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１．教育の責任 

（１）授業の状況 

 私は、社会福祉学科の教員として、主に社会福祉士養成科目である相談援助演習・

相談援助実習指導及び実習を担当している。その他に、2020年度は 1学年の担任教員

として担当した基礎演習Ⅰ、チームケア入門Ⅰ、社会福祉士国家試験対策係として担

当した社会福祉特講Ⅰ（2名の教員で担当）がある。 

 

【2020年度担当科目の状況】 

科目名 開講年次 必修・選択の別 特徴・科目の位置づけ 履修者 

基礎演習Ⅰ 1年次通年 必修、2単位 初年次教育 

社会福祉コースを担当 

19名 

チームケア入

門Ⅰ 

1年次集中 選択、1単位 多職種連携のあり方を

学ぶ、3学部・短大合

同演習あり、社会福祉

専攻を担当 

34名 

（社福専

攻のみの

人数） 

相談援助演習

Ⅰ 

1年次後期 社会福祉コース

必修、1単位 

社会福祉士養成指定科

目 

14名 

相談援助演習

Ⅱ 

2年次通年 社会福祉コース

必修、2単位 

社会福祉士養成指定科

目 

11名 

相談援助演習

Ⅲ 

3年次通年 社会福祉コース

必修、2単位 

社会福祉士養成指定科

目 

12名 

相談援助実習

指導Ⅰ 

2年次前期 社会福祉コース

必修、1単位 

社会福祉士養成指定科

目、実習前準備 

11名 

相談援助実習

指導Ⅱ 

3年次通年

（編入生は 4

年次通年） 

社会福祉コース

必修 

社会福祉士養成指定科

目、実習前・実習中・

実習後の指導 

12名 

相談援助実習 3年次集中 

（編入性は 4

年次集中） 

社会福祉コース

必修 

社会福祉士養成指定科

目、実 23日間以上かつ

180時間以上の現場実

習 

12名 

 

社会福祉特講

Ⅰ 

1年次後期 選択 社会福祉士国家資格取

得への動機づけを高

め、学習方法を身につ

けるための科目 

53名 
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上表の他に、1年次開講科目（必修）である「サービスラーニングⅠ」において、

「高齢者を対象としたボランティア活動」をテーマにミニ講義をした。また翌週は、

学生から寄せられた質問に回答する形で補足を行った。 

 「相談援助実習」は、本来は学生が相談援助の現場で学ぶものであるが、2020年度

は、新型コロナウイルス感染症（以下、Covid-19）の影響により、学外の実習にかえ

て学内実習を実施することになった。6名の社会福祉士養成担当教員がそれぞれの専

門性を活かし、相談援助実習ガイドライン（日本社会福祉士養成校協会）に基づき、

23日間の実習を行った。学内実習の対象の学生は 16名であった。私が担当したのは 4

日間で、テーマや内容は下表の通りである。講義や演習の他、学生の実習日誌へのコ

メントの記入も行った。また、外部講師を招いて行う際は、その依頼やコーディネー

トも各教員が担った。 

 

【相談援助実習（学内実習）で私が担当したテーマと内容】 

4日目 

8／20 

テーマ：〈午前〉地域住民をエンパワーする視点と方法 

〈午後〉ＳＷに必要な社会資源と運営管理の知識 

【地域共生社会／地域包括支援センター／エンパワメント／地域住民の組織化／新

たな資源開発／多職種連携】 

〈午前〉地域住民をエンパワーする視点と方法・地域共生社会の課題 

（ＳＷと地域包括支援センターの保健師との連携の事例） 

 

【社会資源の理解（社会保険と生活保護等の制度中心）／リスクマネジメント】 

〈午後〉外部講師による講義・演習 

①「ＳＷに必要な社会資源の知識－社会保険、生活保護を中心に」 

（社会保険労務士・武谷信氏） 

②「福祉領域におけるヒューマンエラーとリスクマネジメント」 

（流通経済大学流通情報学部教授・関宏幸氏） 

 

