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1・教育の責任 

 私は、社会福祉学部社会福祉専攻所属の教員として、以下の表(例として 2020 年度の状

況)に掲げた学部専門科目と基礎教養科目を担当している。2021 年度からは、これらに加え

て、教員免許課程にかかわる必修専門科目である「特別支援教育」(半期)のうち、各障害特

性について 7回の授業を分担する予定になっている。また、「市民防災の基礎Ⅰ・Ⅱ」(各半

期)を社会福祉学部の基礎教養科目としても同様に開設・担当することになっている。各授

業シラバスは、本学のウェブポータルサイト(ホームページ)上に、一般公開されている。 

 

科目名 対象学部・ 

学年 

必修・選択

(単位) 

2020 年度 

開講学期(前

期・後期・通

年) 

2020 年度 

受講者数 

概要 

市民防災の

基礎Ⅰ(基礎

教養) 

短期大学部 1

年 

選択(2) 前期 12 災害事象の

誘因(主に自

然科学的な

特性)・連関

について系

統的に学ぶ。 

市民防災の

基礎Ⅱ(基礎

教養) 

短期大学部 1

年 

選択(2) 後期 10 災害事象の

素因(人間と

社会それぞ

れの脆弱性)

と防災・減災

の実効的な

手立てにつ

いて学ぶ。 

相談援助の

理論と方法

Ⅰ(専門) 

社会福祉学

部 2年 

必修・子ども

専攻のみ選

択(4) 

通年 44 ジェネラリ

ストソーシ

ャルワーカ

ー（他 対人

援助専門職）

による支援

過程の基本

を理解する。 

相談援助の

理論と方法

社会福祉学

部 3年 

必修・子ども

専攻のみ選

通年 73 ジェネラリ

ストソーシ



 

 

Ⅱ(専門) 択(4) ャルワーカ

ー (他  対人

支援専門職)

による支援

過程の実践

的な展開方

法を学ぶ。 

臨床心理学

特講(神経・

生 理 心 理

学)(専門) 

社会福祉学

部 3・4 年 

福祉心理コ

ース選択・公

認心理師必

修(2) 

後期 6 ヒトの認知

行動を支持

し機能させ

る中枢神経

系の仕組み

と病態(主に

高次脳機能

障害)、およ

びその福祉

心理的支援

を学ぶ。 

学習指導と

学校図書館

(専門) 

社会福祉学

部 3年 

司書教諭科

目必修(2) 

後期 3 児童・生徒の

情報リテラ

シーと探求

型学習を養

う司書教諭

の教育活動

を具体的に

学ぶ。 

総合演習Ⅱ

(基礎教養) 

社会福祉学

部 4年 

必修(4) 通年 12(担当クラ

ス) 

特に、学生

個々の学習

統合・学士力

向上を、課題

研究に結実

する。 

卒業論文指

導・卒業論文

(専門) 

社会福祉学

部 3・4 年 

選択(2・4) 通年 1・1 足かけ 2 年

度の時間を

かけ、卒業論

文を書くた



 

 

めの準備・研

究の指導を

行なう。 

 

 一見、多岐にわたる分野科目だが、所有する①言語聴覚士免許(コミュニケーション臨床・

リハビリテーション支援(小児/成人領域))、②防災士資格・測量士補免許(地学地理学一般・

防災啓蒙啓発)、③図書館司書資格(文献情報検索・クリティカルリーディング・ロジカルシ

ンキング・クリエイティブライティング)の各資格・免許(その実践経験内容)を基軸・背景

に、実際の授業では、受講学生の各学年次段階を考慮しながら、科目の学修においても将来

の市民あるいは志望する対人支援専門職としても「根拠にもとづいて“考えられる(行動でき

る)”」ことを一貫して重視し臨んでいる。 

 また、授業担当のほかに、以下のような活動を行なっている。 

1)学生支援センター障害学生学修支援室支援コーディネーターとして、全学部当該学生の

相談対応や具体的な個別指南・支援実践、あわせて学内外関係環境各方面への介入調整。受

験志望者からの入学前相談に対応するほか、合理的配慮事項の整理、学外実習先との連絡・

調整などを含めて、機動的に活動。 

2)地域連携センター主催「出前授業・出前講座」、および前橋商工会議所主催「まちなかキ

ャンパス」への出講(「しゃべること」と「たべること」の科学、高次脳機能障害の大人・

子どものリハビリテーション、災害をやり過ごす知恵としての地域理解・人間理解)。 

3)非常勤言語聴覚士として、聴覚言語障害、高次脳機能障害、発達遅滞・発達障害、摂食嚥

下障害 児・者に対する総合的なリハビリテーション治療臨床の実地に継続して従事。また、

臨床実習学生・臨床研修生へのスーパービジョンにも関与(週 1 日：群馬大学医学部附属病

院リハビリテーション部)。 

 

