子供福祉

３

障がい者福祉

５ そのほか

今回の開発カリキュラム対象を「精神保健福祉士」「社会福祉士」を対象にしていること
から、これらのフィールドが主に障害者福祉の領域にあるため、
【表 2】で示すように結果
的に 65 パーセントが障害者福祉の領域であった。続いて

【表2】現在の支援対象領域
疾病者 無回答
そのほか 4%
1%
幼児・児童・ 6%
子ども福祉
9%

高齢者福祉
15%
障害者福祉
65%

（３）質問３について
質問３

現在の支援活動の頻度についてお聞きします。

１

日常的に支援活動をしている

２

職業的に支援活動をしている
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３

日常的にも職業的にも支援活動をしている

４

支援活動はイベント等、たまにしている

５

支援活動はしていない

【表 3】では、アンケート送付先が福祉関連の事業所や福祉に関わりのある企業であるた
めに、支援活動については 7 割近くが職業的に支援をしていることになったが、職業的に
支援しているのに加えて、日常的にも支援をしている方が 14 パーセントとなった。

【表3】支援活動の頻度
支援活動はイベント
等、たまにしている
5%

無回答、わからない
1%

日常的に支援活
動をしている
11%
日常的にも職業
的にも支援活動
をしている
14%

職業的に支援活
動をしている
69%

（４）質問４について
質問４
１

支援活動する際のお気持ちであてはまるものを選んでください（複数回答可）

積極的にやろう

２

社会のためにやろう

援される人のためにやろう
仕方ない
する

１４

９

幸せだ
面倒くさい

１０
１５

５

３

組織のためにやろう

不幸だ

１１

私はプロだ

理不尽だ
１６

自分のためにやろう
６
１２

楽しい

７

やるせない

自分の役割だ

１７

４

支

憂鬱だ

８

１３

憤慨

私は不足して

いる
具体的な説明が必要な場合お書きください
（

）

【表 4】の棒グラフが示すように、最も多かったのは「支援される人のためにやろう」と
いう利他的な考え・思いである。職業的に支援している人が多いが、ネガティブな気持ちで
従事している人は少なく、多くが支援される人のため、という支援者としての基本とされる
対象者視点が強く意識されていることが分かった。
さらに「積極的にやろう」
「自分のためにやろう」
「楽しい」という積極的な姿勢を示す人
が多く、一方で「憂鬱だ」
「仕方ない」
「やるせない」というネガティブな感情を圧倒的に上
回った。
一方で職業意識として、
「私はプロだ」という強い意識と、支援する上で「私は不足して
いる」という不安がほぼ同数であった。福祉領域での支援者が仕事をする上で「プライド」
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と「不安」が混在している状況は伝統的な福祉と他業種からの参入などによる方法論及びス
キルの多様化を反映していると思われる。

【表4】支援活動する際の気持ち
0

100

200

300

400

500

600

積極的にやろう
社会のためにやろう

自分のためにやろう
支援される人のためにやろう
組織のためにやろう
楽しい

憂鬱だ
仕方ない
幸せだ
不幸だ

理不尽だ
やるせない
憤慨する
面倒くさい
私はプロだ
自分の役割だ
私は不足している

（５）質問５について
質問５

ご自分が支援活動をする立場として、さらに活動を広げて地域の中核的な役割を

果たす際に必要なことを身についていると思いますか。
１

十分に身についている

２

まあ身についている

３

どちらでもない

４

あまり見についていない

５

身についていない
支援スキルについては、
「身についている」
「身についていない」の「どちらでもない」が

最も多く 36 パーセントだった。次が「まあ身についている」の 27 パーセントであるが、
どちらにしても完全なる自信を持つ要素となる「十分に身についている」のは 3 パーセン
トに過ぎず、ほとんどが「不安のまま支援を行っている」ことが分かった。
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【表5】支援のスキルについて
十分身についている
3%

無回答
1%

身についていない
7%

どちらでもない
36%

あまり身についていない
26%

まあ身についている
27%

（６）質問６について
質問６

ご自分が支援活動の質を高め、地域の中核的人材になるために、さらに身に着ける

ことができるものがあれば、又は新しく身に着けることができることがあれば、どんな内容
が必要だと思いますか。当てはまるものを選び、優先順位を記入してください。
・社会福祉学

（

）

・人文科学系の教養学・教育学

（

）

・哲学関連（思想・宗教学含む）

（

）

・社会学（国際関係含む）

（

）

・政治学（地域政策決定プロセス・法理論）

（

）

・経済学・経営学（マネジメント学）

（

）

・医学及び看護学

（

）

・自然科学分野系の生命科学

（

）

・コミュニケーション学

（

）

・心理学（社会学・教育学）

（

）

（

）

・そのほか（

）

優先度１位の多さの比較【表 6】と得点順優先度比較【表 7】が以下である。昨今ではコ
ミュニケーション力が盛んに社会的スキルとして重要視されているが、その定義づけがさ
れないまま、
「コミュニケーション」との言葉が独り歩きしている印象もあるが、福祉領域
の方々は、現場でコミュニケーションの重要さを認識したからこそ、コミュニケーション学
への思いが積み重なっていたのだろうと考えられる。
また表の６，７ともに社会福祉学よりも人間科学系の教養学・教育学が上位に来る結果と
なり、大きくとらえれば人間科学の分野に集中したような印象だった。上位となった心理学
及び医療及び看護学も人間科学の領域であり、人間を相手にする上での学問と位置付けら
れるものが上位を占めているのは、回答者が確実に人を相手にしていることの証拠でもあ

10

る。
【表 6】優先度１位の多さの比較
政治学 その他 哲学関連 社会学
2%
2%
1%
1%
経済学・経営学
6%

生命科学
1%
コミュニケーション学
26%

医学・及び看護学
12%

心理学
14%

人文科学系の教
養学・教育学
20%

社会福祉学
15%

得点順優先度比較【表 7】

政治学
4%

哲学関連 社会学 生命科学
3%
2%
3%

その他
1%
コミュニケーション学
23%

経済学・経営学
7%
社会福祉学
9%

心理学
18%
医学・及び看護
学
14%

人文科学系の教養学・教育学
16%

（７）質問７について
質問７

支援の質を上げるための学びの手法について最も効果的だと思われるものから優

先順位をつけてください
・ゼミ方式の少人数でテーマを決めてのディスカッション

（

）

・実習を基本とした実践

（

）

・プロフェッショナルによる講義形式

（

）

・テキストベースによる講義形式

（

）

・レポート作成、発表などのアウトプット実践

（

）
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講義や学びの方法を聞いたのに対し、優先順位【表 8】で実習・実践が最も多く 58 パー
セントを占め、ディスカッションが 22 パーセントで次ぐ。経験のある支援者が、新しい学
びを得るための方策としてこの講義の方式で最も有効なものを選んだのだと思う。

【表8】優先順位1位比較
レポート・プレゼンといったアウ
トプット
1%

テキストベースの講義
3%

プロによる
講義
16%
実習・実践
58%
ディスカッ
ション
22%

【表9】得点順比較
レポート・プレゼンといったアウトプット
5%
テキストベース…
実習・実践
40%

プロによる
講義
22%

ディスカッション
27%

（８）質問８について
質問８

学びの質を上げて、支援活動をよりよく行うための学びについてのご意見・要望な

ど自由にお書きください。
（

）
この項目には多くの意見が寄せられ文末の【参考】に掲載しているが、その中でも、今回

のカリキュラム開発で目標としている「地域の中核的人材」を強く意識して書かれた文面を
紹介したい。
・
「地域の」という点においては、地域性を捉える力を要することになるため、統計等のデ
ータや研究結果を読み込む力必要な情報を引き出す力も必要になる。それには、浅く広い知
識（ひき出しをたくさんもつこと）がベースとしてあるべき。
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・
「中核的人材」という点においては、コーディネートする力を要するため、様々な人とつ
ながる力（コミュニケーション能力。必要な時に適した専門家に助言を求められる程度の知
識）が必要。さらには、実践や様々な現場の状況に精通してゆくことも必要と思います。
・福祉にかかれる人材のリテラシーが分化されてきた。直接支援を行う現場の職種の学びの
底上げはますます困難となるのではと考えている。地域社会での共生を支えるサポーター
は現場が生まれにくくなっている。
・地域の中核を担う育成したいと思うなら、机上ではなく実践、フィールドの上で学べる環
境を作る必要があると思います。本気でそのように考えるならば、門戸は狭く、少人数に対
して、ある程度限定したフィールドで中長期的に関われるプログラムが必要だと思います。
とにかく実践、そして周りの人との連携が大事だと思います。
・地域の中核的な役割とは何？何を目的としているのか？

格差是正も考えないと人材は

集まらない…
以上の 5 点は地域の中核的人材を担うための福祉の位置づけに関しては、おぼろげなが
らイメージしつつも、やはり明確な輪郭を示せていない印象がある。長年にわたり福祉はで
きない人をケアする仕事であり、非常に定点的で限定的な仕事になりがちがあり、経済的成
長を是とする社会において、
「生産性」が高い仕事とは言えず、その仕事は地域の中核的な
役割を担ってこなかったことによる、当然の反応であろう。

3－3 調査結果まとめ
質問で、地域の中核的人材を意識したコメントから読み取れるのは前述のとおり、福祉が
中核的人材になる、という新しい感覚にイメージが醸成しにくい障壁がありつつも、必要な
能力はこれまでの福祉領域で働いていたものに加えて必要になることはおぼろげながら認
識しているように感じる。これまでの経済的成長を中心に社会を見てきた私たちの認識は、
地域の中核的人材とは地域の経済を活性化する立場にある人のことであり、実際に経済活
動が領域にある人であるから、そこに福祉従事者が加わっていくかは、大きな社会の問題と
してとらえてしまうのかもしれない。
このアンケート調査により得られた知見を要約すると以下となる。
・回答者の多くは職業的に福祉関連に位置付けられている人であった
・基本的にポジティブな思考で仕事を行っており、「支援者のため」という利他的であり、
対象者のためにする意識の高さがうかがえた
・仕事をする上でのスキルについて、自信を持って取り組めていないことが明確にわかり、
不安のまま現場にいる人がほとんどであることが分かった
・必要な学びの学問領域は「コミュニケーション学」が多く、次いで「心理学・教養及び教
育学」であった
・効果的な学習のスタイルは「実践学習」であり、
「ディスカッションのゼミ方式」もそれ
に準じる形で次いだ

13

以上の結果を基本にヒアリング調査の結果とともに、クロス分析を行っていきたい。

４

対面ヒアリング調査

4－1 調査の概要と項目
アンケート調査が量的な分析を試みたが、この実態調査では対面によるインタビュー法
式により精神保健福祉士等、障害者の生活を支援している福祉関係従事者、家族・関係者等
への支援に関する考えの実態を浮き彫りにする質的調査を試みる。
調査項目は以下であり、項目に沿って１つ１つ質問し答える方式で行った。１対１の状態
で他者からの助言などは一切ない状態で行われた。質問者は本件委託団体である一般財団
法人福祉教育支援協会の正規スタッフ 3 人（男性）が行った。
調査対象者は以下であった。
福祉関係者
企業関係者

有資格者（精神保健福祉士、社会福祉士等）

９人

無資格者

４人

障がい者雇用関連、社労士含む

４人

医療関係者
教育関係者

２人
特別支援学校教員、教材開発会社勤務

合計

５人
２５人

ヒアリングの内容は以下であり、各項目に沿って行われた。また調査票に記されたように
「支援活動」
「ライフステージ」の定義についても統一化した。
以下アンケート調査内容である。
支援者のための学習開発 PJ 調査ヒアリング調査質問票
（０）用語説明・研究の概要と説明
本研究では，
・
「支援活動」とは，家庭・職場・地域において福祉サービスを受ける可能性のある方々が
一般の生活を送り、地域の活性化，地域の安全・安心の推進，社会・経済的な自立を図るた
めに，行う活動と捉えます。
・
「スキル」という用語は「能力」～～できる力（後天的に獲得することができる力）と捉
えています。
・本調査は，特に福祉領域における社会的活動を行っている方や当事者を支援している施
設・専門家の方に，当事者のライフステージ全般への支援を可能にするための必要な能力を
備えるための学習とはどのようなものかについて，自らの経験に基づいてお答えいただく
ヒアリング調査です。
・記録させていただいたヒアリングの内容は，基本的には，個人が特定できぬようにデータ
を加工し，分析を行います。研究成果のとりまとめの際に，個人が特定されるような形で情
報公開しようとする場合には，その全文を確認いただき，承諾の手続きを改めてとらせてい
ただきます。
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（１）個人履歴・社会的活動の概要〔学習分野の分類で必要な情報〕
Q1-1-1 現在行っている社会的活動の概要をお聞かせください。
（Q1-1-2 あなたが支援しておられる内容をお聞かせください。
）
Q1-2-1 社会的活動を行うに至った経緯・経歴をお聞かせください。
（Q2-2-2 あなたが支援しておられる学習機会・施設において，福祉サービスや社会的活動
をねらいとした事業をおこなうようになった経緯等をお聞かせください。
）
（２）支援活動をライフステージ全般における活動に有効にするための能力について
Q2-1-1 支援活動が良質な方〔あなた自身のことでも結構です〕は，どんな能力をもつ方，
どんなことができる方だと思いますか。
Q2-1-2 あなた自身が活動する場合には，どのようなことができるようになることが必要
だと感じておられますか。詳しくお聞かせください。
Q2-2 これまでの経験の中で，支援活動の中での課題があれば、お聞かせください
Q2-3-1 ライフステージに応じた支援活動をする能力を伸ばすためには，どのような経験・
機会（学習や活動）が重要的だと思いますか。詳しくお聞かせください。
Q2-3-2 あなた自身が，支援活動をする力を伸ばすために有効だったと思う経験・機会（学
習や活動）はどのようなものですか。詳しくお聞かせください。
（３）社会的活動に必要なコミュニケーションの能力について
Q3-1 社会的活動に必要なコミュニケーションの力について，最も重要だと感じるものか
ら詳しくお聞かせください。
Q3-2 コミュニケーションの力を伸ばすためには，どのような経験・機会（学習や活動）が
重要だと思いますか。
一般財団法人福祉教育支援協会

法定外シャローム大学

統括責任者 引地達也

4－2 回答の分析・調査
（１）個人履歴・社会的活動の概要について
何らかの形で福祉に携わる人を限定にし、それぞれの仕事に従事するきっかけなどを話
してもらった。当初は「誘われたから」であった理由も、その前後には必ずストーリーがあ
り、仕事上の経験は自分の経験であると同時に対象となる被支援者との経験でもあること
から、仕事には思いが携わっており、その仕事自体には喜びを感じている人が全員であった。
（２）支援活動を有効にする能力について
Q2-1-1 では、
「支援活動が良質な方」について「どんな能力をもつ方，どんなことができ
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る方」であるかを質問した。回答の要約は以下であった。
・感性が研ぎ澄まされている人。１つの問題に対して多角的にみられる人。貧困だけを見る
のではなく、障害との関連で見るなど、つなげることができる人
・その人の気持ちに寄り添えて、ていねいに理解するよう努められる姿勢を持っていること
・相手の立場に立てる人
・基本的には上下関係なく平等に接することができる人
・①コミュニケーション能力

