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１．教育の責任 

 私が所属している群馬医療福祉大学社会福祉学部のディプロマポリシー（学位授与の方針）は

【知識・理解】①福祉・心理・教育に関する知識を修得し、生活上の課題を多面的に考察できる。

【態度・志向性】②本学の仁の精神に則り、人の尊厳を踏まえた専門職としての職業倫理を身に

着けている。③社会や人の変化に関する知識を自ら学び、社会・地域に還元する意欲を持ってい

る。【汎用的技能】④人の思いを引き出し分析した上で、生活上の課題に対する解決方法を提案で

きる。【総合的な学習経験と創造的思考】⑤多職種の専門性を理解し、自他の自己実現や生活上の

課題解決のための方法を創造できる。となっている。 

 このことに加えて、群馬医療福祉大学社会福祉学部が社会福祉士・精神保健福祉士の資格取得、

すなわちソーシャルワーカーの養成に力を入れていることを踏まえれば、群馬医療福祉大学社会

福祉学部における私の教育の責任は「個人や社会に生まれる課題の構造を多面的に考察し、その

解決方法を創造して提案でき、将来リーダーとして活躍できるようなソーシャルワーカーを養成

すること」であるといえる。 

そのためには、単に国家試験に合格するために教科書にあることを学ぶのみならず、時には教

科書に書いてあるような「これまで当たり前と思われてきたこと」にも疑問をもち、自ら考え、

自分の意見を主張する学びも重要になる。これは後述するようにソーシャルワーカーが「これま

で社会のなかで当たり前に思われてきたこと」に疑問を投げかけ、これを変容させるという「社

会変革（ソーシャルイノベーション）の担い手」であるということにも深く関係している。 

このようなことを踏まえ、私が担当している授業科目の一覧を次に示す。 

 

【令和 2 年度：新藤健太の担当科目】 

科目名 対象学部・学年 
必修・ 

選択 
開講年度 受講者数 単位 

就労支援サービス 社福・4 年 必修 前期 53 名 1 単位 

卒業論文 社福・4 年 選択 通年 2 名 4 単位 

精神保健福祉援助実習指導Ⅰ 社福・3 年 選択 前期 1 名 1 単位 

精神保健福祉援助実習指導Ⅱ 社福・4 年 選択 通年 6 名 2 単位 

精神保健福祉援助演習（基礎） 社福・3 年 選択 通年 16 名 2 単位 

精神保健福祉援助演習（専門） 社福・4 年 選択 通年 6 名 2 単位 

精神保健福祉援助実習 社福・4 年 選択 後期 6 名 4 単位 

社会福祉特講Ⅱ 社福・2 年 必修 通年 37 名 2 単位 

総合演習Ⅱ 社福・4 年 必修 通年 13 名 2 単位 

  

以上の科目のうち、「就労支援サービス」は社会福祉士に関する専門的科目、「精神保健福祉援

助演習・実習指導・実習」は精神保健福祉士に関する専門的科目、「社会福祉特講」は社会福祉士

国家試験の対策に関する科目となっている。 

また、令和 2 年度は大学の委員会活動として「国家試験（社会福祉士）対策係・チーフ」、「精

神保健福祉援助実習委員会・副委員長」も担当しており、これらのことからも群馬医療福祉大学

社会福祉学部における私の教育の責任が「ソーシャルワーカーの養成」にあることがわかる。 
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２．教育の理念・目的 

２－１．理念：社会変革・社会開発の担い手としてのソーシャルワーカーを養成する 

 目指すべきソーシャルワーカー像を語るうえで「ソーシャルワークのグローバル定義」は欠か

せない。ソーシャルワークのグローバル定義とは 2014 年 7 月にメルボルンで開催された国際ソー

シャルワーカー連盟（IFSW）総会及び国際ソーシャルワーク学校連盟（IASSW）総会において採

択されたもので、その内容は次の通りである。 

  

【ソーシャルワークのグルーバル定義】 

・ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束、及び人々のエンパワメントと解放

を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である。 

・社会正義、人権、集団的責任、及び多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす。 

・ソーシャルワークの理論、社会科学、人文学および地域・民族固有の知を基盤として、ソー

シャルワークは、生活課題に取組みウェルビーイングを高めるよう、人々や様々な構造に働き

かける。 

・この定義は、各国および世界の各地域で展開してもよい。 

 