2.教育の理念・目的 

 群馬医療福祉大学では、建学の精神としての「仁」(真心をもって人の道を行ない、世の

中の役に立とうとする志)、教育理念としての「知行合一」(建学の精神を、高度な専門性の

実践をもって現実社会に学びを展開すること)が掲げられている。これらは、他者を尊重す

る豊かな情緒と冷静に状況を理解する科学的態度のバランスがとれた人材の育成を謳うも

のであり、社会から求められている広義の対人支援福祉活動(福祉・医療・教育)の根幹に通

じている。 

 学びの当事者である学生は、個々の小さな何らかの多様な関心をきっかけに福祉・医療・

教育領域を専修しようとする人生選択をし、卒業(出口)時の「資格・免許取得」にある種の

“憧れ”をもって、数ある進学先の中でも群馬医療福祉大学に入学してくる。その“憧れ”を実

現すること、すなわち、専修領域の対人支援職として(あるいは社会人の基本として)の力量

を身につけることには、1つ 1つの授業の 1 コマ 1コマを縦横つなげ紡いでいくこと、知っ



 

 

ておかなければならない知識を仕入れ、それらを下地にまずは自由に考えること、が道筋と

なる。教員は、担当する科目領域内容の相互連関を示すことはもとより、学生の考えに呼応

し、学生のこの「大学生としての主体的な学び方の学び」のようすについても、授業内で併

行して意識的に仕掛け、学生もまた一緒に学び進めていく意識が必要である(これについて

は、次項でいくつか具体的に述べる)。 

 群馬医療福祉大学に入学してくる学生は、総じて 1 科目 1 科目の学びに素直な印象があ

るが、一方では、知り得たことがらを掘り下げたり、複数を総合させ考えることには“腰が

重い”。ただし、それに対していきおい、教員側がアクティブラーニングと称してワークシ

ートを乱発し、意図しない結果として、学生個々の多様な負担を考えずに学生の学びを“急

がせて”しまっている文脈が無意識的に生じている懸念が実は大きい場合もあると思われる。

大人としての学生の学びに「関わりながら待つ」余裕も努めてもちあわせたい。 

 

3.教育の方法 

 上述 1.で示したように、担当している科目の領域や学修目的、履修学生層は多岐にわたっ

ており、各科目それぞれで授業方法等を最適にアレンジすることを考えている。上述 2.の

下、2020 年度を主に、これまで実践していることがらについて、以下に、担当している科

目のごとに例示していくほか、複数の講義系科目で共通して行なっていることについて述

べる。 

1)「卒業論文指導・卒業論文」は、基本的に学生 1 対教員 1 の授業形態である。具体的に

は、指導学生の学ぶ力量と関心・主題を勘案して、前半 1 年度めでは、相談して決めた 1～

2 冊の課題書を読みながら、クリティカルリーディングとロジカルシンキングを演習、追加

の情報検索文献も共有しながら、学生個々のリサーチ・クエスチョンを推敲し、卒業論文の

題目と目次構成案の学生自己決定に導く。後半 2 年度目は、徐々にクリエイティブライテ

ィングに比重をおき、題目と目次構成に照らし合わせながらディスカッションを重ね、学生

の執筆表現を尊重しつつ、読み手を意識したトピックセンテンスの検討やパラグラフライ

ティングの推敲を補助し、学生自身が自分の文章に最大限納得して校了することに添う。一

般の授業と同様に、1週間のうちに定日時(授業コマ)を設定して実行するほか、学期ごとの

到達水準を意識・共有する中で、必要に応じて別途臨時で学生・教員双方の共通空時間に授

業を追加することもある。当初より研究倫理の基本事項を共通理解しながら進めている。 

2)「総合演習Ⅱ」では、上述 2.にかかわって、学年全体としての①建学の精神と実践教育、

②心身の健康、③進路・資格取得、④地域貢献、⑤学習統合(学士力向上)の各プログラムが

オムニバス的に同時併行している。そのうち最も時間を用意しているのが、学習統合プログ

ラムである。学生は、個人あるいは 5 人までのグループで関心ある課題を自己設定し、課題

研究をして抄録にまとめるほか、所属専攻学生・教員全体に対してプレゼンテーションする。

教員は任意分担して、6～7 課題の助言・指導にあたる。私の場合、「卒業論文指導・卒業論

文」ほど十分に時間を用意できないがその学修過程に準じて、研究倫理事項の遵守を基本に、



 

 

①テーマ設定、②参考文献検索、③進捗の中間報告、④抄録とプレゼンテーション資料の作

成・推敲 の 4つの時点に、各学生への個別助言・指導を行なっている。また、進捗状況や

各学生からの要請に応じて、適宜臨時に追加して助言・指導時間を用意している。ところで、

「総合演習Ⅱ」は、「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」(1・2 年次)と「総合演習Ⅰ」(3 年次)の学修経過に