17日目 

9／8 

テーマ：外国人労働者と共に支える福祉現場の現状と展望 

【外国人介護労働者／多様な人材を活かす組織運営／海外介護福祉事情】 

〈午前〉インドネシア人留学生（介護士）（Ayuさん、Luthfyさん）との意見交換 

 

〈午後〉①外国人介護・看護労働者の受け入れの枠組みに関する講義 

②外国人と共に働く上での課題を検討する演習 

③現地の介護福祉事情の理解（インドネシア、ベトナム、外国人の受け入れの先輩

である台湾の紹介） 



3 

 

18日目 

9／11 

福祉現場の第一線で活躍する社会福祉士から学ぶ 

【社会福祉士の役割／医療ソーシャルワーク／多職種連携／利用者理解の方法／地

域の中における施設・機関の役割】 

 

〈午前〉日本で暮らす外国人に対する社会保障についての講義 

（前回の外国人介護士のテーマに関連して学生の質問に答える形で） 

    シンポジウム準備 

 

〈午後〉「シンポジウム～社会福祉士を目指す若者に伝えたいこと～」 

 

シンポジスト：霜田直之氏（グループホーム北向内荘（茨城県）・社会福祉士） 

シンポジスト：萬歳優氏（沼田脳神経外科循環器科病院（群馬県）・社会福祉士） 

コーディネーター・安留孝子 

 

23日目 

9／18 

実習の振り返りとまとめ（学内実習最終日） 

【学内実習の成果発表】 

①実習の成果を整理する（実習課題の達成度、学び得たこと、今後の自己課題） 

②プレゼンテーションの準備及び発表 

③実習生同士で意見交換及び教員からの講評 

 

 

（２）授業以外の教育活動 

 授業の他に、本学の教育の特色である「クラス担任制」のもと、1学年の担任とし

ての日常的な教育活動を行っている。また、社会福祉士国家試験対策係として学生の

目標達成に向けたサポートを担っている。 

 

①担任としての教育活動 

 履修指導を含めた入学時のオリエンテーション（2日間）、夏期（8月）、秋期（9

月）、冬期（12月）、新春（1月）、年度末（2月）のオリエンテーションについて、学

年団の 5名の教員が協力して実施した。 

 また、対面授業の週には、学生と共に「環境美化活動」を行った。授業以外の時間

に学生と共に過ごし、学生の様子（元気はあるか、友人関係などクラスや学生生活に

馴染めているだろか等）を観察し、コミュニケーションをはかることに努めた。 

 さらに、年間を通して、個別面談やメールでの相談に応じた。全員を対象とした面
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談は次の表の通りであった（随時の面談は除く）。学生と保護者との三者面談では、

Covid-19 による影響下の中にもかかわらず、全員の学生の保護者が面談を希望され、

本学の教育への関心が伺えた。従来は、遠方の保護者は三者面談に参加することが難

しかった方もいただろうが、今回は Zoomを使っての面談も実施したため、県外学生や

留学生の保護者との面談も行うことができた。 

 

【担任の役割としての二者面談・三者面談の状況（随時の面談以外）】 

面談の種類 方法・時間 内容 学生数 

学生との二者面談

（5月） 

Zoom 

20分／1人 

学生生活の不安 

本学に入学して良かったこ

と等 

20名 

学生との二者面談

（12月） 

Zoom・対面 

20分／1人 

入学から 8か月の学修状況

の振り返りと目標の再確認

等 

19名 

学生・保護者との 

三者面談（2～3月） 

Zoom・対面 

30分～1時間／1組 

成績及び出席状況を中心に

学生生活の様子について保

護者に伝える、また家庭で

の様子を把握する等 

19名 

 