②人の気持ちを察する力（洞察力）

③常識/非常識の分別

についての説明能力
・素直な方、感謝ができる方、人の話をきちんと聞ける方
・明るく楽しく自然体で人間関係を構築できる人
・アセスメント能力が高い人。今の時点で現実的な支援から、可能性としては少ないかもし
れないけれど有り得る支援内容について細かく想定ができる人、だと思います。それと、ク
ライエントに近付き過ぎず支援者として適切な距離感を持って支援できる人
・言葉かけができる方。そこから
・すごく知識も勉強されて、制度も知っている。利用者さんファースト、一番で物事考えら
れる。質がいい。支援員大変だからと守りになりやすいのであるが、利用者さん一番
・人との間に壁を作らない人、懐に入るのが上手な人、言葉ではなく相手が心を開いてくれ
る気がする。お互いを知ることができる。それが近道。苦手な人よりもコミュニケーション
とれてよりいいものに育っていく気がする
・利用者に対して寄り添える方、福祉資源の知識がある方、知識があって適切にアドバイス
できる方
・コミュニケーション能力、お話上手、人を引き付ける力、反面聞く、聞き上手
・支援の支援者を支援の対象とみないこと。人物としてみる。やらなければいけない人では
なくて
・支援者の気持ちになれる。理解できる人、家族・地域を含めて、体験共有できる。
これらの意見を統合すれば、良質な支援のイメージは大きく言えば、適切なコミュニケー
ションにより当事者との信頼関係を築けているだけではなく、業務を遂行する上での関係
者との良好な関係が確立されている状態であるといえる。この状態をベースにして、良好な
関係性の広がりをイメージして行動してもらうことが、地域の中核的な役割につながると
考えられ、この良質な支援の状態に対する思いをカリキュラムに活かすべく考えていくこ
とになるだろう。さらに自分が首足しているところや課題を見つめ、回答してもらうのが、
Q2-1-2 であり、
「どのようなことができるようになることが必要」だと感じているかは、先
ほどのイメージとは反対方向のベクトルが向いたように、自分の抱える業務の中での「不足」
を口にするケースが多かった。希望に関しては外向けに大きな話が展開される反面で自分
のことになるとたちまち内省的になってしまうのは、私たちの社会で活躍する人の特性な
のかもしれない。回答の内容は周辺とのコミュニケーションに関するものも多かったのは、
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周辺との関係性の構築が業務を正確に行うための重要なポイントであることを知っている
からだと理解してよいだろう。
・進路の立場では家族の状況を知ること。地域の福祉サービスを知ること、制度や仕組み、
事業所の状況
・協力者ときちんと連携していける折衝能力。将来のことまで考える計画力、企画力
・その人のことをよく理解する。積極的に場に誘う、声掛けする。輪を作る。仲間を作る
・福祉資源を幅広く深く知る、寄り添えるようになること、感情論にならないこと
・クライエントが感じている困難以外の、クライエントが気づいていない問題点、今後出て
くると思われる課題やニーズをその都度クライエントに分かりやすく伝えること。クライ
エントが理解した上で、支援が必要かどうか検討する必要があると考えています
・企業と対象の人、利用者の間をとる、しっかりとつなぐこと、その能力。ギャップをうめ
る、直接言いづらいことを言ってもらって、相手が求めている状態に、本人もっていく、利
用者言いづらいこと、やってもらえないかと翻訳する力
・その人、例えば病気であるとか、その人の生活上のバックグラウンド、生活保護など、特
定のラベルを張らずに、その人固有の状況課題に、個別に取り組めること
Q2-2 の経験の中での課題は、自分の置かれた立場からの見解が多く、特別支援学校の教
員で進路担当者は「学校のことを地域や企業に知ってもらうこと」、障害者年金を扱う社会
保険労務士は「障害者のことを詳しく知らないこと」
、農業系の就労計測支援 B 型事業所の
支援者は「農業の知識」
、就労支援の支援者では複数が「感情の好き嫌いが仕事に出ること
がある」が課題という。社会福祉法人を統括する担当者は「限りある社会保障の中で、きち
んとした力を出すこと」であるという意見があった。
この課題を話した後に、Q2-3-1 で「ライフステージに応じた支援活動」について、その
「能力を伸ばすためには，どのような経験・機会（学習や活動）が重要」かを聞いた。回答
は以下であった。
・自治的な活動が必要。障害当事者と企画立案で実行と完成。ゼミの形式
・日々日常の接点、本当に些細なことをていねいにていねいにやること。外部活動の面では
多様な人とのかかわり、支援者当事者よらず、交流の場を増やす
・よりたくさんの人と出会うこと。学習も大事だが、より対人関係なので人と会って話した
りすることが大事
・実地研修が一番。PSW で病院と施設での実習。直接かかわるのが良い
・数をこなす。自分が普段接している以外のサービスへのボランティア参加等幅を広げるこ
と
・障害や疾患に限定せず、様々な当事者主催のイベントへの参加は心がけています。実際に
関わることでしか得られない感覚や知識があると思っています
・自分が福祉医療以外の経験がいる。福祉だけではない、それ以外の自分の課外活動余暇活
動、いろいろな人とかかわっていくことで支援にかかわっていく
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・たくさん現場に出ること、現場の経験を積む。スキルアップの講習会も大事だが、はっと
気づくのもあるが、それがベースとなっての経験があればいい、さまざまな人のやり方スキ
ルを知る
・経験しかない。福祉の経験しかない。それぞれのライフステージにあった。自分の人生の
経験値が必要。一定程度の学びと学習
・障害のある人に対する知識、社会の仕組み、法律の勉強は自分でしないといけない
Q2-3-2 では自分自身が「支援活動をする力を伸ばすために有効だったと思う経験・機会
（学習や活動）」を聞いた。回答は以下である。
・地域活動、心理リハビリテーション、研修会の参加、自立活動専任としての実践
・仕事をしはじめて、大学時代に寂れた地域に行って、老人たちと人を呼び込むためのワー
クショップで八丈島の地域おこしを経験した
・大変な利用者と向き合ったとき、困難な経験をしたとき
・所属している職能団体で開催される研修で、相談援助の技術や知識、事例検討など。自分
が経験していないこと(出産、親の介護など)を経験している同僚から実際の経験について教
えてもらう、など
・目の前にある課題にどれだけ向き合ったか、ネットや本などの情報を集めて検討、いまま
でどれだけ真摯に取り組んできたかが結果的には結びついていると思う
・実地研修が一番。PSW で病院と施設での実習。直接かかわるのが良い
・よりたくさんの人と出会うこと。学習も大事だが、より対人関係なので人と会って話した
りすることが大事
・直近ではキャリアカウンセリングの傾聴の勉強は相乗効果があった。コーチングやカウン
セリングなど、とにかく自分のアンテナに引っかかったものには、何かしら学びはある
多くが実践による学びと他者との交じり合いが有効だと考えている。座学で知識を入れ
るよりも、何かを学ぼうと主体的になり、そこからさまざまな気づきにつながっていくとの
のプロセスはほぼ全員が理解しているとみられる。
（３）コミュニケーション能力について
最後に福祉領域に限らず職場で頻繁に指摘される「コミュニケーション能力」について聞
いた。Q3-1 で「社会的活動に必要なコミュニケーションの力で最も重要だと感じるもの」
、
Q3-2 で「力を伸ばすための経験・機会（学習や活動）」をそれぞれ聞いた。以下１が前者、
２が後者である。
・１コミュニケーションがなくてもコミュニケーションができる人。お互いを認め合う

２

しなくてもよい場所を作る
・１コミュニケーションのいい環境に身を置いて、かえってふりかって自分との対話、内省
を深めること、それができるようになってから人の話を聞けるようになった。落ち込むこと
がなくなった

２多様な環境に身を置いて、コミュニケーションをとる機会を増やすこと。

最初の一歩は踏み出せないが、それに慣れる。ここにはというところには出ていく。いいコ
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ミュニケーションに身を置くこと
・１聞く能力、話をとにかく聞く

２いろんなタイプの人の話をじっくり聞く機会を持つ

・１相手の話をよく聞く、理解しようと努力する ２場数をこなす。足りないと思ったらい
ろんな情報にアクセスし、検討、チャレンジする
・１人の良い点を見つける姿勢とそれを伝えるということ

２やろうとする意識

・１相手が自分の話を理解してくれていると感じてもらうために、相手の意図を確実に理解
し、それを伝えること

２ロールプレイや実践を行う研修への参加や、ピアサロンなどへの

参加など
・１空気を知る。うまく言葉で説明できない。話しかけてはまずい、昨日なにかあったかを
雰囲気で分かるようになること。それにあったコミュニケーションがとれること、声のトー
ン下げる、心配そうな顔をする、悲しい顔をする同調する

２現場の経験しかない。障害者

就労のセミナーでなくてもよい
・１相手を支援の枠でとらえないこと

２ワークショップを作るのがよかった。弱者だけで

はなく、行政や企業など街づくりをやっている、かかわっている人、何か 1 個を達成するワ
ークショップができればと思う
・１足を使って自分から会いに行くこと

２様々な経験、いろいろな所属、苦い経験、人間

関係の学び
前述のとおり、コミュニケーション能力は社会全体の各領域、各階層でも求められている
ことではあるが、この定義づけはなされていないのが現状である。話す力、聞く力、伝える
力、発信する力など、それぞれの人がその役割や立場において「最も必要とするポイント」
がその人が着目するコミュニケーション能力であり、上記の回答は福祉領域にいる人たち
が「聞く力」を重視し、そこを自らの行動の出発点にしていることがうかがわれる。
しかしながら、聞く力を重視しながらも、それだけではないコミュニケーション能力の大
切さを知っていることから、学びの重要性を認識し、「コミュニケーションを学ぶ機会」を
求めていると理解できるが、それが「どのようなもの」なのかは体験や実践という表現があ
るものの、社会的支援として的確なコミュニケーション学習が存在していないことから、言
及もできないのが現状であろう。
大学教育においても「コミュニケーション」という文言が昨今の新設学部でも見られ、マ
スコミやメディア、公共などの範囲を限定してのコミュニケーション学は見られるものの、
一般の方が身に着けたいコミュニケーションの学びは巷間では見つけにくいのが実態だ。
このニーズは大切なモチベーションにもつながるため、本カリキュラムでも福祉の切り
口で地域の中核的人材となるため、という切り口でのコミュニケーション学習を位置付け
る必要がある。
さらにコミュニケーションとはツールでもあり、開発するカリキュラム全般を通じて、コ
ミュニケーションという名のディスカッションや対話を通じて学びあうことで、自然とコ
ミュニケーション力が磨かれることも念頭に置きたい。
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4－3 調査結果
ヒアリング調査の結果、抽出されたニーズや思い、そして質的分析を行った結果として以
下の点が上げられる。
・
「障害者のライフステージ」への支援をするために、という前提を説明しても、多くが自
分のかかわる領域での話にとどまってしまう傾向があり、自分の仕事に思い入れを持って
取り組んでいる真摯な姿勢で仕事に臨んでいることは確認できたものの、広い視野での支
援活動に関する発想やイメージまでに至っていないと考えられる。
・支援の可能性を広げるためには、他者との交じり合いが必要であり、その中でコミュニケ
ーション能力を向上させていく必要を感じているが、その具体的なカリキュラムの中身に
関してはイメージできるほどの材料はない
・福祉領域に関わること自体は大きな意義を感じて、各個人の動機付けは確実に各自で確立
されている様子ではあるが、自分の成長のイメージと社会のニーズに関する考察の両面か
ら検討されて言及しているケースは皆無であった
・自分が抱えている仕事に懸命である一方、福祉の人材が地域の中核的人材を担うイメージ
はしにくいようである
これらの分析をカリキュラム開発においては、各シラバス設定・評価基準だけではなく、
カリキュラムを運営するスタイルや日時、頻度などの決定に関しても参考にしていきたい。

５

シラバスの開発

5－1 概要
これまでの調査研究をふまえて、仮説として設定した本教育プログラムの各科目などを
整理した。まずは上智大学が示す学問世界の各領域の連関していることを示した【図１】を
示す。古代ギリシャで哲学から始まった学問は自然科学と社会科学、人文学に分かれ、それ
ぞれの学問領域が形成された。この連関の中で出来上がったのが「人間科学」であり、その
中にあってそれぞれが近い場所に位置するのが「社会学」
「教育学」
「福祉学」であり、ここ
から生命科学寄りに「看護学」が位置付けられる。
この学問領域図から読み取れるのは、人のライフステージを支援する行動はこの人間科
学の領域における学びが有効であり、上記の３つを組み合わせながら実践の学びも加味し
た「パッケージ」として考え、これを出発点として、さらなる学問的な広がりを意識してカ
リキュラムを展開することが、
「ライフステージ」並びに「地域の中核的人材」という本事
業の重要なキーワードに結び付くと考えられる。
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【図１】上智大学が示す学問世界図
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5－2 身に着けるべき教養・知識
以下「社会学」
「教育学」
「福祉学」の各領域における「求められる人物像」を大項目から
中項目に細分化し、そこから「基礎学習項目」を導き出した。さらにその項目から「身に着
けるべき教養・知識」を示した。
社会学領域
求められる人物像

基礎学習項目

身に着けるべき教
養・知識

大項目

中項目

社会についての知識

社会とは何かを体系

が備わっており、世

づけて理解する力が

表的な社会学者の

の中の仕組みや成り

あり、自分が社会に

論考が示す真理と

立ちを整理して思考

生きていることを客

現代社会の関係

し、伝え、行動する

観的な視点も含めて

性。社会学を学ぶ

力がある

明確に説明できる。

ことの意義

地域を成り立たせて

社会学概論

地域形成と政策決定

社会学の歴史を代

地域を成り立たせ

いるコミュニティを

ている関係法令と

理解し、小さなグル

社会構成の基礎及

ープから地方自治体

び政策決定プロセ

まで、政策及び行動

スの基本

プロセスを理解して
いる。
福祉及び教育と経済

福祉・教育と経済

社会保障制度にお

活動の関係性を理解

ける福祉経済の成

し、経済の視点から

り立ち、先進国と

福祉と教育を考える

途上国の違い、教

力がある。

育と経済の関係性
と日本の特性及び
課題について

コミュニケーション

コミュニケーション

コミュニにケーシ

とは何かを理解した

演習Ⅰ

ョンの原義から現

上で、コミュニケー

代社会の課題につ

ション学としての深

いて、ポリフォニ

い思考回路を示しな

ー等の理論を踏ま

がら、その深さと広

えつつ、聞く・話す

がりを正確に把握す

を適確にとらえる

る。

ミクロなコミュニ
ケーションの分析
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さまざまなコミュニ

コミュニケーション

ソーシャルコミュ

ケーションツールを

演習Ⅱ

ニケーションを中

理解した上で、社会

心としたメディア

で展開するべき健全

を通じての各種コ

なコミュニケーショ

ミュニケーション

ン活動と個人が身に

の特性や現代社会

着けるべきコミュニ

のメディアコミュ

ケーション行動を理

ニケーションに関

解している。

する整理

実際の行動を通じて

【実習】アウトリーチ

社会活動と市民の

各コミュニティ・組

活動

結びつきに関する

織の中で何が行われ

手法や結び方をは

ているかを深く考え

じめつながった後

た結果に会得する経

の交友するための

験値を基本に社会問

アプローチ等

題に取り組む力が備

【実習】社会運動活動

わっている。

社会の問題を抽出
し、その問題をも
とにコミュニティ
化する手法、その
集合体が運動する
ための力

【実習】災害における

災害時における活

社会課題

動にふれて、有事
に瞬間的に行動す
るべき行動力と思
考力、継続的に行
うための手法
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教育学領域
求められる人物像

基礎学習項目

身に着けるべき教
養・知識

大項目

中項目

教育についての深

教育とは何かを吹く

い理解があり、人

考えられる知識、教養

う原理に関する知

を教えることの真

が備わっている

識やこれまでの教

教育原論

教育とは何かとい

理を考え、教える

育学を基軸とした

教えられるの双方

原理

向から教育につい

世界における教育に

ての知識と実践す

ついての知識により、

の世界の教育の大

る力が備わってい

現代社会の教育的課

まかな流れや知識

る。

題に想像ができる力

教育の歴史（世界）

古代から現代まで

が備わっている
日本における教育に

教育の歴史（日本）

日本における教育

ついての知識により、

の大まかな流れや

現代社会の教育的課

付随する知識

題に想像ができる力
が備わっている
特別支援教育の在り

特別支援教育・発達障

特別支援教育学全

方、発達障害者に対す

害教育

般及び発達・学習

る教育についての基

障がいに対する教

本と実践に向けての

育の知識

心構えができている
教育心理学に関する

教育心理学

知識をベースに心理

教育心理学の概論
と体系

学に関する基本的素
養が備わっている
「特別な」教育の現場

【実習】知的障害者施

知的障害の教育に

の体験により、実践の

設

関する教育的課題

最適化を考えられる

【実習】特別支援専攻

専攻科の今日的課

見識が備わっている

科教育

題と今後の展開に

こと

ついての知識・実
践する力
【実習】地域教育

地域における教育
の課題を考え最適
化に向けた実践
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福祉学領域
求められる人物像

基礎学習項目

身に着けるべき教
養・知識

大項目

中項目

福祉を正しく理解

福祉全般に関する深

した上で、社会に

い理解があり、常に福

た福祉の原義、哲

おける福祉の位置

祉への視点を兼ね備

学等歴史。日本で

福祉概論

西欧からはじまっ

づけ、個人の役割、 えている

の発展について

その課題を常に考

福祉が制度化するプ

え、解決に向けて

ロセスを理解してお

歴史と政策成立プ

行動できること

り、各政策が存在する

ロセスとそれらの

意味や成り立ちが説

背景にある社会情

明できる

勢と思想について

福祉政策

具体例を基にした知

事例研究１

的障がい者への支援

援教育

東西の福祉政策の

特別支

知的障がい者への
支援及び教育につ

についての深い理解

いての具体的事例

が備わっていること
具体例を基にした精

事例研究２

精神科

神障がい者への支援

系デイケアの取組等

についての深い理解

精神疾患者への支
援についての具体
的事例

が備わっていること
具体例を基にした身

事例研究３

身体障

身体障がい者への

体障がい者への支援

がい者へのケア・医療

支援についての具

についての深い理解

ケアの必要な方への

体的事例

が備わっていること

支援

自らが従事する福祉

【実習】高齢者施設

高齢者施設におけ

領域とは違う分野の

る現場に関する深

福祉現場を基本に体

い理解を基にした

験することで、福祉の

実践論

現場の多様性や課題

【実習】社会参加と障

障害者団体や社会

を近いし現状を正し

害者団体

参加をめぐる課題

く理解していること

【実習】企業の障がい
者就労

企業が障がい者就
労を受け入れる
際、継続させる際
の課題等

【実習】地域の障がい

地域移行の課題や

者支援

地域で障がい者を
支えるための具体
的事例
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5－3 社会学領域概要
さらに各領域で、本プログラムで獲得・向上を目指す知識やスキルのレベルを検討した結
果として、以下の項目に沿ってコマシラバスの形にまとめた。
まず前提となる記載基準は以下である。
記載項目

説

明

科目名

その科目の内容を端的に表す名称

学習目標

その科目を学習することで達成すべき目標

履修前提

その科目を受講する上で必要となる前提知識等。

学習内容

コマごとの学習項目

学習時間

その科目の標準学習時間。集合学習だけでなく、自己学習も含める

使用教材

その科目で使用する教材。本事業で開発するものだけでなく、既存の教
材で参考になるものがあればそれも記載する

成績評価

成績評価の方法。テストやレポート、ディスカッションでの発言状況等
が想定される

社会学領域概要
科目

時間

社会学概論

2 時間（集合学習）＋予習（2 時間）＋レポート 1 時間

地域形成と政策決定

2 時間（集合学習）＋予習（2 時間）＋レポート 1 時間

福祉・教育と経済

2 時間（集合学習）＋予習（2 時間）＋レポート 1 時間

コミュニケーション演習Ⅰ

2 時間（集合学習）＋予習（2 時間）＋レポート 1 時間

コミュニケーション演習Ⅱ

2 時間（集合学習）＋予習（2 時間）＋レポート 1 時間

実習（選択制）10 時間

「アウトリーチ活動」
「社会運動活動」
「災害における社会課題」

→自分が活動する領域とは別の場所で行うことが望ましい。実習後は実習レポート及び実
習を受けての発表をゼミ方式で行うことで共有化する
各詳細
科目名

社会学概論

学習目標

福祉から広く社会に目を向けて、社会の成り立ちを認識できること

履修前提

基本的な社会常識と社会性

学習内容

講義及びディスカッション

学習時間

2 時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1 時間）

使用教材

参考教材：
『社会学』長谷川公一・浜日出夫・藤村正之・町村敬志、有
斐閣・2007 年

成績評価

講義への参加意欲、まとめのレポート
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科目名

地域形成と政策決定

学習目標

地域コミュニティの成り立ちや政策決定のプロセスの習得

履修前提

福祉は地域社会で生かし、生かされる、という事実認識

学習内容

講義及びディスカッション

学習時間

2 時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1 時間）

使用教材

『家と村の社会学』鳥越皓之、世界思想社、1993 年及び『地元学をは
じめよう』吉本哲郎 、岩波書店、2008 年

成績評価

講義への参加意欲、まとめレポート

科目名

福祉・教育と経済

学習目標

資本主義経済の中での福祉と教育を正確にとらえる

履修前提

福祉に関する基本的な学習がされていること

学習内容

講義及びディスカッション

学習時間

2 時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1 時間）

使用教材

『福祉サービスの組織と経営／新・社会福祉士養成講座』武居敏・藤井
賢一郎、中央法規、２０１７年

成績評価

講義への参加意欲、まとめレポート

科目名

コミュニケーション演習Ⅰ

学習目標

混在化しがちなコミュニケーションの機能と役割を多角的にとらえ、
その深さを認識したうえで正しく使うことを習得する

履修前提

基本的なコミュニケーションスキル

学習内容

講義とディスカッションでコミュニケーションメディアの概念を理解
する

学習時間

2 時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1 時間）

使用教材

適時プリント配布

成績評価

講義への参加意欲、まとめレポート

科目名

コミュニケーション演習Ⅱ

学習目標

ソーシャルメディアの現状と今後をはじめとしたさまざまなツールに
よるコミュニケーション世界を理解したうえで、メディアなどの情報
ツールについても深い認識に立てる素地を養う

