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１ 事業計画 

1-1 開発事項 

 2018 年度で抽出された「福祉学」「社会学」「教育学」の内容をさらに詳細な内容を確立

するためにカリキュラム開発を進め、2019 年度は「福祉学」と「教育学」については、担

当する講師や監修者からの指導を受けながら、実証講座の具体的なカリキュラムとして運

用可能かの確認をする。前年度で抽出したカリキュラム内容や求められる人物像は抽象化

された考え方だけに留まっていたため、実証講座と連動しながら、実施委員会の議論や PBL

教材の情報収集、実習先の確保と地域連携に向けた現場とのコミュニケーションを踏まえ、

本カリキュラムの目指す人物像である「障がい者のライフステージに寄り添う地域中核的

人材」に向けた適正な評価基準を考えていく。 

さらに先行的に実証していく埼玉県和光市を中心にして、実習先の確保とともに、実習先

における行動や評価の枠組みを提示できるよう協議・検討を進める。 

 

1-2  実証講座「福祉学」「教育学」及びカリキュラム開発 

「福祉学」「教育学」に関する実証講座については、福祉学をさいたま市大宮区の「学校

法人埼玉福祉学園埼玉福祉・保育専門学校」、教育学を甲府市学校法人伊藤学園 専門学校甲

府医療秘書学院で実施した。受講者は埼玉が同県内で福祉事業に従事するスタッフを中心

に 17 人、甲府市が実施期間の専修学校の在学生・OＧを中心に福祉現場で働く支援者で 1

講座あたり 14 人が基本だった。それぞれ土曜日の午前と午後で開催され、1 項目あたり 2

時間の講義を行い、活用されたテキストや教材、ゲームの手法などのほか、提出されたレポ

ートなどからカリキュラムの妥当性を検討した。 

 

1-3 PBL教材の開発 

実践的な学びを保証するために福祉現場で実際に起こっている事象などの情報収集し、

その課題解決を単線化ではなく複線化した形で様々な答えを用意できるような教材をねん

出していく。この実態をＰＢＬ手法に落とし込み、より実践に即した学びができる基盤を整

える。同時に、一部の講師だけがファシリテーションができるような専門化した内容ではな

く、地域において学びが広がるような題材を選ぶとともに多くのファシリテーターが運用

しやすい教材にすることが必須である。 

 

1-4 ケーススタディ調査報告 

福祉の現場は社会が「福祉」をどのように捉えるかで、その場所は変化する。障害者雇用

を行う企業が、障害者に働きやすくするために、企業活動をしながらもケアの思想を取り入

れ、社内で福祉的な役割を担っていこうとする姿勢は、これまでに企業と福祉が分断された

ところから、企業が福祉に歩み寄った姿勢でもあり、制度的には障害者雇用推進法による法

整備により実現した結果でもある。 
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また重度障害者に対しては、身体機能が十分ではなくても、パソコンの操作性の発展によ

り視線入力でパソコンを使ってのコミュニケーションが可能になることから、確実に障害

者を取り巻く環境も変化してきている。 

この状況を正しく迅速に捉えることが地域の中核的人材になるには、有効な素養である

ことから、開発者として多岐に渡る福祉現場に赴き、現状の把握と現場で今起こっている課

題をヒアリングするなどの調査を行い、これらをケーススタディとして生の教材する思考

の中で整理した。 

さらの調査報告のテーマでは本カリキュラムを受けた人が福祉領域において期待される

「地域課題の解決」に向けても有効に活用できるような視点を持って取り組んだ。福祉全般

においては、大きな課題があるが地域においては、その地域特殊の課題があり、その整理の

道筋も示した。 

重点調査地点は以下であった。東京都・埼玉県 5 件、三重県・愛知県 5 件、静岡県 3 件、

宮城県 3 件、福岡県 3 件、山梨県 1 件。 

 

1-5 そのほか 

 加えて、2018 年度に示した評価基準に関しては、実証講座の実施を踏まえ精緻化し、カ

リキュラムの汎用化を目指して e ラーニング教材開発も行っていく。これは専門の企業と

ともに収録編集し動画教材として開発するもので、e ラーニング教材は学習の復習や遠隔に

居住しスクーリングが難しい方などの学習参加等の様々な可能性を見出している。しかし

内容については、2019 年度事業として収録したものが、映像化したものとして有効なコン

テンツであるのか、どのような工夫が必要かを検証する。 

 さらに開発対象物の検証としては、有識者による検討を行い、さらなる分析を行う。検討

をお願いする有識者は福祉領域が九里秀一郎・浦和大学社会福祉学部教授、下川和洋・NPO

法人ケアさぽーと研究所理事。教育学領域が田中良三・愛知県立大学名誉教授、山本登志哉・

発達支援研究所所長・元早稲田大教授を想定している。各領域についてカリキュラム内容を

提示し指導をお願いする。 

 今後の運用に向けて実習先の確保と実習における評価に関する調査も必須であり、まず

は最初に導入する埼玉県及び東京都近郊での実習先を確保し、その評価などを話し合いし

ていく。同時に展開に向けても含め、想定地域の各領域の事業説明をしたうえで、その評価

基準をヒアリングし、評価基準の精度を高める。 
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２ カリキュラム実施によるサポーターが求められるカリキュラム習得の状態 

 2018年調査を基本に今後開発される「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ているが、今回の「福祉学」「教育学」も

アクティブラーニングを基本としながらも「基礎学習項目」「身に着けるべき教養・知識」

は以下の内容を意識した上で作成した。 

【各領域の求められる人物像と基礎学習項目、身に着けるべき教養・知識】 

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

が備わっており、世

の中の仕組みや成り

立ちを整理して思考

し、伝え、行動する

力がある 

社会とは何かを体系

づけて理解する力が

あり、自分が社会に

生きていることを客

観的な視点も含めて

明確に説明できる。 

社会学概論 社会学の歴史を代

表的な社会学者の

論考が示す真理と

現代社会の関係

性。社会学を学ぶ

ことの意義 

地域を成り立たせて

いるコミュニティを

理解し、小さなグル

ープから地方自治体

まで、政策及び行動

プロセスを理解して

いる。 

地域形成と政策決定 地域を成り立たせ

ている関係法令と

社会構成の基礎及

び政策決定プロセ

スの基本 

福祉及び教育と経済

活動の関係性を理解

し、経済の視点から

福祉と教育を考える

力がある。 

福祉・教育と経済 社会保障制度にお

ける福祉経済の成

り立ち、先進国と

途上国の違い、教

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

とは何かを理解した

上で、コミュニケー

ション学としての深

い思考回路を示しな

がら、その深さと広

がりを正確に把握す

コミュニケーション

演習Ⅰ 

コミュニにケーシ

ョンの原義から現

代社会の課題につ

いて、ポリフォニ

ー等の理論を踏ま

えつつ、聞く・話す

を適確にとらえる
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る。 ミクロなコミュニ

ケーションの分析 

さまざまなコミュニ

ケーションツールを

理解した上で、社会

で展開するべき健全

なコミュニケーショ

ン活動と個人が身に

着けるべきコミュニ

ケーション行動を理

解している。 

コミュニケーション

演習Ⅱ 

ソーシャルコミュ

ニケーションを中

心としたメディア

を通じての各種コ

ミュニケーション

の特性や現代社会

のメディアコミュ

ニケーションに関

する整理 

実際の行動を通じて

各コミュニティ・組

織の中で何が行われ

ているかを深く考え

た結果に会得する経

験値を基本に社会問

題に取り組む力が備

わっている。 

【実習】アウトリーチ

活動 

社会活動と市民の

結びつきに関する

手法や結び方をは

じめつながった後

の交友するための

アプローチ等 

【実習】社会運動活動 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

社会課題 

災害時における活

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 

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 
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教育についての深

い理解があり、人

を教えることの真

理を考え、教える

教えられるの双方

向から教育につい

ての知識と実践す

る力が備わってい

る。 

教育とは何かを吹く

考えられる知識、教養

が備わっている 

教育原論 教育とは何かとい

う原理に関する知

識やこれまでの教

育学を基軸とした

原理 

世界における教育に

ついての知識により、

現代社会の教育的課

題に想像ができる力

が備わっている 

教育の歴史（世界） 古代から現代まで

の世界の教育の大

まかな流れや知識 

日本における教育に

ついての知識により、

現代社会の教育的課

題に想像ができる力

が備わっている 

教育の歴史（日本） 日本における教育

の大まかな流れや

付随する知識 

特別支援教育の在り

方、発達障害者に対す

る教育についての基

本と実践に向けての

心構えができている 

特別支援教育・発達障

害教育 

特別支援教育学全

般及び発達・学習

障がいに対する教

育の知識 

教育心理学に関する

知識をベースに心理

学に関する基本的素

養が備わっている 

教育心理学 教育心理学の概論

と体系 

「特別な」教育の現場

の体験により、実践の

最適化を考えられる

見識が備わっている

こと 

【実習】知的障害者施

設 

知的障害の教育に

関する教育的課題 

【実習】特別支援専攻

科教育 

専攻科の今日的課

題と今後の展開に

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 

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
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大項目 中項目 養・知識 

福祉を正しく理解

した上で、社会に

おける福祉の位置

づけ、個人の役割、

その課題を常に考

え、解決に向けて

行動できること 

福祉全般に関する深

い理解があり、常に福

祉への視点を兼ね備

えている 

福祉概論 西欧からはじまっ

た福祉の原義、哲

学等歴史。日本で

の発展について 

福祉が制度化するプ

ロセスを理解してお

り、各政策が存在する

意味や成り立ちが説

明できる 

福祉政策 東西の福祉政策の

歴史と政策成立プ

ロセスとそれらの

背景にある社会情

勢と思想について 

具体例を基にした知

的障がい者への支援

についての深い理解

が備わっていること 

事例研究１ 特別支

援教育 

知的障がい者への

支援及び教育につ

いての具体的事例 

具体例を基にした精

神障がい者への支援

についての深い理解

が備わっていること 

事例研究２ 精神科

系デイケアの取組等 

精神疾患者への支

援についての具体

的事例 

具体例を基にした身

体障がい者への支援

についての深い理解

が備わっていること 

事例研究３ 身体障

がい者へのケア・医療

ケアの必要な方への

支援 

身体障がい者への

支援についての具

体的事例 

自らが従事する福祉

領域とは違う分野の

福祉現場を基本に体

験することで、福祉の

現場の多様性や課題

を近いし現状を正し

く理解していること 

【実習】高齢者施設 高齢者施設におけ

る現場に関する深

い理解を基にした

実践論 

【実習】社会参加と障

害者団体 

障害者団体や社会

参加をめぐる課題 

【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

者支援 

地域移行の課題や

地域で障がい者を

支えるための具体

的事例 
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３ 2019 年度カリキュラム実施に向けての各担当講師との対話と確認 

3-1 PBLを意識したカリキュラムづくり 

 学びの基本は PBL(Problem-based Learning もしくは Project-based Learning)手法を意

識し、受講者同士が活発な意見交換をしながら、自由な発言の中で気づきが促せるような学

びを念頭に講義をお願いするべく、事前に担当講師とはこの講義の基本を確認した。 

出した指針は以下 3 点である。 

① PBL のプロセス 

② 準備のアウトライン 

③ 各領域の学びで目指すべき姿（3-2 のアクティブ・ラーニングの項で提示） 

④ 評価の基準（3-2 のアクティブ・ラーニングの項で提示） 

 示した図表は以下である。 

 

① PBL のプロセス 

【参考】PBL のプロセス 

PBL as a total six-dimensional approach to higher education 

 

 

PBL process guide used in a module on Problem-based Learning in Higher Education at 

University College Dublin(adapted from Barrows, 1989 and Schmidt, 1983) 

0- Set the climate 

・Assign roles 

・Make/review ground rules 

・Review thinking and learning processes 

PBL problem 

design

PBL tutorials in 

small teams

PBL compatible 

assessments

PBL curriculum 

development

Developing 

knowledge and 

capabilities

Philosophy of 

problem-based 

learning
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1- Read the problem/trigger 

・Clarity key facts and unknown terms 

・Contextualise of one or more people on the team. Focus on one specific programme 

2- Define the kernel of the problem/trigger 

・Initial ideas 

3- Brainstorm 

・Ideas/explanations 

・Responses and examples in relations to your experience 

4- Discuss and synthesise 

・Discuss the problem 

・Summarise what you currently know about key issues 

5- Formulate learning issues 

・Name the key issues that you need to study further and phrase these as questions 

6- Independent study 

・Word on learning issues 

・Synthesise critically what this learning means for the problem 

7- Co-constructing knowledge and professional action 

・Debate learning issues from literature and practice 

・Summarise the learning as it relates to the problem and professional practice 

・Make and carry out an action plan 

Terry Barrett. Sarah Moore “New Approaches to Problem-Based Learning” Routledge, 

2011, pp5 

 

②準備のアウトライン 

準備ステップ１ 用語や概念の定義 

不確かな単語すべてのリストを作成する。調べた上でその定義をノー

トに書く。 

準備ステップ 2 著者の全体的な主張 

著者の全体的な主張を自分の言葉で書く。 

準備ステップ３ 主張の選定 

文献の中に関連する話題を見つけ出す。 

準備ステップ４ 主題や関連する話題の討論 

各話題の内容を短くまとめて書く。あなたが聞きたい質問を考える。 

準備ステップ５ ほかの知識と教材との結合 

他の概念の理解に対して、教材がもつ意味や有用性を書き留める。ほか

のどんなアイディアが教材によって具体化され、矛盾し、展開されるか
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を示す。 

準備ステップ６ 教材の自己への適用 

その教材があなたの現在・過去・未来の生活場面にいかに適用される

か、もしくはあなたの知的興味や知的探求にとって、その文脈がどんな

意味をもつかを書き留める。 

準備ステップ７ 著者の主張の評価 

宿題として読書課題に対するあなたの考えと評価を書く。 

J.レイボー、M,A.チャーネス、J.キッパーマン、S.R.ベイシル著、丸野俊一、安永悟訳『討

論で学習を深めるには』（ナカニシヤ出版、1996 年）66 頁 

 

