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1.教育の責任 

 わたくし鈴木秀夫は社会福祉学部社会福祉学科の教員である。 

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習得し、生活上の課題を多方面に考察 

出来る。 

【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な思考】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。 

 このディプロマポリシー（学位授与の方針）に加え、社会福祉学部は社会福祉士・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おり、わたくし

はその中の精神保健福祉コースを担当している。 

以下の授業は過去 2 年間、わたくしが担当している授業科目である。 

 

科目名 学部学年 形態 開講年度 受講者数 単位 

精神保健福祉相

談援助の基盤 

社福・1学年 選択 令和 2 年後期 ３９ ２ 

精神保健福祉の

理論と相談援助

の展開Ⅰ 

社福・2学年 選択 令和 2 年前期 

・後期 

２４ ４ 

精神保健福祉の

制度・サービス

と生活支援シス

テム 

社福・2学年 選択 令和 2 年前期 

・後期 

２６ ４ 

精神保健福祉の

理論と相談援助

の展開Ⅱ 

社福・3学年 選択 令和 2 年前期 

・後期 

１６ ４ 

精神障害者の生

活支援システム 

社福・4年生 選択 令和 2 年前期 ７ ２ 

精神保健の課題

と支援 

社福・4年生 選択 令和 2 年前期 

・後期 

８ ４ 



総合演習Ⅰ 社福・3年生 必修 令和 2 年前期 

・後期 

１２ ４ 

 

 上記の表で解るように、わたくしの担当する授業は精神保健福祉士養成のための科目で

ある。1 年生から 4 年生まで連続し継続して講義を受け持つことでコースの中の授業内容の

責任を受け持つことになる。福祉専門職としての自覚の形成、倫理観の醸成を合わせ、精

神保健福祉士（精神科ソーシャルワーカー）を目指す学生の専門職に向けた基礎作りを担

っている。 

 その他、わたくしは大学において精神保健福祉士国家試験対策委員会の委員長を務め学

生の受験指導に当たっている。直近の過去 3 年間の成果である。 

精神保健福祉士国家試験合格率は 2020 年９３％、2019 年９０％、2018 年度 100％と

好成績を続けている。不合格の学生も次年度の受験で合格しておりほぼ 100％となっている。 

 本学の授業の他に以下の活動もしている。 

１）前橋市自立支援給付認定審査委員会 委員 

２）藤岡市災害弔慰金等支給審査委員会 委員長 

３）前橋商工会議所まちなかキャンパス講師 

また、精神保健福祉士として 2003 年～2017 年、群馬県教育委員会スクールカウンセラ

ーの任用を受け、群馬県内各小中学校で相談支援をしてきている。これも授業に関連する

ので加えたい。 

 

 

2.教育の理念・目的 

 本学の建学の精神「仁」の説明に「真心を育て、人の道を行うのが群馬医療福祉大学の

建学の精神」とあり、また教育理念の「知行合一」を説明して「美しい心を行いで示すこ

とが群馬医療福祉大学の教育理念」とあり、さらに全学ディプロマ・ポリシーに「真心（思

いやり・いつくしむ心）を育て、人の道を行う（正しい行い）「仁」を建学の精神とし、人

格的な資質を育むとともに社会常識、及びそれらに支えられた豊かな教養により醸成され

た人間性を身につける。」とある。（添付資料①） 

 「心（真心）」いわゆる「精神」を対象にする領域の教育を担う精神保健福祉領域の授業

は群馬医療福祉大学の教育の目的・理念に合致している領域と言える。脳の働きが「心（真

心）」にいかに影響を与えるのか。又、影響し合う働きとして精神性や哲学の影響を語らず

して精神保健福祉を語ることができないのである。大変やりがいのある領域で身体を張っ

て魅力ある授業に心がけている。 

 

 

 