履修前提

ソーシャルメディア、マスメディア全般に関する基礎知識

学習内容

講義とディスカッション

学習時間

2 時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1 時間）

使用教材

『哲学の歴史 ― 哲学は何を問題にしてきたか ―』新田義弘、講談社
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現代新書、1989 年
成績評価

講義への参加意欲、まとめレポート

5－4 教育学領域概要
教育学領域概要
科目

時間

教育原論

2 時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1 時間）

教育の歴史（世界）

2 時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1 時間）

教育の歴史（日本）

2 時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1 時間）

特別支援教育・発達障害教育

2 時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1 時間）

教育心理学

2 時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1 時間）

実習（選択制）10 時間

「知的障がい者施設」
「特別支援専攻科教育」
「地域教育」

→自分が活動する領域とは別の場所で行うことが望ましい。実習後は実習レポート及び実
習を受けての発表をゼミ方式で行うことで共有化する
各詳細
科目名

教育原論

学習目標

教育の原理はじめ教育が大切にするべきことの基本を習得する

履修前提

一般常識

学習内容

講義とディスカッション

学習時間

2 時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1 時間）

使用教材

『よくわかる教育原理』、汐見稔幸編、ミネルヴァ書房、2011 年

成績評価

講義への参加意欲、まとめレポート

科目名

教育の歴史（世界）

学習目標

教育を世界の歴史から見ることで巨視的な視点を養う

履修前提

教育に関する基本知識

学習内容

講義とディスカッション

学習時間

2 時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1 時間）

使用教材

『教育思想史』今井康夫、有斐閣・2009 年

成績評価

講義への参加意欲、まとめレポート

科目名

教育の歴史（日本）

学習目標

教育が日本でどのように発展し、今の形になったのかを知る

履修前提

教育に関する基本知識と日本の歴史に関する基礎知識

学習内容

講義とディスカッション
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学習時間

2 時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1 時間）

使用教材

日本の教育の歴史に関するダイジェスト版プリント

成績評価

講義への参加意欲、まとめレポート

科目名

特別支援教育・発達障害教育

学習目標

特別支援教育の歴史的変遷と考え方の基本、発達障害に関する昨今の
トレンドを理解する

履修前提

特別支援教育と発達障害に関する基礎知識

学習内容

講義とディスカッション

学習時間

2 時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1 時間）

使用教材

特別支援教育に関するガイドライン、発達障害に関するテキスト

成績評価

講義への参加意欲、まとめレポート

科目名

教育心理学

学習目標

教育の基本となる「教育心理学」の概要を理解する

履修前提

教育に関する基本的知識

学習内容

講義とディスカッション

学習時間

2 時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1 時間）

使用教材

『教育心理学Ⅰ』大村彰道ほか、東京大学出版会、1996 年

成績評価

講義への参加意欲、まとめレポート

5－5 福祉学領域概要
福祉学領域概要
科目

時間

福祉概論

2 時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1 時間）

福祉政策

2 時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1 時間）

事例研究１ 特別支援教育

2 時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1 時間）

事例研究２

精神科系デイケ

2 時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1 時間）

身体障がい者へ

2 時間の集合学習、2 時間の予習とレポート時間（1 時間）

アの取組等
事例研究３
のケア
実習（選択制）10 時間 「高齢者施設」
「社会参加と障がい者団体」
「企業の障がい者就労」
「地域の障がい者支援」
→自分が活動する領域とは別の場所で行うことが望ましい。実習後は実習レポート及び実
習を受けての発表をゼミ方式で行うことで共有化する
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各詳細
科目名

福祉概論

学習目標

福祉の基本を再確認し福祉の「深さ」を追究するきっかけとする

履修前提

福祉に関する深い関心と知識

学習内容

講義とディスカッション

学習時間

2 時間の集合学習

使用教材

『新しい視点で学ぶ社会福祉』栃本一三郎編著、光生館・２００４年

成績評価

講義への参加意欲、まとめレポート

科目名

福祉政策

学習目標

福祉を成り立たせている政策決定のプロセスを理解する

履修前提

福祉制度の基本的な枠組みや仕組

学習内容

講義とディスカッション

学習時間

2 時間の集合学習

使用教材

『しっかり学べる社会福祉③「地域福祉論」 』川島ゆり子・永田祐・
榊原美樹・川本健太郎、ミネルヴァ書房、2017 年

成績評価

講義への参加意欲、まとめレポート

科目名

事例研究１ 特別支援教育

学習目標

特別支援教育を考え、その在り方を話し合える素地を養う

履修前提

特別支援教育の位置づけに関する基本知識

学習内容

講義とディスカッション

学習時間

2 時間の集合学習

使用教材

特別支援教育に関する法的枠組みに関するテキスト

成績評価

講義への参加意欲、まとめレポート

科目名

事例研究２ 精神科系デイケアの取組等

学習目標

精神科デイケアで何をやっているのか、どんな考え方でどのようなプ
ログラムがあるのかを知る

履修前提

精神科系の疾患に関する基本的知識

学習内容

講義とディスカッション

学習時間

2 時間の集合学習

使用教材

『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ第 2 版』日本精神保健福祉
士養成校協会編、中央法規出版、2014 年を適宜プリント

成績評価

講義への参加意欲、まとめレポート
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科目名

事例研究３ 身体障がい者へのケア

学習目標

身体障がい者への深い理解に向けての素地を養う

履修前提

身体障がいに関する基礎知識

学習内容

講義とディスカッション

学習時間

2 時間の集合学習

使用教材

『ウェルビーイング・タウン

社会福祉入門

改訂版』岩田正美・上野

谷加代子・藤村正之 、有斐閣アルマ・2013 年
成績評価

講義への参加意欲、まとめレポート

5－6 選択科目
そのほか選択科目
そのほかの自分の能力向上に向けての選択科目として以下のものも考えられる。

プロ意識の醸成

仕事をする上での意識のコントロールに 2 時間程度
ついての学び

障害者就労の法的措置

障害者の就労についての基本的な行動と 2 時間程度
これからについて

地域での成功事例

福祉が地域の中核的人材を担うことの事 2 時間程度
例

実習の作り方

障害者とともに時間を有効に使う職員に 2 時間程度
おいては、コンテンツの作り方を含む

６

評価基準の開発

6－1 評価基準の基本
このカリキュラムの評価基準の開発については、障害者のライフステージを見据え、働き
がいから生きがいまでをカバーできる支援者が身に付けておくべき知識・スキルを整理し、
そのレベルを評価する基準となるが、まずは働きがいから生きがいまでをカバーできる支
援者が身に付けておくべき知識やスキルを整理し、その人材像を検討した。そのうえで「地
域の中核的人材」になるために必要なスキルを以下 3 点の力が必要と考え、実習を新しい
体験とともに、新しい環境においてこの力を養うための視点を設定し、その気づきを促し、
場合によっては実施にその「力」を試す機会とすることも奨励したい。３つの力は以下であ
る。
・対話力 困難な中にある人の悩みやオーダーに対して、適切な対話を行える力。その対話
はどのような視点で、どのような目標設定のもとに行われているか等を自分の行為を客観
的にみられる力も伴う
・調整力 困難な中にある人の悩みに対し、状況やさまざまなリソースを考慮したうえで調
整することで改善に向かわせる力。必要なものに心と体をどう導くか、その導く際の説明責
任を果たせるか、その説明は適切か等が求められる
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・受容力 困難な中にある人の悩みや、つじつまが合わない話、理不尽な申し出に、どのよ
うに受容し対応していくか、その対応はどのような言葉で導き、そして安心を与えていくか
等の力
計画当初は各知識やスキルについて、
「○○の作業を、上司や先輩の指導を受けながら実
施できる」
「○○の作業を独力で実施できる」
「○○の作業を部下や後輩に指導できる」など
の基準でレベル分けが必要と考えたが、実際には相当な高いレベルでの業務となることが
予想され、
「自分で〇ができる」とのイメージで評価するのが妥当であると考える。
以下のガイドラインを方向性として提示するが、この評価基準は 2019 年度以降、教育プ
ログラム開発において作成し、実際の学生への運用を試行しながら開発を進めたい。
評価基準の試案（すべての教科共通）

100－90

89－70

69－50

49－30

29 以下

社会学講義

A

B

C

D

なし

社会学実習

A

B

C

なし

なし

教育学講義

A

B

C

D

なし

教育学実習

A

B

C

なし

なし

福祉学講義

A

B

C

D

E

福祉学実習

A

B

C

なし

なし

総合評価

A

B

C

なし

なし

評価者・講義は担当講師がシラバスの基準に基づき、講師が評価。実習は、３つの力を自己
採点し、それをもとに担当講師が実習の発表とレポートを評価し決定する。
【評価】評価基準の表に対して、A＝よくできている

B＝おおむねできている

る場面もあるがすべてはできない C=あまりできていない

C＝でき

D=できていない

6－2 評価基準に向けた整理
本件のプログラムの開発をする中で、課題となってくるのが、誰が講義し評価をするか、
である。専修学校を使って地域の中核的人材を育成するプロセスの中で、基本的に専修学校
の教員などが想定されるものの、実際には通常業務に追われている状況で、新しい枠組みに
対応できるかは不明である。また大学教員の活用についても地域によって人材の有無のば
らつきが出てきてしまうし、大学教員がこの枠組みの中で講義に従事する保証はない。
そのため、第一回実施委員会の協議に専門学校の学部長として日々、教務を行う立場から
堀委員から以下の意見をいただいたので紹介する。
事業の期間終了後も含めた持続可能な展開方法として、両者ほぼ一致していたところが、
（１）障害者雇用を行う企業の担当者や職場の人を含めた地域の方・福祉の仕事を目指し学
ぶ学生等に、本事業で開発しプログラムを提供する。そのプログラムは、
（２）社会福祉士・
精神保健福祉士等の有資格者で現場経験のある人等が、ファシリテーターとなりディスカ
ッション形式で講座を展開する。それらを提供する場を専修学校が担うというスキームが
良いのかなというところです。
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委員会では、資格を持つ人の柔軟性の低さや指定科目での既習内容の重なり、障害者雇用
の現場での人権意識の高低なども出る中で、それぞれの主体によって必要なことにバラつ
きがあること、開発したプログラムをだれがどうやって提供して行くか、などの課題が見え
てきたところかと思います。
それらも受けて、ミニマムスタンダードとして（１）向けのプログラムは整備し、（２）
の人たちは事前にファシリテーターとしての資質を磨いたうえで、実際に（１）向けの講座
を受け持つプロセスを重ねることで、地域社会の意識を変えていくスキルや障害者のライ
フステージを意識し周囲を巻き込んだ支援のスキルをアップデートしていく、というデザ
インが有効なのかなと考えたところです。
ちなみに、
（２）の人の待遇が高くないことも課題ではありますが、職場の収益が上がら
ない中で専門職の給与を上げていくことが現実的ではない事を直視したうえで、
（２）の専
門性を本件のような隣接の別のフィールドで生かしていく（職場に対する委託でも個人の
パラレルキャリアのいずれとしても）道を作っていくことは、（２）のような福祉専門職の
キャリア開発（ひいては給与のアップ）の面でも有益なところと思います。
（引用以上）
この指摘を受けて、開発プログラムの実施にあたって有資格者がファシリテーターとし
ての役割を担えるようなガイドラインを作成することも考えたい。示したシラバスの重要
なポイントや協議の方向性などを示した内容として整理をし、同時にファシリテーターに
なる基準や「なり方」なども検討する必要がある。
6－3 評価者及び講義者・ファシリテーターの育成について
プログラム開発と評価基準の検討を進めていくと、講義をする人と評価する人を誰にす
るのか、という課題が浮かび上がってくる。専修学校の教員に託すにしても、開発プログラ
ムに基づいた教材やガイドラインの提示は必須であることは当然であるが、それを評価に
結びつけると、
「社会学」
「教育学」
「福祉学」の領域にまたがる性質や実際に現場に出て実
務を経験している人を対象とする場合に、より高度な知識や講義する力が求められる。
実際にカリキュラムを運用する専門学校の堀委員から飯塚委員と話し合った結果として、
精神保健福祉士などの有資格者で実務経験のある人がファシリテーターとして機能するの
が現実的ではないかとの提案があり、ほかの委員にも意見を求めたところ、現実的な方向性
として実務者のファシリテーターへの育成・養成も開発カリキュラムと評価基準の決定に
際して必要であることが確認された。
これを受けて、ファシリテーター養成に向けての「基本的な福祉知識の習得」の伝え方を
含めて DVD で基本を習得できるかを試行するために、福祉知識に関する DVD 収録を精神
保健福祉士であり就労移行支援の現場で働く支援員が講師として収録を行った。
この教材を素材として今後のファシリテーター育成に向けて協議を続けていく予定であ
る。
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７

実施委員会

7－1 概要
実施委員会は専門学校・大学、専門団体、企業が連携し、本事業の活動方針や具体的な内
容を検討・決定し、実態調査の実施、教育プログラムの開発、実証講座の実施等を推進する
機関である。13 名で構成され委員長は本件受託団体の一般財団法人福祉教育支援協会の引
地達也である。
平成 30 年度の検討内容としては、以下 4 項目を設定した。
１

事業計画の詳細検討
・活動方針、実施スケジュール、構成機関・委員の担当・役割

２

実態調査
・調査の企画・設計（対象、手法、調査項目、仮説と検証方法）
・調査結果の分析（分析、教育プログラムへの反映）
・外注管理（発注業務要件、実施状況等管理）
・調査結果とりまとめ

３

評価基準
・地域サポーターの知識・スキル要件、人材像
・知識項目、スキル項目の抽出・整理
・評価基準の策定

４

コマシラバス
・コマシラバスの記載項目
・コマシラバスの開発
実施委員会は 2 度開催され、採択の時期が 10 月であることから、第一回は委員が一同に

会し自己紹介と委員長から本年度の方針を伝え、仮説としてカリキュラムの想定を示して
協議、第二回目は 3 月に行われ、この間行われた調査の報告と分析・調査を報告し、来年度
以降は確実にカリキュラム開発に向けた時間的な確保について意見交換した。

実施委員会の構成員（委員）
名前

所属・職名

役割等

所在

引地 達也

一般財団法人福祉教育支援協会理事

委員長

東京都

大槻 一敬

合同会社ＬＰエデュケーション

副委員長

東京都

最上 義

一般財団法人福祉教育支援協会代表理事

副委員長

埼玉県

髙尾 和宏

一般社団法人日本環境保健機構理事

委員

東京都

唐沢 隆弘

株式会社東京リーガルマインド執行役員

委員

東京都

委員

埼玉県

飯塚 洋一

学校法人埼玉福祉学園埼玉福祉・保育専門学
校事務局長

34

学校法人慈恵学園東京福祉専門学校

堀 延之

社会福祉学部

学部長

学校法人伊藤学園専門学校甲府医療秘書学

矢野 泰宏

院 教頭
一般財団法人福祉教育支援協会

最上 千都

精神保健福祉士

委員

東京都

委員

山梨県

委員

埼玉県

田中 篤司

社会福祉士

委員

埼玉県

田中 瑛

東京大学大学院 当事者家族

委員

東京都

飯塚 匡春

社会保険労務士いいづか事務所

所長

委員

埼玉県

林 真理子

アイビーシステム株式会社 人事担当

委員

東京都

前島 祐三

和光市保健福祉部社会援護課

委員

埼玉県

7－2

第一回実施委員会

・開催要項
日時

平成３０年１２月１８日（火）15:00～17:00

会場

和光市中央公民館

会議室

議題
１）委員長挨拶
２）事業内容確認
３）事業推進に関する説明
４）意見交換等
・出席者
引地 達也 （一般財団法人福祉教育支援協会 理事）
大槻 一敬 （合同会社ＬＰエデュケーション）
最上 義

（一般財団法人福祉教育支援協会 代表理事）

髙尾 和宏 （一般社団法人日本環境保健機構 理事）
唐沢 隆弘 （株式会社東京リーガルマインド 執行役員）
飯塚 洋一 （学校法人埼玉福祉学園埼玉福祉・保育専門学校事務局長）
堀 延之

（学校法人滋慶学園東京福祉専門学校 心理社会福祉学部学部長）

矢野 泰宏 （学校法人伊藤学園専門学校甲府医療秘書学院 教頭）
最上 千都 （就労移行支援事業所シャローム所沢 精神保健福祉士）
田中 篤司 （公益社団法人埼玉県社会福祉士会 社会福祉士）
田中 瑛