3-2 アクティブラーニングを基本とした学習内容 

本カリキュラムの中心は能動的学修（アクティブ・ラーニング）を通じて、受講者が新た

な気づきから今後の学びや自分の行動の構築をするための学びであり、各担当講師及び開

発監修者らには下記の内容を通知しながら、カリキュラム作成を要請した。 

③ 各領域で学ぶべき姿 

【福祉領域の学びで目指すべき姿】 

・福祉制度全般を理解しながらライフステージ全般で支援の形を考える 

・福祉に関する政策形成過程及び歴史的経緯を踏まえ現在の行動を説明する 

・子供から高齢者までのうち福祉的視点が必要な部分を確実に抽出することができる 

・福祉の各活動のうち公的な制度に留まらず、必要な支援を考え問題解決に向けた行動がで

きる 

・地域で成り立たせている福祉的現状を深く理解し、その課題を見極めて起こすべき行動の

適切な指南ができる 

【教育領域の学びで目指す姿】 

・義務教育に関する児童・生徒の支援に関する取組みの構築が考えらえる 

・各地域で教育分野で問題化した事象への対応ができる 

・18 歳以降の障がい者に向けての教育の現状への理解と具体的な行動がイメージできる 

・地域の生涯学習の取組みの実態を把握し、その活用を要支援者の視点から考えることがで

きる 

・福祉領域にいる方々への「学び」の提供に向けた活動ができる 

【社会領域の学びで目指す姿】 

・街づくり、インクルーシブな社会づくりに向けた取組みができる 

・地域の自治会や商店会などの方々と福祉の連携の模索ができる 

・地域の産業の活性化に向けて福祉領域との連携や協働の取組みをイメージできる 

・自治体の産業推進分野との連携と地域の活性化視点での具体的行動の構築ができる 

・地域の催しの場を活用しての活動及び自らが主催するイベントの開催行動ができる 
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④評価基準 

【アクティブ・ラーニングを通じての各科目共通の評価基準】 

項目 内容 留意点 評価 

各療育の理解に基づ

いた対話力 

グループディスカッション等

で、グループ内のやりとりや発

言している内容、グループ内で

の対話を構成させるうえでの行

動が、他者を尊重する対話を重

視した形で進める役割を担える

力が備わっているか 

グループ内ディスカ

ッションを観察し発

言内容を分析する必

要があるが、ディスカ

ッション後に個別や

講義の中で質問し、確

認することも必要で

ある。 

A-D 

各領域の理解に基づ

く発信力 

自分の意見を発信する場面にお

いて、示された言語の意味する

本質を理解した上で、その言葉

を使い、自分の言葉として発信

する力が備わっているか 

グループ内ディスカ

ッションや発言の場

面、レポートなどで判

断することになるが、

追加の質問などで精

査する必要もある。 

A-D 

各領域の理解に基づ

く調整力 

グループディスカッションなど

における意見の調整をはじめ、2

人以上の他者との調整や、外部

の情報と自分の内部との調整も

含めて、自分の意見や行動が社

会に最適化された形で調整した

うえで発出しているか 

講義の中では発出し

にくい部分もあり、ヒ

アリングシートなど

で問題可決に向けた

プロセスなどを明示

してもらうなどの工

夫で「調整力」をはか

る場合もある 

A-D 

合計   A-D 
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４ 実証講座概要 

 受講者の募集については当初、さいたま市については通学範囲としてさいたま市を中心

とした福祉事業所に案内を送付した。甲府市については、山梨県教育委員会を通じて呼びか

けを行ったが、いくつかの事業所との予定が折り合わなかったことから、甲府市周辺の福祉

事業所に案内を送付した。 

 この結果、さいたま市で 18人、甲府市で 14人の受講生が集まり、実証講座を以下、さい

たま市で「福祉学」、甲府市で「教育学」を開催することになった。 

4-1 両会場共通 

募集に関する呼びかけは以下の手紙で各地域の福祉事業所を中心に行った。 

 

（以下提示文書） 

 

地域の中核的人材としての「障害者のライフステージに寄り添う」 

地域福祉教育サポーター育成に向けた「カリキュラム開発」受講生募集 

 

一般財団法人福祉教育支援協会 

 

 文部科学省事業「専修学校による地域産業中核的人材育成事業」である「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」は、「地域課題

解決実践カリキュラムの開発・実証」に向けた受講生を募集いたします。 

 このカリキュラムは開発段階ではありますが、受講費は無料ですべて参加（2019 年度―

2020 年度実施）していただいた方には、地域課題を福祉領域で解決する人材である「地域

福祉教育サポーター」（仮称）としての資格を付与する予定です。 

 ご自分の仕事の領域を広げ、より闊達に仕事ができますように、新たな「学び」と「気づ

き」を主眼としたカリキュラムにご参加いただきたく存じます。 

 

概要 

名称：地域福祉の活性化に向けた中核的人材育成事業「地域福祉教育サポーター認定（仮題）

プログラム検証に向けた実践講義」 

場所：埼玉福祉・保育専門学校（さいたま市大宮区仲町 3-88-2） 

2020 年度開催教科：福祉学 

担当講師・ファシリテーター：各科目の専門講師 

日程 

日時 科目 内容 

2020 年 1 月 25 日午前 10 時～12 時 福祉概論 講義と討論、レポート 

2020 年 1 月 25 日午後 1 時～3 時 福祉政策 同上 
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2020 年 2 月 1 日午前 10 時～12 時 特別支援教育 同上 

2020 年 2 月 1 日午後 1 時～3 時 精神系デイケアと社会移

行支援 

同上 

2020 年 2 月 8 日午前 10 時～12 時 重度障がい者へのケア 同上 

テキスト：受講者名簿の決定は 2020 年 1 月 10 日とし、その時点で学習内容のテキストを

メール送信させていただきます 

受講資格：年齢不問、福祉領域に従事しようとする学生及び福祉領域で働いている方、また

は働いていた方で今後、再度働きたいと考えている方、さらに「地域福祉教育サポーター」

への意欲がある方 

受講料：無料 

※地域福祉教育サポーターは文科省事業として、地域で福祉領域での支援に従事しつつ、そ

の福祉療育にとどまらずに地域全体を活性出来る人材として活躍していただくためのカリ

キュラムです。受講プログラムは「福祉学」「教育学」「社会学」と実習で構成されており、

本年度は「福祉学」を受講いただき、来年度に教育学と社会学を実施する予定です。来年度

の受講分も無料です。 

（引用終了） 

 

【講義フロー】 

１グループ５人程度のグループ学習を基本とし、各テーマに沿いながら、以下のフローで

受講者の気づきを促し、学びあいのスタイルで実施する。 

１ オープニング 

２ アイスブレイク 受講者同士の自己開示とコミュニケーション 

３ 講義 各テーマにおける最近のトレンドも含めて 

４ 感想の語り合い 誰もが話し、「邪魔しない」ルールなどを確認 

５ アイデアの発散 肯定的なコミュニケーションの雰囲気づくり 

６ 共有 講師の経験値等から解説やオープンダイアローグ形式 

７ ふりかえり 最終確認 

８ クロージング 

受講生は A４で１ページほどのレポートを提出、学びの習得度合いを観察する。講師も振

り返りのミーティング及び聞き取り調査で運用のしやすさや妥当性などを協議する。 

 このレポートは、カリキュラムの有効性・改善事項等を総合的に評価するポイントであ

り、講師との事後評価も協議し、これらをもとに各教科のカリキュラム開発を実施した。 

 

4-2 福祉学 

開催場所 埼玉福祉・保育専門学校（さいたま市） 

開催教科 福祉学 
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開催時間 １科目 2 時間×5 科目 

日程 

2020 年 1 月 25 日午前 10 時～12 時 福祉概論 担当：金子毅司 

2020 年 1 月 25 日午後 1 時～3 時 精神系デイケアと社会移行支援 担当：金子毅司 

2020 年 2 月 1 日午前 10 時～12 時 特別支援教育 担当：青木猛正 

2020 年 2 月 1 日午後 1 時～3 時 福祉政策 担当：渋谷宏明 

2020 年 2 月 8 日午前 10 時～12 時 重度障がい者への支援 担当：近藤敦 

 

4-3 教育学 

開催場所 専門学校甲府医療秘書学院（甲府市） 

開催時間 １科目 2 時間×5 科目 

日程 

2020 年 2 月 1 日午前 10 時～12 時 教育原論 担当：引地達也 

2020 年 2 月 1 日午後 1 時～3 時 教育の歴史（世界） 担当：引地達也 

2020 年 2 月 15 日午前 10 時～12 時 教育の歴史（日本） 担当：引地達也 

2020 年 2 月 15 日午後 1 時～3 時 特別支援教育・発達障害教育 担当：引地達也 

2020 年 2 月 22 日午前 10 時～12 時 教育心理学 担当：山本登志哉 
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５ 福祉学の実施カリキュラムとレポート結果 

5-1 福祉概論 

福祉学は福祉に関する最初の入口であるが、すでに受講者は福祉事業に従事している方

であり、まずはこれまでやってきた「当たり前の福祉」や「当たり前の自立」などの認識を

再考し、時代に合った福祉を考えるために「福祉をとらえなおす」ことを主眼に行った。 

以下、受講生に配布した資料である。 

 

（配布レジュメ）―――――――――――――――――――――――――――――― 

「福祉概論」 

～福祉をとらえなおす～ 

 

埼玉福祉・保育専門学校 

金子毅司 

 

本日のながれ 

10：00～10：05  あいさつ、オリエンテーション 

10：05～10：20  自己紹介（所属と参加の動機） 

10：20～10：50  話題提供「自立の概念を問い直す」 

10：50～11：00  グループワーク①「共有」 

11：00～11：10  休憩 

11：10～11：40  グループワーク②「自立の再定義」 

11：40～11：50  発表と共有 

11：50～12：00  ふりかえり 

 

わが国の福祉の視点（地域包括ケアシステムの視点から） 

現在、日本の社会福祉はどのような方向に向かっているのでしょうか？ 

すこし古いですが、「地域包括ケアシステムの５つの構成要素と「自助・互助・共助・公助」」

（平成 25年３月地域包括ケア研究会報告書）からみてみます。 

 

【費用負担による区分】 

・「公助」は税による公の負担、「共助」は介護保険などリスクを共有する仲間（被保険者）

の負担であり、「自助」には「自分のことを自分でする」ことに加え、市場サービスの購

入も含まれる。 

・これに対し、「互助」は相互に支え合っているという意味で「共助」と共通点があるが、

費用負担が制度的に裏付けられていない自発的なもの。 

【時代や地域による違い】 
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・2025年までは、高齢者の一人暮らしや高齢者のみ世帯が一層増加。「自助」「互助」の概

念や求められる範囲、役割が新しい形に。 

・都市部では、強い「互助」を期待することが難しい一方、民間サービス市場が大きく「自

助」によるサービス購入が可能。都市部以外の地域は、民間市場が限定的だが「互助」の

役割が大。 

・少子高齢化や財政状況から、「共助」「公助」の大幅な拡充を期待することは難しく、「自

助」「互助」の果たす役割が大きくなることを意識した取組が必要。 

 

 

 

自立という概念 

私たちは、よく教育の場、支援の場で「自立」という言葉を耳にします。 

社会福祉に関する各種の法律の条文にも「自立」は顔を出します… 

 

社会福祉法 

第３条（福祉サービスの基本的理念） 

福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身と

もに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

ように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。 

 

生活保護法 

第１条（この法律の目的） 

この法律は、日本国憲法第 25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国

民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとと

もに、その自立を助長することを目的とする。 
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児童福祉法 

第１条（児童福祉の理念） 

全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活

を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその

自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。 

 

介護保険法 

第１条（目的） 

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入

浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者

等について、これらの者が、尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した生活を営むこと

ができるよう…（以下、略） 

 

障害者基本法 

第１条（目的） 

この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけが

えのない個人として、尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有

無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会

を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め

…（以下、略） 

 

ちなみに大辞林第三版では、自立を 

① 他の助けや支配なしに自分一人の力だけで物事を行うこと。ひとりだち。独立。「親も

とを離れてーする」 

② 自ら帝王の位に立つこと。「其後―して呉王となる／中華若木詩抄」 

とあります。 

 

Q１ さて、みなさんはこの「自立」というものをどのようにとらえているでしょうか？ 

法律や学術上の定義は、いったん横に置いておいて、みなさんが支援をするとき（あ

るいは生活を営むうえで）イメージする「自立」とはどのようなものですか？ 

すこし考えてみてください。 

 

私が考える「自立」 
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Q２ グループで、それぞれの書いた内容を共有してみましょう！ 

☞ では、ここで別紙資料を読んでみます。 

 

 

 

 

Q３ 私たち（福祉職）が支援するうえで、「自立」をどのようにとらえていく必要がある

でしょうか？ 

   今回は、各グループで「自立とは～である（～ということである）」という形で自立

を定義してみてください。 

メモ 

 

 

 

（配布レジュメ終わり）―――――――――――――――――――――――――――― 

 

5-2 福祉政策 

福祉政策は長年、埼玉県福祉保健部でキャリアを積んできた渋谷先生にお願いし、長年の

法律の積み重ねを整理しながら、昨今のポイントなどについて解説するスタイルだった。 

 

内容 

１ 江戸時代の小石川療養所から近代へ 

２ 戦後の福祉３法の時代 生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法 

３ 措置制度の時代 精神薄弱者福祉法、老人福祉法、母子福祉法 

４ 在宅福祉制度への転換が図られた時代 

５ 2000 年 地域福祉の時代 

６ 契約制度の時代 

７ ニーデイオリエンテッドからニードオリエンテッドの時代へ 
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（配布レジュメ）―――――――――――――――――――――――――――――― 

 



19 
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22 

 

 

 

（配布レジュメ終わり）―――――――――――――――――――――――――――― 
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5-3 特別支援教育 

担当した青木講師は同専門学校学長であり、元埼玉県の特別支援学校教諭であることか

ら、経験を踏まえて特別支援学校についての論じるスタイルが多かった。 

講義の流れ 

テーマ 特別支援教育 特別支援教育についての理解啓発をめざして 

１ 特別支援教育の歴史 

・年表―明治 11 年の盲唖院開設～平成 30 年「通級による指導」制度化 

・「特殊な教育」ではなく、「特別な支援を行う教育」へ 

・学校教育法、学校教育法改正、学校教育法（現行） 

・教育基本法 

２ 特別支援学校とは 

・特別支援教育推進の理念 

・特別支援教育体制 

３ 特別支援教育の現状 

・各学校の在籍者の推移、学部別の在籍者の推移 

・特別支援学校の在籍者増の要因 

４ 障害とは 

・障害者基本法 

・障害の分類―身体障害、知的障害、精神障害、発達障害 

・国際障害分類；IDIDH（1980 WHO） 

・生活機能分類：ICF（2001 WHO） 

・生活機能の３つのレベル―心身機能・構造（生命）、活動（生活）、参加（人生） 

・生活機能の背景因子 

５ インクルーシブ教育 

・インクルーシブ教育とは何か 

・インクルーシブ教育の必要性 

・インクルーシブ教育に必要な要件 

・インクルーシブ教育のために 

・インクルーシブ教育の推進に向けて 

６ 交流及び共同学習 

・交流及び共同学習の携帯と意義 

・支援籍学習・副籍学習等、学校間交流、間接交流 

７ 共生社会 

・共生社会に向けて 

・特別なニーズのある児童生徒 

・多文化教育とは 
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5-4 精神科系デイケアから社会移行までの取組等 