②社会福祉士国家試験対策係としての役割 

 2020年度は国試対策ゼミを担当していなかったので、自ら提案して、次の表のよう

な対策講座を行った（学生の参加は任意）。また、2020年 10月からは、学生数の多い

ゼミの学生 4名について、サブ担当教員として、面接や個別指導、受験勉強のアドバ

イス等をした。夏休み特別講座の案内と配布資料（第 1回のみ）を添付する（資料

１）。 

講座の種類 時間数 目的・内容 参加者 

夏休み特別講座

（対面） 

30時間 福祉行財政や社会保障等、国家試験で

複数科目にまたがり、よく問われる法

律や白書等についてポイント解説 

14名 

後期特別講座 

（対面） 

15時間 夏休みの特別講座に実習等を理由に出

席できなかった学生向けの講座 

14名 

夏休み勉強会 

（Zoom） 

34時間 模擬試験 19科目の振り返り＋関連す

る頻出事項 

2～8名 

夏休み勉強会 

（対面） 

21時間 基礎固めを目的とした穴埋めドリルを

使った勉強会（学生から苦手科目を聴

取して取り上げた） 

8名 
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後期勉強会 

（対面） 

7.5時間 個別指導を希望する学生への指導 

（学生から苦手科目を聴取して取りあ

げた） 

3名 

冬休み勉強会 

（Zoom） 

24時間 第 32回過去問の振り返り＋関連する

頻出事項＋第 33回出題予測 

1～5名 

直前期個人指導 

（Zoom） 

16時間 学生の苦手科目を中心に、頻出事項や

出題予測を含めて解説、質問への回答 

1名 

 

２．教育の理念 

本学の建学の精神である「仁」（真心を育て人の道を行う）、教育理念である「知行

合一」（善いことを行いで示す）に沿いながら、豊かな感性と人間力をそなえ、社会の

変化にしなやかに対応できる学生を育てたいと考えている。 

私は、本学に着任する前に、大学（短期大学含む）において 15年間の教育経験を持

っている。また、研究活動として、社会保障、地域福祉、介護福祉に関わるテーマ

で、国内外のフィールドワークを行っている。その研究成果を学会や学術誌等で発表

するだけではなく、授業や公開講座等を通して学生教育や地域社会に還元している。

研究者あるいは実践者としての大学教員の知識や経験を学生に伝えることで、学生の

興味・関心を引き出すことはもちろん、常に学び、探究し続ける姿を学生に見せるこ

とも教員の役割だと考えているからである。 

私の育てたい学生像は、グローバルとローカルな視点を持ち、広い視野で現代社会

の課題解決に向けて、考え行動することのできる、次のような能力、意欲を持った学

生である。 

【育てたい学生像】 

（１）相手（他者、地域、国）の置かれた状況・立場を想像できる豊かな感性を持

った学生 

（２）地域社会におけるさまざまな課題解決に向けて、他者と協働しながら新たな

アイデアを創造できる学生 

（３）身につけた教養・知識・技術を活かして、自ら考え行動し、広く社会のため

に貢献する意欲を持った学生 

 

 そして、大学卒業後、自立して自ら道を切り開き、困難があっても乗り越えていく

ことのできる強くしなやかな学生を育てたいと思っている。 

本学を含めたこれまでの教育活動の中で、学生と共に積極的にフィールドワークを

行ったり、障がいのある方、介護が必要な高齢者、異なる文化・背景を持つ外国人

等、さまざまな人たちと触れ合ったりする機会を持ってきた。そして、私たち一人一

人が異なる能力や個性、価値観を持っていることに気づき、それらを認め尊重する姿
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勢を身につけられるように指導している。 

 授業は、一方的な講義ではなく、学生と教員とのやりとりがある双方向のものであ

り、「授業は生き物」であると考えている。授業を豊かな知的交流の場にしようという

教員と学生との協力が必要である。そのために、学生の考えや発言を引き出しなが

ら、活気のある時間とすること、学生の理解度を確認しながら進めること、学生から

の質問には誠実に必ず回答することを心がけている。その姿勢は、授業以外の教育活

動においても同様であり、「少人数制」や「クラス担任制」「国家試験対策サポート」

等を特色とする本学の教育の中で活かされている。 

 

３．教育の方法 

 教育の理念を具体化するために、授業においては、次のような取り組みを行ってい

る。また、教員として心がけている姿勢も、次の実践の中で活かされている。すべて

の授業において、私の教育理念が貫かれているが、ここではその一部を取り上げる。 

 