3.教育の方法 

 1学年後期から始まる授業は「精神保健福祉相談援助の基盤」である。初めにこの授業で

他の福祉系や心理系の授業と違うグループワークを体験してもらう。コミュニティーミー

ティングと呼ばれているもので大集団精神療法とも言われている。治療共同体を目指す精

神科病院の支援の元となる基本的グループワークである。その支援方法がイギリスで生ま

れた理由、現在の精神科病院の退院促進の流れにどう影響を与えたかを歴史的にとらえ現

代的課題につなげていきます。（添付資料②） 

ここで配布資料を基に精神保健福祉士の仕事、役割を概観し、「退院後生活環境相談員」

に注目してもらう。この「相談員」はこれまでの精神科医療には無かった画期的な役割を

担っている。入院してきた患者・障害者に即、退院に向けた取り組み、退院促進を働き掛

ける責任ある役割を担っている。これからの精神科病院の『要』となります。それは病棟

に医師や看護師が居ると同様にこの「相談員」も必ず病棟にいなければならない仕事を受

け持ちます。しかも精神保健福祉士の仕事と言われているものです。これをはじめに配布

資料から学んでもらいます。 

この後、教科書を中心に授業を進めて行きます。重要な点について必ず補足的説明を加

え、精神保健福祉の専門性を説明していきます。（添付資料③）この添付資料③は教科書の

ことですが講義の中核になるところなので強調して添付資料としました。要約して説明し

ます。 

教科書の中で医師と精神保健福祉士の関係に注目してもらいます。これは精神保健福祉

士が看護師・薬剤師等と違い医師との関係が指示に従う関係にないことの説明です。（③-

１） 

次にソーシャルワークの歴史に注目してもらいます。パールマンとホリスに注目し支援

技法の違いを勉強します。そしてホリスの心理社会的視点に着目し教科書 90Pの図の 3－1

を押さえてもらいます。（③-2）この図は欧米、特にアメリカのソーシャルワークを分類し

た一覧表です。この図の説明のために教科書を大きく添付資料の③として取り上げた次第

です。授業中、何回もこの図３－１に戻り確認してもらいます。 

次に 91P の生態学的（エコロジカル）アプローチに注目してもらいます。この単元は精

神保健福祉とソーシャルワークの統合される領域でわたくしは一番時間をかけます。合わ

せて今注目されている当事者研究やナラティブアプローチに触れていきます。③-3 こうし

て 1学年の「精神保健福祉の相談援助の基盤」が終わります。 

そして 2 学年以降も私の講義は社会福祉学を基盤に置いたソーシャルワークを精神保健

福祉の視点でとらえ SST（Social Skills Training＝生活技能練習）やケースマネジメント等 

の援助技法と精神保健福祉法や関連法等の制度を学んでもらいます。そこに、しっかりと

支援対象の精神疾患や精神障害の説明を入れながら進めます。 

3 学年、4学年で授業内容は格段に専門性が上がっていきます。1～2年の授業を基礎に理

解が進みます。並行して精神保健福祉士を目指す動機付けも強まり、社会の中の役割も確



立し資格取得を視野に置くようになって来ます。中でも現場、第一線の精神科病院で活躍

している精神科医による講義、精神医学はこのコースを厚みのあるものにしています。 

精神保健（メンタルヘルス）や精神保健福祉の領域は福祉＝優しい、心理＝人の痛みが

わかる、を越えてメンタルヘルスの課題を抱えている人を支援する必要から生まれた領域

です。そこに専門性が出てきますがともすると専門性は「上から目線」と批判されやすい

ところなのです。これに対し、現在では当事者が同じ障害を持つ人にピアサポートする。

そういう「ピア」の時代になってきています。当事者のほうが専門職より頼りになるとさ

れ、優しさや痛みを補ってくれています。これをリカバリーと呼び新しい支援の視点にな

っています。これも学んでもらいます。 

 

 

4.教育の成果・評価 

 本学では年 2 回、前期と後期に学生アンケートを実施している 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。 

 1学年後期に受講してもらう「精神保健福祉相談援助の基盤」のアンケート結果である。 

 

授業科目 精神保健福祉相談援助の基盤 

実施日  令和 3年 1 月 21日 

実施対象学生数  ３９人 

学部 社会福祉学部社会福祉専攻 社会福祉コース・福祉心理コース 

 

 質問項目 この講義

の平均 

１ シラバス（授業計画）に即した内容の授業が行われていたと思いますか。 3.51 

２ 教員は私語を注意するなど、受講生が授業に集中できる環境を作っていた

と思いますか。 

3.49 

３ 教員は授業のために十分な準備をしていると思いますか。 3.56 

４ 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.51 

５ 教員の説明は、あなたにとってわかりやすかったものでしたか。 3.41 

６ 使用した教科書、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。  

3.49 

７ 板書やスライドの内容はわかりやすいものでしたか。 3.46 

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。 3.53 



９ 授業によって、この分野（領域）をもっと勉強したいと思いましたか・ 3.39 

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。 3.56 

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。 

3.51 

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。 3.54 

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 授業の進め方のペースは、あなたにとってどのようでしたか。 3.48 

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。 3.49 

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。 3.51 

１７ この授業において公正かつ正確な評価が行われると思いますか。 3.51 

 