 金子講師は元来、精神系のデイケアでの勤務をしており、その経験からの話を踏まえ、精

神保健福祉士の国家試験の委員もしていることなどから知識と実践を組み合わせながらの

話と発表から展開し、対話方式で講義が行われた。 

 

（配布レジュメ）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

「精神保健福祉における取組」 

～精神障害者の生きづらさを考える～ 

 

埼玉福祉・保育専門学校 

金子毅司 

 

本日のながれ 

13：00～13：05  オリエンテーション 

13：05～13：20  参加者からひと言 

13：20～13：50  話題提供「精神保健福祉の歴史」 

13：50～14：00  グループワーク① 

14：00～14：10  休憩 

14：10～14：40  グループワーク② 

14：40～14：50  発表と共有 

14：50～15：00  ふりかえり 

 

わが国の精神保健福祉の歴史 

1900年（明治 33年） 精神病者監護法 

日本ではじめての精神障害者への法律 

☞ 監護する人（家族など）が精神障害者を私宅などに監置できる 
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（日本精神神経学会ホームページより） 

 

呉秀三 

「我が国十何万の精神病者は実にこの病を受けたるの不幸の外に、この国に生まれたるの

不幸を重ぬるものというべし」 

 

 

 

☆ 現在の精神科医療は？ 

以下、第１回精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会資料「最近の精神保健医療福

祉施策の動向について」（平成 30年 12月 18日）からみていきます。 

 

〇 精神疾患を有する総患者数は約 392.4万人【入院：約 31.3万人（※）、外来：約 361.1

万人】 

※ うち精神病床における入院患者数は 28.9万人 

〇 精神病床の入院患者数は過去 15年で減少傾向（約 32.9万人→28.9万人【△約４万

人】） 

  一方、外来患者数は２倍以上に増加（認知症や気分障害（うつ病など）が特に増加） 

〇 入院形態別の在院患者数の推移では、任意入院、措置入院は減少する一方、医療保護入

院は増加。ただし、医療保護入院についても平成 26 年度は前年度比 4,756 人減少。 
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〇 精神病床数は過去 15年間で約 35.8万床→33.8万床（△約２万床）に減少（全病床

数（約 168万床）の約２割）。 

  ☞ 国際的には日本の病床数は非常に多い。 

〇 精神病床の平均在院日数は 274.7日（全病床数：平均在院日数 29.1日） 

  過去 10年間で精神病床の平均在院日数は、52.5日短縮。 

  ☞ 国際的には日本の平均在院日数は非常に長い 

〇 近年の新規入院患者の入院期間は短縮傾向にあり、約９割が１年以内に退院。 

〇 精神病床からの退院患者の再入院率は、退院後６か月時点が約 30％、１年時点が約

37％。 
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Q１ みなさんは、日々の業務の中で精神障害（精神疾患）がある方とかかわることが多い

と思います。 

   ここでは、みなさんが支援の場において、感じる支援の難しさはありますか？ 

 

 

 

 

 

 

Q２ グループで、それぞれの書いた内容を共有してみましょう！ 

 

Q３ 次に視点を変えてみます。 

    みなさんは、精神障害（精神疾患）がある方にとっての「生活のしづらさ」はどのよ

うなものだと思われますか？ 

   グループで議論をしてみてください。 

 

Q４ Q１～Q３を踏まえて、精神障害（精神疾患）の方への支援を行う際、支援する側と

して必要な視点を「一言（単語）」で表現してみましょう！（例：「愛」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（配布レジュメ終わり）―――――――――――――――――――――――――――― 
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5-5 身体障がい者へのケア 

身体障がい者へのケアは重度障がい者施設である「あさか向陽園」の近藤園長に「バリア

フリー」を中心に講義を行った。提示テキストは以下である。 
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６ 教育学の実施カリキュラムとレポート結果 

6-1 教育原論 

講義テーマ 教育とは何か 

スケジュール 

1000 オープニング及びオリエンテーション 

1020 自己紹介ワーク 

1040 講義：テーマの提示 

1050 休憩 

1100 ディスカッション 

1130 発表 

1145 まとめ 

1150 クロージング・レポート 

1200 終了 

 

文字の意味から考える 

教 老齢者が子を諭す、上から伝える 

育 子供が逆さになったものを肉づける（月）こと 

養育に近いもの⇒意味的な発展・適合・飛躍 

Education,Erziehung＝educare(育てる）、educere(導く） 

 

２つの立場 

カント「純粋理性批判」 

人間とは教育されなければならない唯一の被造物である 

ボルトマン「生理的早産」 

動物の本能的な行動を「環境に制約された」とよぶならば、人間の行動は「世界に開かれ

た」といわなければならない。この場合、このすばらしいことばが意味するのは、人間の創

造的な行動という偉大な能力のことであり、これは、個々人が多かれ少なかれ、それ相応に

使用することができる一つの宝であり、またそれを浪費したり、あるいは埋もれさせたりで

きる一つの財産でもある。 

 

教育基本法 旧法（1947 年）と新法（2006 年） 

旧法 

前文 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、

普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。 

（教育の目的） 

第１条 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義
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を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身と

もに健康な国民育成を期して行われなければならない。 

新法 

第１章 教育の目的及び理念 

（教育の目的） 

第１条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な

資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 

⇒「個人の価値」から国家優先の構造 

 

シェアワーク 

自分の教育の体験をよく考えた上で、 

これからの教育で大事なものは何でしょうか？ 

考えのシェア 

それぞれの考えをまとめて大事なフレーズにまとめる 

 

6-2 教育の歴史（世界） 

講義テーマ 教育の歴史を考える 

スケジュール 

1300 オープニング 

1305 自己紹介ワーク 

1320 教育の難しさ体感ワーク：リーディングコミュニケーション 

1350 ふりかえり 

1400 休憩 

1410 講義：世界の教育の流れ 

1430 シェアワーク・発表 

1450 クロージング・レポート 

1500 終了 

 

古代と近代、現代 

ソクラテス ポリスの市民としての学び「無知の知」 

プラトン アカデメイア 

     プロパデイア（教養教育）⇒パイデイア（哲学的探求） 

 

ジョン・ロック 子供は思い通りに鋳型にはめたり形を整えたりする蜜蝋のようなもの 

ジャン=ジャック・ルソー 自然の力である感覚器を育て、考える力を育て、社会的存在に

なる経験を与える 
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ジョン・デューイ 学校と社会 

学校は民主主義を教える場所である。言葉や意味、制度として教える場所ではなく、「小さ

な共同体」でなければならない。子供たちはそこで助け合い、他者の心情に反応し、共感す

ることを体験する。 

 

ハンナ・アーレント 

ひとり一人の言論＝行動が、社会を形成、それが公共的である（人間の条件） 

⇒あらたな市民社会の出現によって人間の条件も変化 

 

シェアワーク 

異文化と教育 

⇒異文化とは何か 

この２つのキーワードで気になる話題を１つあげてください自分の教育の体験をよく考え

た上で、これからの教育で大事なものは何でしょうか？ 

 

話し合いのプロセス 

課題⇒方策⇒方策の検証（あえて反対してみる）⇒改善策 

 

6-3 教育の歴史（日本） 

講義テーマ 教育の歴史から「日本」を考える 

スケジュール 

1000 オープニング 

1005 自己紹介ワーク 

1020 講義：日本の教育 

1050 自分の経験からのふりかえり 

1100 休憩 

1110 フィンランドの教育・日本の教育 

1130 シェアワーク・発表 

1150 クロージング・レポート 

1200 終了 

 

古代 ～平安時代 

渡来人からもたらされた教育 

大宝律令-国の整備＝官僚の育成「大学寮」 

庶民にむけ初の学校＝綜芸種智院（しゅげいしゅちいん）空海 
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中世 1086 年白河上皇の院政～江戸幕府開府 

京都中心の文化が地方へ、武士の子弟は寺院で教育 

 教科書「庭訓往来」（ていきんおうらい） 

 室町―戦国の関東の最高学府「足利学校」 

 

近世 江戸時代 

士農工商-身分に応じての学問環境、士族-儒学・仁義忠孝を説く朱子学、私塾-1500 存在 

岡山藩 藩士と庶民の閑谷（しずたに）学校 

寺子屋-子供へ初歩教育（読み書き算）⇒日本の識字率の高さへ 

 

近代 明治時代 

1871 年廃藩置県―中央集権体制の成立 

文部省設置、「学制」整備 

8 つの大学区、３２の中学区、２５６の中学区 

⇒実施 5 年後で 25000 校、 統制取れず 

 

近代 明治時代 

1885 年内閣制導入、初代文部大臣森有礼 

「富国」の教育構想、「強兵」の愛国心 

⇒教育勅語「爾臣民父母に孝に・・・」 

1886 年「帝国大学令」「小学校令」「中学校令」「師範学校令」 

 

現代の基本理念 

子どもの権利条約 

1924 年国連総会「児童の権利に関するジュネーブ宣言」 

あらゆる国の国民が「児童に対して最善のものを与えるべき義務を負う」 

１ 心身の正常な発達を保障 

２ 飢餓・疾病・知的/発達障がい・非行・保護者のない子どもへの適切な支援 

３ 危難からの保護 

４ あらゆる搾取からの保護 

５ その才能を人類同胞への奉仕の捧げられるべきべきであるという自覚のもとに育成 

 

フィンランドの注目すべき点 

１ 教師の質が高い  生徒にとって憧れの職業。教師になるには修士号が必要 

２ 少人数制 学習発達状況で飛び級や留年制度が義務教育段階で実施 
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３ 少数言語 ２か国語、3 か国語を話す言語思考と読書 

 

6-4 特別支援教育・発達障害教育 

講義テーマ インクルージョン教育とは何か 

スケジュール 

1300 オープニング 

1305 自己開示ワーク 

1315 講義：特別支援教育とインクルージョン 

1350 ふりかえり 

1400 休憩 

1410 講義：障害者の学びとコミュニケーション 

1420 ディスコミュニケーションゲーム 

1435 シェアワーク・発表 

1450 クロージング・レポート 

1500 終了 

 

就学制度 

子どもの権利条約 

「障害のある子どもの特別な必要」に応じた特別な援助を提供することが求められている 

2006 年 学校教育法改正 

 特殊教育⇒特別支援教育 

1949 年学校教育法 

 原則として障害に応じた学校に通う 

2002 年、特別な事情で地域の学校に通う 

「認定就学制度」←インクルーシブから問題 

基本は一般の就学を基本とするが、保護者と学校・教育委員会の合意による 

「認定特別支援学校就学制度」 

 

障がい者の教育は 18 歳で終わりなのか？ 

大学の進学も「可」だが、実際には 

卒業後の「進学」 

→全国で 9 校 

→福祉型専攻科（全国で増加中） 

→シャローム大学校（独自型） 
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特別支援が必要な人の「大学」の模索 

大学の３要素 

・教育→ゼミを中心にした個別対応 

     －福祉人員の活用、ボランティアベースの協力 

・研究→一つひとつの教育実践を検討 

     ―アカデミック領域との連携、オウトプット化 

・社会とのつながり→オープンキャンパス等の実施 

     ―地元地域や周辺福祉との連携 

 

ディスカッション 

 重度障がい者への学習支援に関するカリキュラムを開発してください。 

 対象者：視力・聴力なし・人工呼吸器・音に対しての脳波の反応あり 

 

広がる障がい者への生涯学習の現場 

企業内での学び、訪問による重度障がい者の学び 

 

6-5 教育心理学 

講義テーマ 発達障害とは何か―違う人を理解するということ 

スケジュール 

1000 オープニング 

1005 講義・対話 

1100 休憩 

1110 講義・対話 

1150 クロージング・レポート 
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1200 終了 

発達障害者が起こっている現象についての解説と、ディスコミュニケーションの状態の

成り立ちを中心に講義を行った。前 4 回はアクティブ・ラーニングを中心に行ってきたが、

最後の 1 回は学びの深さを追究するために、約 2 時間の講義形式で実施した。 

従来の教育論を基本として教育学を新しい学びと捉えながらも、やはり福祉に従事する

基本姿勢があるために、5 回目の講義では特に発達支援に関する学びを展開した。教育の切

り口から支援について知る良いきっかけになったと思われる。 

 

（提示したレジュメ）―――――――――――――――――――――――――――― 
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（配布レジュメ終わり）―――――――――――――――――――――――――――― 
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７ PBLガイドラインの概要 

本カリキュラムは実践型の内容で学習後は地域で「動く」ことが求められるため、学習の

スタイルは１８歳までの日本の一般的な教育とされる銀行型教育ではなく、問題や課題ま

たは企画・計画に対して解決や実行・達成を見据えたうえでの学習スタイルにより効果的な

展開を考え構築している。 

 この手法の基本は PBLであることを前提とし、さらに「自分が考え動く」ことが重要であ

ることから、おのずと講義内容もグループ討議や発表などを繰り返すアクティブ・ラーニン

グとなるのが必然である。従って、今回で開発されるプログラムの学習手法は「PBL」であ

り、かつ「アクティブ・ラーニング」であることが基本となる。この手法を分かりやすく簡

易的なスタイルで講師経験がなくてファシリテーションが出来るような情報を提供するの

がガイドラインである。 

 今後本プログラムは生涯学習の中において福祉領域での地域サポーターになるための学

びと位置づけられる予定であり、受講者や講義する担当者の年齢層が幅広くなることが予

想され、世代を超えたコミュニケーションを活発にさせる工夫も必要であろう。受講者にと

ってより実りあるプログラムにするために、日々実践と検証を繰り返していかなければな

らず、開発は今後も継続していく必要がある。 

 本ガイドラインでは以下の項目により、PBLの基本を理解すると同時に、その必要性及び

2019年度で実証講座を行った「福祉学」「教育学」の一部で実践した箇所を抽出し、PBL型

のフレームワークなどを示した。2020 年度のカリキュラム開発・完成に向けて本プログラ

ムでの PBL 手法の活発化に向けても同時並行で検討を重ねていくために、現段階でのガイ

ドラインを提示した。 

【ガイドラインの目次】 

はじめに 

１ PBLの基本 

（１）本プログラムでの PBL 

（２）PBLの定義 

２ PBL実践の準備 

３ 「福祉学」カリキュラムでの導入 

（１）問い１ 自立とは何でしょうか 

（２）問い２ バリアフリーとは何でしょうか 

（３）問い３ 精神障害（精神疾患）がある方にとっての「生活のしづらさ」はどのような

ものでしょうか 

４ 「教育学」カリキュラムでの導入 

（１）問い１ 教育に大事なものは何か 

（２）問い 異文化を意識した時に大事な教育とは何か 

（３）問い３ カリキュラムを開発してください 
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５ 2領域に関する検証 