（１）相手（他者、地域、国）の置かれた状況・立場を想像できる豊かな感性を持っ

た学生を育てるための取り組み 

  

①相談援助演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲでの実践 

・自己理解・他者理解のワーク 

相手を知るためには、まず自分を知ることが大切であるため、「自己理解・他者理

解」を促すワークを取り入れている。例えば、「相談援助演習Ⅰ」では、「自己像（セ

ルフイメージ）」、「私の人生曲線を描く」、「ジョハリ窓」等のワークを通して、自分の

性格や考え方の傾向、自分に影響を与えた人物や出来事等について振り返る機会を設

けている。 

 

・ロールプレイの活用 

相手の立場を想像する力や面接技術の向上を目的に、社会福祉サービスの利用者や

家族、援助者の気持ちを学生が疑似体験できる「ロールプレイ」を取り入れている。

ロールプレイが終了した後は、「自分はどう感じたか」、「相手はどのような気持ちだっ

ただろうか」という視点で振り返る時間を十分に取り、クラス全体あるいは小グルー

プの中で、意見交換する時間を設けている。 

 

・事例検討 

「事例検討」も行っている。取り上げる事例は、教科書や参考書をもとにしたもの

だけではなく、「相談援助演習Ⅲ」の後期においては、学生の現場実習での体験をもと

にした事例を検討している。事例を理解する際、クライエントとその環境のストレン
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グスに気づけるようにしている。また、相手の立場を想像し、クライエントの望む生

活とはどのようなものか、どのような社会資源が活用できるだろうか、（学生が提供し

た事例においては特に）援助者としての対応は正しかったのだろうか、援助者として

感じるジレンマ、自分だったらその課題にどのようにアプローチするか等を、これま

での知識、経験をもとに想像力を働かせることができるようにしている。 

 

②相談援助実習（学内実習）での実践 

・インドネシア人留学生との交流から学ぶ 

 Covid-19の影響により、現場実習に代わるものとして学内実習を実施した。私が担

当した 4日間のうちの 1日は、「外国人労働者と共に支える福祉現場の現状と展望」を

テーマに実習した。その際、本学短期大学部 1年生のインドネシア人留学生 2名をゲ

ストに招き、自己紹介、お互いの国のイメージ、日本の介護現場を見て感じたこと等

を話題にして交流した。 

 

 

交流会の様子（写真中央の学生がインドネシア人留学生） 

 

・外国人介護労働者の母国の介護事情の紹介（教員の研究成果から） 

外国人介護・看護労働者の受け入れの枠組みに関する講義の後、外国人と共に働く

上での課題、同僚としてできること等を検討する演習を KJ法により行った。 

また、教員の研究成果に基づき、インドネシア、ベトナムの介護の現状、外国人の

受け入れの“先輩”である台湾の外国人介護士の紹介も行った。その際、現地の様子

がイメージできるように写真を多く活用した。インドネシアやベトナムからは、日本

の介護に高い関心が寄せられており、学生たちには、ソーシャルワーカーとして、「日

本の高齢化の経験」を外国に伝える力もつけて欲しいという意図もあった。 
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③基礎演習Ⅰでの実践 

・クラスメイトの特技や好きなことを知ろう、メールで感謝の言葉を伝えよう 

 2コマを使って、特技を 3分程度で披露し、お互いを知る機会を設けた。学生と担

任教員が披露した特技や好きなことは以下の通り。尚、授業は Zoomで実施した。 

ロープワーク、手話による自己紹介、輪ゴムで星を作る、ギターの弾き語り、 

ジャグリング、にらめっこ、太鼓の達人の手製のバチを見せる、切り絵、 

吹奏楽の動画、ミュージカル公演のセリフ、ピアノ演奏、絵画や手料理の写真、 

歌唱、ユーフォニウム演奏動画、皿回しをしながら円周率を言う、ハンドリング、 

覚えたてのウクレレ、オムライス作り実演、なわとびとキャラクターのイラスト、 

愛犬の動画 

 ちょうど「好感をもたれるメールの送り方」を全体講義で実施した後だったので、

その練習も兼ねて、クラスメイト同士、披露してくれた特技への感想とお礼を伝える

メールを送り合った。 

 