（東京大学大学院 当事者家族）

飯塚 匡春 （社会保険労務士いいづか事務所 所長）
林 真理子 （アイビーシステム株式会社

人事担当）

前島 祐三 （和光市役所保健福祉部社会援護課 課長）
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・議事録
＜引地＞
皆様に委員になっていただく時にも説明していますが、改めて説明を聞くと大変なことを
やっている印象です。今年に限ってはあまり時間もないなかで、今年度中にいま説明した
４項目実施しなければいけませんが、これは一度事務局、委員長副委員長でまとめて、3
月の理事会で出して検討していただきたい。できればできた段階でメールでご報告します
ので、委員会の場に限らずご意見を頂戴したい。事務局からの話に付け加えますと、今の
問題意識から福祉の領域で全体的に活動できる人が必要であるというイメージは私自身現
場の感覚から、支援員ができる、できないという問題に当たったときに、どのような人材
が必要なのだろうといういわゆる「理想の支援者像」を考えながら作ったものです。専門
学校の先生もいらっしゃいますが、福祉の現場で働くといったときにやはり、学生はきち
んとその領域について学習はしてきているのでそれなりの能力は発揮しますが、少し道を
外れてしまうとなかなか応用力が効かないというところがあり、悪い言い方をすると福祉
に閉じこもってしまう。人の可能性まだまだあるのに、支援者がそれを閉ざしてしまうと
いったような傾向が見受けられる。私はもともと福祉領域にいた人間ではないのでそのよ
うな限界を定めるといったところが気になる。それでは支援は十分ではない、被支援者に
とっても幸福なことではない。まだまだできることがあるのではないか。そういった「福
祉の殻」を打ち破れる支援者を作り出しましょうということが今回の事業計画です。実
際、福祉の領域で悩ましいのは人材確保の部分です。どうしてもサラリーが上がらないと
いう構造がある。補助金、助成金のなかで福祉の事業を行うにあたって民間企業に比べる
と給料が安いという傾向があるが、そういった状況も打開したい。つまり、仕事の質をあ
げるということ、社会の中で必要とされる人材をどんどん輩出して、福祉の領域をもっと
生産性と経済性が高い領域にしていきたい。
次にそれぞれの役割をお話しさせていただきます。今回の目的は学習プログラム開発を
し、それを普及させることです。そこで、まず専門学校には本事業で作成されたプログラ
ムを実際に学生に使ってみてほしい。また今回のカリキュラムの重要ポイントは、講義よ
りもゼミやディスカッション方式での学びあいを中心にやっていけたらよいと思ってい
る。というのも現場に出た人が再度学習する、再教育するとなるとそこで学べるものはそ
こまでないのではないか。お互い学びあってお互いの感覚を共有すること、一つのコミュ
ニティを形成することに重きを置きたい。その際の場の提供も各専門学校にお願いをした
い。また、それと同時に違うフィールドにいって学習をするというカリキュラムを検討し
ている。自分が普段働いている場でないフィールドで働くということ。そういったことは
ぜひ和光市に協力をいただきたい。和光市には総合福祉会館というのがあり、前島様が館
長を務めておられますが、高齢者の福祉も A も B も一堂に会するという施設です。ここも
活用させていただきたいと考えております。LEC には主に教材として全国に波及させてい
くという部分での協力をお願いしたいと考えております。また遠隔地での学習 e ラーニン
グもお願いしたいです。社労士の方々は今後障がい者の就労という部分にスポットが当た
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っていく中で、厚労省からも障がい者雇用の推進のためなのか障がい者雇用の優良企業に
は優良企業マークを与えようという動きもあるようで、雇用水増し問題もあった中でこの
ような動きというのは、省庁としても苦肉の策であるという風に見受けられるが、いずれ
にせよ企業がどのように対応しなければいけないか、という部分をアドバイスする立場に
ある方、社労士の先生方や企業の人事担当者にもぜひこのカリキュラムを学習していただ
きたいと考えています。元々PSW や SW の方々のステージを上げるための教育だと考えてい
たが、やはり福祉の領域を「広げる」という部分を重要視するならば、いろいろな属性の
方が対象になってもよいと考えている。以上補足となります。
次にすでに取り掛かっているものについて説明いたします。資料にあるアンケートをご
確認ください。
（アンケート内容の読み上げ）
本来であれば、内容について委員会での承認を得て動くべきだとは考えたが、時間がな
くすでに発送を始めています。ご了承ください。対象は約 600 人、回収率がわからないの
ですが、数百は欲しいと考えている。委員の方にも是非ご協力をお願いいたします。まだ
アンケート結果は出ていないがこれをもとに「社会学」「教育学」「福祉学」の分野でカリ
キュラムを策定しています。このカリキュラムは文科省に提案し採択されてものに則って
作っております。これを一つ一つ検証しなければなりませんが、この作業については専門
家の意見が必要であり、教育学については大学の教授、福祉分野については専門学校の先
生方、社会学については私と東大の田中先生が担当します。これは来年度きちんと予算付
けをして実施いたします。
これより委員から意見をいただきたいと思います。まずは今の専門学校の状況、問題設
定についてご意見をいただけますでしょうか。
＜飯塚（洋）＞
精神保健福祉士、社会福祉士の養成課程がありますが、高卒と大卒で持っている知識量な
どが全然違う。対象を絞ったほうが良いかなと思います。最高齢は 63 歳、そういうひと
は興味をしめすのではないか、彼らがどのような能力を求めているのかぜひ意見を聞いて
みたい。地域のサポーターである以上普及は必要であると思うし、ある一定の社会経験を
積んだ方というのは非常に有用であると思うし、興味を持っている人も多い。障がい者の
雇用についても同様ではないか。ひとくくりに専門学校の学生ではなく年齢などを絞った
ほうが良いのではないか。カリキュラムについては内容は面白いと思うが、どのような先
生がこのカリキュラムをやるのかとなったときに、どのような教員を配置するのか。現場
なのかそれ以上の次元の人なのか、あるいは教科ごとに社会で活動している人を招聘して
実践的なものにしたほうが良いのかもしれない。
（今の学生は新卒でなく既卒が多い、増えているのか）
それぞれの実務経験や学歴によっては入れる養成課程が分けられる。新卒の過程に関して
は少なくなってきているが、意識の高い学生は一定数存在する。一般養成課程は事業の立

37

ち上げや、福祉事業に転職といった方が若干増えているかなと感じます。
＜堀＞
確かに飯塚様がおっしゃる通り養成課程によって学生の傾向が違うところはあります。
また先ほどお話あったように福祉専門職の人が福祉の殻に閉じこもるということは実際に
課題として出ています。それついては元をたどれば、我々の教育内容に課題があるのでは
と反省とともに受け止めています。また色々業界の中で新たな取り組みがある中で、福祉
業界の外からきた方のほうがおもしろいことができているというのも事実だと思います。
福祉の教育の考え方、何を教えるのかというのは専門学校の今後の課題であると思ってい
る。養成課程のことでいうならば高卒後すぐに入るという学生が減っている。10 年前の 3
分の１、学校自体も減っている。一方で一般養成課程の人学びなおしの人はそこそこ横ば
いあるいは微増しているのではないか。社会福祉士、精神保健福祉士同様である。そうい
った人のほうが、幅広い人材もいるし、活躍できるのではないか。カリキュラムについて
例えば社会福祉士や精神保健福祉士は福祉学や社会学はすでに一定量学習済みなので、そ
こにプラスするのであれば現状のカリキュラムとの整合性をきちんと見ていく必要がある
と思われる。また社会福祉士がカリキュラム改訂が予定されているので、そこも踏まえて
考えなければならない。ディスカッション形式というのは専門学校でも導入しているもの
で、流れに沿った良いものであると思われるが、教員の力量もかなり求められるのではな
いか。業界内でも介護分野はこのような取り組みがすでに頻繁に行われており、業界団体
以外でも自然発生しており、そこで学ぶ人も増えている。現状の取り組みをたくさん取り
入れる視点も必要。
（一般養成課程の年齢層は）
すごく幅広い。自分は 20 代後半くらいをメインとしてやっているが、通信課程は本当に
幅広い。20 代～50 代まで。ただセカンドキャリアで入っている方は多くなっているし、
地域のボランティアが入り口になっている人も多い。
＜矢野＞
（地域課題、将来的に本プログラムの修了者が地域の中心となるという点を見越して見解
を）山梨県は人口 85 万にも満たない都市であり、本校のある甲府市も来年から中核市に
なるとはいえ 20 万人にも満たない。市場は非常に小さく専門学校や大学も少ない。そう
いった背景から若い人材は大都市に流出してしまい、福祉の現場や、専門学校は非常に苦
労している。最低賃金も格段に安いという背景もあり、外に出ていく人が多いので、いか
に賃金をあげていくのかというのも山梨の課題であると考えられえる。当校も元々は医療
事務を教える学校だったが、もっと領域を広げていかないと生き残れないということで少
しずつ色々なコースを増やしてきた。自分もそれに合わせて社会福祉士や精神保健福祉士
の資格を取得してきました。社会福祉士の学習は専門学校の通信課程、精神保健福祉士は
大学の通信課程で勉強しました。そこでスクーリングの中身の違いを非常感じた。専門学
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校のスクーリングは講義形式のものが多かったが、大学のスクーリングではディスカッシ
ョン形式が多かった。やはり資格を取るうえで、実習が必要となることもありディスカッ
ション形式の講義は非常に重要であると感じた。今回のカリキュラム内容には非常に期待
している。実際に本校では講義形式の授業が多くなってしまっており、学生たちが現場に
出た後に苦労しているのではないかと感じている。卒業した人たちに対してもこのような
カリキュラムを提供できるのは非常に良いことである。
＜唐沢＞（この教育が本当に有効で波及できるものなのか）
ディスカッション形式は重要であるというのは理解したが、ただ知識をインプットするだ
けであれば格段に通信 web 講義のほうが良いのではないかと感じている。全国で一番うま
い講師が同じ講義を提供できる。ディスカッションの重要性はもちろんだが、ただ伝達す
ればいいという共通知識の部分に関しては、協力できる部分があると思う。
（通信でディスカッション形式として今やっているものはあるのか）
一部サービスとしては行っているものもあるが、商品としては今はやっていない。リスク
が高いため。
＜最上（義）＞
前職 LEC の役員で今は LEC の顧問として、新しい社会に必要とされる教育カリキュラム作
り、世に埋もれている専門団体のよい取り組みを掘り起こし、それを学生等に広く波及し
ていくそんな商品開発をしています。コンテンツ、システム色々な新規事業に取り組んで
いますが、新しいことをやるとどうしてもトラブル等は起こりえます。LEC としては就労
や社会人教育について「点」で考えてきていたが、世の情勢として障がい者等も含めた広
い視点での取り組みが必要とされている。LEC としても福祉の分野は今後避けて通れない
という状況になってきている。また、LEC の卒業生の資格保持者（社労士等）が就職支援
をしているなかで、
「障がい者」についての理解に乏しい状況が散見される。今回は「福
祉」の方々が「社会」を学ぶという側面が強いがということだが、逆に「社会」の方々が
「福祉」を学ぶという方向にも向かっていきたい。そのような役割を LEC が担っていただ
きたい。LEC は様々な企業とのつながりもあるのでそのようなところからの情報提供や企
業に対する障がい者雇用の教育そんなことも LEC でできるのではないか。LEC にあるイン
フラをどんな形で活用できるか、LEC のスタンスでどのような情報提供ができるかその辺
りを検討していきながら、関わっていけると考えている。
＜唐沢＞
さきほど、社会人の方のほうが意識の高い人が多いという意見もありましたが、そういう
意味ではまさに LEC は社会人の受講生を多く抱えており、名簿もあるので、そこに対する
誘導・提案はできるだろう。
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＜前島＞（市の福祉という業務に関する課題、人的なものも含めて）
福祉分野はどの自治体もそうだが、膨らんできている高齢者福祉もあれば障がい者福祉も
子ども福祉もあるといったように。それと同時にどんどん「要望」も増えてきているが、
現状は担い手（支援者）の不足という問題に直面している。保育士も、介護福祉士もそ
う。いろいろなところで人材不足になっている。皆様のお話にあったような人材の傾向も
そのとおりで、本プログラムのような取り組みは非常に重要であると考えられる。
＜最上（千）＞
教育は現場としても非常に大切であると感じており、自分も精神保健福祉士の学習をした
が、実際には机上の学習が多く、テストも具体的な案件よりも「知識を知る」という比重
が大きく、実務で役に立つのかというのには疑問が残った。ないよりはあったほうが良い
とは思うが、実際の実務という意味では「考えること」や「地域の中でそのような方と暮
らす」ことが当たり前であると思えるようなプログラム、またそのようなお思いを持った
人たちによる教育を社会に発信していくようなプログラムであってほしい。一人一人がそ
う思ってもなかなか変えられないが、そのような思いを持った人を増やしていく取り組
み、そこから社会が変わっていけば。そんな内容であればよい
＜田中（篤）＞
地域サポーターという言葉にすごく共感した。現在は共生社会ということで生活困窮者自
立支援法もそうですし、それ以降の色々な取り組みを見ても厚労省の方向性として「共生
社会」というのは重要なキーワードである。このような学びの機会は地域の人たちにこそ
持ってほしいし、すでに福祉分野で働いている方、特に何も学習をせずに障がい福祉で活
動されているような方、また、ピアスタッフやピアサポーターにも学んでほしい。そうい
った方々が資格を取得する前段階での学びという位置づけとしても良いのではないか。や
はり自分も社会福祉士として教育や福祉の学習は一通り終えており、そのことが実際介護
現場等で役に立ったこともある。色々学んでいないと対話ができないと思う。再度の学び
という機会としても有用である。web 授業について、自分の息子が東進ハイスクールでま
なんでいたことからすごく効率が良いという印象が驚きとともにある。また現場でケース
検討やディスカッションを見るというのはすごく大事なことで、それが実際でなくとも映
像としてみられればすごくプラスになるのでは大きな可能性を感じる。
＜引地＞
実際の障がい者のライフステージごとの支援を実施していくにあたって当事者の自己決定
を優先しつつ、一般社会の企業で働くというのを国は推し進めている。これをサポートす
るのは非常に重要である。定着支援も最低 6 か月を求められている中で感じるのは「企業
側の理解」であり、企業の中に理解者が必要である。ただ、企業には人事異動もあるので
一個人はもちろんだが企業全体としてどう考えなければならないのか。社労士の意見をお
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聞きします。
＜飯塚（匡）＞
私自身も今回このような機会をいただき、現在進行形で学習をしております。先日大宮に
ある特別支援学校の就労セミナーに参加した際、ユニクロが講師をしていた。ユニクロで
は障碍者の雇用に関しては先駆けとして評価されている。ユニクロとしては今後の障がい
者雇用に対してどのような思いを持っているのかというと、正直「先が読めないとのこ
と」
。というのも、本社であれば対応できるが、店舗ではどうか。というところで迷いが
ある。実現には現場の責任者の理解が必要となるが、ではそのためにどのような責任者教
育を行えばよいのか。迷走している。同席したベンチャーの経営者はあまり障がい者雇用
に対して理解がなく、そのような経営者は多いように感じる。なので、企業としての意識
としてはまだまだ弱い。先駆けとして取り組んでいる企業、例えば松屋フーズでも店舗で
の障がい者雇用を推進したいが現場の理解が進まないので苦戦している。社労士としては
障がい者雇用による罰金や給付金を例に出しながら「法定雇用率の達成」を切り口に話を
することがどうしても多くなるが、企業としてはあまり考えていなくて罰金を払えばよい
という考えの経営者もいる。対して法定雇用率を達成しているようなところはそのような
考えはなく、非常に高い志をもった企業もあるが、実際には企業としては長期的な視点よ
りも短期的な視点で利益を出すことを求められることが多く葛藤がある様子。国の補助を
うまく活用しながらやっていきたいと考えている企業が多いので、もっと助成金や補助金
が手厚く成ればと考えている。この事業がそこにうまくリンクしていけば。
＜引地＞
実際に福祉の知識が身につくとなれば多くの社労士が学習しようと思ってくれるか
＜飯塚（匡）＞
社労士は社労士会があってそこで情報共有をしているが、福祉分野については多くの社労
士が「ド素人」である。自分もとある人と知り合ったので、障がい者のことについては勉
強するようになったが、多くの社労士がこのような教育をうけることで変わっていくであ
ろう。
＜林＞（実際に障がい者を雇用している立場としての意見）
企業として側の体制、理解があることが前提としてそのうえで、個人に必要なことは「業
務を切り分けられる賢さ」ではないか。複雑な作業をいかに切り分けられるか、理解のな
いひとはできないしやろうとしない。あとは「他の人を巻き込む力」「障害のある人と向
き合おうとする姿勢」が必要である。先ほどのユニクロの話にもあったようが、現場の反
発を抑え込むのに一番良い方法は人件費を本社が持つかどうかであると考えられる。そう
すると現場は少なくともその人材の生産性については気にしなくなる。企業はやはりその
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辺りが課題になるのではないか、ユニクロのように店舗当たりの従業員が多いところであ
れば可能であると思うが、松屋のような業態ではどうしても受け入れは限られるので、そ
んなときに業務を切り分けることが重要となる。そのような背景もあり、企業としては教
育カリキュラム以前の問題ではないかと考えている。企業が受け入れた場合も出勤日数を
理由に補助金が出なかったり、その方のフォローに割いた時間をお上は考えてくれない。
ことも多い。このようなカリキュラムの対象者としてイメージできるのは「大企業の人事
担当者」であるが、その場合もやはりお金を出すのであれば、何か資格に直結しているほ
うがお金を出しやすいのではないか。大企業以外ということであれば、一人一人のセカン
ドキャリアを考えたときにこのような学習は大変有用であるが、そこでも授業料がネック
になると思う。そういったときに国や自治体から補助が出るような仕組みがあるほうがよ
い。
＜引地＞
確かに今回和光市も参画してくれていますし、実際に実証をする際には各自治体に声がけ
をするようなことも検討しなければなりません。
＜林＞
あと今は新卒者よりも高齢者のほうが就職しやすくなっていると実感している、求職者の
高齢化も進んでおり、このような教育プログラムを受けて就職に直結するような流れにな
ればすごく良いと思う。
＜引地＞
当事者の家族として研究者としての立場としての意見をください。
＜田中（瑛）＞
福祉をどのように考えるかということですが、当事者として、家族として支援者として
色々な立場があると思います。先ほど皆様が言ったように机上の学習で客観的な知識を習
得することとディスカッション等で学習していくことの整合性をどう結び付けていくのか
重要であるのではないか。抽象的な概念、思いと、社会活動といったミクロな話をどう結
び付けて自分のものにしていくのかそこも重要であると思います。社会学と教育学とは見
方が異なる点も多いので、そこの整合性をどうとっていくのかテーマと感じております。
＜引地＞
コミュニケーション、福祉という研究者としての立場としては、昨今のメディアは障がい
者領域にすごく接近していると感じており、我々もメディア利用というのも検討しなけれ
ばならないと考えている。そこも見据えて開発をすることで、自治体等に対しても進めや
すくなるのではないか。広げていくうえでの説明しやすさストーリー建て。きちんとした
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ストーリー建てできたカリキュラムを作成できると考えている。
＜高尾＞（アレルギーエキスポの話の流れから）
私自身が障害者福祉に興味を持ったのは実は福祉とは全く関係のないところからで、アレ
ルギーや化学物質過敏症の方が使えるものを探していく中でであったある会社に社会見学
に行ったときにそこの会社が従業員の 8 割が知的障がい者という会社でした。その企業は
名は知られていますが、いわゆる中小零細に属する企業で色々話を聞く中で、健常者の従
業員のほうが少ないという話も聞いた。いつから始めたかと聞いたところ自分の父の代か
らということだった。きっかけは近所に住んでいた知的障害のかたを受け入れたことだっ
たそうだが、安定した利益を出せるような体制にするのに何十年もかかっている。やはり
教育というのは時間がかかるという印象なので今回のカリキュラムのように長期的なスパ
ンでできることはいい。実際に企業が受け入れるにあたって、受け入れたいという気持ち
があっても経済的な問題やどう接したらよいのかわからないという気持ちもある。そのよ
うな話をきいて非常に関心を深めた。このような問題をそのように解決していくのか、こ
のプログラムを通して検討できるのは非常に良いと考える。
＜引地＞
知らないことを知ることは非常に大切で、自分が知らないことを学ぶということのために
このプログラムはあるのかもしれない。
＜最上（義）＞
補足します。実は高尾さんの関連で企業の職場環境整備・障がい者雇用のための学習コン
テンツを作成したいという依頼があり、くすぶっているものがあるが、すごく良い教材は
できている。他方先日ある職業紹介事業所の話で障がい者専門の事業部を作ったが、うま
くいかない。就職してもすぐやめてしまい担当者も困惑し、当事者に責任があるのかとい
う話になっている様子があった。私としては障がい者枠で雇用したにもかかわらず、その
ような発言が出るのは少し理解が足らないのではと指摘をした。そうすると先方からは確
かにその通りかもしれない。とのことだった。つまり、目に見えないだけに扱いづらいと
いう感覚を一般の方は持っており、そこに必要なのは教育なのではないかと感じた。そこ
で、職場環境整備・障がい者雇用のための学習コンテンツをもう一度ブラッシュアップし
いま作成しており、LEC を媒介として波及させていくように動いている。ただ、自分も福
祉の領域の専門家ではないので。今回のカリキュラムの内容も取り入れながらやっていけ
ればと考えている。
＜大槻＞（シャローム大学准教授・広報担当・シャロームグループ講師として）
私はここ一年ほど障がい者の方と関わる機会が増えてきました。正直どうしてよいのかわ
からないというところからスタートした。そんな中で実際に代わっていく中でもしかした
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ら、自分が深く考えすぎているのかと思った。実際に関わる方々はみな良い人ばかりで、
コミュニケーションの根本にあるお互いに良い影響があるという部分は健常者のそれと比
べても相違ないと感じている。お互いに良い影響というものをこのカリキュラムを通し
て、明確化するということができればよいのではないか。一般の方の意識を変える概念づ
くりができればよいと思う。
＜引地＞
福祉領域の人間だけでなく色々な方にこのカリキュラムを学んで実践していただくこと
が、このプログラムのゴールであると考えている。その方が地域で活躍することにより、
おのずと障がいを持った方が暮らしやすい世の中になるのではないか。そんな思いが皆様
の意見から共有できました。一年目は駆け足でやって、来年から本格稼働になると思いま
すが、今後ともよろしくお願いいたします。三月にもう一度委員会を実施し、方向性を提
示したうえで皆様の意見を頂戴したいと考えております。