おわりに 

 

８ ケーススタディ報告 

調査の一環として本事業を受託している一般財団法人福祉教育支援協会が運営する支援

が必要な人への学びの場であるシャローム大学校による「教育実践」「支援実践」に加え、

社会における福祉領域や教育領域を中心に対面による調査や情報交換を行い、地域サポー

ターに求められる素養に関する社会的ニーズの最新の実態を追究し、「障害者のライフステ

ージに寄り添う」ための素養を身に着ける学習に向けたケーススタディを抽出した。 

 地域サポーターは障害者が地域とともに「生きやすく」するための役割を担うことから、

ケーススタディは社会の福祉領域において、「社会モデル」を実現することを念頭にした社

会の構築を目指すものとして位置づけている。 

 調査は 2019年 4月から 2020年 2月までの「教育実践に関する調査検討」「支援実践に関

する調査検討」「支援実践に関する調査検討」「視察やヒアリングに関する調査検討」「交流

による情報収集及び調査検討」「そのほか情報交換などでのやりとり」に分けて整理し、当

初は以下を福祉領域及び支援に関する課題や注力個所として設定し調査の基本とした。 

問題点 

・障害者の「権利」が行き届いていない点―特に重度障害者向けの支援 

・障害者とならない方への支援の視点―ひきこもりや発達障害者等 

・高齢者のいきがいの提供と仕事のモチベーション 

・就労する障害者への会社内でのケア 

・就労と家の往復だけの生活に対する違和感 

・地域の産業衰退に伴う福祉への豊かな視点の乏しさ 

・重度施設における家族らの「心理的」圧迫感を生み出す世相の空気 
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8-1 2019年 4月―2020年 2月の調査とその内容 

 本件の調査日時と個所は以下であり、各施設における調査のポイントや抽出した課題を

付記していきたい。まずは調査を以下の５項目に分けて整理した。 

（１）教育実践に関する調査検討 

（２）支援実践に関する調査検討 

（３）視察やヒアリングに関する調査検討 

（４）交流による情報収集及び調査検討 

（５）そのほか情報交換などでのやりとり 

 教育実践に関する調査検討については、一般財団法人福祉教育支援協会が運営する支援

が必要な人の学びの場である「シャローム大学校」での教育を基本とし、同大学校に通学す

る 40 代の男性 A と 20 代の男性 B をケーススタディのモデルと考え検討する。シャローム

大学校は福祉サービスによる認可事業ではないために、支援の枠組みはボランティアに近

いものの、運営費を考え一部には効率的に考え実行している側面もある。 

 また支援実践については、同協会で運営している就労移行支援事業所の元利用者でスタ

ッフとの関係やほかの利用者との関係がうまくいかずに辞めてしまったケースで、福祉サ

ービスを使わずに求職中かつ福祉的ケアが必要な方である。個人的にボランティアとして

支援活動を続ける中でのケーススタディとして、節目では状況を把握しながら、その解決に

向けて話し合えるように、ケーススタディとしても示していきたい。 

 さらにシャローム大学校における２つの取組も、その取組そのものもケーススタディで

あるが、その取組によって受益者となるであろう学生の特性も踏まえてケーススタディを

抽出した。１つは遠隔講義で、シャローム大学校と名古屋の NPO法人見晴台学園大学、新潟

市の KINGO カレッジの 3 者で行うもので、障害者の教育ネットワークの広がりの実感とし

て、さらなる拡充を考え行きたい。 

 訪問講義は制度が整えられていない重度障害者への「学び」に対するケアであり、現在は

シャローム大学校や NPO 法人ケアさぽーと研究所などで行っているが、全国的な流れに知

るためにも、今回はケーススタディとして４人の受講者のケースを提示したい。 

 以下各月で示していく。 

 

 【4月】 

（１）教育実践に関する調査検討 

・シャローム大学校（埼玉県和光市）の通学講義 

長年の引きこもりから社会進出を目指す男性学生が求める支援に関する定点観測の開始

（以下 Aとする） 

特別支援学校卒業したが社会との接触に関して免疫のない発達障害のある男子学生の支

援に関する定点観測の開始（以下 Bとする） 

（２）支援実践に関する調査検討 
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・就労移行支援事業所シャローム和光（埼玉県和光市） 

就労移行支援事業における利用者への支援行動についての定点観測開始 

（３）視察やヒアリングに関する調査検討 

・野菜プラント栽培における作業所の展開（宇都宮市）4月 2日 

就労継続 B 型事業所による野菜のプラント栽培の栽培工程や出荷方法、販売先などの全

体の事業フローを確認、通所者とも対話し、仕事の難しさややりがいなどの聞き取りを行っ

た。この組織では 3か所のプラント工場を運営しており、それぞれの「工場」でそれぞれの

野菜を栽培しており、その野菜それぞれの作業工程を見学し、社会における事業の有効性を

検討するとともに、支援者として、さらにはこの事業を地域の中核にするための従事者の適

した行動について、同事業所の代表と協議した。 

（４）交流による情報収集及び調査検討 

・福祉型専攻科キンゴカレッジ 4月 17日 

 2019 年 4 月開学した福祉事業型専攻科 KINGO カレッジは新潟市中心部の新潟国際情報大

学内のテナントをキャンパスとし、新潟県内の特別支援学校を卒業した 13 人が入学した。

同県内で初めての福祉事業型専攻科は新潟市や産業界などを挙げて支援しており、新しい

「学び」の地域での連携について、KINGOカレッジは地域モデルとなる可能性があり、個々

の学生の特性を生かしながらの学びを福祉で行うことについて、各学生との交流とスタッ

フとの対話を通じてのケーススタディの抽出を継続的に考えていくことを約束した。 

・NPO法人ケアさぽーと研究所 4月 19日 

 東京都小平市の NPO 法人ケアさぽーと研究所は特別支援学校の元教員のグループが重度

障がい者向けの訪問学習を行っている。医療ケアが必要な重度障害者に対しての支援につ

いては、本人の学びたい意向についての制度がなく、各地域でボランティアにより行われて

いるケースがあるのみである。地域の中核的人材になる一つのポイントとしては、制度化し

ていない障害者のニーズを地域でのどのように作っていくのか、がある。この点についての

見識を養うため、同法人が行う訪問学習を共に行いながら、重度障害者を取り巻く環境をケ

ーススタディとして取り上げていくこととした。 

（５）そのほか情報交換などでのやりとり 

・静岡県伊東市障害福祉課 4月 9日 

 温泉のある観光地の中で観光産業の中で福祉事業所を成り立たせている実態を学び、各

地域の特性と福祉の融合に関する課題を抽出するプロセスを調査した。 

・埼玉県立蓮田特別支援学校 4月 12日 

 蓮田特別支援学校は東埼玉病院が隣接し、肢体不自由の重度障害者の生徒もいる学校で

あり、同学校卒業後も病院への入院のほか、さらに「埼玉県筋ジストロフィー協会」のデイ

サービスなどもあり、重度障害者に対するケアに関しては様々な知見がある。進路指導主事

の教員と連携し、重度障害者に対する社会的ケアに向けたケーススタディに向けて、病院の

学習支援室や実際の当事者らと話し合い、現状を把握し社会で必要な「動き」を検討した。 
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・新潟県教育委員会 4月 16日 

 福祉との連携について教育委員会の今後の方針や、障壁になっているポイントなどを協

議した。 

ケーススタディの抽出 

・農福連携を見据えた福祉における農業事業の可能性、新アイディアは何か 

・行政、企業と連携した福祉の学びの確立に向けた適切な諸行動は何か 

・重度障害者に対する生活支援へのアイディア、学習支援のコンテンツについて 

・地域の特性に合わせた福祉の在り方についての具体策とその支援方法 

 

【５月】 

（１）教育実践に関する調査検討 

・シャローム大学校 通学講義 

A 学問をはじめるにあたっての不安の連続からどのように脱せられるか 

B 他者の行動が気になり、ついつい言葉で他者をなじってしまう特性をどのように解消で

きるか 

（２）支援実践に関する調査検討 

・要就労支援者・他の通所者とうまくいかずに退所した女性の Cさん(埼玉県)のケース 

母子家庭で小学５年生のひとり息子がだらだらしていると、ついつい包丁を持って「殺す

ぞ」と口走ってしまう。後で反省するが、何度も繰り返してしまう。 

（３）視察やヒアリングに関する調査検討 

・ドラックストア「ココカラファイン」（東京都）5月 17日 

 ドラッグストアを展開するココカラファインの特例子会社「ココカラファインソレイユ」

は、各店舗の清掃と商品整理を雇用した障害者の業務として行っているが、仕事のクオリテ

ィの前に楽しく笑顔で仕事ができることを優先としており、朝礼の取組などを拝見した。特

例子会社の在り方や社会的支援についての可能性についても意見交換した。 

・翔和学園（東京都）5月 8日、31日 

 障害者向けの青年期の学びを行っている同学園の教員やコーディネーターとの話し合い

などで、「できないことをできるようにする」などの体験を通じて、生徒のやる気や自信を

引き出す手法を紹介してもらった。山の中で自分たちだけで小屋を作ったりするなどのア

クティブなカリキュラムが有名な学園であり、その手法も親御さんが受け入れている現実

と、障害者自身のやる気などにも触れることができた。「学び」の在り方を考える良い機会

となった。 

（４）交流による情報収集及び調査検討 

・福祉型専攻科キンゴカレッジ、見晴台学園大学→遠隔講義の項で説明 

・心の泉の会 5月 4日 

 キリスト教団体である日本基督教団が障害者との対話の集会との関わりで、現状生きづ
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らいと感じている方々との交流で、必要な支援についてよい方策を調査検討 

・NPO法人ケアさぽーと研究所 5月 7日 

 東京都内の自宅で「世界」を学びたい若い男性へのサポートの在り方を研究 

（５）そのほか情報交換などでのやりとり 

・うさぎっこクラブ（愛知県） 

 愛知県の子供支援グループとの対話により、放課後等デイサービスに子供が通う母親と

の対話により、現在の障害者の母親の悩みを傾聴 

・程島正幸さん（大阪市）5月 21日 

 大阪市内の就労継続 B型事業所に通所する 40代の程島さんは双極性障害であり冬期うつ

病のほか、母親との葛藤などで悩んでいるが、これまでの人生を振り返りながら、どのよう

な支援者が必要であったか、自分が疲弊していた時にどのような社会的サービスがあれば

よかったのか、などを質問し協議した。見えない病気への理解について、「何が理解なのか」

など当事者から見えるものを率直に示してもらった。壮絶な人生はインパクトが大きく、そ

の人生を回避するために「地域の中核的人材」は何をすべきかと考えた。 

ケーススタディの抽出 

・精神疾患のために子供に暴力をふるってしまいそうになるケースの適切な対応 

・特例子会社のあるべき姿について考える―仕事か社会参加か 

・自然派と教室派―障がいのある学生のカリキュラムの最適化 

・親子断絶の中での支援で必要なこと 

 

【６月】 

（１）教育実践に関する調査検討 

シャローム大学校 通学講義 

A 毎年梅雨の時期に訪れる鬱傾向をどのように乗り切っていけるのか 

B 新しい体験に対する抵抗感と、新しいものへの接し方の学習方法 

（２）支援実践に関する調査検討 

・要就労支援者・困難事例 D(埼玉県) 

知的障害と聴覚障害のある男性は他者を攻撃し、すぐに激昂する特性があり、就労活動は

10年以上も不採用続きで、自分の特性を理解しながらの就労支援の継続 

・母子家庭の要支援の女性Ｃ（6月 24日） 

子ども側に「家庭教師」名目で家庭訪問し、母親とも対話を重ねる 

（３）視察やヒアリングに関する調査検討 

・秋津療育園（東京都）6月 2日 

 病院が隣接する伝統的な重度障害児・者の入所及び通所施設である秋津療育園の理事長、

入所者との対話によりニーズを分析。また運動会を見学し、重度障害者でも楽しめる「見え

る」運動会のやり方に注目した。障がい特性に着目して誰もが楽しめる運動会プログラムに
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するようにアイディアを発出することを協議した。 

・中央官庁に就職した女性 E（6月 9日） 

 障害者雇用の水増し問題で中央省庁の障害者採用が厳密に行われた中で採用された女性

Eの不安と、これまでの障害に関する社会での躓きについてヒアリング、現在における中央

官庁就職への不安。 

（４）交流による情報収集及び調査検討 

・和光市おもてなし隊 6月 1日 

 和光市の魅力を発信するシルバー世代が中心となっている市民グループと協議し、オリ

ンピック・パラリンピックを前にして、射撃競技の会場となる同市において「地域中核人材」

として活動する際のポイントを模索、この具体的な行動が五輪スタッフの基礎と考え、調査。 

・見晴台学園大学（6月 26日）、キンゴカレッジ（6月 26日）→遠隔講義 

NPO法人ケアさぽーと研究所→訪問講義 

（５）そのほか情報交換などでのやりとり 

・文部科学省障害者生涯学習推進室 

 障がい者の生涯学習を推進するため 2017年に設置された推進室との協議により、教育行

政で障害者の学びを保障する「インクルーシブ教育」についての考え方を共有し、国の政策

の方向性を確認した。その上で今後求められる支援者の人物像についても協議した。 

ケーススタディの抽出 

・重度障害者を含めて「すべての」障害者が楽しめる運動会プログラムを考える 

・五輪に向けて、障害者、高齢者、子供等多くの方との協働による町おこしに必要なこと 

・旧来の入所施設でできる支援の在り方についてのいくつかの事例の提示 

・中央官庁に就職した人への支援において必要な言葉と不必要な言葉 

 

【７月】 

（１）教育実践に関する調査検討 

シャローム大学校 通学講義 

A 達成感に向けた取組みの一環として山登りを含むハイキングを実行 

B これまでの自分の経験（親との人間関係、学校生活になじめなかった状況等）じっくり

一晩かけて話をすることを実行 

（２）支援実践に関する調査検討 

・要就労支援者・困難事例 D(埼玉県)の就労支援の継続実施 

 就職面接に同行するが 3社落選、その対応策の協議 

・母子家庭の要支援の女性Ｃ（埼玉県）継続支援 

 家庭訪問で男子児童に勉強を教えながら、母親と対話、周囲との軋轢などの解決について

話し合い 

（３）視察やヒアリングに関する調査検討 
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・長野県立小諸特別支援学校臼田分校（長野県）7月 1日 