 このようにソーシャルワークが果たすべき機能には「社会変革」や「社会開発」、「人々や様々

な構造に働きかける」ことが位置づけられており、その業務が「クライエント等の悩みや問題に

関する相談を受け、必要なサポートを行う（ここでのサポートには支援機関の紹介を含む）」に止

まらないことがわかる。 

 このことを踏まえ、私が育てるべき人材とは、このグローバル定義にもあるような「社会変革」

や「社会開発」に取り組むことができるソーシャルワーカーであるといえる。 

 

２－２．目的：社会変革・社会開発に関心をもち、その知識・技術の一端を知る学生を育てる 

 ここではそのようなソーシャルワーカーを育成するために必要となる具体的な目的として次の

3 点を挙げる。 

１）「当たり前」に疑問をもち、「省察的実践」の入り口に立つ学生を育てる 

 ソーシャルワーカーに期待される「社会変革」や「社会開発」を成し遂げるためには、既存の

制度・仕組みを「完全に正しいもの」として受け入れるのではなく、あるいは現在の社会の仕組

みを「完全なもの（様々なニーズに対して必要十分なもの）」としてとらえるのではなく、「どこ

かに不備があるのではないか」、「もっとこうしたら良いのではないか」という思考を働かせる必

要がある。 

 これについて哲学者のドナルド・A・ショーンは「省察的実践」の概念を提唱している1。社会

福祉・ソーシャルワーク等の実践は常にマニュアル通りにはいかないような予想外の出来事や矛

盾する出来事に出会う。ソーシャルワーカーはそのような葛藤のなかで、まずは試行錯誤し、段々

と良いやり方を身に着けていく（これを「行為のなかの省察」という）。次に、こういった試行錯

 

1 柳沢らによって 2007 年に邦訳『省察的実践とは何か：プロフェッショナルの行為と思考』が

出版されている。 
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誤の実践のなかで、自分自身や他者からの視点を通して生まれた意味（新たな知見）を解釈し、