7－3

第二回実施委員会

・開催要項
日時

平成３１年３月８日（金）15:00～17:00

会場

和光市中央公民館

会議室

議題
１）成果報告
２）調査分析について
３）シラバス開発・評価基準について
４）意見交換等
・出席者
引地 達也・一般財団法人福祉教育支援協会理事

44

大槻 一敬・合同会社ＬＰエデュケーション
最上 義

・一般財団法人福祉教育支援協会代表理事

髙尾 和宏・一般社団法人日本環境保健機構理事
唐沢 隆弘・株式会社東京リーガルマインド執行役員
田中 瑛

・東京大学大学院・当事者家族

飯塚 匡春・社会保険労務士いいづか事務所所長
林 真理子・アイビーシステム株式会社人事担当
・欠席
前島 祐三・和光市保健福祉部社会援護課長
堀 延之

・学校法人慈恵学園東京福祉専門学校社会福祉学部学部長

最上 千都・一般財団法人福祉教育支援協会・精神保健福祉士
田中 篤司・社会福祉士
矢野 泰宏・専門学校甲府医療秘書学院教頭
飯塚 洋一・学校法人埼玉福祉学園埼玉福祉・保育専門学校事務局長
・議事録
＜引地＞
年度末ということで欠席の委員も多いですが、今回欠席の委員も 15 日の最終報告まで
には皆様にお会いする予定です。本日は 15 日の最終報告に向けて最終報告書ベースで報
告させていただき、皆さんにご意見を頂き最終的なものを作成致します。早速お手元の資
料をご覧ください
今回の調査は郵送による意識アンケート調査と、ヒアリング及び文献調査。それを受け
てシラバス、カリキュラム、評価基準の作成を行います。正直まだまだ精度は高くなくま
ずは素案となりますが、主にアンケート調査とヒアリング調査に関するご報告をお聞きく
ださい。
まずは郵送によるアンケート調査です。
（件数等アンケート概要の説明）
結果的に 752 人が回答者というのが母数となっております。数字として当初目標を達成
いたしました。前回の協議会でアンケートの内容は示しておりますので、詳細は割愛させ
ていただき、本日は回答内容についてご報告いたします。
１、回答者の属性
約 8 割が福祉職員、今回のカリキュラム対象者ともなりますので、想定内の数字だとか
んがえております。次に回答者が支援する対象ですが、こちらは我々が障害者福祉に携わ
っているという点も影響したのか、半数以上が障害者福祉という結果でした。福祉は 3 分
野あり、障害者、高齢者、幼児、となりますが、当協会としては今回は障害者福祉に対す
る取り組みからその他の属性につなげていくという思いもあり、本事業を行っております
ので、これも想定内の結果として受け止めております。
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２、支援活動の頻度
支援活動の頻度として面白いのが、日常的に福祉に関わっているということが、１
４％。回答者は仕事だけでなく日常的にも支援をしているということが見て取れます。ま
た、福祉職員でなくても今回の回答者のほぼすべてが何らかの支援活動に携わっていると
いうことがわかります。
３、支援の際の気持ち
気持ちについて、単純な集計ではありますが、まずは平面的に見てきたいということ
で、今回はこのようにいたしました。ポジティブな気持ち、特に「支援する人のためにや
っている」という方が圧倒的に多く、逆にネガティブな気持ちを持っている人はあまりい
ない。また、私はプロだという気持ちと私は足りないという気持ちが 100 件程度でほぼ同
数というのもおもしろい結果だと感じます。
特に障害者福祉の業界にあっては新規参入が多数いる中で、まだ不安に思っている職員
が多くいることや新規参入企業と以前から福祉に携わっている企業の意識の違い、このよ
うな現状を表しているのだと思います。
また同時に社会の中で「福祉」というものが揺らいでいるのではないかというようにも
感じます。
ただ、そのような状況においてもポジティブに働いている職員が大多数を占めるという
この結果は個人的にはとても素晴らしいことだと思います。福祉というのはそこまで高額
収入を見込めるような仕事でもないにもかかわらず、こんなにも思いを持って働いている
人が多いという現状。これはこのフィールドが持つ可能性だと思いますし、この方たちの
ために良いカリキュラムを開発し、地域の中核的な人材となっていただきたいと改めて思
いました。
４、スキルについて
十分に身についているという人はごく少数。あまり身についてないまあ身についてい
る、どちらでもないという人がそれぞれ 3 割を占め、ちょっと曖昧なまま業務に取り組ん
でいるという方々が一番多いという結果となりました。正直もう少し自信をもって仕事を
してほしいと感じますが、逆にいうとこのような現状だからこそ我々の取組が意味がある
とも言えます。
５、どんな学びが必要だと感じているか（学問的領域）
圧倒的に多いのがコミュニケーション学。コミュニケーション学といっても幅が広すぎ
て定義づけが難しい側面はありますが、少なくとも現場ではコミュニケーションについて
不足を感じているまたは大事であると認識しているといえます。
次に人間科学系の教養、その次が心理・医学・看護と続いていきます。
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その他の学問の優先順位を見ても人間科学という分野に明らかな偏りがみられる結果と
なりました。
ここで配布資料の学問領域の図をご覧ください。
（学問領域の図に関する説明）
近年大きな広がりを見せているのがこの人間科学といわれており、皆さんが要望してい
るのはまさにこの人間科学の部分です。人間を相手にする仕事ですので、やはりこのよう
な結果になったのではないかと思われます。
コミュニケーションも少なからず人間科学の領域に含まれていると考えておりますの
で、この人間科学の領域が我々が開発すべきものなのではないかと考えます。
６、どういったスタイルで学べばよいのか
圧倒的に実習・実戦形式。このほうが学びが深い・有効であると考えているひとが大多
数であるということだといえます。
７、その他のご意見
地域の中核的人材という点においては地域性をとらえる力を要することになるため統計
等のデータや研究結果を読み込む力、必要な情報を引き出す力ま必要である。それには浅
く広い知識がベースとしてあるべき。引き出しをたくさん持つこと。中核的人材という点
においては「コーディネートする」力を要するため、様々な人とつながる力、コミュニケ
ーション能力、必要な時に適した専門家に助言を求めることができる程度の知識が必要。
過去の実績や現場の状況に精通していることも求められる。
また福祉に関わる人材のリテラシーが分化されてきている現状で直接支援を行う現場の
職員の学びの底上げはますます困難になっていくと考えています。社会の共生を支えるサ
ポーターは現場では生まれにくい。
地域の中核的人材を育成したいと考えるのであれば机上の学習でなく実践の上で学べる
環境をつく必要があると考える。本気でそのように考えるのであれば門戸は狭く、小人数
に対して限定的なフィールドで長中期的に関わるプログラムが必要であると考えます。
地域の中核的人材とは何か。そもそも福祉業界の格差是正を行わないと優秀な人材は集
まらない。
（結果の説明※ＰＰＴ参照）
次はヒアリング調査です。
（調査概要の説明）
障害者のライフステージへの支援をとの前提でヒアリングしたが、多くの人が自分の関
わっている領域の話に留まってしまう傾向がみられる。自分の仕事に対して思い入れをも
ってやっているのはわかるが、広い視野を持って取り組めている人材は少ないという印
象。また、支援のためには「他者との交わりあい」すなわちコミュニケーション及びその
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向上が重要だというのは多くの人が認識しているものの、それがどういったことなのか具
体的にイメージしている人材は少ないという印象でした。各個人の福祉に対する動機付け
はできているが、自分の成長のイメージと社会のニーズに関する考察の両面に言及してい
るケースは皆無だった。福祉の人材が地域の中核を担うイメージができないといった様
子。
（質問・感想）
＜田中＞
どのようなことを学びたいのかどのような形式で学ぶという内容はあったが調査項目を
クロスして精査する必要があるのではないか。新たな発見があると思われる。
＜引地＞
ぜひやりましょう。
＜最上＞
支援する活動の気持ちが一般の職業人と比べてどう違うのか。そのようなことが判れば
おもしろい。異業種へのアプローチを来期はぜひやりたい。
シラバスの開発について
＜引地＞
開発といってもまだ分析が終わったばかりの段階で、ここから作成というのも無理があ
るとは思いますが、まずは方向性を示していければ。そしてシラバスの開発と同時に考え
なければならないのは専門学校での実際の実現性です。どれくらいの時間がかかるのか、
講師が確保できるのか、実際にはここまで検討しなければなりません。それらは来期以降
ということで今回は予見される必要な学習を示しております。人間科学の 3 つの領域にス
ポットをあてつつ、心理学や看護といった分野も意識しながら提示させていただきまし
た。
（シラバスの概要の説明）
やはり座学というよりはディスカッションやゼミ形式で「学びあう」スタイルが多くな
るのではないか。なお参考教材は他の大学（東京大学、上智大学、早稲田大学他）で実際
に使用されているものを参考にしています。基本的に講義は 2 時間を予定しております
が、実際には事前にテキストを示したうえで予習を課す予定です。予習をしなければ学び
も深くならないし、面白くないというのもあるので。また、講義の後にはレポートの提出
を課しますので、実際には 2 時間の集合学習プラス 3 時間程度の予習・復習が必要となる
イメージでおります。特に福祉領域に関しては実際に現場で仕事を持っている人が対象と
なるケースが多いと想定されるので、事例をあげながら学びを深めていくことになると思
われます。フィールドワークについても 3 つぐらいポイントを用意し 10 時間ほど実施
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し、レポートを提出させる。それを三つの領域で行うというものです。実際の講師選定は
来期以降になると思うが、最終的にはそれぞれ専門家に意見をいただきながら細部にわた
って検討しなければならないと思います。まずはこの方向性で進めたいと思います。ここ
までで皆さんのご意見を頂きたいと思います。
＜林＞
アンケートではコミュニケーション学の要望が高かったが、そもそもコミュニケーショ
ン学とは何でしょう。またそれがどのように反映されているのか。
＜引地＞
コミュニケーション学はあまり日本では確立されていないのでどのように反映させるか
は非常に難しい課題です。学会で言うといくつかあるにはあるのですが、田中さんいかが
でしょう。
＜田中＞
色々な分野にまたがる分野なので、一つの学問としては現状はないですね。
＜林＞
そうですか。アンケートの内容をどのように反映しているのか見えにくいというのは課
題だと思います。
＜引地＞
おっしゃる通りです。報告書にも記載しましたが、コミュニケーションはその人によっ
てほしいものが違う。どのような提示ができるのかは私も苦慮している。これが「コミュ
ニケーション学」ですというのが一つでは提示しにくい。今回はコミュニケーションメデ
ィアという分野でいろいろ考えながら提示して生きたい。ゼミ形式やディスカッション形
式で行うが、その中でコミュニケーションをどう伝えるのかというのは講師に依存する部
分が大きいので、むしろ別建てで講師の育成プログラムを考えなければならないのかとも
考えております。本日ご欠席の堀先生からもカリキュラムの実現に向けてという意味合い
で講師育成のプログラムの必要性を指摘されております。
＜林＞
コミュニケーションについては別建てで講師育成という方向性なのは理解できました
が、この報告を見て、
「コミュニケーションメディア」という言葉が出てくるのはとても
唐突に感じる、多くの人にとってメディアという言葉は遠いものに感じる。色々話を聞く
中でメディアという言葉が出てくるのは受け入れやすいだろうが、大きな一つの分野とし
てメディアという言葉が出てくるのはどうか。インパクトは強いように思われるが。

49

＜田中＞
アンケート結果を見るに日常生活での対話といったようなミクロなコミュニケーション
に皆さん興味があるように感じるが、今回のシラバスではマスコミュニケーションの話に
なってしまうのではないか、それが福祉の人がどれほど必要性を感じるのか。であればソ
ーシャルメディアやソーシャルコミュニケーションといったような身近に感じられるタイ
トル・内容にした方がよい。
＜引地＞
確かにそのほうが身近に感じられますね。ソーシャルコミュニケーションというタイト
ルにして、もう少し一般的というかミクロな視点でのコミュニケーションに焦点を充てる
ようなものにします。その他ありますか。
＜最上＞
今回のシラバスはアンケート結果によるものなのか、もう少しパラレルな視点をみて作
ったのか我々としては社会学や教育学、福祉学の必要性を感じていたところがあるが、ア
ンケートの結果「コミュニケーション学」が必要とされていることがわかりました。むし
ろ社会学等に対する理解が少ないからこそ教える必要があると考えるのであれば、アンケ
ートの結果、関心がないという結果も当然であって、だからこそ学んでほしいという教え
る考えもできると思うが、方針を定めたい。
＜引地＞
今回はアンケート結果を踏まえた学習領域としております。個人的にはニーズこたえた
い。本来はもっとコミュニケーションに寄ったシラバスでもよいのではないかと感じてい
る。もっとコミュニケーションについては伝えられることがたくさんある。皆さんがよろ
しければもっとコミュニケーションを取り扱いたいと考えている。
＜最上＞
であればシラバスで出てくるものがとがった言葉に見えてしまう。もう少し別のやわら
かい言葉に置き換えられないか。
＜引地＞
その通りだと思います。例えばコミュニケーション演習１、２といったようなものでも
よいか。
（一同賛同）
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＜引地＞
そのほかはいかがですか。
＜林＞
アンケートの内容からプロ意識の欠如がみられる、第 3 次産業には多い傾向ではある
が、もう少し意識的な改革も必要なのではないか。それを講座にしても良いと思われる。
選択科目等の扱いでも。
＜最上＞
選択科目という発想は良いと思います。
＜引地＞
それはおもしろいですね、ほかにもいくつか挙げてみて選択科目を設けるというのはい
いのではないか。他に意見ありませんか。エクストラあればいくつでも設定したい。
＜飯塚＞
社労士としては雇用の部分で係ることが多いが、障害者雇用専門というものは少ない。
障害者雇用に関する実務的な科目があれば個人的には受講したい。アンケートも福祉職員
に寄っているので、実際にどのような支援が行われているのか、社労士としてはそのあた
りが知りたい分野ではある。
＜大槻＞
地域の中核的人材ということで、地域の中で障害者が孤立しないように、地域と当事者
がうまく付き合っているような事例。そんなのが知りたい。
＜引地＞
地域形成と政策決定の中に事例は多少入っているがもっと入れてもいいかもしれません
ね。
＜最上＞
実際に使うかどうかは別として事例はたくさん集めてそれをカリキュラムに活かしたい
ですね。
＜引地＞
ここで堀先生からのご指摘をご紹介いたします。講師が不足する可能性が高い、実際に
専門学校ではこのカリキュラムの実施は難しいように思う。恐らくは実際に現場に出てい
る人材が講師を務めていくことになるだろう、とのことでした。このカリキュラムは最終