 都市部から離れた特別支援学校での教科内容や実習等、就労に向けて強化している点、社

会とのつながりとコーディネーターの役割 

・佐久市役所障害福祉課（7月 2日） 

 障害者の窓口となっている「障害福祉行政」における障害者支援行政全般の整理と「学び」

の可能性についての話し合い 

・佐久市社会福祉協議会（7月 2日） 

 地域の社会福祉に関する状況と業務の整理と求められる人物像について 

・佐久コスモス福祉会（7月 2日） 

 地域の中心となる社会福祉法人における業務内容と行政との連携、今後の展開へのイメ

ージ共有 

・佐久市議会（7月 2日） 

 地方議会における障害福祉への認識及び視座・見識に関する検討 

・伊東市障害福祉課（7月 5日） 

 障害者の窓口となっている「障害福祉行政」における障害者支援行政全般の整理と「学び」

の可能性についての話し合い 

・伊東市市議会 

 地方議会における障害福祉への認識及び視座・見識に関する検討 

・伊東市社会福祉協議会（7月 5日） 

 地域の社会福祉に関する状況と業務の整理と求められる人物像について 

・宮城県教育委員会（7月 19日） 

 福祉との連携について教育委員会の今後の方針や、障壁になっているポイントなどを協

議した。 

・福祉型専攻科ラルゴ（7月 19日） 

 特別支援学校卒業生の学びの場として生活訓練を利用しての福祉事業型専攻科ラルゴに

おける取組の検討、学生の定着に向けてのスタッフや地域サポーターとの連携の在り方を

協議し、福祉型専攻科でも「不登校気味」になってしまう問題への対応が渇望されており、

知的障害者や発達障害者との適切なコミュニケーションのカリキュラムについてもケース

スタディから議論することとした。 

（４）交流による情報収集及び調査検討 

・就労移行支援事業所アルファ王子（7月 20日） 

 東京都内の就労移行支援事業所において一般企業への就労につなげることが使命となっ

ている場所での行動プロセスと支援者のあるべき姿とプログラム内容を吟味しながら、利

用者の特性に合わせて行動を検討 

・発達支援研究所（7月 22、30日） 

 発達障害者がその特性ではなく、周囲から理解されないことでうつ病などになる二次障
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害に注目し、二次障害を起こさないためのコミュニケーションの在り方について、同研究所

の山本俊志哉所長から解説を受けて、今後の発達障害者とのコミュニケーションに関する

見識を高めるために、ケーススタディを供給していただきつつ、「僕は僕なんだから」「僕は

ゆっくりだから」と話す障害者学生らの心情から、その対応についてのケーススタディを具

体的に検討した。 

（５）そのほか情報交換などでのやりとり 

・どんぐりクリニック（7月 27日） 

 発達障害を専門的に取り扱うクリニックにおいて、現代の障害者の傾向と保護者の思い

を総括し、あるべき医療と福祉の連携を考え、クリニックでの事例をいくつか紹介、福祉へ

の要望などを確認した。 

ケーススタディの抽出 

・地域における市（町）、教育委員会、社会福祉協議会、市議会、福祉事業所との連携の

在り方の「モデル」確認（伊東市、佐久市） 

・知的障害者や発達障害者の居場所を確保できるようなコミュニケーションの在り方に

向けて、「不登校気味」となる学生のケースを抽出 

・コミュニケーションの躓きをシミュレーションして提示 

・「僕は僕なんだから」から始まる発達障害者支援 

・過去のトラウマが引き起こす「二次障害」を解消するための支援の在り方、障害者とと

もに歩む方法 

 

【８月】 

（１） 教育実践に関する調査検討 シャローム大学校 通学講義 

A 夏休み中、夏バテ気味の中でうつにならないよう定期的に面談 

B 夏休み中だが毎日シャローム大学校通学、講演の文字起こし等作業訓練 

（２）支援実践に関する調査検討 

・要就労支援者・困難事例 D(東京都)継続支援  

東京都内小売りチェーンの特例子会社において清掃業務で面接したところ実習ができる

ことになったが、１日目で「会社の指示の出し方、注意の仕方が悪い」と反発し、半日で実

習は終了した。事後に企業側とも協議をし、どの指示に当該者は腹を立てたか、の詳細を確

認し、企業も今後の学びとしたいとのことで積極的に協議を行った。 

・母子家庭の要支援の女性Ｃ（埼玉県）継続支援 

 小学生の家庭教師をしながら家の様子をヒアリング 

（３）視察やヒアリングに関する調査検討 

・長野県立小諸特別支援学校臼田分校（長野県）7月 1日 

前月調査の継続ヒアリングと協議、地域サポーターに求められるケース対応を念頭に 

・佐久市役所障害福祉課（8月 8日） 
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前月調査の継続ヒアリングと協議、地域サポーターに求められるケース対応を念頭に 

・佐久市社会福祉協議会（8月 8日） 

前月調査の継続ヒアリングと協議、地域サポーターに求められるケース対応を念頭に 

・佐久市手をつなぐ育成会＝岩村作業所（8月 8日） 

前月調査の継続ヒアリングと協議、地域サポーターに求められるケース対応を念頭に 

・伊東市障害福祉課（8月 6日） 

前月調査の継続ヒアリングと協議、地域サポーターに求められるケース対応を念頭に 

・伊東市社会福祉協議会（8月 6日） 

前月調査の継続ヒアリングと協議、地域サポーターに求められるケース対応を念頭に 

・就労継続支援 B型事業所すう（伊東市）8月 6日 

 弁当の製造販売を行う就労継続支援事業所における業務フローと現在の経済的状況と社

会的な位置付け、地域活動などをヒアリングしたうえで、今後の在り方として地域との連携

についての協議を行い、利用者のケースをいくつか検討した。 

（４）交流による情報収集及び調査検討 

・浦和大学福祉学部 九里秀一郎研究室（8月 22日） 

 地域の大学における障害者と大学、入学する学生にいる発達障害への支援について協議、

単位の取得のほか、就労に向けた支援についての新しい大学としての取組について検討、学

生のケースを紹介してもらい、大学としての対応をうかがう。 

・和光市おもてなし隊（8月 26日） 

 前月から継続協議し市民交流をする福祉について検討 

・発達支援研究所（8月 31日） 

 前月から継続調査研究し、ケーススタディを抽出するための方策を検討。フォーラムによ

り企業や支援者のコミュニティをつくることとした。 

（５）そのほか情報交換などでのやりとり 

・就労移行支援事業所アクセスジョブ（8月 28日） 

 東京都内中心にある就労移行支援事業所において、企業就労が基本となる事業所のプロ

グラムの内容や支援方法、コミュニケーション対応について情報交換 

ケーススタディの抽出 

・就労を渇望しながらもアンガーコントロールに課題があり、業務指示への理解も十分

ではない障がい者に対する支援の手法に関する検討 

・地域の大学における発達障害者に対する支援―「障害」を受け入れられない心の状態と

就職活動への影響を考える周辺への対応に向けて 

・地域の特性を生かし、福祉事業との融合を目指す俯瞰した視点での動きについて伊東

市のお弁当事業から考える 

・地域における「保守性」が阻害している新しい障害者の生き方への提案と展開 
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【９月】 

（１） 教育実践に関する調査検討 シャローム大学校通学講義 

A 夏休み中、夏バテ気味の中でうつにならないよう定期的に面談 

B 夏休み中だが毎日シャローム大学校通学、講演の文字起こし等作業訓練 

（２）支援実践に関する調査検討 

・要就労支援者・困難事例 D(東京都)継続実施 

東京都内の中小の精密機器出荷倉庫での勤務に向けて実習することになったが、作業の

最終チェックが当該者にとっては煩雑であり、エプロンの乱れを注意されたことで、作業の

手が止まってしまい。その後業務遂行は不可能になった。 

・母子家庭の要支援の女性Ｃ（埼玉県）継続支援 

 母親が近所の倉庫業務での就労が可能になったものの、3日後に女性パートに対する不信

感が出てきてしまい、コミュニケーションの齟齬が生まれ、退職することになった。就労し

たことは子供も喜び、仕事を終えた母に布団を敷いて待っているなどの対応を見せたが、結

果的に３日で終わることになり、母親にはいったん気持ちを落ち着けることをお話しした。 

・結婚によりうつ病となり就労が困難な男性 E（千葉県）継続支援 

 ３０歳の男性が保育園に通う子供のいる女性と結婚したため安定した職に就いたものの、

収入が低いことなどから、自分を責め、結婚した女性からも責められたことで外出できない

うつ状態になり、相談を開始するとともに解決に向けての道筋を当事者とともに話し合い

始めた。 

（３）視察やヒアリングに関する調査検討 

・佐久市障害福祉課（9月 3、25日） 

 前月調査の継続ヒアリングと協議、地域サポーターに求められるケース対応を念頭に 

・佐久市社会福祉協議会（9月 3、25日） 

 前月調査の継続ヒアリングと協議、地域サポーターに求められるケース対応を念頭に 

・佐久市市民活動サポートセンター（9月 3日） 

 社会課題を解決するための市民活動を支援する佐久市施設において情報交換をしながら、

市内にある様々な社会課題解決型の NPO やその活動を紹介され、福祉系の NPO とも引き合

わされ、地域の中核的人材のイメージを共有し、地域での活動をスムーズにするための行動

指針などについて協議し、学習に向けたケーススタディを検討 

・佐久市手をつなぐ育成会＝岩村作業所（9月 3、25日） 

 全国規模の手をつなぐ育成会の中で、長野県佐久市という地域性による育成会の特徴と、

現状として必要な福祉的リソース、そして福祉以外との関係性において必要なポイントに

ついて意見交換し、今後の必要な支援者像を検討 

・伊東市障害福祉課（9月 6日） 

前月調査の継続ヒアリングと協議、地域サポーターに求められるケース対応を念頭に 

・伊東市社会福祉協議会（9月 6日） 
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 前月調査の継続ヒアリングと協議、地域サポーターに求められるケース対応を念頭に 

・青いかば旅行社（9月 6日） 

 伊東市で障害者向けのツアーを企画する自らも身体障害者の経営者のご夫婦とともに民

間の立場から地域の福祉にとっての今後の展望などを教えていただいた。 

・ぷろじぇくとギフト実行委員会（長野県松本市）9月 27日 

・NPO法人ケアさぽーと研究所（東京都）9月 9日 

（４）交流による情報収集及び調査検討 

・福祉型専攻科エコールこうべ（9月 14日） 

 安定的に特別支援学校の卒業生を迎え、卒業させている福祉専攻型のエコール神戸とと

もに今後の専攻科の在り方を協議、多くの学生のケーススタディを得て、支援の厚みを考え

る。また神戸での企業や神戸大学、行政機関の中心に立って、卒業生の進路のほか、福祉的

行為の啓もうを行っている点でも、地域の中核的人材になろうとするエコール神戸のスタ

ッフの行動についてもヒアリングした。 

・グラノラジャーニー（9月 14日） 

 神戸市東灘区のグラノーラの製造販売を行っているグラノラジャーニーにおいて開発し

ている AIを使っての笑顔測定器を福祉事業所に導入するべく、開発のアップデイトを行っ

ている。この機器を使ってカリキュラムの中に組み入れ、ケーススタディ学習の一環として

笑顔の効果などにつなげていくためにさらに開発を考えていく。 

（５）そのほか情報交換などでのやりとり 

特になし 

ケーススタディの抽出 

・障害者の学びを中心に地域の産業、教育が支援する形を作り上げた神戸の事例から、そ

の具体的な行動を知る 

・AIを使った障害者支援の可能性 

・障害者向けの旅行サービスの在り方と「旅行」を推進するために障壁となっている状況

の整理 

・伊東市での旅行実施におけるバリアとバリアフリーの事例 

・市民活動と福祉・教育・そのほかレクレーション部門における融合へ向けた佐久市のコ

ミュニティの取組 

 

【10月】 

（１）教育実践に関する調査検討 シャローム大学校通学講義 

A 秋学期開始、体調を整え再スタート 

B 秋学期開始、体調を整え再スタート 

（２）支援実践に関する調査検討 

・要就労支援者・困難事例 D(東京都)継続実施 
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立て続けに実習の失敗に至ったことで自暴自棄となり、家庭での生活にも親との関係が

悪化している様子で、まずはゆっくり休むことなどを伝えながらも、支援は難しい時期とな

った。 

・母子家庭の要支援の女性Ｃ（埼玉県）継続支援 

 長男のサッカーチームに関する活動で、親御が送り迎えや観戦などのサポートをする必

要があり、他者との人間関係が懸念されたが、表面化した問題にはなっていないものの、ほ

かの親の個性により受け入れられないこともある中で、子供のためのコミュニケーション

について協議する。 

・結婚によりうつ病となり就労が困難な男性 E（千葉県）継続支援 

 体調が整わない状態が続き、コミュニケーションはラインを中心に行った。傷病手当金の

手続きのサポートなどを行った。 

（３）視察やヒアリングに関する調査検討 

伊東市社会福祉法人クープ（10月 1日） 

・伊東市内のみかん畑で作業をする就労継続 B 型事業所はじめとする多角的な福祉サービ

スを行う福祉法人と協議。重度障害者が多いことから、「学び」には消極的だったが、学び

は「学びあい」であり、「ふれあい」であることを強調し、そこにいて新しい環境にいるこ

とでの心の変化などの話から、多くの通所者を一緒に学ばせることになった。 

・青いかば旅行社（10月 9日） 

前月調査の継続ヒアリングと協議、地域サポーターに求められるケース対応を念頭に 

・NPO法人のらんどあぐり＝さいたま市（10月 11日） 

 一緒に学びの場の構築に向けて同法人が得意な畑でのフィールドワークのノウハウを知

り、就労継続支援事業として畑作業をどのように組み込むのか、それを地域の中核的事業と

して成り立つのかを協議し、障壁になっている部分の取り払い方のケーススタディを検討

した。 

・ＮＰＯ法人見沼じゃぶじゃぶラボ＝さいたま市（10月 11、16日） 

 一緒に学びの場の構築に向けて同法人が得意な田んぼでのフィールドワークのノウハウ

を知り、就労継続支援事業として田んぼ作業をどのように組み込むのか、それを地域の中核

的事業として成り立つのかを協議し、障壁になっている部分の取り払い方のケーススタデ

ィを検討した。 

・浦和大学（10月 11日） 

 地域の大学における障害者と大学、入学する学生にいる発達障害への支援について協議、

単位の取得のほか、就労に向けた支援についての新しい大学としての取組について検討、学

生のケースを紹介してもらい、大学としての対応をうかがう。 

・就労継続支援Ｂ型ミュージック・オブ・マインド（神奈川県）10月 25日 

 基本的な喫茶店の運営だが、クオリティの高い商品と音楽で利用者の可能性を追求する

姿勢で就労継続支援を行っている。詳細は【参考記事１】参照 
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・就労継続支援Ｂ型ヴィゼ・ポレール（東京都）10月 30日 