・「ミニミニ研究」 

～中国人留学生と共に異文化理解・交流～ 

 Covid-19の影響により、昌賢祭が中止となった。それにかわるものとして、クラス

でひとつのことに取り組めるプログラムを設けることになった。学年主任を中心に検

討し、ネーミングは「ミニミニ研究」とした。 

 テーマ設定に際して私からいくつかアドバイスをした。そのひとつは、クラスに中

国人留学生がいるので、お互いの文化や福祉制度について知ることができるようなテ

ーマはどうかという点であった。 

中国人留学生を含めた 10名のメンバーが、中国の言語、文化、福祉制度について、

「私たちの知らない中国～日本と比較して学ぼう！」をテーマに研究発表した。 

 

（２）地域社会におけるさまざまな課題解決に向けて、他者と協働しながら新たなア

イデアを創造できる学生を育てるための取り組み 

 

①相談援助実習（学内実習）での実践 

・「地域の小さな居場所」づくりを題材として講義と演習（教員の実践から） 

私が担当した学内実習 4日間のうちの 1日は、「地域住民をエンパワーする視点と方

法・地域共生社会の課題（ＳＷと地域包括支援センターの保健師との連携の事例）」を

テーマに実施した。教員が経験した実際の事例について、写真や動画を用いながら、

新たな資源を地域住民と共に創り出していくことの醍醐味を伝えた。演習では、自分

の暮らす地域に目を向けてその課題を検討したり、教員の実践事例から、どのような
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ソーシャルワークの機能が発揮されているか考えたりした。 

 

②サービスラーニングⅠでの実践 

・学生と共に行ったボランティア活動を紹介（教員の実践から） 

 前期の初めに、毎週 2名ずつの教員が各分野のボランティア活動について紹介し、

翌週に学生の質問に答える形で再び講義をした。私は前任校で学生と共に行った「商

店街の空き店舗を活用した福祉のアートギャラリー、地域の小さな居場所」、「地域の

高齢者を大学に招いて学食ランチ会」を写真と共に紹介した。福祉系大学に社会から

寄せられる期待として、知的・人的資源を活かすこと、行政や住民等と協力して地域

の課題を解決すること等を解説し、学生が地域の課題に目を向け、自分たちにできる

ことは何かを考えられるきっかけを与えた。授業で使用したレジュメを添付する（資

料 2）。 

 

（３）身につけた教養・知識・技術を活かして、自ら考え行動し、広く社会のために

貢献する意欲を持った学生を育てるための取り組み 

 

①相談援助実習（学内実習）での実践 

・第一線で活躍する社会福祉士との交流 

学内実習では、利用者や現場のソーシャルワーカーと直接接して学ぶことが難し

い。そこで、大学時代に福祉を学び、それを活かして活躍している 2名の社会福祉士

を招き、私がコーディネーターを務めてシンポジウムを行った。シンポジストの 2名

は私が前任校で実習指導や演習、卒論ゼミ、国家試験自主ゼミ等で指導した卒業生で

あり、約 10年間の現場経験のある中堅クラスの社会福祉士であった。実習生がシンポ

ジストの姿に自分の将来を重ね、社会福祉士として社会で貢献したいという意欲を高

めることを意図した。 

 

②基礎演習Ⅰでの実践 

・「ミニミニ研究」 

～学んだことをもとに認知症予防の脳トレグッズの制作～ 

テーマ設定に関して私からのアドバイスのひとつは、1年次に学んだ内容の中で興

味を持ったことをより深めることができるテーマ（何か制作してもよい）から考えた

らどうかという点であった。 

 学生たちの話し合いで、高齢者福祉にもともと関心のある学生が多かったこと、1

年次に高齢者に対する支援を学んだこと等から、テーマは「私たちにできる認知症予

防－脳トレグッズの制作」に決まった。役割分担をして、授業外の時間にも集まって

文献調査や制作を進めた。脳トレグッズを実際に使用している場面（モデルは学生と
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教員）を動画に撮り、スライドによる認知症の症状やその予防、脳トレグッズの使用