言語化していくことで、この経験・知見をまた次の実践でも使っていくことができるようにして

いく（これを「行為にもとづく省察」という）。 

 ソーシャルワーカーを目指す学生は、こういった「当たり前（すでにある制度・仕組み・価値

観等）」にも疑問を向け、自身の試行錯誤の実践から新たな知見を生み出すことの意義を認識しな

ければならない。 

２）ミクロ実践をメゾ・マクロ実践につなげることの意義を考えられる学生を育てる 

 ソーシャルワークの実践領域は個人を対象にしたミクロ実践から社会全体を対象にしたマクロ

実践まで幅広い。相談者（クライエント等）の悩みや問題を聞き、これに対して必要な支援を展

開するミクロ実践はソーシャルワークの基盤であり重要な役割・機能であることは間違いない。 

 しかし、こういったミクロの領域に止まり続ける実践はグローバル定義が示すところの「ソー

シャルワーク」ではない。何人もの相談者（クライエント等）の悩みや問題に出会うなかで、共

通した地域の課題、あるいは制度不備等の社会課題がその問題を引き起こしているという構造上

の問題に気が付き、こういった根本的な問題を改善するための地域や社会全体への働きかけ、す

なわちメゾ・マクロ領域の実践を展開していくことがソーシャルワーカーには求められる。 

 ソーシャルワーカーを目指す学生は、このことの意義を考え、この部分にある「ソーシャルワ

ーカーという仕事（あるいは生き方）の価値」を認識しなければならない。 

３）社会変革・社会開発のために求められる知識・技術の一端を知る学生を育てる 

 ソーシャルワークがミクロ領域に止まらず、メゾ・マクロ領域まで実践を展開させる必要があ

ることを述べた。しかし、（大学等の）養成校で十分に学習できるのは「ミクロ領域（個人を対象

にした支援）」までになってしまうという限界がある。 

ソーシャルワークについて実践的に学習する「演習（相談援助演習・精神保健福祉援助演習）」

の授業では個人を対象にした「面接技術」等は丁寧に学ぶものの「プログラム（制度や仕組み）

の作り方」を実践的に学ぶ機会はほぼない。 

また「実習（相談援助実習・精神保健福祉援助実習）」も実際に患者・利用者と接し、彼ら・彼

女らが抱える具体的な困難感や生きがいに触れて理解を深め、彼ら・彼女らとの関わりを通して

学生自身の面接技術をさらに磨くということが中心になり、今ある「制度・仕組みの不備・不在」

にアプローチする実践に出会う機会はあまりない。 

 これは社会福祉士・精神保健福祉士養成のカリキュラム上そうならざるを得ない状況があり、

個別の授業や実習プログラムに問題があるということではない。 

ただ、髙良（2017）や大島（2019）が「マクロ実践領域の有効なアプローチ法が確立していな

い」と問題提起するように、現在のソーシャルワーク実践ではこのマクロ実践領域のあり方その

ものが課題となっている2。 

 そこで次世代のソーシャルワーカーを目指す学生は、「社会変革」や「社会開発」といったマク

ロ領域の先進的な実践事例を知るとともにそのアプローチ法を学び、十分に学習するというには

足りないものの、こういった実践の一端に触れておく必要がある。 

 

2 髙良麻子（2017）『日本におけるソーシャルアクションの実践モデル』中央法規／大島巌ら

（2019）『実践家参画型エンパワメント評価の理論と方法』日本評論社. 
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３．教育の方法 

 まず、どの授業科目においても「ソーシャルワークのグローバル定義」を解説し、ソーシャル

ワークにおいてミクロ・メゾ・マクロ領域全ての実践が大切であることを伝えている。 

 また、大前提としてどの授業科目においても学生との「対話」を重視し、学生との関係性にお

いては教員である私も学生から学び、学生も私に教えるということがあり得る（つまり教える側・

教えられる側を完全には区別せず、共に考える）ことを大切にする3。 

１）講義科目について 

 私が担当する講義科目である「就労支援サービス」では初回の授業で「ソーシャルワークのグ

ローバル定義」を示し、ソーシャルワークはメゾ・マクロ領域の実践まで展開してこそ価値があ

るという私自身の考えを示す＜添付資料①：就労支援サービス（第 1回）授業資料＞。 

 さらに、授業のなかで IPS 援助付き雇用（国際的に有効性が検証されている EBP：Evidence-Based 

Practices の 1 つ）等を紹介し、日本の制度・仕組みが必ずしも最善のもの（最も効果的なもの）で

はなく、そのために「プログラム開発」が必要であることを伝えている＜添付資料②：就労支援

サービス（第 9回）授業資料＞。 

 また学生と対話（双方向のやりとり）をするために、毎回の授業後にアンケートをとり、疑問

点は次回の授業冒頭で私自身の考えを示し、学生と議論するようにしている＜添付資料③：授業

アンケート回答フォーム＞。 

２）演習・実習指導科目について 

 私が担当する「精神保健福祉援助演習」と「精神保健福祉援助実習指導」はどちらか一方のみ

受講ということはなく、どちらも受講して頂く連続した授業科目となっているためここでは合わ

せて述べることとする。 

 これらの科目の初回授業で「ソーシャルワークのグローバル定義」を取り上げることは前述し

たことと同様である＜添付資料④：精神保健福祉援助実習指導Ⅰ（第 1回）授業資料＞。 

 また、学生が自ら学び、考え、自身の意見を発信するために、そして学生が発信した意見をも

とにして教員と学生が、あるいは学生同士が対話することを目的として「ストレングスモデル」

という書籍の輪読を行っている＜添付資料⑤：シラバス＆添付資料⑥：輪読担当表＆添付資料⑦

発表担当学生が作成した資料＆添付資料⑧発表担当以外の学生が作成したコメント資料＞。 

 なお、毎回の授業後にアンケートをとることは前述のことと同様である＜添付資料⑨：授業ア

ンケート回答フォーム＞。 

３）実習科目について 

 私が担当している実習科目は「精神保健福祉援助実習」である。前述の通り養成校における実

習での学びは利用者・患者の理解や学生自身の面接技術の向上等、ミクロ領域の実践に止まるこ

とが多い（実習を通してこのことを学ぶのは非常に重要なことであり、このこと自体に問題があ

るわけではない）。 

 そのため、実習後の事後学習においてはあえて「実習を通して地域や社会について何を考えた

か」を尋ね、実習で経験した様々なことを地域・社会といったメゾ・マクロ領域の実践に関連づ

 

3 ブラジルの教育者・哲学者であるパウロ・フレイレは「被抑圧者の教育学」を執筆し「教師と

生徒は対等な関係であり、対話が重要であること」を述べている。 
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ける作業を行うようにしている。さらに、この事後学習を教員と学生、あるいは学生同士の対話