51

的には現場の人間がファシリテートできるようなそんなものにしたいと考えております。
評価基準について
＜引地＞
一旦はこのような形で提出しますが、次年度以降変わる可能性は大いにあると考えてい
ます。
（評価基準概要の説明）
今回中核的人材に必要な 3 つの要素をしめしています。対話力・調整力・受容力この 3
つは外せない重要なポイントだと考えますので、これについてはフィールドワーク等を通
じ、きちんと評価していく流れを設けたい。10 時間という時間で評価するのはなかなか難
しいかもしれませんが、意識づけはしたい。実際の評価については皆さんの意見も聞きな
がらやっていきたいと考えますが如何でしょうか。実際には評価して云々ではないと考え
ているが、例えば成績優秀者からファシリテーターを選出するといった流れが可能か、以
上です。いかんせん時間がなく、あまり想定したことはできませんでしたが、次年度の輪
郭くらいは見えてきたのかなという印象です。今後も皆様の協力を頂くこともあるかと思
いますが宜しくお願いいたします。
本年度の総括
＜唐沢＞
私は映像にして展開していくことを考えている。先程の話に戻ってしまうかもしれない
が、アンケートでは心理学。心理学を前面に出したような資格の学習そんな選択科目が合
ってもいいとは思うが、ファシリテートするのが難しいのでしょうね。
＜引地＞
確かに心理学は教え方が非常に難しいので、カリキュラムに入れるのがためらわれる。
扱いが難しい感覚がある。
＜最上＞
柱としては福祉、社会があってその中に心理学が合っても良いとは思うが、前に出して
しまうと少しちがうのではないか、我々の目的がぼやける恐れがある。
＜引地＞
教育心理学は非常に学びやすい内容ではあるので、今回はこのようなカリキュラムにし
ています。また講師選定の面でも実際には非常に難しいですね。
＜林＞
まだ先の話ですが、選択科目やカリキュラム外の学習は外販しやすいものではあるので
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そのような展開ができてもおもしろいと思う。プロ意識の話はぜひやってみたい。私がや
るかとどうかが別だが、とても面白いテーマだと考えています。
＜大槻＞
シラバスがとても面白うそうで、非常に楽しみです。ただ今後は地域サポータになりた
い人向けというところからさらに広げて、地域サポーターのすばらしさ。この取り組みを
広げていくような動きができれば面白いと感じました。
＜引地＞
確かに本事業実施後のさらなる展開については考えたいですね
＜最上＞
来期は、もっとどのような人材を養成したいかではなく、どのような人材が必要とされ
ているのかといったところをきちんと精査していきたい。この事業のエビデンスがきちん
ととれると思います。
＜飯塚＞
生産性が高いとはいえない、ビジネスとも言い難いこの事業ですが、先程話が出たよう
な外に広げるという動きは絶対に必要だと感じています。
＜髙尾＞
寄り添う地域サポーターということでその提案が必要でないか。アンケート内容も現状
のおさらいに過ぎないのではないか。もっと我々が新しいことを提案していく必要がある
と感じた。
＜田中＞
当事者とか高齢者にはフォーカスしたカリキュラムはあったが、ケアをする側のための
学問が必要であると考えている。社会学も一見は必要なさそうだが、私は必要であると考
えている。そのような分野からお手伝いができれば
＜最上＞
教材作成が難しい。講師養成も視野に入れるとその流れを作ることができるツールを作
らなければならいと感じた。これができれば新しい「資格」として展開することができる
し、外に広げることも具体化するだろう。来期追加アンケート等もぜひ実施したい。
＜引地＞
先程の高尾さんの意見もあったようにもう一歩外に向けた動きができればよい。もっと
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アンケートしたいというような内容があればぜひご意見ください。
＜大槻＞
例えば、ライフステージごとの当事者の課題、ニーズ。そのような課題抽出はどうか。
各年代におけるセーフティネットを作れれば。
＜最上＞
地域サポーターに対する期待がなんなのか。そのようなテーマで調査ができればよい。
例えば企業の雇用担当者や当事者、当事者家族実際に困っていることもあるだろうし、
地域サポーターに対するニーズは図れるのではないか。ただ待っているわけにもいかない
ので並行してやっていくことになるとは思うが。
＜引地＞総括
今回のアンケート調査ヒアリング調査不十分ではありますが素案を作成させていただき
来ました。これと本日の結果をもって来期の計画を作成致します。来年度も引き続き宜し
くお願い致します。今年度だけではやはり確定的なものは出てこないが、輪郭、方向性は
見えてきました。ご協力ありがとうございました。あと最大では

年あるわけですが、来

年はシラバスを吟味し、もっと対象者のセグメントを行っていきたいと思います。ありが
とうございました。
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８

事例調査及び文献・論文・資料収集作業

プログラムを開発するにあたっては、障がい者に関する訓練や教育に関する調査を行な
い事例を整理したのと同時に２つの視点から参考文献及び関連論文の調査をし、先行研究
及び事例を把握することで成果物の精度の確保を目指した。事例調査については、以下の
項目で説明する。また２つの視点とは「障がい者の学習や訓練の状況に関する実態調査」
「評価基準の開発支援に関する調査」である。目的を同じにしているために、共通の資料
も多かったが、以下の文献及び論文を参考しに成果物に反映させた。詳細は別紙である。
特に評価基準に関するものでは、教育に関する福祉領域に関する文献だけではなく、教育
や社会に関する広い見識をもとに組み立てる必要があり、参考する文献や資料も広範囲な
ものとなった。本年度については、広い範囲をまずは中核的人材育成に向けて有益だと考
えられるものを抽出する作業であるために、まずは広さの中で多様な資料を参考すること
になった。以下の参考文献等を一覧として提示したい。
8－1

事例調査・文献及び論文収集

【事例調査】
訪問先・場所・催し
旭出学園

所在地

内容

及び開催地
東京都

私立の特別支援学校高等部専攻科及び

練馬区

特別支援学校専攻科教育実践研究会

福祉型専攻科シャンティ

茨城県

・自立訓練を利用した「学びの作業所」

つくば

つくば市

交流会
・文化祭と学習発表会

聖母の家学園

三重県

私立の特別支援学校・専攻科

四日市市
全国専攻科実践研修講座

名古屋市

全国の専攻科関連の関係者の研修会

全国不登校情報センター

東京都

不登校に関する支援を行う任意団体

江戸川区
日本 LD 学会新潟大会

新潟市

学術団体

KINGO カレッジ新潟

新潟市

福祉型専攻科

法定外見晴台学園大学

名古屋市

私立の特別支援学校・専攻科（自立訓練
等）

全国専攻科（特別ニーズ教

名古屋市

研究団体

育）研究会

熱田区

若葉学園特別支援学校

前橋市

私立の特別支援学校専攻科・研修科

全国専攻科（特別ニーズ教

和歌山県

研究団体

育）研究会全国大会

田辺市
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NPO 法人地域ケアさぽーと

東京都

研究所

小平市

福祉型専攻科エコール神

神戸市

戸

長田区

就労継続支援 B 型事業所ポ

和歌山県

ズック

紀の川市

本吉絆つながりたい

宮城県

重度心身障害者向けの訪問学習等
福祉型専攻科、就労継続支援 B 型
就労継続支援 B 型事業所
知的障害者の母親の会

気仙沼市
参考文献
中西康介（2017）
『家族と向き合う不登校臨床』誠信書房
田中良三編著（2017）
『障がい青年の学校を拓く』かもがわ出版
デューイ著、宮原誠一訳（1957）
『学校と社会』岩波文庫
参考論文
天野佑美、劉文浩、趙氷雁、吉利宗久（2018）
『障害のある子どもの教育成果に関する学校
の役割－米国最高裁 Endrew F. v. Douglas County SD (2017)の論点－』岡山大学教師教育
開発センター紀要
岩川奈津、都築繁幸（2017）
『社会福祉領域におけるエンパワメント概念の枠組みと障害種
別のエンパワメントの内容の検討』障害者教育・福祉学研究第 13 巻
岩川奈津、佐野真紀（2018）
『肢体不自由当事者 X 氏のライフストーリーにみられるエンパ
ワメント過程の分析―M-GTA とエピソード記述法を用いた記述―』障害者教育・福祉学研究
第 14 巻
岩満賢次（2017）
『英国若年無業者支援における民間事業者の役割の変化：行政との関係性
に着目して』障害者教育・福祉学研究第 13 巻
小柳津和博、森﨑博志（2015）
『医療的ケアを必要とする重度・重複障害児への自立活動の
指導－体の動きを通した学習は「健康の保持」への有効な手だてと成り得るか－』障害者教
育・福祉学研究第 11 巻
都築繁幸（2017）
『裁判事例からみる米国障害学生支援の現状』障害者教育・福祉学研究第
13 巻
8－2

評価基準開発に関する資料収集作業

評価基準開発に関する資料については、以下の論文を各項目で提示する。詳細は別紙で
概要や要旨を示す・
１評価基準全般の関する情報
名称（文献）
：荒井紀子、鈴木真由子、綿引伴子（2018）
『スウェーデン家庭科におけるパ
フォーマンス評価を取り入れた学習モデルの検討』日本家庭科教育学会第 61 回大会
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障害種別：全般

名称（文献）
：和田正法（2016）
『<研究ノート> レポート採点基準の開発と大学の一般教
養科目で学生の文章力を向上させる取り組み』三重大学教養教育機構研究紀要
障害種別：全般
名称（文献）
：フリン・ジェームス、山田陽樹、杉山崇（2015）
『IQ と特殊教育の隠され
た歴史 問題を解決できるか？』心理相談研究 ： 神奈川大学心理相談センター紀要
障害種別： 知的

名称（文献）
：橋本将、ブラウン デール、マリー ルイス、大藪加奈（2018）
『日本の一国
立大学における教養教育英語科目成績評価状況の統計的分析：より公正な成績評価を目
指して』外国語教育フォーラム
障害種別： 全般
名称（文献）
：串本剛（2017）
『学士課程教育における成績評価の革新 ―3 つの論点に係
る動向と課題―』東北大学高度教養教育・学生支援機構紀要
障害種別： 全般

名称（文献）
：吉川明守（2017）
『特別支援学校教育実習における学生の学びの現状と課
題：事後指導における自己評価と実習校教員による成績評価からの検討』教職支援センタ
ー紀要
障害種別： 全般
名称（文献）
：八尾坂修、八木正博（1996）
『開かれた学校評価をめぐる今日的特徴に関す
る考察』教育実践研究指導センター研究紀要
障害種別： 全般
名称（文献）
：池田和浩、西浦和樹、川崎一彦（2018）
『2017 年スウェーデン視察報告 :
北欧の実践的福祉・教育政策及び心理的支援の理解』尚絅学院大学紀要
障害種別： 全般
名称（文献）
：佐藤陽（2018）
『福祉教育実践プログラム「ワークキャンプ」の有用性につ
いて』十文字学園女子大学紀要
障害種別： 全般
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名称（文献）
：永井美砂子（2017）
『発達障害者の就労支援』リハビリテーション医学 54
障害種別： 発達障害

名称（文献）
：所めぐみ（2015）
『地域福祉の主体形成に関する研究：地域でとりくむアク
ティヴシチズンシップ学習のとりくみから学ぶ学習とその評価の方法ロンドンでの事例
から』福祉教育開発センター紀要
障害種別： 全般

名称（文献）
：江原隆宜、村田泰弘（2014）
『相談援助実習の「実習評価」に関する批判的
考察─「実習評価」の目的，対象，主体・方法─』日本福祉大学社会福祉論集
障害種別： 全般

名称（文献）
：井口亜希子、相羽大輔、奈良里紗、高濱明日香、石阪茉未（2015）
『障害者
と健常者が共に参加できるアイスブレイクプログラムの開発 : 時間と課題数の工夫がプ
ログラム評価に及ぼす効果を中心に』日本福祉教育・ボランティア学習学会研究紀要
障害種別： 全般
２「コミュニケーション能力」に関する評価情報
名称（文献）
：町田佳世子（2018）
『コミュニケーション能力の構造に対する認識の相違
―企業と大学生によるコミュニケーション能力評価の結果をもとに―』札幌市立大学研
究論文集
障害種別： 全般
名称（文献）
：張琪、木村清也、黄宏軒、岡田将吾、林佑樹、高瀬裕、中野有紀子、桑原
和宏（2017）
『グループディスカッション参加者の役割に基づいた会話状況とコミュニケ
ーション能力の分析』人工知能学会全国大会論文集
障害種別： 全般
名称（文献）
：松崎秀隆、吉村美香、原口健三、森田正治、高嶋幸男（2016）
『卒業前教育
としてコミュニケーション能力を醸成する意義』第 52 回日本理学療法学術大会 抄録集
障害種別： 全般
３「問題解決能力」に関する評価情報
名称（文献）
：篠崎真枝、浅川育世、大橋ゆかり（2012）
『社会的スキルを向上させる要因
は何か－臨床実習感想文の計量テキスト分析－』第 48 回日本理学療法学術大会抄録集
障害種別： 全般
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名称（文献）
：Tohyama Sayaka,Shirouzu Hajime(2018 )”Proposal for an Assessment

Framework for Collaborative Problem Solving Skills:Cross-Sectional Analysis of
Dialogue Data” 認知科学
障害種別： 全般

名称（文献）
：佐藤康仁、山口直人、吉岡俊正（2007）
『コロンビア大学にみる教員教育と
教育評価 : IT を利用したファカルティ・ディベロップメントと授業評価(<特集>特色あ
る大学教育支援プログラム「人間関係教育を包含するテュートリアル教育-温かい心を持
ち問題解決能力を備えた医師の育成-」の総括)』東京女子医科大学雑誌
障害種別： 全般
名称（文献）
：塩飽邦憲、岩永俊博、樽井恵美子、下野久美子、北島桂子、山根洋右（2003）
『概念地図を用いた問題解決能力の教育評価』医学教育 34 巻
障害種別： 全般
４福祉分野の関係法令や制度そのほかに関する評価情報
名称（文献）
：有馬晋作（2007）
『社会福祉の制度分類と受給権の新たな動向 : 介護保険
から障害者自立支援法まで』宮崎公立大学人文学部紀要
障害種別： 全般
名称（文献）
：與那嶺司（2003）
『ソーシャルワーク実践評価におけるシングル・システ
ム・デザインとその諸課題』関西福祉大学研究紀要
障害種別： 全般
名称（文献）
：伊藤修毅（2018）
『知的障害特別支援学校卒業後の教育の場における教育
内容－学校専攻科と福祉型専攻科の比較検討－』日本福祉大学子ども発達学論集
障害種別： 知的
名称（文献）
：中根成寿（2017）
『障害者福祉制度は障害者家族の親子関係をどのように
変えたのか――障害者総合支援法制度利用状況の分析から――』家族社会学研究
障害種別： 全般
参考文献
飯田哲也編著（2012）
『基礎社会学講義』学文社
鎌原雅彦（2013）
『やさしい教育心理学』有斐閣アルマ
新村洋史（2010）
『学校づくりの思想と実践』（青木書店）
末田清子、福田浩子（2011）
『コミュニケーション学』松柏社
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世界思想社編集部（2011）
『大学生学びのハンドブック』世界思想社
本間康平ほか編著（1999）
『社会学概論』有斐閣大学双書
満田久義編著（2003）
『現代社会学への誘い』朝日新聞社
参考論文
荒井紀子、鈴木真由子、綿引伴子（2018）
『スウェーデン家庭科におけるパフォーマンス評
価を取り入れた学習モデルの検討』日本家庭科教育学会第 61 回大会
池田和浩、西浦和樹、川崎一彦（2018）
『2017 年スウェーデン視察報告 : 北欧の実践的福
祉・教育政策及び心理的支援の理解』尚絅学院大学紀要
井口亜希子、相羽大輔、奈良里紗、高濱明日香、石阪茉未（2015）
『障害者と健常者が共
に参加できるアイスブレイクプログラムの開発 : 時間と課題数の工夫がプログラム評価
に及ぼす効果を中心に』日本福祉教育・ボランティア学習学会研究紀要
江原隆宜、村田泰弘（2014）
『相談援助実習の「実習評価」に関する批判的考察─「実習評
価」の目的，対象，主体・方法─』日本福祉大学社会福祉論集
串本剛（2017）
『学士課程教育における成績評価の革新 ―3 つの論点に係る動向と課題
―』東北大学高度教養教育・学生支援機構紀要
久能潤一（2018）
『学習目標・学習内容・評価基準を事前に提示することの効果に関する
事例的研究』臨床教科教育学会誌
佐藤陽（2018）
『福祉教育実践プログラム「ワークキャンプ」の有用性について』十文字
学園女子大学紀要
遠山司、大島崇行、水落芳明（2019）『外国語活動における目標と評価基準の明示が学習
者の目標意識に与える効果に関する事例的研究』上越教育大学教職大学院紀要第 6 巻
所めぐみ（2015）
『地域福祉の主体形成に関する研究：地域でとりくむアクティヴシチズン
シップ学習のとりくみから学ぶ学習とその評価の方法ロンドンでの事例から』福祉教育開
発センター紀要
永井美砂子（2017）
『発達障害者の就労支援』リハビリテーション医学 54
橋本将、ブラウン デール、マリー ルイス、大藪加奈（2018）
『日本の一国立大学における
教養教育英語科目成績評価状況の統計的分析：より公正な成績評価を目指して』外国語教育
フォーラム
フリン・ジェームス、山田陽樹、杉山崇（2015）
『IQ と特殊教育の隠された歴史 問題を解
決できるか？』心理相談研究 ： 神奈川大学心理相談センター紀要
八尾坂修、八木正博（1996）
『開かれた学校評価をめぐる今日的特徴に関する考察』教育実
践研究指導センター研究紀要
吉川明守（2017）
『特別支援学校教育実習における学生の学びの現状と課題：事後指導に
おける自己評価と実習校教員による成績評価からの検討』教職支援センター紀要
和田正法（2016）
『<研究ノート> レポート採点基準の開発と大学の一般教養科目で学生の
文章力を向上させる取り組み』三重大学教養教育機構研究紀要
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【本事業全般に関わる参考文献及び参考論文】
参考文献
大野智也（1988）
『障害者は、いま』岩波新書
大平健（1990）
『豊かさの精神病理』岩波新書
小田兼三、杉本敏夫編著（2011）
『社会福祉概論』勁草書房
池見酉次郎（1973）
『続・心療内科』中公新書
岩波明（2017）
『精神鑑定はなぜ間違えるのか？ 再考
岩波明（2018）
『殺人に至る「病」