連続して組み上げられるべきものであるが、本来初期の段階から学生が取り組み経験して

おく水準の学修リテラシー養成に関しては、全学的に十分に整えられているとはいえない

ところがあり、基礎教養教育の課題を内包していると思われる。 

3)「相談援助の理論と方法Ⅰ・Ⅱ」は、社会福祉学部社会福祉専攻の基幹必修科目の 1 つで

あり、子ども専攻児童福祉コースでソーシャルワーカー資格・免許の取得を志望する場合も

必修となるため、毎年度該当学年の関心の方向性が微妙に異なる学生ほぼ全員が履修受講

する。そして、資格取得の通過儀礼であるソーシャルワーカーの国家試験の出題基準から、

Ⅰ・Ⅱの 2 年間で学修する内容量は、教科書 2 巻の合計として数百ページにおよぶ。ひと

の生涯・各年代にかかわる広義の福祉問題・生活課題の“考え方”に関する知識と支援実践の

調整をテーマとしており、一見、抽象的な印象も否めない。これら三重の学びづらさの状況

をかいくぐって、限りある計 60コマという時間を本質的な理解に導く学修とするにはどう

すればよいか、教員として思案のしどころである。そこで、①国家試験に直結していること

をないがしろにするわけには決していかないので、その範囲を網羅している教科書の内容

を端的にわかりやすく表現したハンドアウトを授業資料として毎回提供している。授業中

にそれを画面共有し、重要あるいは強調箇所についてはラインマーカーや下線をその場で

引いて示したり、書き込みを追加したり、学生にもその都度同様に作業してもらっている。

②また、学生がこのハンドアウトを順次ファイリングしていくことで、最終的には国家試験

準備の際のサブノートを作ることになり、膨大な教科書をあらためてひっくり返さなくと

も、エッセンス確認のクイックレファレンスとして復習活用できる旨を推奨している。③教

科書の事例コラムだけにとどまらず、教員の支援実務経験からケーススタディをできる限

り多彩に取り上げ、学修している理論・方法論と実地を関連づける工夫を試みている。その

際、クライエント当事者が吐露する思いを重視し、支援者側の思惑だけで支援過程を主導し

ない留意点を示している。④学修上、総じてソーシャルワーカーが“主語”になってしまうが、

適宜その主語を“精神保健福祉士”“心理専門職”“学校教員”“保育士”等にあらためて読み替え、

その各支援場面問題にも言及して、学生には「将来のわがこと」意識を継続するよう促して

いる。結果、ソーシャルワークの実地実習後の 3年後期(Ⅱの後半)に「授業で取り上げてい

た事項の意味が実習とつながってよく理解できた」とか、国家試験受験後に「授業資料で整

理したことが試験問題で問われて、自信をもって解けた」といったことが、複数の学生から

言ってもらえることが増えてきている。 

4)「臨床心理学特講(神経・生理心理学)」は、社会福祉専攻福祉心理コースの選択科目で、

卒業後に公認心理師をめざす場合にはその基礎科目として学部課程で必修の領域である。

より実務的には、医療ソーシャルワーカーや精神保健福祉士が、認知症者や高次脳機能障害



 

 