の機会ととらえ、学生一人ひとりが実習で経験し、学んだ事柄を教員・学生全員にとっての共通

の知へと汎化させる作業にも取り組んでいる＜添付資料⑩：実習振り返りのワークシート＞。 

４）卒業論文について 

 卒業論文は学生が自ら様々な社会課題に気づき、これを解決するための方策を実践的に考えら

れる数少ない授業科目であると考える。そのため、私は学生に対して卒業論文に取り組むよう積

極的な働きかけを行っている＜添付資料⑪：卒業論文ガイダンス資料＞。 

 卒業論文指導の最初は「リサーチ・クエスチョン（RQ）の作り方」という本を使用して RQ へ

の理解を深め、その作り方（研究上の問の立て方）を学んでもらう。その後、様々な研究方法に

ついてレクチャーし、学生自身の研究計画の作成や実際の調査、論文執筆に向かう。 

 なお、研究は「インプリケーション（Implication）」が重要であることを伝え続け、学生ととも

に「この研究は一体誰のどのような役に立つのか（研究の意義）」について対話し、これを明確に

することを行う＜添付資料⑪：卒業論文ガイダンス資料＞。 

 卒業論文発表会（毎年、2 月頃に実施）では「社会の問題に気づき、研究という手段を通してこ

れを解決するのはソーシャルワーカーの責任である」ことを話し、卒業後もそういった実践がで

きるようなソーシャルワーカー（実践家）でいて欲しいことを伝えている。 

５）その他の実践について 

 前述の通り（大学等の）養成校で十分に学習できるのは「ミクロ領域の実践（個人を対象にし

た支援）」までになってしまうため、ソーシャルワーカーを目指す学生は卒業後も学ぶことを続け

なければならない。 

 そのため、私はすでに社会で活躍しているソーシャルワーカー等を対象に「ソーシャルワーク

とプログラム開発・評価の方法」というセミナーを開催（他大学の先生方と共催）し、卒業生に

もこのセミナーの案内を送っている＜添付資料⑫：セミナーのチラシ＞。 

 

４．教育の成果・評価 

１）授業アンケート／他の教員による授業のピア・レビュー 

 群馬医療福祉大学では年 2 回（前期と後期）学生による授業評価アンケートを実施しており、

担当する全授業でアンケートの提出を学生に求めている。以下にアンケート結果の一例を示す。 

 

【授業科目：精神保健福祉援助演習（基礎）／実施日：令和 3 年 1 月 19 日／対象人数 16 人】  

 質問項目 
講義の 
平均点 

3 教員は授業のために十分な準備をしていたと思いますか。 3.92 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.50 

5 教員の説明は、あなたにとってわかりやすいものでしたか。 3.50 

6 
使用した教科書、参考書、配布資料などの教材は、理解を補う内容であり、
適切に使われていましたか。 3.50 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.50 

8 授業での教員の話し方（声の大きさ、話す速さ）は、適切でしたか。 3.75 
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9 授業によって、この分野(領域)をもっと勉強してみたいと思いましたか。 3.67 

10 授業によって、新しい知識を得ることができたと思いますか。 3.75 

11 授業によって、新しいものの見方や考え方を得ることができたと思いますか。 3.67 

12 この授業で得られたものは、自分にとって価値があったと思いますか。 3.67 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.42 

14 授業の進み方のペースは、あなたにとってどのようでしたか。 3.67 

15 成績評価の基準と評価方法の説明は適切になされていたと思いますか。 3.75 

16 評価方法は授業の内容にふさわしいものだと思いますか。 3.83 

17 この授業においては公正かつ正確な評価が行われると思いますか。 3.58 

※ 本年度は 1・2 の設問がなかったため省略／レーティングは各質問項目 1 点～4 点である。 

 