法の説明と共に発表した。尚、計画段階から、脳トレグッズは老人ホームに使用方法

を含めてプレゼントする予定で制作した。 

 

（４）授業で行っている工夫や心がけていること 

・毎授業開始時に、「今日の達成課題」を 3つ程度示す。授業終了時に、達成度はどう

だったか、振り返りのワークシートに自己評価して提出する。今日の授業は何を理解

すればよいのか、ポイントはどこかが明確にすることが目的である。 

・前回の授業の振り返りをし（学生を指名して発言を促す等）、本時の授業内容との関

連を学生が意識できるようにする。 

・必ず全員が発言する機会を作り、やる気が増すような肯定的な表現を用いたフィー

ドバックをする（「いいアイデアですね」「良く取り組めましたね」等）。 

・学生の理解度を図りながら、進める（「ここまではいいですか？」「ここまでで質問

はありますか？」等）。 

・学生の理解に資するような資料を作成することに加え、授業の進行（今何をしてい

るのかということ）に学生が戸惑うことのないようにスライドを活用する。 

・演習ワークシートを記入後に、写真を撮ってメールに添付させることで、学生の理

解度や質問事項等を把握する。それに対し、毎回、教員からもコメント（質問への回

答、復習のアドバイスなど）を返すことで、授業時間外のコミュニケーションを図

り、学生のやる気の向上を促す。 

・学生からの質問には誠実に必ず回答する。また、他の学生にも共通して伝えたい内

容の場合、質問のあった学生名を伏せてわからないように配慮した上で、個人だけで

はなく全体にも回答する。質問があった内容を次回の授業に活かすこともある。 

 

４．教育の成果 

（１）学生の授業評価アンケートから 

 2020年度のすべての科目の授業アンケート結果を資料として添付する（資料 3）。こ

こでは、一例として、「相談援助演習Ⅰ」（1年次開講、履修者 14名）のアンケート結

果を示す。 

 

【アンケート項目】 

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。  

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。 

④授業の構成は適切だったと思いますか。  
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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。  

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。 

⑦板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 

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。  

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。 

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。  

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。 

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。 

⑬授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 

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。 

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。  

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。  

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。 

   

  4：そう思う（わかりやすかった／適切であった） 

  3：ややそう思う（まぁまぁわかりやすかった／まぁまぁ適切であった） 

  2：あまりそう思わない（ややわかりにくかった／あまり適切でなかった） 

  1：そう思わない（わかりにくかった／適切ではなかった） 

 

【相談援助演習アンケート結果（平均）】 アンケート総数 8枚 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

3.75 3.88 3.88 3.75 3.88 3.75 3.88 3.88 3.75 3.88 

⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ 

3.88 3.88 3.75 3.75 3.88 3.88 3.75 

 

履修者 14名中、8名の回答であった。第 14回及び第 15回（最終日）の終わりに、

「授業評価アンケート」に回答するように指示したが、答えなかった学生が 6名お

り、回答数が非常に少ないと感じた。Zoomであったので、回答していたかどうかはこ

ちらからはわからなかった。 

すべての項目で「4」か「3」の回答であり、概ね、よい評価をもらったが、先述し

たように回答数が少ないので、全員の学生から高い評価が得られたかどうかはこのア

ンケートからは正確にはわからない。 

しかし、授業後 1週間以内に提出するように指示している「相談援助演習ワークシ

ート」を見ると、その日の授業で印象に残った内容や感想が具体的に書かれており、

それを見る限りでは、学生たちは新しい知識・技術を修得し、意義ある授業時間を過
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ごせていたのではないかと考える。 