児者とその家族の支援に携わることが多くあるが、学生の現実として「どこかで聞いたこと

はあるけれども、それはどのような障害なのか理解が難しい」印象をもつ。社会福祉学部の

学生は、一般にいわゆる“文系”で、高校理科で生物を選択していても科目の一つとして履修

したということ止まりになりやすく、また、心理学に関心があるとはいえ、基礎心理学より

も一足飛びに心理療法志向傾向が無意識的に強いかもしれない。決して唯脳論に陥らない

としても、神経・生理心理学の基盤である大脳(中枢神経系)の機能解剖、病巣と障害症状の

複合的な病態に関する理解は、それら支援専門職実務としては大切なのだが、前述の学生の

背景から考えると、この領域の学修は、ある種の越えがたい山場としてもあるようである。

そこで、①網羅的に読むことができる教科書とは別途、カラー図版の視覚的な資料を多く示

し、②学生自身もそれらを実際に手描き模写する小課題等を通じて、中枢神経系の連絡や構

造を理解する機会を用意した。それに引き続き、③大脳機能の仕組みをふまえて、臨床所見・

障害像を知り、当事者の実存的な困りごとを理解する順序で“演繹的に”解説し、内容群ごと

に基本的な事項についての確認小テストを実施した。学生の関心を当初よりは深めること

はある程度できたものの、テーマの難易度とわかりやすさに関しては、授業評価上まだ工夫

の余地がある。③のもう一つの筋道として、臨床所見・障害像からまず当事者の実存的な困

りごとを推し量り、そこから負ってしまった脳損傷という大脳機能の仕組みに観点を結び

つける支援専門職としての“帰納的な”思考も、今後取り上げていく予定である。 

5)「学習指導と学校図書館」は、知識基盤社会(情報社会)を生きていく児童・生徒の情報リ

テラシーと探求型学習を養う教育活動がテーマであり、連合して(学校)図書館の機能と司書

(教諭)業務を理解する。司書教諭 5 科目が 3年次前期・後期に集中していて、かなりせっか

ちな学修課程となっているので、図書館情報学に関する受講学生の下地形成は、正直なとこ

ろ十分とはいえない。授業開始時、学生自身の図書館の利活用経験や各館種の目的・役割の

理解は、決して厚いものではないところからのスタートである。そこで、教員のモデル提示

後に学生主体で教科書輪読・演習形式で展開していく学修スタイルをとった。教員は、輪読

内容に既定されることなく、学生の関心にもとづいて一つでも展開的に情報検索・資料紹介

にあたることを推奨した。また、各学生のプレゼンテーション内容の興味深いところを必ず

1 つは評価し、内容に関係する図書館情報学的な重要事項の解説も付け加えた。他の学生も

自発的に確認の質問をしたり、不足していると感じたことについては「私ももう少し調べて

みます」等発展的な姿勢が目立つようになった。すなわち、各学生とも複数回プレゼンテー

ションを担当する大変さはあるものの、徐々に発表の主体性とこの領域に対する関心は、当

初より質的に向上し、今後のさらなる学修への端緒となったものと思われる。 

6)「市民防災の基礎Ⅰ・Ⅱ」は、2020 年度に新設された基礎教養科目であり、地域社会を

支え、災害誘因として影響をおよぼしうる自然環境・自然現象に目を向けるきっかけを提供

するⅠと、災害素因としてのひとと社会の脆弱性に気づき、リジリエンスを見出し、具体的

な防災・減災行動を考えるⅡからなる。おそらくは高校までにほとんど学んできていない、

あるいは科目として学ばされてきた感が強い、地学・自然地理学領域の理解が、実は「ひと



 

 

が死なない防災」には不可欠であることを、学生に平易に身近に感じてもらえることを第一

に考えた。すなわち、①多様な状況を覚えるのではなく理解するために、カラー図版や画像・

動画を多く供覧する等、視覚的な資料を手探りながら準備し供用した。②授業中の学生のよ

うすや授業後の minute paper での反応をモニタし、1 コマの情報量が過剰負担にならない

ように適宜調整を図った。③ひとりの地域生活者(市民)の立場だけでなく、卒業・就職後の

医療・福祉職員としての立場とも照らし合わせて、災害遭遇状況を想定しまずはどう乗り切

ってみることになるのかの“思考実験”を促した。授業評価上、授業準備の周到性については、

受講学生に理解されている一方で、内容の難易度に関してはどちらかというとまだ難しさ

が残ったようである。特に今年度は COVID-19 禍を急きょ考慮せざるをえない状況もあり、

「目黒メソッド」「防災まち探検」「逃げ地図作り」「ロープワーク」等の経験学習・実習は、

紹介にとどめその実施は見送らざるをえなかったことは残念である(授業のピアレビューで

も、大学周辺を例に、学生自身がこれらを実習できればなおよいのではないかとの意見をい

ただいている)。次年度の準備として再度検討したい。 

7) 以上 3)～6)は、講義系授業であるので、個々の学生の学び具合のモニタリングは特に重

要である。私は、香取ら東海大学教育研究所が翻訳(1995)したminute paper を一部改変し

て書式を作り、3)～6)に共通して毎回授業の最後に学生に回答・提出を求めている。その内

容は、授業科目、授業日、学生氏名・所属・学籍番号の ID 情報のほか、質問項目として次

の 4 つを設けている。①今日の授業におけるあなたの学修態度の自己評価(10 点法)、②今

日の授業におけるあなたの理解の程度(10 点法)、③今日の授業のあなたにとってのポイン

トと考えたこと(質問)(自由記述)、④今日の授業の総合評価(10 点法)。評価ポイントは成績

査定には関係しない旨を、第 1 回授業時に説明・周知している。項目③で質問があった場合

は、次回授業時に個人名は出さずそれに対しての回答をするほか、諸事情でそれが難しい場

合は、質問学生の Gメールアドレスに宛てて、できる限り遅滞なく回答している(場合によ

っては、複数回やり取りを重ねることもある)。また、興味深い感想や意見や少し違った風

に理解をしている可能性がある時にも、次回授業時に個人名は出さずに紹介し、その内容に

沿って追加の説明等を加えている。一方、“外れ値”的にひとりポツンと①②④が低値でそれ

が複数回続くような学生については、声をかけてみても反応に乏しい場合が多く、クラスア

ドバイザー教員にその旨一応報告をしている。各学生の①～④を俯瞰して、当該授業の達成

度を全体的にイメージし、授業その時の私自身の手ごたえと照らし合わせて、修正点等を考

え、次回授業時の導入部としての前回のおさらいに反映させている。なお、従来は A5サイ

ズの用紙(①②④③の順)で回答・提出してもらっていたが、2020 年度より google form 形

式(①②③④の順)に変更して運用している。 

 

4.教育の成果・評価 

 群馬医療福祉大学では年 2 回、前期と後期の各学期末に、学生による授業評価アンケー

ト(4段階評価)を実施しており、担当する全授業についてもその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 1 例を示す。 

 

授業科目 相談援助の理論と方法Ⅰ(後期) 