 この結果から「この分野をもっと勉強してみたいと思うか（No.9）」や「新しいものの見方や考

え方を得ることができたか（No.10）」、「授業で得たものは自分にとって価値があったか（No.11）」 

といった設問の平均点が比較的高く、私が授業のなかで大切にしている「（国家試験に出題される

ような）既存の制度・仕組みに止まらない知見・実践について学生と共に考える」が一定程度受

け入れられているものと自己評価する（他の授業科目においても概ね同様の傾向である）。 

 授業の進め方については、学生アンケートの自由記述から「一方的にテキストの情報を丸呑み

するだけの授業ではなく、双方的な授業で受講していて大変興味深く、また心地よかったです」

という回答も頂き、また、ピア・レビューに参加して頂いた鈴木秀夫教授からは「輪読という授

業方法が良かった」という感想も頂いており、対話を重視した授業がある程度有効に機能してい

たものと自己評価する＜添付資料⑬：就労支援サービス授業評価アンケート結果＞。 

 一方で「授業の難易度はあなたにとってどのようでしたか（No.13）」の平均点が他の設問に比

べて低い傾向があるように、授業内容が難しくなりがちで、この点については丁寧に学生の理解

度を確認しながら授業を進めるなどの配慮が必要である。 

２）卒業論文 

 群馬医療福祉大学社会福祉学部にて、私がこれまでに担当した学生の卒業論文テーマを次に示

す＜添付資料⑭：卒業論文発表会開催概要＞。 

 

年度 卒業論文のテーマ 

平成 30 年度 

・知的及び発達障害児のピアノ学習に関する研究 

・重度および高齢知的障害者の地域移行の推進に関する研究：職員の意識に着

目して 

令和元年度 

・自殺企図手段は自殺企図者の思いを反映するか：ゲートキーパーの危機評価

の曖昧さに対する分析 

・薬物乱用における青少年への支援の在り方に関する研究：青少年の人間関係

に注目して 

・福祉系大学生の進路選択に影響を及ぼす要因の研究 

令和 2 年度 

・SNS 相談を若者に繋げるために：10 から 20 代の男性に向けた支援 

・障害者アートによる地域活性化と知的障害者の地域生活の充実に関する研究：

障害者芸術文化活動支援センターの実践から 
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 ここに示した卒業論文のテーマはいずれも既存の制度・仕組みでは十分な解決が望めない重要

な社会課題を対象とした研究であり、ソーシャルワークに求められる「社会変革」や「社会開発」

の実践に関連する重要なテーマであったと考えられる。 

 例えば、令和元年度に取り組まれた「自殺企図手段は自殺企図者の思いを反映するか：ゲート

キーパーの危機評価の曖昧さに対する分析」という卒業論文は、過去 11 年間に掲載された「自殺」

に関する新聞記事に対してテキストマイニング及び多変量解析による分析を行い、人が自殺に至

る原因や心理的背景とその人が選択する自殺企図手段の関係性を明らかにすることで、ゲートキ

ーパー4の関わりの精度を高めようとするものであり、重要な社会課題を対象とした研究になって

いる＜添付資料⑮：A氏の卒業論文＞。 

 卒業論文指導において「研究のインプリケーション（Implication）」を重要視し、繰り返し「研

究の意義」について学生との対話を重ねていることが、学生それぞれの研究テーマの設定つなが

っている。卒業論文に取り組んだ学生はこういったことを含めた様々な学びから、これからのソ

ーシャルワークに必要な「様々なことに疑問を持つ力（省察的実践の入り口に立つこと）」や「メ

ゾ・マクロ領域の視点で解決のための方策を考える力（社会変革・社会開発の実践力）」を少しは

高めることができている。 

 また、過去の卒論学生のなかには、在学中に私の研究活動を手伝い、その成果物に共同研究者

として名前を並べた者もあった＜添付資料⑯：社会的インパクト評価ツールセット・福祉（介護

予防）＞。 

以上のことから私が行う卒業論文指導は、学生が様々なことに気づき、ソーシャルワークに求

められる「社会変革」や「社会開発」に関する関心を高めるとともに、そのための知識・技術の一

端に触れることに十分な貢献をしているものと自己評価する。 

３）卒業生の活躍 

 私の教育の理念が「社会変革・社会開発の担い手としてのソーシャルワーカーを養成する」と

いうものであることから「最も気になる（気にすべき）成果」は卒業生の活躍の状況となる。 

 私の授業を受講した卒業生のほとんどはソーシャルワーカー、あるいはソーシャルワーカーと

してではないものの福祉実践家として社会に巣立っていき、それぞれの実践現場で活躍している。 

 さらに、私が過去に卒業論文指導を担当した学生のうち 2 名は大学院（社会福祉学研究科）に

進学し、研究を継続している。さらにそのうち 1 名は、私の研究を手伝い、令和元年度に開催さ

れた社会福祉学会関東地域ブロック研究大会で学会発表を行うなど、目覚ましい成長をみせてい

る＜添付資料⑰：学会発表抄録＞。 

 また、卒業生の何人かとは今でも連絡を取り合っており、前述した「ソーシャルワークとプロ

グラム開発・評価の方法」セミナーにも参加し、顔をみせてくれる。 

このように一部には限られてしまうかもしれないが、卒業生が引き続き「社会変革」や「社会

開発」について学び、場合によってはその実践に携わっている状況が確認できることから、私が

行ってきた教育は、次世代を担うソーシャルワーカーの養成や現場の実践の改善に（少しは）貢

献できているものと自己評価する。 

 