 基本的な喫茶店の運営だが、クオリティの高い商品のパンの製造で利用者の可能性を追

求する姿勢により就労継続支援を行っている。詳細は【参考記事２】参照 

（４）交流による情報収集及び調査検討 

徳になし 

（５）そのほか情報交換などでのやりとり 

特になし 

ケーススタディの抽出 

・就労継続支援の新しい「カフェ」のトレンドから今後の新しい取組を模索する 

・田んぼや畑などのフィールドにおける市民と障害者との交流の演出の方法 

・失敗を繰り返す就労希望の障害者に対して行う適切な支援に向けた言葉の選択 

・ライン等 SNS を使ってのコミュニケーションを柔軟に対応しながら適切な支援に導く

方法のノウハウ 

・就労継続支援等の福祉事業における音楽や芸術などのアート系の能力を引き出すため

の枠組みづくりと社会の理解 

 

【11月】 

（１）教育実践に関する調査検討 シャローム大学校 通学抗議 

A 新たな「数学」の科目においてほかの学生との軋轢にストレスがかかるが、コミュニケ

ーション方法を示し、会得して実践 

B 就労に向けて、期限が切れた障害者手帳についての取得について「自分で」検討を開始 

（２）支援実践に関する調査検討 

・要就労支援者・困難事例 D(東京都)継続実施 

 年末に向けて就労への焦る気持ちが見られるが、ゆったりとした気持ちで整えることを・

提案、年末までゆっくり動かず求人の情報を見ることにした 

・母子家庭の要支援の女性Ｃ（埼玉県）継続支援 

 長男の家庭教師を通じて、女性と面談、近所とのいざこざ、学校の先生に対する不満など

を傾聴 

・結婚によりうつ病となり就労が困難な男性 E（千葉県）継続支援 

 だんだんと薬を減らす方向にあり、就労に向けた時期が見えてきたため、就労の場所や内

容などについて協議を開始 

（３）視察やヒアリングに関する調査検討 

・秋田大学付属特別支援学校（11月 5日） 

 国立大学付属の特別支援学校における授業の内容や生徒の学習到達に関する手法などの

説明を受け、福祉事業で行われるサービス利用計画のフォーマットを、「自分の計画」とし

て運用し、自分の特性と特技、伸ばす部分などを記入し学習目標を立てている点に、新しい
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特別支援学校の自主性を感じた。生徒との対話でも積極的な発言や、引っ込み思案ながらも、

気持ちはこちらを向いていた生徒ばかりで、「学び」つなぐ可能性について、学校長とも協

議し、地域と学校をつなぐケーススタディを検討した。 

・秋田県教育委員会（11月 5日） 

 障害者の生涯学習の中で、どのような学びを展開すれば効果的かを共同で研究するため

に、秋田県のいくつかの福祉事業所を回った。県教育委員会の職員は元特別支援学校教員で

あり、教え子が各福祉事業所に通所していることは把握しつつも、どんな状態であるかはわ

かる術がないことから、教育と福祉の分断は結局、行政の縦割りにより人間関係の継続性が

保てていないことが判明しており、地域で障害者がつながっていくには、つながってものを

切らせない工夫も必要である。包括的なケーススタディとして秋田の事例は今後の教材と

していきたい。 

・就労継続支援Ｂ型ボン・カフェ（秋田県）11月 5日 

 秋田市内でも「おいしいパスタ」の店として認知されているボンカフェは福祉事業であり、

地域に普通に溶け込んでいる。パスタやデザートなど分業で取り組んでいる仕事のフロー

はもちろんだが、品質を保つ工夫もされ、なおかつ「普通に」お客さんもカフェに接する工

夫がされていて、１つのカフェのモデルとなりそうである。詳細は【参考記事３】参照。 

・埼玉県教育委員会（11月 19日） 

（４）交流による情報収集及び調査検討 

・障がい者雇用支援センター（11月 27日） 

 障害者雇用促進法で企業の障害者雇用率が引き上げられる中で、企業側の受け入れに関

する見識を改善する必要性が浮き彫りになってきているが、企業側としては受け入れのた

めに必要なノウハウがない状態である。さらに就労移行支援事業所としては、適切な企業と

の関係を結び、就労させ定着させようとの真摯な取組みも、生産性を重視する職業紹介事業

所などの存在により就労する障害者へのケアが確立していないケースも多い。そのため、障

害者雇用の最適を追究する企業側と、精一杯の支援を考えている就労移行支援等の福祉事

業側が支援に真剣に取り組むためのコミュニティとして、障がい者雇用支援センターを設

立し、ケーススタディの蓄積を行うこととした。大手や中小企業の障害者雇用担当者と福祉

事業所が集まり、それぞれの困難事例などを披露しながらよい支援について間上げたが、具

体的なケーススタディと、その課題解決への道筋は３か月１回行う予定の研究会で形作っ

ていく。 

・NPO法人見晴台学園大学（11月 28日） 

 特別支援学校卒業後の学びについて、その可能性を教員や学生とともに検討 

・フリースクール、マスターシード（名古屋市）11月 29日 

 名古屋市で不登校などにより高校に通えなかった学生向けのフリースクールを運営して

いるマスターシードと協議を行った。高卒認定試験への対策を重要視しながらも、その後で

は社会に出ていくことにストレスを感じている学生も多く、結局は福祉サービスから就労
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を目指すケースがあるものの、本来ならば自分たちがそれらの人を雇用しり事業を運営す

る思いもあるようで、在宅勤務の可能性も探っている。「引きこもり」をキーワードとして、

遠隔などこれまでの概念では考えられない「学校」の形と「就労」のやり方もケーススタデ

ィを通じてサポーターが学ぶべき重要なポイントであり、この学びを経てワンストップの

支援者、地域での中核としての存在感が期待できると考えられる。 

（５）そのほか情報交換などでのやりとり 

・共生社会コンファレンス（東海北陸ブロック）11月 30日 

 文部科学省主催の共生社会に関する学びに関するイベント参加、関係者らと意見交換 

・日本ＬＤ学会（11月 9日） 

 シャローム大学校、KINGOカレッジ、見晴台学園大学の３者が登壇しシャローム大学校が

「遠隔講義の可能性」として発表、コメントには田中良三・愛知県立大名誉教授が各地を結

ぶネットワークの可能性について言及された。 

・重度身体障害者の文化フェスタ＝東京都小平特別支援学校（11月 10日） 

 「学び」を行っている 18歳以降の重度障害者の年に一度のイベントである「文化フェス

タ」に参加、多くの重度障害者と交流することができた。 

ケーススタディの抽出 

・地方の特別支援学校が地域になじむために地域に学校を開放し、市民と対話を重ねる

ことの試み。 

・フリースクールと就労に関する親和性の作り方に向けて、名古屋市の事例から考える 

・障害者就労に関連し、障害者が働き環境にしようという企業と定着支援を真剣に行う

善良な就労移行支援事業所のつながりを推進するための環境整備 

・おいしいものを普通に提供する福祉事業所の在り方と考え方 

・PC デバイスやウエブの仕組みを使っての障害者支援の可能性を広げる各地での先進の

動きをキャッチする 

 

【12月】 

（１）教育実践に関する調査検討 シャローム大学校 通学抗議 

A 年末に向けて「充実した学び」を行っていることへの誇りを説明するようになった 

B 年末に向けてパソコンによる編集スキルの向上に向けて「お手伝い」を依頼、自分の使

命だと感じて取り組んでいる 

（２）支援実践に関する調査検討 

・要就労支援者・困難事例 D(東京都)継続実施 

 履歴書を複数通用意したものの、落選が相次いだ。シャローム大学校が忙しいことで電話

が取れないと、いら立ち罵声を出すこともあった 

・母子家庭の要支援の女性Ｃ（埼玉県）継続支援 

 先月と続いて長男の家庭教師を通じて、女性と面談、近所とのいざこざ、学校の先生に対
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する不満などを傾聴。この日は機嫌よく親子仲良くしている様子だった。 

・結婚によりうつ病となり就労が困難な男性 E（千葉県）継続支援 

 就職活動ができるようになり、シャローム大学校での実習的受け入れも進んではいるが、

体が疲れやすいなど、薬の影響も見られた。 

（３）視察やヒアリングに関する調査検討 

・ＮＰＯ法人のらんどあぐり（12月 4日） 

 のらんどあぐりが運営するさいたま市緑区の見沼にある畑で実際にいくつかの障害者施

設から参加いただき、フィールドワークを実施。焚火にあたり、焼き芋を焼き、冬の畑でで

きるものをガイドに案内されながら畑を歩いた。 

・秋田県教育委員会（12月 5日） 

 先月の同様に県教育委員会での今後の「福祉」と「学び」について検討 

・秋田大学付属特別支援学校 12月 5日 

 先月の生徒との交流を経て、共生社会コンファレンス IN東北として秋田県で行われた「公

開授業」で、シャローム大学校が秋田の特別支援学校 1-3 年生の生徒を相手に担任役にな

り、障害者向けの学びの在り方を提示、秋田の関係者とも有意義な対話を行った。 

・浦和大学（12月 20日） 

 大学が地域とともに障害者を迎え入れる公開講座の実施に向けて協議し、来年度に行う

ことになった。市民と障害者が学びあう、という基本理念をもとに今後進められる準備が

「ケーススタディ」の想定となり、想定の設定を同大学とともに進めていくことになった。 

（４）交流による情報収集及び調査検討 

・福祉型専攻科カレッジ横浜（12月 16日） 

 横浜市のカレッジ横浜は通所する学生が相模女子大との交流を通じて、大学に通う「イン

クルーシブ授業」を行うことになったが、この効果や通所する学生の反応などから、何を求

めているかが明らかになり、今後の内容充実に向けて本年の取り組んだカリキュラムの検

証について話し合った。 

・相模女子大学（12月 16 日） 

 前述同様に受け入れ側となった相模女子大の「インクルーシブ授業」の学生の反応、女子

大側の事情や女子大生のキャリア選択に関する心の変化などに触れあいながら、若いコミ

ュニティ形成に支援者、当事者、学生、それぞれの若者が自分の考えを示すにはどんな思い

からなのだろうか。大学が障害者を受け入れるためのケーススタディとなる。 

（５）そのほか情報交換などでのやりとり 

・共生社会コンファレンス（東北ブロック）12月 5，6日 

 秋田で行われた共生社会コンファレンスでの登壇、模擬授業などを示す 

・全国専攻科（特別ニーズ教育）研究会（12月 8日） 

 奈良で行われた全国集会で、遠隔授業の模様を「遠隔授業」の形で、会場とパソコンと画

面をつなぎ行った。 
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・町田市生涯学習センター（12月 22日） 

 青年学級で障害者とともに学ぶ伝統を作ってきた町田市において「新しい青年学級の学

び」としてシンポジウム等を開催し、発言者として招かれ、今後の障害者の学びについて報

告しながら、長年携わってこられた方などの交流を通じて「地域で長く続く障害者の学び」

そのものがケーススタディであることを確認した。 

ケーススタディの抽出 

・後継者不足などで衰退しつつある青年学級の活性化に向けた取組み 

・青年学級を新しく展開するためのきっかけづくり、行政と市民とのコミュニケーショ

ン 

・障害者と地域の大学生との交流を通じた学びとは何か、新しい枠組みの構築に向けた

学生の反応、女子大生の反応からのケーススタディ 

・障害者向けの公開授業により、その効果と全国展開とするための、学生の反応をケース

スタディとし、改善する。 

 

【2020年 1月】 

（１）教育実践に関する調査検討 シャローム大学校 通学抗議 

A 年始に今年の目標に向けて前向きな姿勢で、学期末のレポートもきれいに提出した 

B 年始に向けて精神障害者手帳を取得する決断をし、自分の特性を認識しながら社会に出

ていくという選択を行った 

（２）支援実践に関する調査検討 

・要就労支援者・困難事例 D(東京都)継続実施 

 数社に履歴書を送付し、シャローム大学校学長名で推薦状も作っている。焦る必要はない

ことを伝えている。 

・母子家庭の要支援の女性Ｃ（埼玉県）継続支援シャローム大学校 

長男のテストがあり、日に日に成績が下落していることから、食い止めが必要で、母親も

勉強もせずにゲームセンターに行くようになった長男に「自殺しろ」など叫ぶことがあり、

要注意の状態である。 

・結婚によりうつ病となり就労が困難な男性 E（千葉県）継続支援 

 就職活動をはじめ、地元の企業に就職が決定し、就労を開始した。 

（２） 視察やヒアリングに関する調査検討 

特になし 

（３）交流による情報収集及び調査検討 

・自立支援ホームくりの家（1月 6日） 

 若い女性で児童養護施設を出た人らが生活する場所で、引きこもり事案もあり、今後の社

会に出ていくためにどのような対話を進めるのかを情報交換し調査を検討 

・山梨県教育委員会（1月 7日） 
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 知事部局の生涯学習推進室とともに障害者が学ぶことについて協議 