実施日  2020 年 1月 25 日 

実施対象者数  44人 

学部 社会福祉学部 

 

 質問項目 この講義

の平均 

1 シラバスに即した内容の授業が行なわれていたと思いますか。 3.5 

2 教員は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。 3.5 

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。 3.65 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.42 

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。 3.15 

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。 

3.54 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.23 

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。 3.5 

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。 

3.31 

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。 3.54 

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。 

3.42 

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。 

3.46 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.31 

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。 3.38 

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。 

3.46 

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。 3.54 

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。 3.54 

・自由記述は、特になし。 

 

5. 教育を改善するための努力 

 2020 年度前期は COVID-19 禍の混乱がより大きかったことも学びづらさに輪をかけた

と考えられるが、4.で例示した科目については、その前期に比して後期は学生のようすも若



 

 

干は落ち着き、幸い何とか評価各側面のバランスがとれてきているようである。その一方で、

授業目的として、ソーシャルワークあるいは対人支援に併行してその支援状況のふり返り

の根拠を考える等、対人支援にかかわる論理的な思考を説く内容が、毎回の授業で系統的に

続くため、たとえば相談面接の端的なマニュアルを期待する学生には、相変わらず学びづら

いものなのだろうということがわかった。具体的には、事例を引き合いに順を追って解説し

ても、いきおいその解説がくどく感じられ、一部の学生は面倒くさくなってしまうようだ。

この代の 2 年次学生群の個性もあるのだろうけれども、意図した丁寧さの意図しない結果

である。ただし、国家試験で複数この領域から問われ、その資格・免許を元に多様なクライ

エントに対応する将来の実務を考えると、安易に迎合してマニュアル化することは危険な

ところがある。科目配当学年の 2 年次にとって、覚えるより考えることを求められるのは

初めての経験・洗礼なのかもしれない。さて、どうしてみればよいか。まずは、今回の評価

結果から、提供・供覧する資料とともに、説明の仕方についての「わかりやすさ」について、

さらに再考・改善を重ねなければならない。 

 

6今後の目標（短期・中期） 

1)前項までのところでもすでにいくつか、至近の単年度内＝短期のあいだで工夫すること

がらをとりあげてきているが、さらにそれらと合わせて、香取ら(1995)も参考に検討してい

る授業改善のアイデアを順不同で列挙する。 

①授業準備の戦略：講義資料ハンドアウト中の、トピックセンテンスを視覚的に強調する。 

あわせて、その資料を簡略化した数枚のインデックスカードも用意し、限られた時間内で忘

れずにクローズアップするポイントを事前に絞り、文字化しておく。 

②授業の流れの戦略：当日の授業の目次(トピックス)を授業時間内は別途常時掲出して、話

の現在位置と展開について学生の注意・見通しを喚起する。あわせて、授業の始めとまとめ

に時点で、今日の授業で話すことがらは何か/何だったのかについて、必ず言及する。 

③学生の関心を持続させる授業の戦略：重要点の指摘に際しては、なぜそれが重要になるの

かの理由とテーマしている領域の中での位置づけを、そのタイミングに合わせて明瞭に説

明する。また、学生がそれをチェックするなり書き留めるなりする用意を十分に促す。 

2)一つの授業領域はスタンドアローンの状態であるわけではなく、むしろ学際的な相互影

響の中にあって、背景となる他の領域の考え方の体系についてもそれ相応に立ち入る必要

が出てくる場合も多い。たとえば、「相談援助の理論と方法」に関しては、文化人類学、シ

ステム論、認識論、生態学、語用論(言語コミュニケーション論)などとの関連が重要視され

る。ただし、それらに割ける時間的余裕は圧倒的に少なく、かといって慌ててそれらを十数

行程度の資料量で補足しようとしても、かえって消化不良を学生に起こさせてしまうだけ

であろう。中期的視点から考えてみると、基礎教養科目群のカリキュラムマップを再考し抜

本的な再編成・新設科目の導入なども必要かもしれない。その一方、それまでは、授業資料

欄外コラム等の形で、何回かに分けて学生へ解説するなど、地道に試していくことにしたい。 



 

 

7.添付資料・参考資料 

 本ポートフォリオに関わる資料を一部、以下巻末に添付する。 

1)minute paper 用紙書式 

2)授業資料 相談援助の理論と方法Ⅰ 

3)授業資料 学習指導と学校図書館 ※学生による輪読資料 

4)授業資料 市民防災の基礎Ⅰ 

 

以 上 



 

 

 

問1 今日の授業におけるあなたの学修態度の自己評価（10点法）。

← よい わるい →

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

問2 今日の授業におけるあなたの理解の程度（10点法）。

← よい わるい →

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

問3 今日の授業に対する総合評価（10点法）。

← よい わるい →

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

問4 ①今日の授業の あなたにとってのポイントと ②考えたことを それぞれ具体的に述べなさい。
※質問もどうぞ。

　　　　　　　　  　(資料)　Minute Paper　※実際はA5サイズ

科目名 実施日 年　　　月　　　日（　　　）　　時限

所　属 　　　　コース　　　　年
氏　名

学籍番号



 