昭和・平成の凶悪犯罪』光文社

精神科医の臨床報告』KK ベストセラーズ

岩波明（2018）
『精神疾患』角川文庫
上野千鶴子ほか（2008）
『ケアという思想』岩波書店
上野千鶴子ほか（2008）
『ケアすること』岩波書店
大熊由紀子（2010）
『介護保険上』岩波書店
大熊由紀子（2010）
『介護保険下』岩波書店
大塚達雄編著（1994）
『ソーシャル・ケースワーク論』ミネルヴァ書房
奥田道大、和田清美編著（1993）
『福祉コミュニティ論』学文社
小澤勲（2006）
『ケアってなんだろう』医学書院
鬼崎信好編著（2006）
『社会福祉の理論と実践』中央法規
萱間真美他（2012）
『精神看護学』南江堂
川本隆史（2005）
『ケアの社会倫理学』有斐閣選書
キャロル・レッパネン・モンゴメリー著、神郡博、濱畑章子訳（1995）「ケアリングの理
論と実践」医学書院
粉河一郎、江上節子編著（2011）
『パブリックコミュニケーションの世界』北樹出版
齋藤隆（2003）
『ストレス知らずの対話術』PHP 新書
坂田周一（2007）
『社会福祉政策』有斐閣
C．S．レヴィ著、B.ヴェクハウス訳（1983）『社会福祉の倫理』
（勁草書房）
竹内孝仁（1996）
『通所ケア学』医歯薬出版
田中千穂子、栗原はるみ、市川奈緒子（2005）
『発達障害の心理臨床』有斐閣アルマ
遠山真世ほか（2014）
『これならわかる障害者総合支援法』翔泳社
中谷陽二（1997）
『精神鑑定の事件史』中央公論社
中野啓明（2006）
『ケアリングの現在』晃洋書房
西田長壽（1989）
『日本ジャーナリズム史研究』みすず書房
ネル・ノルディングズ著、立山善康ほか訳（2012）
『ケアリング』晃洋書房
野村総一郎（1998）
『
「心の悩み」の精神医学』PHP 新書
野村総一郎（2004）
『うつ病をなおす』講談社現代新書
平本相武（2006）
『五感で磨くコミュニケーション』日本経済新聞社
広井良典（2000）
『ケア学』医学書院
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フランチェスコ・パルメジャーニ、ミケーレ・ザネッティ著、鈴木鉄忠・大内紀彦訳『精
神病院のない社会をめざして バザーリア伝』岩波書店
村瀬学（2006）
『自閉症』
（ちくま新書）
山下格（2013）
『精神医学ハンドブック』日本評論社
吉岡良昌（2011）
『いのちを育む教育学』春風社
ルイーズ・C・ジョンソン、ステファン・J・ヤンカ著、山辺朗子・岩間伸之訳（2012）
『ジェネラリスト・ソーシャルワーク』ミネルヴァ書房

９

総括

本年度事業はこれまで当協会の知見をベースにしアンケートやヒアリング、実地及び文
献調査をした上でシラバスの開発と評価基準の素案を提示することにあった。10 月に採択
されたことで時間的な限りがある中でアンケート調査及びヒアリング調査のほか実地調査
に関しては、現状の輪郭は把握できたことで当初の目的は達成しており、最低限の調査は
できたと考えている。
アンケート調査結果は、ほとんどが福祉職員を母数とした回答がポジティブな「支援さ
れる人のために」であったことから、感情的な労働としての実態が前向きな思いであるこ
とが浮かび上がり、同時に、それらの人々が十分なスキルを身に着けている、との自信を
持って仕事に従事していないことも示された。
必要な学びについては、
「コミュニケーション学」を筆頭に「心理学」「教養・教育学」
と続く形で、元来「哲学」から始まった学問から発展し近代において重要視される「人間
科学」系の学問への欲求が示された。そのために、当初予見をもとに計画していた学問上
のカリキュラムを実施委員会で検討した結果、コミュニケーションを深く広く学ぶために
「コミュニケーション演習Ⅰ」
「コミュニケーション演習Ⅱ」の２つに分けて実施プログ
ラムに組み込むこととした。
またヒアリング調査でもアンケート調査でも学ぶ方式については、「実践・実習」と
「ディスカッション形式」が重視されていることから、それぞれの経験と新しい知識・経
験を融合した形での学びあいのスタイルが今回のカリキュラムを適用していく場となるの
かを検討していく必要があるであろう。
その際に必要なのは、誰が教えるのかを決め、教える人の養成の方法、教える人となる
認可基準のような「教える側」に関する枠組みの開発である。一部実施委員会で議論した
ように、専修学校を使っての人材養成という性格の事業であるために、専修学校を舞台に
考えるのが前提であり、その前提から考えれば、大学教員が教えるのは難しく、現在の専
修学校の教員についてもタイトな教科日程の中で新しく教えることには限界があるとの指
摘がある。
そのために、現実的な対応として精神保健福祉士等の有資格者が今回の学びを経て、さ
らに「ファシリテーター」としてガイドラインに基づき運用するスタイルであれば無理な
く学びあいと養成につながる可能性があると思われる。今後のカリキュラム開発に関して
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は、養成側のガイドライン作成も見据えつつ進めていきたい。
このファシリテーターの議論とともに今回の目的の１つである評価基準についても、セ
ットで議論する必要があるだろう。今回は各学問領域と実習に分けて評価基準を示した
が、これは一般的な評価に自己評価を加えた形の「輪郭」であり、今回の参考文献及び論
文を参考に評価基準を明確にしていくことが来年度以降の取組となる。
本年度事業は、アンケート調査やヒアリング調査、実地調査など多くの方々の協力のも
とに成り立っている。あらためて感謝したい。同時に、協力してくださった方々が、「福
祉領域の人材が地域の中核的人材となること」については、大きな期待があるのも実感し
た。各地域でよりよい福祉が実現され、それらの人材が地域の中心として、より仕事がし
やすく、なおかつ福祉の質が高まることを目指し、来年度以降も取り組んでまいりたい。
（了）
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【参考資料】
アンケート調査文面
文部科学省

平成３０年度「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」

福祉領域で支援する方々への支援活動の質を高めるための学びに関する意識調査

本調査は福祉領域で支援する職務にある方（関連する企業内従事者、就労予定及び就労を目指す方
を含む）を対象に、より支援の力をつけて、地域にとって必要な役割を担う人材育成に向けての学習
カリキュラムを開発するための調査です。ご自分が支援の職務を確実に遂行し、その上で地域の中核
的な立場として働くためにどのような学びが必要かを本調査で抽出したいと考えております。

質問１

現在の職業的立場についてお聞きします。該当するものに〇印をしてください。

１

福祉職員（具体的に職務内容等

２

学生（学校名など

３

会社員（職務内容等

４

そのほか（

質問２

経験年数
経験年数

年

）
）

現在の支援について該当する対象領域に〇印をしてください（複数可）

高齢者福祉

２

幼児・児童・子供福祉

４

疾病者

５

そのほか（

３

障がい者福祉
）

現在の支援活動の頻度についてお聞きします。該当するものに〇印をしてください。

１

日常的に支援活動をしている

２

職業的に支援活動をしている

３

日常的にも職業的にも支援活動をしている

４

支援活動はイベント等、たまにしている

質問４

）
）

１

質問３

年

支援活動する際のお気持ちであてはまるものを選んでください（複数回答可）

１

積極的にやろう

４

支援される人のためにやろう

７

憂鬱だ

２
８

社会のためにやろう
５

仕方ない

３

自分のためにやろう

組織のためにやろう
９

幸せだ

６

不幸だ

１４

面倒くさい

１１

理不尽だ

１２

やるせない

１３

憤慨する

１５

私はプロだ

１６

自分の役割だ

１７

私は不足している

具体的な説明が必要な場合お書きください。
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楽しい

１０

質問５ ご自分が支援活動をする立場として、さらに活動を広げて地域の中核的な役割を果たす
際に必要なことを身についていると思いますか。
１

十分に身についている

２

まあ身についている

３

どちらでもない

４

あまり喪についていない

５

身についていない

質問６

ご自分が支援活動の質を高め、地域の中核的人材になるために、さらに身に着ける

ことができるものがあれば、又は新しく身に着けることができることがあれば、どんな内容が
必要だと思いますか。当てはまるものを選び、優先順位を記入してください。
・社会福祉学
・人文科学系の教養学・教育学

（

）

・哲学関連（思想・宗教学含む）

（

）

・社会学（国際関係含む）

（

）

・政治学（地域政策決定プロセス・法理論）

（

）

・経済学・経営学（マネジメント学）

（

）

・医学及び看護学

（

）

・自然科学分野系の生命科学

（

）

・コミュニケーション学

（

）

・心理学（社会系・教育系）

（

）

（

）

・そのほか（
質問７

）

支援の質を上げるための学びの手法について効果的だと思われるものから優先順位を

つけてください。
・ゼミ方式の少人数でテーマを決めてのディスカッション

（

）

・実習を基本とした実践

（

）

・プロフェッショナルによる講義形式

（

）

・テキストベースによる講義形式

（

）

・レポート作成、発表などのアウトプット実践

（

）

質問８

学びの質を上げて、支援活動をよりよく行うための学びについてのご意見・要望など

自由にお書きください。

ご協力ありがとうございました。
いただきました情報につきましては調査目的以外には使用しません。
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アンケート調査の質問８で記載された意見
・様々な経験を通じてコミュニケーション能力を高めてゆくことが大切だと思う
手本としたいモデルを持つことができること。大切なことは目に見えないので、人から伝え
られるしかないと思う
・コミュニケーションが重要だと思います
・利用者一人一人が毎日同じ状態ではない。ありとあらゆる五感を使って利用者を知ること
が重要。また、自分だったらどうかを相手の立場になって考えることが支援介護の基本だと
思う。
・実際の困ったことや自身の経験、体験に基づいた内容関係のある項目は知りたい意欲に繋
がる
・現場における第３者からの立場による指導・ディスカッションがあるとよい
・外部との交流他の施設、支援員との交流
・福祉全体の賃金をアップさせれば、良い人材が確保でき、さらに良い支援活動につながる
・自分の職場だけでなく広く視野を広げること。他法人の視察、研修参加
・子供のときから障害・ハンディ・生きにくさを持った人は少なからずいる。又は自分もな
るという事を知識として持てる様にしてそういう場合のつきあい方生き方を考えられる様
にしておく
・学びの質を上げる事で、気がつく事が増え支援の向上になると思います
・障がい分野では個人ケースにより支援内容が全く違う為、具体的内容の講義じゃないと身
にならない
・
「学びたい」
「より良い支援をしたい」という意欲を持ちたいと思っているが、仕事・プラ
イベートのバランスを取る中でその意欲を持つ余裕が中々取れない。有給が取りやすい職
場環境があると、色々な面で余裕が生まれると思う。
・良い人材確保をするためには福祉全体の給料を上げるよう見直ししてほしい。
・人員を増やしていかないと学びの質を上げることが出来ないので、職員が福祉を続けてく
れるよう考えてほしい。"
・コミュニケーション能力を身に付けて相手の気持ちに寄り添い気持ちを汲み取る。
定期的に他施設との取り組みなど知る事も必要だと思う
・多職種交流
・有識者の方によるお話が聞ける会があると自分が支援の中で迷いが生じたときなどに「ど
うするべきなのか｣のヒントになると思います。
・支援の基本～障害別の支援の仕方、特性などを基本から学べる場が必要
・社会福祉士、精神保健福祉士を独占業務資格にして欲しい。
・研修などで学んだ知識をどう実践に生かすか、一度学んだだけでは時が経つと忘れてしま
ったりするので、定期的に学ぶ機会をもらって、自分のものにしていきたい。
・机の上での学びよりも、実習や実習を通じた振り返り、特に本人や本人の周囲(生活環境
や地域との関わりなど)について幅広い視点、視野をもって支援できるような形が求められ
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ると思います。
・どんなことにも真摯に取り組む意欲を育て知識や情報は、様々な形である中、自分に必要
なことを得ながら技能を身につけ取り組むこと、自分と異なる人や社会等を尊重しつつ、共
に生きていく姿勢を身につけなければと思っている。が、なかなか大変なことであると思う。
学びの質を上げるには、多くの研修への参加と他施設との交流を深め、支援活動をよりよく
していくことが必要だと感じる。そして実践を行い、経験を得ることが、個々の学び、支援
の質の向上に必要不可欠だと思っている。
・市民向けの講座、見学、体験の機会の提供
・小・中・高で学ぶ、体験する、実践するカリキュラムの導入"
・学びたい気持ちはあっても、時間、経済的制約でなかなか結びつかない場合が多いと感じ
ます。就労のためには助成金の仕組みがありますが、本目的でもそのような助成活動がある
のか、その周知、勤務上の配慮等があれば、と感じます。
・福祉の職場で既に働いている人だけでなく、広く市民に向けた講座(ボランティア育成等)
があればよいと思います。"
・他事業所や専門の方との意見交換や情報共有機会が増えると、また変わってくるかと思い
ます。
・基本的なことを学びつつ段階をふんでいくようステップアップすることで質も向上する
のではないかと思います。
・一番は支援されたい人がどうすれば気持ちよく生活に入れるかだと常々考えます。"
・実践とプロフェッショナルによる指導を繰り返し行うことが必要かと思います。
・現場を大切に利用者を第一に考える職場、地域つくりが大切だと考えます
・ボランテイア、インターン、実習などで現場を知る
・自分の経験上、現場での実体験が何よりも優ると感じており、実習等の充実を図ることが
望ましいと考える
・グループワークがあると他の意見や違う目線の発見になりとても学びになりました。また
レポートの提出があると再度自分でふりかえり考えることが出来たので学びが深くなりま
した。
・
「地域の」という点においては、地域性を捉える力を要することになるため、統計等のデ
ータや研究結果を読み込む力必要な情報を引き出す力も必要になる。それには、浅く広い知
識（ひき出しをたくさんもつこと）がベースとしてあるべき。
・
「中核的人材」という点においては、コーディネートする力を要するため、様々な人とつ
ながる力（コミュニケーション能力。必要な時に適した専門家に助言を求められる程度の知
識）が必要。さらには、実践や様々な現場の状況に精通してゆくことも必要と思います。
・基礎理解（倫理・歴史・伺う技術など）の発展から自ら認知・応用が可能となる。自己流
一人よがりの支援にならない為にも基礎と他人の意見を聞けるグループワークが有効と思
われます。
・この仕事に就いた動機をはっきると認識しながら、先々の社会とどうつながるのかビジョ
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ンを持ち続けることが大事だと思います。
・福祉にかかれる人材のリテラシーが分化されてきた。直接支援を行う現場の職種の学びの
底上げはますます困難となるのではと考えている。地域社会での共生を支えるサポーター
は現場が生まれにくくなっている。
・多職種間による継続的な研修および実習に機会を作る
・定期的に継続的に同じ内容を学ぶことによって、また新たな気づきが得られてくると思い
ます
・外部での研修等受けやすい環境があると良いと思います。
・多方面の方の講義・意見交換等連携について等プロの意見を聞きたい
・費用負担が一番の問題だと思います。お金を掛けずに学べるようにしてほしい。
・結果としてどんな結論になったかを拝見したいです。メールにて送付してください。（電
話番号とメールアドレスあり）
・学習と実践を踏まえての学び
・社協が行っている実践報告会等を動画サイト（youtube 等）に上げて知る機会を増やす。
・質問 6 で記入しましたが、福祉とはかけ離れた分野の知識が他との差別化になると個人
的には考えております。"
・講義をしてくださる方が、施設で実践しながら講義を行ってくれる。
・小さい範囲のテーマで細かく講義して欲しいです。
・できているやれている実際の現場へ行って学びたい
・創造力、つなげる力が必要と思います
・現場の中に入って（OJT）体験し体感しながら理解を深めることを大切に考えています
実践者同志によるケース会議を頻繁に行う。ケースが共有できるメンバーでなければ効果
は望めないかも。
（他の事業所での例をきいても、当事者を知らないのでピンと来ない）
・どうしたら学生が自分で考え、主体的に学びだすかということに重きを置いてほしい
・
「地域の中核的人材」の定義がされていないのでアンケートに答える時に違和感を覚えま
す。答えられません。
・自分自身のコントロールが出来なければ対人援助支援は出来ないと思っています。
・グループディスカッション形式は多く出席した事があります。議題の着地点が無いことが
あり、結果皆様の苦労話を聞くだけになっている気がします。学びの場がほしいです。
・色々な生徒と関わり得たことを周りの教員に発信してゆく
・毎年、支援方法や取り組みなどが変わってきているため様々な方の話を聞いて実際の現場
ではどう生かされているのか、研修などで学んでゆきたい
・様々な体験談を聞ける環境が大切かなと思いました
・生徒一人一人をよりよく知る。生徒から学ぶ
・”学び〟ということに着目すると学校とのより密な連携が必要だと考えます。
専門分野の知識や技術だけでなく幅広い知識や教養を学ぶ必要があると思います。それに
よって人間観・人生観・価値観をみがき人格を培うことができるはず。その様な土台の上に
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専門職としてのノウハウが生きるのでしょうか。
・同業種はもちろん異業種での研修を行うことで視野を広げ多くの人と知り合うことで自
分の職場にその情報・知識を持ち帰り、実践に役立たせることができると考える
・シンプルなものが良いと思います。
・職員の方の質の向上
・支援活動をよりよく行う為、研修の開催や情報提供をしていただければと思います。
・継続的な学びや振り返りの機会を設けること
・同業・異業に関わらず、多様な考え方をもつ人たちとのネットワーク・コミュニケーショ
ン
・コミュニケーション、実践、経験が必要だと思います
・人的ゆとりが無い為、研修等に行くことが出来ない場合が発生する
・学びの質の向上も大切ですが給料が上がればおのずとあがる質もあるのではと思います。
・"１、介護現場の体質改善⇒①賃金②環境③古い体質④パワハラ⇒高齢労働者への差
別！！