・発達支援研究所（1月 8日） 

 発達障害における支援に関するケーススタディなど継続協議 

・新潟県教育員会（1月 8日） 

 知事部局の障害福祉担当とともに障害者が学ぶことについて協議 

・長野県教育員会（1月 9日） 

 知事部局の障害福祉担当とともに障害者が学ぶことについて協議 

・ぷろじぇくとギフト実行委員会（1月 9日） 

 知的障害者の保護者が立ち上げた任意団体は、福祉型事業専攻科を目指しており、地域と

の連携や当事者家族のネットワーク化、当事者のニーズに応えるための動きをしてきてお

り、保護者の思いを形にしてきているプロセスをケーススタディとして、サポーターが活躍

できる場である可能性が高いと感じている。 

・群馬県教育委員会（1月 9日） 

 障害者が地域で学ぶ方策について協議 

・神奈川県教育委員会（1月 20日） 

 障害者が地域で学ぶ方策について協議 

・栃木県教育委員会（1月 27日） 

 障害者が地域で学ぶ方策について知事部局や専門家を交え協議 

・社会福祉法人あさか向陽園（1月 29日） 

 重度障害者の入所施設、通所施設のある伝統的な社会福祉法人での旧来の取組を見学し

ながら、新しい福祉へのシフトチェンジについてうかがった。 

・茨城県教育委員会（1月 30日） 

 障害者が地域で学ぶ方策について協議 

（５）そのほか情報交換などでのやりとり 

・損保ジャパン（1月 14日） 

 ワタミの高齢者施設を買収し、損保ケアを持ち日本最大の「ケア会社」になった損保ジャ

パンは特例子会社で 100人規模の採用が必要という。人数が多くなる分、ケアの時間は無く

なり、質も低下する可能性がある。この質を確保するために、会社内で「学び」を実行し、

会社への働きがい、生きがいを見出すこととし、それを汎用的な企業モデルにするべく協議

を進めている。 

・TOKYOFM（1月 15日） 

 メディアの中で起こりつつあるケアについての認識について意見交換 

・浦和特別支援学校（1月 17日） 

 教育現場の現状について情報交換 

ケーススタディの抽出 

・教育委員会が進める生涯学習の中にどのように障害者を入れていくのかの方策 
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・企業に就労した障害者がその職場での仕事にやりがいを持ってもらうような企業内で

の学びとはどのようなものが最適か 

・地域産業の中に障害者の就労をはじめとする「人のリソース」を位置づけ、福祉・教育

だけではなく商工労働領域にも障害者の役割を確立する方法 

・伝統的な福祉事業所の中で明るく、新しい取組をするためのアイディアは何か 

・メディアを実践する企業がケアを広く伝えるための方策は何か 

 

【2月】 

（１）教育実践に関する調査検討 シャローム大学校 通学抗議 

A 春休みに入り、定期的に面談中 

B 春休みに入ったが、議事録やレポートの文字起こしなどの作業があり、連日作業を集中

して行っている 

（２）支援実践に関する調査検討 

・要就労支援者・困難事例 D(東京都)継続実施 

 インターネットの書き込みで誹謗中傷を繰り返しており、不満が溜まった状態であると

思われる。新型コロナウイルスで就職合同説明会が中止になるなどの事態にもなり、電話で

対話をしながらゆったりいとした気分でいるように話している。 

・母子家庭の要支援の女性Ｃ（埼玉県）継続支援シャローム大学校 

結局成績が上がらない状態ではあるが、クラスではリーダーシップをとり、他者にも優し

い性格なため、人格を大切にしながら、勉強する習慣づけをするための家庭教師を行ってい

る。 

・結婚によりうつ病となり就労が困難な男性 E（千葉県）継続支援 

 地元で就職し仕事も順調のようである 

（３）視察やヒアリングに関する調査検討 

就労継続支援 B型みんなのテーブル（2月 6日） 

 新しく品川区にできた福祉の複合型施設の中のカフェは有名シェフの監修のもとで作っ

たカレーが有名であり、地域との融合はこれから積み重ねである。詳細は【参考記事４】参

照 

（４）交流による情報収集及び調査検討 

・東京都教育庁（2月４日） 

 社会教育主事とこれからの障害者の学びについて協議、東京都内の地域での取組の差な

どの要因から地域での福祉を展開する方法をケーススタディとして協議 

・東京大学教育学部（２月断続的） 

 障害者発の学びとは何か、から障害者が自然に学べる環境をつくることについて協議 

・神戸大学教育学部（２月断続的） 

障害者発の学びとは何か、から障害者が自然に学べる環境をつくることについて協議 
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（５）そのほか情報交換などでのやりとり 

・埼玉県所沢児童相談所（２月１２日） 

 18 歳の不登校の女性をめぐって本人も交えて今後について協議、ケーススタディとして

多くの方々と考えていきたい 

・NPO法人ぷかぷか（２月１１日） 

 横浜市にある就労継続や自立訓練などを行っており、メディア媒体についてもおしゃれ

な冊子を出している。ワンストップで障がい者とともに生きることを体現している。 

・しんあい相談支援センター（２月３日） 

 川越市にある相談事業所と各種案件・ケーススタディになりそうなものを抽出した 

・山梨市障害児フューチャー連絡会（２月８日） 

 山梨の農業を行う福祉事業所で農業を介したモデルを構築中であり、農福連携の障壁に

なっているものを除外するための知恵と行動を考える 

・埼玉医大カルガモの家（２月３日） 

 重度障がい者の療養施設において「学び」をする方向で話し合いながら重度障害者のニー

ズ、親の思いに耳を傾けながら、最適な学びや時間の過ごし方を考える。 

ケーススタディの抽出 

・東京都の公民館を動かいて福祉への見識を広めるためには何ができるのか 

・若者の「自立」を促進するために児童相談所と各施設の連携の在り方 

・重度障害者の学びについて制度のない中でだれがどのような形で行い、それは誰が保

障するのか、もしくは自由に行っていくのか 

・障害者発の学びとは何か、健常者発ではなく、障害者発への探究 

・地域が一体となって障害者のライフステージを考え行動する方法―ユニバやまなしの

取組から 

 

8-2 遠隔講義による実践 

今回の調査報告者である引地が学長を務めるシャローム大学校は 2019 年春の開学に

向けての 2018 年春からの 1 年はプレ学習期間として特別支援学校の卒業生 3 人にも日

常的にメディアに関するゼミ形式の学習を行った。これらの講義におけるカリキュラム

の効果性を検証した後、2019 年春からの遠隔講義が始まった。 

遠隔講義は 2019 年度 4 月に正式に開学したシャローム大学校（埼玉県和光市）と同

4 月に開学した KINGO カレッジ（新潟市）NPO 法人見晴台学園大学の３校が、イン

ターネットのテレビ会議システム（シスコ社のウエブエックスを使用）を使って、双方

向性の画面を使っての授業である。ホスト役は私が務め、3 校がそれぞれ画面で相手の

学校と学生の様子を見ながら、メインの画面では引地が作成した資料を示すスタイルで

授業を行うものである。 

学制は KINGO カレッジが 13 人、見晴台学園大学も同じく 13 人、シャローム大学



83 

 

校が 2 人でスタートし、8 割以上が知的障がいのある学生である。 

オンラインされた状態での講義時間は 50 分だが、各校で講義前後に準備時間も設定

している。基本的な講義のフローは以下である。 

 

【図表１】遠隔講義のフロー 

順

序 

項目 内容・備考 

1 プロローグ（本日の予定）と出

席者の点呼 

・本日は何をやるのかを明確に示す 

・遠くにいても名前と顔が一致する努力 

2 前回の復習 ・前回の学習内容を画面とともに振り返る 

・前回の学習で出た質問等にも対応 

3 発表や出題への応答  

4 クイズ（講義テーマに即した内

容を出題＝講義の一環） 

・それぞれ 2 チームに分けて解答を考える 

・解答は紙に書いて提示する 

5 本日のテーマ講義 ・パワーポイントで図を示しながら講義 

・要点は完結に文字で提示 

6 クイズ（講義内容に即した内容

を出題＝講義の一環） 

・それぞれ 2 つーむに分けて解答を考える 

・回答は紙に書いて提示する 

 

【図表２】2019 年度前期・各講義テーマ 

 講義テーマ・内容 発表 クイズ 

1 オリエンテーション・自己紹

介・埼玉、新潟、名古屋につ

いて（引地が新潟から講義） 

出題：埼玉県と名古屋市

にあって新潟市にないも

のは何でしょう？ 

世界で最も生産量の

果物は何か他 

2 3 か所のゆるキャラ・コミュ

ニケーションとは何か 

発表：前回の出題への答

え 

牛丼チェーンに関す

る出題 

3 コミュニケーション１ 発表：各地域からのクイ

ズ発表・出題等 

 

4 コミュニケーション２ 気になるものの紹介 各地域からのクイズ 

5 コミュニケーション３ 

（引地が名古屋から講義） 

気になるものの紹介 名古屋地下鉄や埼玉

県の木について 

6 色のコミュニケーション 出題：だんごの味 

発表：気になるシリーズ 

五輪マーク 

7 色のコミュニケーション 出題：ほかの学校に「教

えて！」を考える 

発表：だんごの味 

戦隊ヒーロー、新幹

線 
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8 色のコミュニケーション（食

と色、世界の料理） 

出題：この言葉を何とい

う？ 

審査：見晴台学園フォト

コンテスト 

待ち合わせ場所と忠

犬ハチ公 

9 ポスターによるコミュニケ

ーション 

すがきやラーメンについ

て（見晴台）等 

警察のポスター等 

10 グルメに関する地域おこし 各地のグルメ紹介 ご当地グルメについ

て 

11 地域ブランドとマーケティ

ング 

みんなの通学路 カップ焼きそば 

12 マーケティングと商店 ・お弁当コンテスト

（KINGO カレッジ） 

・みんなの通学路 

セブンイレブンにつ

いて 

13 ジャニーズのマーケティン

グ 

マイブーム紹介 嵐のＣＭについて 

14 全体のおさらい・クイズ総集

編 

マイブーム紹介 実在しないラーメン

等 

15 学校行事のため休講 

 

【図表３】2019 年度後期・各講義テーマ 

 講義テーマ・内容 発表 クイズ 

1 オリエンテーション 夏休みの思い出 日本最初のクイズ番

組 

2 アニメの歴史１ 好きなアニメ紹介 日本発の巨大ロボッ

ト 

3 アニメの歴史２ 好きなアニメ紹介 元祖少女アニメ 

4 アニメの歴史３ 好きなアニメ紹介 元祖大人向けアニメ 

5 アニメの歴史４ 好きなアニメ紹介 3 番目の長寿アニメ 

6 ドラマのなりたち１ 好きなドラマ紹介 

アニメの吹き替え挑戦 

日本ドラマランキン

グ 

7 ドラマのなりたち２ 好きなドラマ紹介 アメリカのドラマ 

8 ホームドラマ１ 好きな俳優紹介 渡る世間は鬼ばかり 

9 ホームドラマ２ 好きな俳優紹介 ひとつ屋根の下 

10 時代劇ドラマ 年末年始の風景 時代劇の長寿番組 

11 刑事ドラマ 年末年始の風景 西部警察の車両 
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12 学園ドラマ 年末年始の風景 実在の学校はどこか 

13 恋愛ドラマ 年末年始の風景 スケバン刑事 

14 ドラマを総括・整理する 年末年始の風景 ドラマ視聴率 

15 クイズ選手権・最終決戦 

講義の感想やレポートで寄せられた学生の声は以下であった。 

・ほかの人とはなしができたからよかった 

・クイズに時間がとられて内容が薄くなっていた 

・むずかしい勉強でしたが、とてもいい経験でした。グルメを見ておいしそうでした。

学生の通学は今までは分かりませんでしたが、聞けてよかったです 

・いろんなところの地元グルメが見れておもしろかったです 

・店の問題や、製品を出している所が楽しかったです 

・赤と黄色とゴールドとシルバーの色の意味が分かることができてよかったです 

ケーススタディの抽出 

・遠隔をつないで協働作業ができる可能性と課題 

・障害特性によって対応を変化させることの難しさ 

・教材の提供の仕方、教材の作り方、行動の在り方と諸注意 

参考写真 
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8-3 訪問講義による実践 

 重度障害者への支援については医療及び看護的な措置が基本の制度になっているところ

から、障害者権利条約をはじめとする障害者関連法の考え方の基本である「自分のことを自

分で決める」ことを最大限に尊重するためには、重度障害者の「やりたいこと」への行動が

不可欠である。 

 ケーススタディではこれまでの福祉的な役割から生涯学習等のやりたいことに向けた行

動の在り方をケーススタディとして示す必要があり、以下 4人の「学習希望者」の実践とし

て今後の重度障害者への支援の道筋を示す材料としたい。 

学習者 場所 学習内容 

20代男性 東京都小平市 

国立精神神経医療センター 

世界の国々についてのほか、PCの作曲機能

を使っての作曲、SNSでの発信 

50代女性 東京都江東区 

東部医療センター 

タブレットを使っての英語、ミシンでのきんちゃく

袋の創作など 

20代男性 東京都杉並区 

自宅 

世界の国、人類の歴史と日本の歴史 

カナダ大使館、高畑勲展へのフィールドワーク 

40代女性 東京都清瀬市 

自宅 

源氏物語などの古典文学の観賞 

詩や童話の創作、科学実験等 

NPO法人ケアさぽーと研究所からの報告を含む 

ケーススタディの抽出 

・重度障害者に対する教材コンテンツの制作の留意点 

・重度障害者の「やりたいこと」を実現させるための周辺との交渉と留意点 

・重度障害者支援をめぐる行動のプロセス、行動のガイドライン 

 

参考写真 
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東京都杉並区の学習者の自宅にて 

 

東京都小平市の国立精神・神経医療センターにて 
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東京都江東区の東部医療センターにて 

 

8-4 ケーススタディ報告のまとめ 

 本ケーススタディ報告では、日本社会のケア現場において特に新しい価値観のもとに、新

しい「福祉」を切り開き、結果として「社会モデル」を実現していくプロセスの中で思考し

たこともあり、障害者支援を一般の社会活動の中で位置づける方向性に向いていることを

まずは確認したい。 

 大きな括りの中での社会活動の下に今回抽出された「ケーススタディ」があるが、この抽

出された各項目もその傘下には調査で得られた個人情報を含む細部なディテールが存在し

ている。このディテールに関しては、2020 年度事業の中で PBL 教材の中に落とし込みなが

ら、「ケーススタディ」と「PBL」「アクティブラーニング」を組み合わせた形で示していき

たい。 

 今回の調査では、従来の福祉領域ではなく、教育や市民活動、様々な領域での組み合わせ

が今後の支援活動には求められており、地域の中で縦横無尽に行き交う役割が必要となれ
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ているように思える。このハイブリット・マルチトラックな動き方こそが未来の障害者福祉、

そして新しい「社会モデル」を作っていくことを確認できたことは 2019年度調査の成果だ

と考えている。 

 