 

(資料) 

2020/12/21 

相談援助の理論と方法Ⅰ 

相談援助のための面接の技術 1 

 

 

１ 相談援助における面接の目的 

□面接 interviewは、 

・対人支援の主要な手段であり、支援そのものでもある。 

・Cl.-SW がともに合意している意図的な目的＊をもった会話。 

・単なる会話でもなく、福祉制度やサービスの説明や情報提供だけでもない。 

・専門的な技術(意義・目的の意識、場面構造の組み立て、進展の方法)をもって展開され

る。 

事例：76歳・男性。この半年間、物忘れ(症状)が進んでいるようすがみられる。軽度の認

知症 dementia(かかりつけ医による Med. Dx.)。この現実に戸惑いこれからの生活に不

安を感じている 69 歳の妻 key personが、地域包括支援センターに相談。 

担当 SW の対応：①「大まかな状況は既に賜わっていますが、いま一度状況を話していた

だけますか。」②うなずき、相づち、質問を挟み、妻の話を整理しながら(妻が状況を少し

ずつ客観的にみられるように仕向けながら)聴いていく。③共感を表明するとともに、「奥

様はこれからどのように暮らしていきたいと考えていますか。」④それに対する妻の答え

を尊重して、「ご夫婦お二人のこの地域での生活が成り立つように一緒に考えていきまし

ょう。」⑤関わる福祉サービスについて、妻がわかりやすいようにていねいに説明する。

⑥2日後に自宅に訪問する予定を確認・約束して、今回の面接は終了。 

1 面接の目的 

□何かしら困難な状況にあるとき、ひとは「ともにそれを考え」、「その解決にともに取り組

む」他のひとの存在が必要である。 

□対人支援の面接は、(当たり前だが)Cl.とともに行なうものであり、Cl.の主体性を重視す

る支援方法である。 

□対人支援専門職は、その「価値」「倫理」「知識」等に加えて、(特に)話し(合い)ながらCl.

のさまざまなことがらを整理するスキルをもっていることが必要である。 

□面接における意図的な目的＊ 

1)「何らかの課題や機能を達成するために必要な情報を得る。」 

→支援に必要な情報を得る→Cl.の needs、状況、環境 を理解し、支援の方向性や効果あ

る方法を選択・決定する。過日学んだ POS でいう S)かO)か あるいは他者からもたら

される I)＝Informationか の整理していく。 

 2)「Cl.の needs 充足や生活問題解決に向けて協働作業 action system(“二人三脚”関係)を



 

 

形づくる。」 

 →Cl.が現実検討していくことや stepwiseで自己決定することを補助したり、必要なサー

ビスの提供に具体的につなげていく。 

 ※「この面接は、Cl.にとっての＜次の何にどのように＞つながるのか？」…すなわち、「支

援全体としての目的」と「面接一回一回の目的」への意識が重要である。 

2 面接の特性 

□面接は、対面 face to face でのコミュニケーション verbal / nonverbal communication に

よる相互作用である。 

□Kadushinら(1997)：p.253 表 12-1 対人支援面接は、 

 ①明確で意図的な目的をもつ。 

 ②SWとCl.とでは担う役割に差異がある。turn taking 

 ③時間と場所が限定されている。 

 ④SW の規範に規定されたルールがある。 

 ⑤会話の方向性に関して特定のパターンがある。解決志向のコミュニケーション 

 ⑥Cl.の利益に焦点があてられる。 

 ⑦SW には目標達成まで会話を継続していく義務がともなう。 

 ⑧目的のための権威と力に不平等な分配がある。←正直わかりづらい 

 ⑨SW と Cl.には異なる文化的背景がある。←“人種のるつぼ”欧米的 

 ⑩SWは会話の結果について責任を負う。 

 

２ 相談援助における面接の展開 

1 相談援助における面接の基本姿勢 

□Biestek の 7原則、カウンセリングの基本姿勢： 

「無条件の積極的関心」「共感的理解」「純粋性」、「傾聴」「共感」「支持」。 

2 面接において SWが行なうこと 

□SW と Cl.の“出会い(邂逅)”の局面で、「一緒に活動することで、何ができるか」をできる

だけ早く、詳しく示すことが必要である。 

□Johnson(和訳 2004)： 

 ①Cl.に傾聴し、(たとえ一見困難が先に立つようなシビアに感じられる状況だとしても 

まずは)Cl.を受け止める。 

 ②Cl.を支援したい SW としての気持ちを伝え、多様な支援の方法(問題解決への道筋)を

知っている専門職であることを Cl.に気づいてもらう。 

 ③Cl.自身が、現状の理解と生活問題に対する対処の糸口を検討するために質問を投げか

ける。 

 ④Cl.が抱いていそうな支援に関わる疑問に対して答える。 

 ⑤利用・活用できるサービスの種類・手続き・提供方法を具体的に説明する。 



 