（自由記述） 

・ありがとうございました。特にありません。 

・とても勉強になりました 

・特にありません  ……と、記述が少ない。しかし後でこんなコメントを頂いた。 

後期試験である女子学生のレポート提出時にコメントをメールで送ってきたものである。 

 「この授業を通じて、もっと精神保健福祉士に興味を持ったので、今後も勉学に励みた

いと思います。オープンキャンパスで先生に出会えて、この大学に通えてよかったです。

まだまだ知識が足りないのでこれからも頑張ります。半年間ありがとうございました。2年

生でもよろしくお願い致します。」とあった。うれしい限りである。 

そして 2 学年につながります。そこでは精神保健福祉の制度、援助技法を学びます。一

歩進みます。精神疾患や障害についてこの領域の奥の深さに触れて行くことになります。 

 3年、4 年と専門性を高め精神保健福祉の本質に近づいて行くことになります。 

具体的にはぜひ大学のシラバスを参照してください。 

次に教員間のピアレビューについて触れます。教員は 2 学年の授業を参観しています。 

 2020年11月12日に2学年の精神保健福祉の理論と相談援助の展開１を参観しています。

中心テーマは「ストレングスモデルを用いた事例検討」でケースマネジメントと事例背景

にある心理社会的視点の理解を深めるものである。（添付資料④） 

 参観した教員は参観して「良いと思った点」を書いてくださいの設問に対し。 

・事例における情報を最小限にして、利用者をめぐる問題状況を「ストーリー」として学

生に自由に連想させことで、推論（仮説）の立て方を伝えていた点。 

・問題は何か、どうしてそうなったか（原因）、どうしたらいいか（解決方法）を学生に考



え・発表させていたが学生が発言しやすい雰囲気や環境を作っていた点。 

 事例検討は数年前の研修以来のことで、同じ事例を違う視点で解説されるなど新鮮な経

験をさせていただきました。中でも一般的な支援計画とストレングスモデルの立案の違い

について教授していただいて大変わかりやすかったです。貴重な体験をさせていただきあ

りがとうございました。とコメントしている。 

 

 

5. 教育を改善するための努力 

今後、平成 24 年度から新カリキュラムに移行する。精神保健福祉の課題も時代の変化と

ともに新しいテーマが出てきている。いわゆる新しい社会問題である。覚せい剤を含む薬

物依存や高齢・障害者の犯罪についてこれまでは保護観察官、保護司の仕事とされていた。

今、この領域の見直しがなされ、社会福祉士・精神保健福祉士がソーシャルワーカーとし

て彼らの再犯防止にどう支援をしていけるかが期待されている。世の中から新しい役割が

求められソーシャルワークの必要性が高まっている。これまで、弁護士や司法書士が担っ

てきた、また保護観察官の仕事とされてきた領域が司法関係者だけでは限界が生じて来て

いたのである。再犯防止の視点に立った司法ソーシャルワークの位置付けが重要視されて

きている。これを講義に入れていく 

精神保健福祉の領域で注目しているところは、いわゆる精神障害者や患者に対し新しい

働きかけとして当事者支援に関わるリカバリーの概念やピア活動に変化が強まっている事

である。諸外国の取り組みには目を見張るものがありこれも取り上げたい。また根強い精

神障害者に対する偏見や差別に対しアンチスティグマ運動等新しい取り組みもなされてい

る。時代に合った授業を大胆に組み込んでいく必要がある。 

 次に先の 4 で述べた授業評価アンケートの結果からも考察される大学における「授業内

容が難しくなりがち」という課題が残っている。私の担当委員会でなく恐縮であるが、社

会福祉士の国家試験対策委員会の取り組みにおいてもこの点の不満が寄せられている。中

でも『強制する勉強環境』と現状の国家試験対策に対し強い不満が述べられている。大学

の強めの指導に対する学生の要求として『自由に勉強させて欲しい』と主張しているよう

に伺える。これは「勉学は自らする」と言う当たり前の学生の意向を又、真意を受け止め

ていないということの表れなのか？実は、これを取り上げた理由は私にもこの傾向がある

と思うからである。精神保健福祉の専門性を伝えるためには、初心者に強めの指導も必要

と考える現実と自ら学び、壁を切り開いていく方法との間に改善の余地があり、さらなる

工夫と模索を続けている。 

 

 

6今後の目標（短期・長期） 

 わたくしの授業の組み立ては日本の精神科医療の変革につながる退院促進に向けたもの



になっている。かなり時代の先取りをした内容を取り入れ、実際的な方法も取り入れたも

のにしている。精神保健福祉士として現場に長くいたことから入院患者の退院促進の必要

性を感じて「制度」いわゆる法律でも、また支援方法としての「理論」においてもリアリ

ティーを持たせることに重きを置いていきたい。 

繰り返しになるが原則、大学のシラバスに沿って進めていく予定である。時代の変化に

その都度悩みながら、社会状況の変化や出来事を敏感に取り入れ、新しい内容を大胆に授

業に導入し、身体を張って進めて行く考えである。 

 

（長期目標） 

現在わたくしが進めている国の科研費研究、『治療共同体の取り組み』を授業の基本に置

き、新しい精神保健福祉実践を理論から支援方法まで取り入れ、実際の現実的な内容を取

り入れていく考えである。日本のある精神科病院の取り組みで、現在、日本の精神科病院

の平均入院日数が 300 日前後と言われている中、重い患者・障害者を平均約 47 日で退院さ

せている。その働きかけが治療共同体アプローチなのです。この働きかけ＝支援を授業に

取り入れていく。（添付資料⑤）  

 

（短期目標） 

2024 年度から始まる新カリキュラムの目指すソーシャルワーク、社会福祉学をしっかり

精神保健福祉を結びつける。シラバスの大幅見直しを行う。これから新しい展開が始まる。

教科名も時間配分も大幅に変更します。これを国家試験つなげ、より現場で戦力アップし

た使える精神保健福祉士を目指す授業にする。 

 

 

7.添付資料・参考資料 

添付資料①鈴木利定・中田勝『咸有一徳』修訂第 3版、60P、2020年 4月、中央法規出版 

添付資料②精神保健福祉士のお仕事 授業配布資料 
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