4 ゲートキーパーとは、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応を図ることができる人の

ことで、いわば「命の門番」にも位置付けられる人のことを意味している。 
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５．教育を改善するための努力 

 まず、授業評価アンケートの結果から考察された「授業内容が難しくなりがち」という課題に

ついては、丁寧に学生の理解度を確認しながら授業を進める配慮が必要である。 

 次に、私個人が担当する授業科目ではないものの、私がチーフを務めた「国家試験（社会福祉

士）対策係」が行った今年度（令和 2年度）の取組みについて、学生から厳しい評価・意見が寄

せられている。 

その具体的な例として国家試験対策に関する学生アンケート結果のなかからこのことに関連す

る部分を引用する＜添付資料⑱：令和 2年度国家試験対策に関する学生アンケート結果＞。 

 

【国家試験対策（社会福祉士）全体の満足度】 

 
 

【国家試験対策への不満：自由記述（一部抜粋）】 

・（教員が）学生の意見に耳を傾けてくれない。勉強を頑張ろうと思うような指導（話し方・

待遇・質問に対する答え方など）ではなかった。 

・補習や特特講（夕方の勉強会）はあまり自分のためにはならなかったと感じる。縛られてい

る感じしかしなかった。 

・強制する勉強環境。 

・自由に勉強させて欲しい。 

・人それぞれの勉強方法があると思うので、補習や特特講の取り組み方を再検討するべきだと

思います。 

【出所】令和 2 年度国家試験対策に関する学生アンケート結果：群馬医療福祉大学社会福祉学部 

 

 今年度（令和 2 年度）は、社会福祉士国家試験を受験する 4 年生を対象に毎週模擬テストを実

施し、このテストである一定の点数に至らなかった学生には日中の補習、そして夕方の特特講（夕

方の勉強会）に参加してもらうという受験対策を実施した。 

 勿論、このことに対して「たくさん勉強する機会があって良かった」や「補習や特特講があっ

たおかげで『絶対に落ちないぞ』という気持ちで勉強に励めたので良かった」という肯定的な意
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見もあったが、全体的な満足度を確認すると 5点未満という評価だった学生も少なくない。 

また、国家試験対策への不満という自由記述には「学生の意見に耳を傾けてくれない」等の意

見も寄せられており、この点は、教育の方法に「対話の重要性」を掲げている私にとって大きな

反省点であったことは間違いない。 

このことから、次年度以降の国家試験（社会福祉士）対策のあり方は抜本的な改革が求められ

ると考えられる（もし私が次年度の国家試験（社会福祉士）対策係のチーフでなかったとしても

それは同様である）。 

 

６．今後の目標（短期・長期） 

６－１．短期目標 

 まず、「３．教育の方法」で述べたことについては次年度以降も継続する。なぜならこのことを

通して次年度以降も「４．教育の成果・評価」で述べた成果を期待できるからである。 

 次に、「授業内容が難しくなりがち」という課題については、次年度以降、毎回の授業アンケー

トにて学生の理解度を確認するとともに、理解度が十分でない学生に対しては「理解度が十分な

学生からの解説」を取り入れてみたい。なぜなら、授業内容についてわかりにくいポイントは学

生自身が最もよくわかっており、このことを踏まえた丁寧な説明ができると考えるからである。 

また、このことを通して学生間の対話を生み出すことも可能であると考えられ、両者（理解度

が十分でない学生・理解度が十分な学生）にとって良い学びの機会になることが想定できるため

である。 

 最後に、次年度以降の「国家試験（社会福祉士）対策」については、ルーブリックを用いた国

家試験対策の総合評価を導入したい。 

 