 

 ⑥Cl.および環境の(現時点では潜在的な)strengths にも焦点を当て、それを肯定し、実行

可能とするように方向づける。 

 ⑦各時点・場面状況で Cl.が抱える感情を共感的に理解する。 

3 面接の展開 

□援助過程における面接の展開(面接は支援の過程の全ての局面で行なわれる) 

 1)action systemの形成と援助のゴールの確認 

  action system は、needs 充足と生活問題解決を図る一つの機能単位として見做され、

Cl.-SW 相互の「信頼」の元に成り立つ。予断や偏見は避けなければならない。その際、

①Cl.が主体的に関われるようにすることと、②Cl.の自信/自己肯定感を支え高めること

が意識される。そのためには、SW は Cl.に対して誠実で寛容であることが必要で、Cl.

への共感は、支援過程での Cl.の抵抗(心理機制)を低減させる。これらの交流の中で、

支援を受ける意思確認が為され、契約 engagement となる。 

 2)情報の共有と needsの明確化(assessment) 

    SW は、常に受容的な雰囲気の中で話ができるよう面接場面を整えて Cl.に用意するこ

とで、Cl.他から必要な情報が得られ、的確な assessment が可能になる。機械的な質問

や問い詰めるような尋問は避けなければいけない。 

 3)ゴール目標の共有と planning(計画) 

  取り組んでいく目標やゴールを確認し、その達成のためには何をすればいいのかを Cl.-

SW で話し合い、具体的に取り決める。これは、Cl.の主体的参加の実行そのものであ

る。その際には、Cl.の意思や感情が尊重され、有意義な自己決定を SW が支持し補助

することが含まれる。これらは、Cl.-SW の合意にもとづいており、契約 contract とな

る。 

 4)援助の実施 

  計画を実践していくことには、Cl.への直接的な支援活動がその中核にあり、それらは面

接そのものに他ならない。また、Cl.を多面的に支持することが、Cl.に自主的な変化を

もたらすことにもなる。 

 5)評価・終結 

  計画の遂行・進捗状況について Cl.と話し合い、必要に応じて見直しなどを講じること

も、面接においてなされる。また、支援終結についても、肯定的な結果と感情をもって

Cl.が納得する必要があり、その段階的な機会が複数回の面接として用意されることが

重要である(なぜなら、支援終結後は、Cl.がそれまでの支援の肯定的効果を自立的/自

律的に維持して生活していってみることが求められるからである)。 

 

※この続きは、次回。 

(鈴木 淳) 

 



 

 

(資料) 

2020／11／30 

学習指導と学校図書館 2020－６ 

６｜情報リテラシーの育成（２）情報の収集 

 

 

 

 

１．学校図書館を使う 

☆学校図書館は「教育課程の展開に寄与する」こととして位置付け 

 ‣読書センター 

 ‣学習・情報センター これらの機能を活用することを通して情報リテラシー1を育成する。 

 

☆学校図書館を使うためにはルールや分類を知る必要がある。 

→知るために行うことがオリエンテーションである。 

（１）小学校 

1 年生→学校図書館との出会いを大切に。約束や本の借り方・返し方を教えることに加え、

読書に親しみながら本の扱い方や探し方なども、計画的継続的に指導したい。 

    ‣学校図書館の使い方を身につける 

    ‣公共物である本を大切にする態度を養う 

    ‣読書に親しむ態度を培う 

※自治体によっては読書ガイドブックを配布したり教員を対象にしたリーフレットを配布

したりしている地域もある。これらは道標となる。 

例）静岡県読書ガイドブック「本とともだち」 

  https://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/kk-080/dokusyo/pref/guidebook.html   

  高崎市立図書館活用マニュアル学校教員 ver. 

 https://lib.city.takasaki.gunma.jp/manage/contents/upload/5e93fc1e13212.pdf   

 

3 年生→自分で図書資料を探せるように。 

5 年生以上→検索用コンピュータを使う方法をとりいれることにより、多様なキーワードを 

使って本を探すことが可能になる。その場合も体験的に学ぶことを大切にし

たい。（図 6－1） 

 

 

                                                      

1 情報についての知識や情報を活用する能力のこと。 

〇今回おこなうところ 

課題の設定→情報の収集→整理・分析→まとめと表現、学習の評価 

https://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/kk-080/dokusyo/pref/guidebook.html
https://lib.city.takasaki.gunma.jp/manage/contents/upload/5e93fc1e13212.pdf


 

 

 

（２）中学・高等学校 

中学校→６年間の学校図書館での体験や学びは小学校によって異なる。従って小学校で 

培った技能の差が中学校でのレポートの仕上がりの差にならないためにも、中学

校 1年生の指導は大切である。 

高校→中学校と同様のことが言える。さらに複数のリソース2をどのように使えば、 

自分の「問い」の答えにたどりつくのかを経験的に習得していく必要がある。 

（図 6－2） 

 