参考記事 

【参考記事１】ミュージック・オブ・マインド 

神奈川県藤沢市 ミュージック・オブ・マインド 

ミュージカルや音楽の舞台とカフェ機能 

無農薬ガレットに手打ちパスタ、全て手作り 

神奈川県藤沢市の「ミュージック・オブ・マインド」は静かな住宅街の中にある。福井県

産の無農薬のそば粉を使った手作りのガレットやパスタ生地から手作りした手打ちパスタ

などのカフェメニューに定評があり、「ガレット焼き」や「パスタ打ち」など利用者がこれ

らの料理を作る「職人」として役割を担う。 

このメニューに合わせるコーヒーは鎌倉市の鎌倉小町通りにある 20年の老舗「カフェ・

ロマーノ」の直伝。ネルドリップで丁寧に落とした一杯は味わい深い。紅茶もダージリンや

アールグレイのほか、白桃や巨峰などのフレーバーティー、季節限定のお楽しみの紅茶もあ

る。 

そして、最大の特徴はここが「ライブカフェ」であること。つまり、ライブ活動が中心で

あり、カフェはコミュニティとしての場所づくりのコンテンツとなる。私がガレットを食し、

デザートの和風パフェを食べている時に、知的障がい者の音楽ユニット「ふぇありーないん」

が横二列に並び、ピアノとドラム、パーカッションとギターの演奏とともに嵐の曲「ハピネ

ス」の合唱が始まる。続いたのが、最初のオリジナル曲で店名でもある「ミュージック・オ

ブ・マインド」。音楽で人と癒そうという優しい歌詞にメロディーが響く店内は温かい空気

に包まれる。最後には利用者の口癖をモチーフにした曲「いきくんのくちぐせ」。歌い手は

振り付けもあり、楽しそうな表情に聴き手のこちらも身体を動かしたくなる。脇を固める支

援者は運営団体の特定非営利活動法人 Music of Mind(ミュージック オブ マインド)の

服部誠理事長がピアノを弾き、シンガーYOKOも支援者であり、ミュージシャンでもある。 

このライブは 1 人でも客がいれば開演、外でのライブも定期的に開催しており年間約 40

本の公演がある。利用者もタレント揃いで歌い手を楽しんでいる様子で、振り付けを考える

リーダー、北野麻美子さんは冒頭のあいさつも担当するが「緊張するけど楽しい」と話す。 
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【参考記事２】ヴィゼポレール 

東京都葛飾区 ヴィゼ・ポレール 

本格派のハード系パンの深い味わい 

世田谷の「名店」の味を気軽に 

 店名の「ヴィゼ・ポレール」はフランス語で北極星を目指す意味があるが、この店のパン

を食べるとその名前がしっくりとくる。メニューの中心はヨーロッパで主に食べられてい

る表面が硬いハード系のパンだが、口に入れて噛み始めるとその味わいが口に広がり、甘さ

や芳醇な素材の良さが際立つ。2017 年 5 月のオープンの同店はパンの味やガラス張りにな

った製造室、清潔に保たれた店内など、それぞれがハイクオリティを保つために、利用者が

掃除や製造、喫茶のサービスで重要な役割を担う。 

 特徴的なのは主力のパンとコーヒー。福祉系カフェといえば、食べやすい柔らかいパンと

菓子パンを提供するのがこれまでの通例だったが、ここの商品の主力はヨーロッパで食べ

ているような固めのハード系のパン。本物の素材と製法でしか出てこない味わい深さが本

物だ。それは東京都世田谷区の有名店「シニフィアン シニフィエ」の志賀勝栄シェフが技

術指導を行うから品質の追究は福祉系を超えているかもしれない。 

さらに、このパンによく合うコーヒーは、コーヒー専門店「堀口珈琲」（本社・東京都世

田谷区）が支援している。この組み合わせのパンのプレートはヨーロッパにいるような気分

になる。この噛めば噛むほどうまみが増すパンにうなりながら、これは是非多くの人に味わ

ってほしいと思いつつも、福祉事業所であることから土日祝日は休み。営業は午前と午後の
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時間で、昼食時を除けば飲食店の「アイドルタイム」にしか営業できないとのこと。 

佐久間敦所長は「本物を求めた結果、この味にたどり着いた」と言い、だからこそ「この

味を味わってほしいのですがね」と話すが、営業時間へのジレンマもある。同時に利用者に

は、挑戦してきた店のように「一歩踏み出す勇気を培って、飛び出してもらう場でありたい」

と、就労支援としての役割も強く意識している。 

 

 

【参考記事３】ボン・カフェ 

秋田県秋田市 ボン・カフェ 

本格派の手打ちパスタはもっちもち 

川を眺める空間でゆったりなひととき 

 秋田市を抜けて日本海に注ぐ雄物川を眺めるように立つレストラン「ボン・カフェ」は自

家製の手打ちパスタが好評のレストランで、午前 11 時の開店前から 15 台が停まれる同店

の駐車場には客が集まってくる。吹き抜けの天井は開放感があり、店内の窓からの光が心地

よい。ボン・カフェは社会福祉法人「杉の木園」が運営する就労支援施設だが、同法人で製

造する豆腐やお菓子が販売していることで、「福祉系」の雰囲気を出しているが、それがな

ければ「おいしいパスタレストラン」。実際に福祉系のレストランと知らずに入り、そして

知らないままでいる客も多いという。 

 メニューで紹介されるパスタは、「シシリアンルージュのナポリタン」「渾身のボンゴレビ

アンコ」「燃えるアラビアータ」「でら旨ペスカトーレ」等、気を引くネーミングが食欲を刺

激する。麺もスパゲッティ、フィットチーネ、リングイネの 3種類をそろえる。デザートも
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「ワッフル」「ガトーショコラ」「クリームブリュレ」と豊富で本格的だ。パスタ前のサラダ

は同じ法人の水耕栽培ハウスで育てているサンチュやサニーレタス、ミニトマト。小鉢の豆

腐も地元で好評の手作りの逸品だ。 

 地域に愛される「レストラン」で働くことで利用者の働き方にも変化が現れたという。ス

タッフのアドバイスが聞けなかったり、仕事が長続きしなかった利用者がボン・カフェでの

働きで、仕事を任せるようになると、頼られることで、やる気を出して期待以上の仕事をし

てくれるようになったという。責任者の松橋洋子さんは「私たちスタッフも利用者も生き生

きしています」と話す。 

店内に飾られた絵画は同法人の利用者が描いたもので、どれも魅力的な作品で、「福祉系

カフェ」を超えた空間の演出の重要な役割を担っているようだ。 

 

 

【参考記事４】みんなのテーブル 

東京都品川区 みんなのテーブル 

ゆったりした空間はみんなの場所 

一流のレシピで「本格カレー」 

 2020 年新春号で紹介した全国各地で進化する「福祉系カフェ」は、本号からは連載とし

て各地の「とっておきの福祉系カフェ」を現地取材し紹介します。第一回目は東京都品川区

に 2019年 10月にオープンした「品川区立障害児者総合支援施設」内にあるカフェ、「みん

なのテーブル」です。 

京急線青物横丁駅から徒歩８分ほどにある旧児童館に新築された同施設は地下 1階・地上 6
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階。精神科クリニック、精神科デイケア、訪問看護設備や地域活動支援センター、品川区南

品川障害児者相談支援センター、児童発達支援センター「品川児童学園」、生活介護施設、

短期入所サービス施設がある施設の 1階が「みんなのテーブル」。社会福祉法人、愛成会（東

京都中野区）が多機能型事業所（就労継続支援 B型）として運営しています。 

カフェの名前「みんなのテーブル」は、障がいの有無に関わらず、地域で住む人や近くで働

く人などが「食」でつながろうという思いから名づけられました。ミシュランの 3つ星店で

あり、ニューヨーク最高峰ともいわれるレストラン「ジャン-ジョルジュ」でスーシェフを

務めた米澤文雄さんの料理イベントもその一環です。 

平日の 3 日限定で提供するカレーは、米澤さんのレシピでプロのシェフが指導にあたって

いる本格派です。カレーセットはスープの飲み物付きで、カレーといっても添え物の野菜は

種類も味付けも豊富です。 

この 3日以外は飲み物の提供のみですが、天井が高く、ゆったりとした空間は、落ち着いて

くつろげます。空間の上部の窓からは空が見え、下の窓からは中庭が見えます。オープンと

なったキッチンも開放的で、そこから作業をする声も聞こえてきますが、それが楽しそうな

雰囲気だから素敵な BGMのようです。 

 主任の小川由香里さんは「人が集まって、いろんな人と関わりあう場所づくりを目指した

い」と話しています。 
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９ 総括―検討課題と次年度に向けての方向性 

本年度のカリキュラムの実証講座や PBL 手法のガイドライン、ケーススタディ調査を通

じて、地域課題に対する福祉の視点がクリアになり、講座の中身としては実践を通したこと

で、受講生のモチベーションや内容の浸透度合いも明確になったことから、3か年の最終年

度では「教育学」「福祉学」の内容をより充実させ、さいたま市と甲府市でそれぞれ実施す

るとともに、新しく開始する「社会学」についても、福祉学と教育学との融合を図りながら、

確実に必要な習得領域として位置づけ、効果的な内容を目指したい。 

 そのために前提となる「福祉学」「教育学」「社会学」の位置づけは以下であることを確認

したい。 

 

3領域の関連性のイメージ変化 

 

本カリキュラムはこれまでの受講者との関わりで見聞きした結果、受講生は福祉に従事

する・している立場として、解決できない問題に直面しながらも仕事に対してはプライドを

持ち、さらに福祉を通じて他者の「幸せ」を演出できる瞬間の喜びも感じており、これは「福

祉」の視点による、福祉的な動きがなしえた結果であることから、基点は福祉であることを

固定した上での社会学と教育学の展開との関係性がスムーズである。当初は３つの領域を

並列にし、広い学問分野への素養を目指したが、受講者の経験と思いを尊重しながら、より

職業的な立場への自信と尊厳を考えた場合、効果的な位置づけとして抽出したイメージが

以下の「3領域の関連性のイメージ変化」である。 

カリキュラム構成に向けての構成この関係性に基づいて行っていきたい。  

 

10 参考資料 

・2020年度以降の実習先として検討している実習先 
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【実習先検討個所】 

場所 当初件数 実際件数 個所 

東京 

埼玉 

５ ７ 障がい者雇用支援センター（東京）、就労移行支援事業

所シャローム和光（埼玉）、相談支援事業所シャローム

新倉（埼玉）、一般財団法人発達支援研究所（東京）、シ

ャローム大学校（埼玉）、ケアメディア推進プロジェク

ト（東京）、就労移行支援事業所アクセスジョブお茶の

水（東京） 

三重 

愛知 

新潟 

５ ３ NPO法人見晴台学園大学（愛知）、聖母の家学園（三重）、

福祉型専攻科 KINGOカレッジ（新潟） 

静岡 ３ ３ 社会福祉法人やまばと学園（静岡）、就労継続 B 型事業

所すう（静岡）、社会福祉法人 

宮城 

秋田 

３ ３ NPO法人きっちょら（宮城） 

福岡 ３ １ のぞえ病院（福岡） 

山梨 １ １ ユニバやまなし（山梨） 

 

・インターネットで掲載された関連コラム 

福祉従事者が「地域の中核人材」になるためのコミュニティへのお誘い 

引地達也 

障がい者の就労支援や障がい者の学びの可能性の追究に奔走している中にあって、当事

者と向き合うのは最も大切なことではあるが、疎かにしていけないのが、支援者の育成や成

長支援や、成長する場の提供、機会の創出である。何よりも福祉に従事する人が、「福祉」

の中で仕事を収めるのではなく、地域社会とつながりを持ち、当事者の社会での位置付けを

自然な流れの中で確保できることが望ましい。そのために支援者は社会モデルを切り開く

先駆者として歩んでほしいと思っているのだが、やはりそれは学びや機械の場がなければ

難しい。だから、その場をまずは研究として挑戦しようと 2020年 1月終わりから始めるの

が、地域中核人材を育成するための研究開発プログラムである。 

 これは文部科学省の「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」で採択された「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育成事業」とし

て行われる。狙いは、地域の専修学校を活かして地域の福祉活動に従事する方々が、経験を

糧により広範囲な仕事ができるようにするための学習プログラムの開発である。福祉領域

が専門化するのは、支援の質を向上させる点においては問題ないのだが、それがタコツボ化

してしまい、ほかの領域と交流ができないこと、コミュニケーションがとれないことで、福

祉そのものや関わる当事者も他者との交流ができなくなる弊害を招く恐れがある。そのた
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めに、福祉領域の方が幅広い学問領域に触れ、アクティブラーニングにより他者とのディス

カッションなどでほかの福祉領域の方々とつながり、知見を新たにしてもらうのが、本プロ

グラムである。 

 学ぶ領域は「福祉学」「教育学」「社会学」の３つの人文社会分野の学問であるが、日々の

仕事や暮らしから、私たちが学んできたものを、この３つの分野に落とし込みながら、それ

を自分なりの学問としてほしい。同時に学びの楽しさを発見し、地域で福祉に従事しながら、

各分野との連携や協働ができる人になっていただければ、との思いもある。「福祉学」「教育

学」「社会学」の各分野が１項目２時間のプログラムを５項目行う予定で、本事業は、会場

はさいたま市大宮区の埼玉福祉・保育専門学校、山梨県甲府市の甲府医療秘書学院。日程は、

さいたま市は「福祉学」を１月２５日（土）午前と午後、２月１日（土）午前と午後、２月

８日（土）午前の計５講座行い、甲府市が「教育学」を２月１日（土）午前と午後、２月１

５日（土）午前と午後、２月２２日（土）午前の計５講座行う。２会場ともに２０２０年度

内に３つの分野を終了する予定で、すべて受講した方にはレポート提出などにより、「福祉

の地域サポーター」の認証を行うことを想定している。現段階ではすべて受講も終了の認証

も無料。問い合わせは http://wess.or.jp/ 

 この学習を経て福祉の中で、福祉を飛び越えて、支援者が躍動的に活き活きと過ごしてほ

しいと思う。福祉は地域から離れられないし、地域は福祉を伴う。その地域福祉を連携させ、

福祉の領域そのものを躍動的な存在として、横断的な活動が活発になれば、地域福祉は楽し

くなるはずだ。そのためには、自分が楽しむ、楽しめる、楽しいのが大前提である。私自身

も楽しんでやることを基本としている。誰かが決めたであろう評価に気持ちを左右される

のはつまらない。「期待」という幻想の中で形作られた成果を出そうと焦る必要もない。た

だ、目の前にある必要な仕事を真剣にやり続けるだけ。そんなゆったり感を提唱しつつ、こ

の言葉を口ずさんでみる。「星空のごとく 急がずに 休まずに めぐれ誰しも おのが責

務（つとめ）のまわりを」（ゲーテ）。本講座でお会いできるのを楽しみにしております。 

 

（以上） 
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 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、が実施した

一般財団法人福祉教育支援協会が実施した令和元年度「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。 

 