【ルーブリックを用いた総合評価（評価基準）の例】 

項目 10 点 15 点 20 点 25 点 

①国家試験受験についての学
生の自己評価 

10 点満点中 

平均 4 点以下 

10 点満点中 

平均 5～6 点 

10 点満点中 

平均 7～8 点 

10 点満点中 

平均 9 点以上 

②国家試験対策についての学
生の満足度 

10 点満点中 

平均 4 点以下 

10 点満点中 

平均 5～6 点 

10 点満点中 

平均 7～8 点 

10 点満点中 

平均 9 点以上 

③国家試験対策についての教
員の満足度 

10 点満点中 

平均 4 点以下 

10 点満点中 

平均 5～6 点 

10 点満点中 

平均 7～8 点 

10 点満点中 

平均 9 点以上 

④国家試験の合格率 59％以下 60～69％ 70～79％ 80％以上 

 

 国家試験の合格率のみを「国家試験（社会福祉士）対策係」の成果指標に設定すると「合格圏

内にいない学生（模擬テストを合格できない学生）」への対応が厳しく、強制的なものになりがち

である（今年度（令和 2 年度）は少なからずこの傾向があったように考えられる）。 

 そのため、「国家試験合格率」の他に、「学生自身の自己評価（十分に頑張れたと思うか）」や「国

家試験対策についての学生の満足度」そして「国家試験対策に従事する教員の満足度」も成果指

標に含め、総合的にこの業務の成否を判断したい。 

 なぜなら、このことによって、「学生一人ひとりの努力」や「国家試験対策への学生の意見・考

え」も気にかけて国家試験（社会福祉士）対策を行えるものと考えられるからである。 
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６－２．長期目標 

 ソーシャルワークに求められる役割・機能に「社会変革」や「社会開発」があること、すなわち

個人のレベルのみではなく「様々な構造に働きかける実践」が重要であることを繰り返し述べて

きた。その有効なアプローチ法の 1つが「プログラム評価の理論と方法論」である5。 

プログラム評価とは、①ニーズ評価（解決すべき社会課題は何かを明らかにする）、②セオリー

評価（課題を解決するための戦略（プログラム理論・ロジックモデル）をつくりあげる）、③プロ

セス評価（戦略のとおりに事業が実施されているか、何か改善すべき点はないかを明らかにする）、

④アウトカム評価（戦略の成果を明らかにし、それが十分なものかを判断する）、⑤効率性評価（生

み出された成果はかかったコストに見合っているかを明らかにする）という 5 つの階層からなる

体系的なプログラム開発・評価のアプローチ法である。 

私自身は研究者としてこのアプローチ法を用いた研究に取組み、これまでいくつかのプログラ

ムを形成し、社会に送り出してきた。この立場から私は、プログラム評価がソーシャルワークに

おけるメゾ・マクロ実践の有効なアプローチ法であると確信している。 

そのため、今後、ゆくゆくはソーシャルワーク教育にプログラム評価を位置づけ、プログラム

開発の知識と技術（すなわちプログラム評価の理論と方法論）を身に着けたソーシャルワーカー

が実践現場で活躍することに貢献していきたいと考えている。 

 

７．添付資料・参考資料 

添付資料①：就労支援サービス（第 1 回）授業資料 

添付資料②：就労支援サービス（第 9 回）授業資料 

添付資料③：就労支援サービスの授業アンケートフォーム 

添付資料④：精神保健福祉援助実習指導Ⅰ（第 1 回）授業資料 

添付資料⑤：精神保健福祉援助演習（基礎）シラバス 

添付資料⑥：輪読担当表 

添付資料⑦：発表担当学生が作成した資料 

添付資料⑧：発表担当学生以外の学生が作成したコメント資料 

添付資料⑨：演習＆実習指導の授業アンケートフォーム 

添付資料⑩：実習振り返りのワークシート 

添付資料⑪：卒業論文ガイダンス資料（新藤ゼミ） 

添付資料⑫：ソーシャルワークとプログラム開発・評価の方法セミナーのチラシ 

添付資料⑬：就労支援サービスの授業評価アンケート結果 

添付資料⑭：卒業論文発表会開催概要 

添付資料⑮：A 氏の卒業論文 

添付資料⑯：社会的インパクト評価ツールセット・福祉（介護予防） 

添付資料⑰：学会発表抄録 

添付資料⑱：令和 2 年度国家試験対策に関する学生アンケート結果 

 

5 大島巌ら（邦訳）（2005）『プログラム評価の理論と方法』日本評論社／山谷清志 監修・源由

里子・大島巌 編著（2020）『プログラム評価ハンドブック』晃洋書房、など 
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