２．情報・資料の検索 

（１）学校図書館のメディア 

☆学校図書館にある２種類のメディアとファイル資料 

①印刷メディア 

→図書（一般図書、参考図書）、逐次印刷物（雑誌、新聞など）、パンフレット・リーフレッ

ト、ファイル資料など 

②電子メディア 

→CD、DVD、VTRをはじめ学校自作のコンテンツなど 

③ファイル資料 

→新聞・雑誌の切り抜き、パンフレット、リーフレット、ポスター、写真、市町村の広報紙 

・新聞や雑誌などの切り抜きを台紙に貼り、件名を付与して引き出しなどに件名の五十音 

順に並べたり、表題を付けてファイリングしたりして探しやすくしたもの（図 6－3） 

 ・地域を題材として学習するときに学校独自のファイル資料をつくっておくと便利 

 ・図書では集められない情報の探索にも役立つ 

 

ファイル資料で大切なこと→組織化すること 

具体的には 

‣形や大きさをそろえること、件名を付与すること 

‣件名、日付、出所を台紙の決まった場所に記す 

 

☆コンピュータの活用 

→中学・高校向けの事典や辞典などの総合データベースや新聞記事データベースなど 

 

 

                                                      

2 「資源」のことで、パソコンでは、利用中もしくは利用可能な CPUの処理能力、メモ

リー量、デバイス等を指す。 



 

 

 

（２）参考図書と一般図書 

☆参考図書 

→調べるための本の総称（レファレンス・ブックともいう） 

小学生には事柄が簡潔にまとめてある子供用百科事典が役に立つ。 

中学・高校生には参考図書を使って情報の探索ができるように指導したい（図 6－4） 

・ことがらを調べる→事典や図鑑やハンドブック 

・ことばを調べる→辞典 

 

生徒が与えられた課題を解決するために学校図書館のどの資料を使ったらいいのか考えて

探す演習が必要になる。 

 

３．情報・資料の探索のためのツール 

（１）分類と案内表示（サイン） 

・分類は日本十進分類法（ＮＤＣ）でなされている。（図 6－5） 

・本の場所を目星つけるために役立つのが図書館全体の配置図（ライブラリー・マップ）（図

6－6） 

分類の指導は発達段階に合わせて指導をしていくことが大切 

→初期指導では、たくさんの本が並んでいると思っている児童に本には決められた「部屋」

（置かれている場所）があることを理解させる。 

 

（２）検索用コンピュータ（ＯＰＡＣ） 

①カード目録（図 6－8） 

②オンライン目録（図 6－10） 

 

４．読むことによる情報収集 

（１）目次と索引の使い方 

・目次→本の内容をまとまりごとに分けてその見出しを順にならべたもの 

・索引→本文に含まれていることがらを、五十音順またはアルファベット順に並べたもの 

 

（２）目次と索引の使い方―図鑑を使って― 

☆図鑑→絵や写真を中心に説明されているのでわかりやすく、どのページからでも興味の

あるところから見ることができる。また、左右 2ページで完結されていることが多いので、

ひとめで把握しやすい。そのため、小学校低学年から利用することができる。 

・小学校低学年→生活科と関連して使用することができる。 

・小学校中学年→目的に応じて背表紙を見ながら図鑑を選んで使用することができる。 



 

 

・小学校高学年以上→各教科や総合的な学習の時間で使用することができる。 

※図鑑の索引例（図 6－11） 

 

（３）参考図書の使い方 

①百科事典の利用（2通り） 

 ①「背」「つめ」「柱」を見ながら探す方法 

 ②巻末の索引を使って探す方法 

→いずれの方法も小学校３年生から指導可能 

②その他の印刷資料の利用 

→年鑑、白書3、辞書、専門辞典、新聞など 

③参考図書を使った情報探索の演習―中学・高等学校―（Ｐ128） 

 

５．聞くことによる情報収集 

①インタビューの初期指導 

→聞きたいことを質問形式の文章にしてカードに書いておくこと、質問する相手からひと

つだけ答えてもらうことが大切 

※できるようになったら、あいさつすることやお礼をいうことも練習して臨みたい 

②アンケートとインタビュー 

→構成要素は「依頼文」「フェイスシート」「質問」 

「依頼文」→自己紹介、アンケートの目的、回答を依頼する文章、連絡先 

      ※個人情報に配慮するという一文を忘れずに 

「フェイスシート」→回答者の年齢（学年）や性別などの属性を尋ねる 

「質問」→自由記述式と選択式 

 

６．記録する 

（１）集めた情報を手元に置く 

→再度資料を探し出せるために、書名、著者名、発行者名、出版年などを記録する習慣をつ

ける。 

※要約や引用という手法について正しく理解し、指導を行わないと著作権の侵害になる 

（２）情報カードの書き方 

①情報カードの初期指導（図 6－13） 

②情報カードの書き方（図 6－14） 

（担当〇〇〇〇） 

                                                      

3 政府各省庁が所管の行政活動の現状、問題、対策そして将来の展望などを国民に知らせ

るために発行する刊行物。 