２、資格の単純化⇒あまりにも複雑すぎ、資格を取る者の現場であり、支援者への

立場の理解が欠如している！！

３、支援活動を行うにあたり、まず（経営能力）（支援員

への教育・指導）
（マネジメント能力）等幹部に立つ人達の”運営”という基本的な教育が
一番必要！！"
・情報交換が単に定例集会にならないような工夫と型にはめない「ワークは？」等々もっと
自由な学びの場が欲しい
・地域で仕事をしながらも研修や同業者・障害児の親との交流を持つためにも夜間の学びの
場を増やして欲しい。また、実践として役立たせるためにも活用できるフォーマットや事例
発表などを希望します。
（夜間 18：30～20：30 など）支援するための自身のスキル UP や
情報交換の場が欲しいです。
・より良い支援をおこなうためには、支援の場数（経験）をふみ、同時に学問としての支援
（知識）を学ぶことが大切であると考えます。その比率は経験値 6：知識 4 が望ましいと思
っています。今、自分は経験 9：知識 1 になっていて情けない限りです。
・連日様々な企業や分野から研修や講演案内の FAX や資料が届きます。正直情報が溢れ過
ぎていてその中から選択するのも難しいです。自分には何が足りなく何が必要か客観的に
判断できるシートがあればと感じることがあります。
・個々が学ぶためには気づき大事だと思うので、各々の施設間交流や地域に出る事などの機
会が必要だと思う。今は居場所のことしか知らないし知れない。
・経験のあるベテランと経験の無いルーキーとの交流およびそのグループでの実習などを
行うこと。またメンタルケアを行い意欲を低下させない事が必要と思います。
・障害特性を鑑み、また当事者やそのご家族に寄り添う支援を行うことができる。また、深
く考えると気づくこと対応を考え複数の策を考慮でき多角的な観点からの支援ができるよ
うな学びの繰り返しができる研修
・地域の中核を担う育成したいと思うなら、机上ではなく実践、フィールドの上で学べる環
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境を作る必要があると思います。本気でそのように考えるならば、門戸は狭く、少人数に対
して、ある程度限定したフィールドで中長期的に関われるプログラムが必要だと思います。
とにかく実践、そして周りの人との連携が大事だと思います
・支援員は自己研鑽の為、積極的に研修等に参加し、自施設でアウトプットすることで施設
全体で取り組めることが増えるかと思います。
障害特性（強行や発達障害・てんかん等）についての研修に参加。その後職員全体に報告し
て知識を広げてゆく
・新人中堅といったそれぞれの分野に特化した研修があるが、色々な意見が交わされる事が
大切だと思うのでテーマが幅広い内容の研修があるといいと思った。
・学びの姿勢を学ぶ側がしっかりと持っている事が重要ではないかと思います。自ら興味を
持ち知ろうとすることそれを生かす場所があること色々な角度から支援の方法を知るため
に他の職種の人同業の人とたくさん関わり話を聞く、意見交換できる場所、機会があればい
いと思います。
・開催される研修会等を充実させ、内容を広く啓示することが必要
実践してみない事には何もわからない。自分にあっている、あっていない。講義では何もわ
からない、実践しているからこそ講義が生きる
・楽しさを知ってもらう。現場での環境づくり（人手が足りず、気持ち的にもゆっくり教え
ることが出来ない）
・他の法人の施設へ 1 日研修する。自分のいる施設と他の施設との比較がしやすいと思う
・学びより気づきを重視した研修が望ましいと思われる
・支援の質を上げるために、まずは職員の余裕が必要だと思います。（人手・賃金など）
現場では福祉について学んだことのない人、学んできた人が混在して働いている。利用者と
関わる基本的な姿勢（バイスティック等）は年初めなど、心機一転できる節目節目で少しず
つ研修等を行って、共通・同一・統一（ある程度)意識をもって支援してゆきたい。
・社会福祉について：人材を育成するのであれば国試などの内容を学べる機会があればうれ
しい。
・施設等の現場に入り生の声を聞く
・取り組みの実践事例等を
・現場の実践と学んだことのギャップが少ないことが大切。現場主義と学びの合体
・自己理解を深め基礎をしっかりと身に付けるとともに自ら考えて動く力を身につけて欲
しい
・自分自身の意欲と周囲との強調
・自分の質を上げることはもちろんですが、それをうまく伝えられるような人材になりたい
と思っています。
・学びの質を上げるには、実践と知識が共なっていくことが大切だと思います。どちらかだ
けに片寄っていると、根概のある支援や学びにはならないと思います。
・支援のノウハウが各施設に蓄積されている状況はもったいないと感じています。支援対象
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の個人情報を守る意味で難しいところは多いですが、インターネット等を通じてもっとノ
ウハウが共有されるような環境が生まれてくれば良いとおもっています。
・まず日々の自分の支援を振り返りアウトプットすることでフィードバックを得、課題が明
確になったところで学習に取り組む。問題はそのプロセスを保障する人材と時間が不足し
ていることだろう。
・自分の為、社会の為を基本に実践したいと考えています。
障害者の生活支援を第１と考えますが、当施設での教養文化芸術活動及びスポーツ活動等
利用者の気持ちになり、アクセシビリティの向上を図ります。
・他の就労移行支援の職員の方々との交流会やテーマを決めたディスカッション、事例研究
など。
・他事業所との交流や問題事案や解決法など情報交換を行える場が欲しい
・支援の目的や課題が、現場に行ってしまうと個別性が重視されてしまうので、理論と実践
は中々結びつきにくいとも感じるし、かといって振り返ってみると学んだ方法や理論は使
えるものが多く…。学び→実践とならないのがもどかしい。
・支援活動に有効な研修や勉強会、教材、書籍、支援ツール、アイディアなどの情報を取り
まとめる WEB サイト（団体でも良い）や研修の報告書やツールの使用感などをシェアでき
るメディア（団体でも良い）があると学びの効率化が図れると思います。漠然とした意見で
すが、当事者会のような形で、支援者と地域の福祉分野以外の方が共にダイバーシティなど
について検討する場などを設けることもその地域の文化水準の底上げや学びに繋がるよう
に思います。
・支援していくうえでの勉強会、研修を行える場、書籍などの紹介。支援の仕方だけでなく、
障害について医師から学べる場があると良いかと思う。
・他施設の活動を知る機会を設けて頂いたりすると施設の活動と比較をしたり良いものは
吸収させて頂いたりできるので良いかと感じます.
・学んだ事を実際に活用した時、自分の自信につながる。
・支援を受ける側の（障害）特性があまりにも多様なので、現場で行われていることを体系
化することが難しい。対応策のすべてをマニュアル化して次代につなぐことが難しい。支援
する側にも思考する経験が少ない人が多く、短絡的な対応をくりかえしてその場しのぎの
支援や経営をしている。
・講義を鵜呑みにするか、講義内容を「ウチの現場には合わない」と工夫もせずに捨てるか、
どちらかの人がとても多いので、
「考え続けることの面白さを知る」というような学問の原
点から学びたい。学んでもらいたい。
・勉強したい気持ちと、今の仕事で手いっぱいで出来ないジレンマがある
・やらされ感で実習等をするのではなく、現場から学ぶ現場を良く見てぬすみとるといった
気持ちを持って人に関わってゆくこと
・知識を得るための学びは当然必要だが、対人援助職なので職員どうしの情報共有、事例検
討が大切だと思う。自分の考え方、行動が間違った方向のいっていないか確認、そして修正
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するためにも抱え込ます対象者にとってより良い支援方法を模索したい
・支援活動を行うと同時に支援を受ける側になる経験ができる学びがあると良い（患者経験
のない医師よりも経験のある医師のほうが良いのと似ている）
・意識改革
・専門性が高い職業ほどベースを固めなければならないと思う。人と人との関わりなので、
コミュニケーションや、相談技術と同じ業務の職員と学んでゆきたい
・一回完結の研修ではなく、長期間の研修テーマを目的別に行うことで、より研修テーマや
目的について重点的に学べるかと思います
・各個人が困っていることをきいてその研修を行う。職員同志で仕事の話で話し合える場が
あるといいかと思う。
・最低限の学びは必要と思われますが実践・アウトプットがとても大切に思います。
・現場で学べる機会があるのであれば、積極的に行うと、多くの学びを得ることができると
思います。
・立場的に学びの場を提供する立場にあり、自分自身が学べる場があまりないと感じてい
る。また、日常業務に割く時間が多く研鑽に時間がかけられない実情もある。
・実践あるのみだと思います。
・机上で学んだことがどのようなことなのか実習で学びそこをむすびつけることができ、深
めていけるようなもの
・地域の各事業所等支援者利用者共に、明朗で分かり易い役割分担や理解の普及、支援者同
士の話し合い、意見交換
・安価で参加しやすい研修の実施。サイトを利用した研修の実施（休んでも講義が後で聴け
るなど）
・専門性の質の向上をはかり、社会的に認められ誇りをもてるようにすると勉学の励みにな
ると思う。
・解決能力の向上と視野を広げるための学びが必要だと考えます。
・関連分野（例えば介護保険制度など）についての知識を深めることが求められると思いま
す。
・日々の業務に追われて研修やグループワークなどができずにいる
・多職種が相互に連携し、成果を上げている実際の現場、又は福祉系医療系の大学で行かれ
ている協働のカリキュラムへの参加（見学や内容を知る）することで質が向上すると思いま
す。
・支援活動するあたり心得など（一般的なもの他)講義を受けたい
・過去に起きた事故（ヒヤリハットも含め）の再発防止策、及びその事例教育、全員への徹
底。教育する人のスキルアップとその資格（内部規定)認定
・人員の確保の枠を広げて、休みを取りやすくして労働者の余裕や質の向上に努める。学び
やすい環境づくりに努める。
・疾病や障害についての知識は、リスク管理や予備予測の観点から必要だと思います。ベー
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スとなる知識を身につけたうえで、実践やアウトプットの経験をたくさんつむことで、良い
支援につながるのではないかと思います。
・出張で研修をしてもらいたい（会社に）
・障害者、障害者支援について社会的に認知度を広め高める必要性を感じる。
・知識がとても豊富でも、実践できない人が多くいると思うので、実践を取り入れるのが必
要だと感じます。
・障害者施設運営の相談をしてくれるとうれしい。相談員が各施設を巡回して相談にのる。
自身の職場、業界だけでなく、多様な考え、経験を持った方々との交流、意見を交換するこ
とが重要と考えますが、実際は思うようにはできていないのが現状です。自身のスキルアッ
プが周囲のスタッフのスキルアップにも影響大と考えます。
・様々な職種、施設等の横の連携、地域を越えた学びあいが必要かと思います。
・日々の業務に終われ学習等の時間が取れない。人材が不足しており研修等の効果が出にく
い。
・社会で起きている様々な問題に関心を持ち、人権について自ら考える機会を多く作る事が
必要だと考える。
・一方的な講座での学びは、入門編は一定の効果があると思いますが、「聞いて満足」で終
わりがちです。グループディスカッションは参加するのに緊張もありますが、他者の意見も
発見ばかりです。県でもサポセンに人材育成の部門がありますので、情報交換、協働をして
いただくと、よりよい内容が見つかっていくと期待しています。
・関係者を広げる力、つながる力がないと良い実践も広がらないので、現職の知識の上で、
上記の力の育成が必要と考えます。
・障害のあるなし、支援する側、される側という垣根を越えて個々の良さ、強みを活かし助
け合うのが当たり前と思える環境、人材育成ができる学びの機会を作るとよいと思います。
・現場の職員の生の声を伝えていけると良い。実習だけでは「楽しい」ばかりになってしま
う。楽しいだけではなく色々な事を考えて（相手、職員同士）向き合っていることが伝えら
れるとよいと思う。
・最近テレビでも取り上げられるようになった発達障害について支援する側の実践的な例
をもっと知りたい。
・学校で学んだことを実際の職場で活かすためには、自分が働いている職場（事業所）の持
つ機能を理解し、さらに専門的なことを学んで結びつける作業が必要かと思う。
・少人数のグループで支援する方のみでなく、調理の方、作業の方、事務の方、様々な分野
で働いている職員を集め、ディスカッションを行う。そして、定期的に勉強会を開き、一人
一人の意識の向上を目指す。そうする事で、組織全体の向上にもつながると思う。
・実際に体を動かし学んだ方が覚えやすく、身になりやすいと思うので、机上だけの学びだ
けでは不十分だと大学時代に感じました。十人十色、利用者の方も様々なので対面し支援に
当たることで学ぶことがたくさんあります。
・就職する前に私は学校で福祉全般を学んできましたが、すでに 10 年経ち、新しい法律や
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制度などの知識においては自信がない。職場では学ぶ機会が少ないため、自己研鑽で知って
ゆく必要性はある。しなければならないことはわかっていても、自分の時間もほしいとも思
う。
・限られた時間の中で学べる制度が必要。又は勤務の中で。
・良質の文献をたくさん読める環境が整えられるとよい。
・職員の資格取得の機会を広げてもらいたい。
・まだまだ硬直的な日本の福祉領域において、ひとりの人間の QOL の質を上げ、効率的な
支援活動をよりよく行うためには、支援する側の学びの場を数多く設け、支援される側も社
会の端っこの方ではなく中心で学べる環境整備がまだまだ足りてないと思う。書面上だけ
の判断ではなく、支援する側も支援される側も社会の中心で共に学びあえる場が必要。マス
コミの力なども考えたい。
・研修の機会がもっと増えるとよいと思います。
・支援活動を理解せずして、よりよく行うとか学びの質を上げる事はできないと思う。現場
で直接支援に携わる者の意見、話を、しっかり聞いてほしい。何が不足しているのか、多す
ぎるのか。人材はもちろん、給与体制も、支援員の誰もが不安に思い、志はあっても続けら
れない大きな原因の１つと思われる。
・講義形成の時間の短縮と共に少人数でのディスカッションに時間をより多く使う機会増
えて欲しい
・専門性を高める為の学びや、支援を行うにあたって必要と言われる基本的なこと(アセス
メントの重要性、セルフマネンジメントの大切さ等さまざま)を振り返り改めて学ぶといっ
た時間を確保することの難しさを時折感じる、日々の業務に追われてしまっているのか。自
分の弱さでもあると思う。
・事例検討、実践報告の場が増え、客観的・科学的な支援方法が学べればと思います。
・福祉分野でも色々なジャンルがあるので分けて研修があると学びたいこと、知りたいこと
が、ピンポイントで知れてよいと思います。
・自分の意見が意思を文字にして残すとは、非常に重要であるが、そこからその思いを他者
に伝えることまでできると統一した支援を提供することができ、支援をよりよいものにす
ることができるのではないかと考える。
・色々な場面を経験してもらい、様々な場所を見てまわり、幅広い視野を養ってほしい。
別の福祉事業所への研修(生活保護に務めている場合、就労など)
・施設内、社内、学内など、内側だけの日々の活動だけでなく、外側に一歩出るだけで多く
の学びが得られると思います。ただ、
「学ぼう」という本人の気持ちがなければ何をしても
効果はうすいと思います。
・現場を抜けて研修に行ける人数は限られており、もし可能であればその施設に赴いて研修
をしていただけたらより実りあるものになると感じました。
・自分が楽しまないと利用者さんも楽しめないと思う。利用者さんの立場に立って支援する
事
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・想いがないと人は動かない。学びの質を上げるには、まず想いに働きかける必要があると
考えています。
・支援の場を体験した後、ディスカッションを行い実践する
・研修の内容と現場の実践がつながるような流れがあると良いと思います。
・法人内で行える、研修などがたくさんあればと考えます。
・資格取得への金銭的支援が多くあれば無資格で福祉業界に入った人やこれから福祉にチ
ャレンジする人達が支援レベルを上げることができると考えます。"
・どういう支援を目指すのか。そういった目標を設定することが、まず第一に大切であると
思う。その上で、現場での実践・現場を離れての個人の振り返り、スーパーバイザーによる
振り返り、それを繰り返してゆくことが学びを深めるのだと思う。
・職場の人間に対し、こうした調査を実施することはとても重要だと思います。しかし、勤
める法人、事業所経由で行うとなると、果たして本音を聞き出せているのか？という疑問も
あり、調査方法の工夫に余地はあると思いました。
・実践の場に入る前の学びも当然必要ですが、経験を積んでから改めて、大学等で学ぶ機会
が持てると、支援の質、専門職としての質が高まると思います。実践の場での経験があって
の学校等で学ぶ機会は質の高いものになると思います。
・地域性を学ぶ・家族の心理を学ぶ
・接点者次第かと、その育成も大事ですね
・資格など
・利用者に対するコミュニケーションが肝要と思料する。 職員組員のコミュニケーション
「報連相」等を蜜にする事が大切である。
・福祉系の仕事は給料が安いのに大変なので人が集まらないと思います。福祉経験、実践が
ない方々、児童相談所や県の方々が上に立っていて現場に指示をしているので福祉に関係
する全ての仕事の方々はしっかり実践して現場を知ってから上に立つべきだと思います。
・一週間単位の研修、実習があればと思います。
・農業をやっているので地域を利用した農業者との学びと実践を通しての関わり合い。
・地域の中核的な役割とは何？何を目的としているのか？

格差是正も考えないと人材は

集まらない…
・専門性の高い勉強会（研修等）への積極的な参加、そして学んだ事の情報共有（部署内）
が重要であると思います。
・座学＋実践の積み重ねにより、知識がより体に染み込む
・知的・精神障害についてもっと分かりやすい学びの場があれば理解が深まって、ご利用者
に正しく接することでご利用者・介護者共に気持ちよくサービスを受ける、提供することが
出来るのではないかと思います。
・支援に対する質の向上 高齢者と同じように障害関係も資格制度にすべきである。→介護
福祉士のようにプロとしての資格が必要ではないか
・研修において、講義・実践で得た知識、経験を現場にてフォローアップ出来る体制・環境
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作りが必要であると感じる。職員全体で十分に時間をかけて行うことが学びの質の向上に
つながるのではないか
・日々の支援の中で同じような生活の流れにどうしてもなってしまいますが、より幅広い対
応が出来るよう知識を深めていきたいと思っています。
・支援活動をしている現場にとって、実際経験し、場数をふむことだと思います。
・質の向上には、分かりやすい（誰でも理解しやすい）実習（実技）などが有効だと思いま
す。
・狭く偏った考え方になりやすい職場であると感じる事があります。同業他社や或いは異業
種の人と色々な考えに触れる機会も必要ではないかと考える。
・専門知識の習得に加え、人と人との繋がりを学習する必要があります。
「理論」と「気持
ち」の両輪が必要です。
・コミュニケーション能力がとても大切なため、そこは学習カリキュラムを入れていただき
たい。哲学的な面、心理学的な面を合わせて学んでいきたい。
・コミュニケーションの質を高めることと社会人としてのマナーを身につけることが大切
ではないかと思います。座学も大切ですが、利用者と関わること、実践や経験を積み重ねる
場を増やしていけたら良いのではと思います。
以上
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