尚、「相談援助演習ワークシート」は、15ページのワークシートを冊子にしたもの

であり、初回授業時に配布している。そこには授業で学んだ内容のメモや気づき、感

想を書くように指示している。隔週で遠隔授業になるため、直接提出することや返却

が難しいために、学生にはワークシートに記入後にそれを写真で撮り、メールに添付

して提出してもらっている。教員は質問への回答や学生の気づき・感想へのアドバイ

ス等を返信することで、授業時間外の学生とのコミュニケーションの機会となってい

る。例えば、学生からはワークシートに加え、「説明が丁寧でわかりやすいことはもち

ろん、授業の進め方や充実した授業内容が自分に合っていました。質問をして丁寧に

答えを頂けたこと、ノートの取り方を誉められたこと、大変嬉しかったです」「この授

業を通して新たな発見だったり、考え方が変わることが出来ました！ありがとうござ

います」というコメントもメールに記されていた。 

 

（２）「基礎演習Ⅰ」の学生の感想から 

 後期の基礎演習Ⅰのワークシート（演習を終えて（総括））に記載されていた学生の

感想から、「クラスメイトの特技披露」「ミニミニ研究」「好感をもたれるメールの送り

方（1学年全体に行った Zoomによるミニ講義）、「担任教員の学生への接し方」につい

て書かれている部分を抜粋した。後期の基礎演習Ⅰのワークシート（演習を終えて

（総括））を添付する（資料 4）。 

 

【お互いの特技や好きなことを披露しましょう！】 

・クラスメイトのよいところ、特技を発表する際に、お互いのことをさらに詳しく知

ることができ、うれしかった。 

・特技披露で、クラスのメンバーのことを知ることができ、自分には何も特技がない

と思っていたけれど、自分にできることが他の人からしたらすごいと思われるという

こともあると知った。 

・クラスメイトの新たな一面を知るよい機会となった。 

 

【ミニミニ研究】 

・ミニミニ研究を通して、クラスの人とも仲良くなることができ、親しくなることで

Zoomでの話し合いでもしっかり進めることができた。 

・現在学んでいることやクラスの特色を活かした研究を行えた。１Aクラスの団結力

が出たなという印象。クラスで一つのことについて、やり遂げるという経験をもっと

積んで自信をつけたい。 

・このクラスの良さを十分に発揮できたのではないかと思った。ひとつのことに向か

って助け合いながら協力することの大切さを改めて感じることができた。 
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・クラスのメンバーと協力する協調性を養えたり、自分は人前に出て発表するのが苦

手だったが、発表してみて少し自信につながったと思う。 

・クラスで一つのことに挑戦して活動したいと話していた前期の頃を思い出すと、ミ

ニミニ研究という形で達成することができてうれしかった。クラスの仲をもっと深め

て、団結力を高めていきたい。 

・初めは話がまとまらなかったが、最終的には、よい発表ができた。授業外の時間で

も会って、制作をできたし、クラス全員が本当に協力的でそれぞれ動いてくれたから

こそ、クラスで一つのものが作れたと思った。 

・１Aクラスらしい研究ができた。 

・大学の行事がすべてなくなってしまったため、こういう機会をいただけて本当にう

れしかった。最初はどのように進めるのか何をすればよいのかなど不安だったが、や

ってみてとてもおもしろかった。クラスの仲も深まったのではないかと思う。 

・留学生である仲間の国の文化や福祉を知る研究では、お互いの国の学び合いとな

り、国際的な視野まで広げることができた。 

・中国の文化を担当しました。中国と日本の文化を調べていくうちに、中国について

興味がわいてきたし、中国の文化について知ることができた。中国の文化や言語だけ

ではなく、他の国の文化の違いや言語についても知りたいと思った。クラスで協力し

て一つのことに取り組めてよかった。他のクラスの人にも中国のことを知ってもらう

機会になった。 

 

【好感をもたれるメールの送り方】 

・メールの送り方では、件名や署名を忘れずに記すといった基本的なことから、相手

を気遣う内容のことまで学べた。意識してメールを送るようになった。 

・メールの送り方は大変参考になった。今後、外部の方とのやりとりをすることもあ

ると思うので学べてよかった。 

・これから先生方や就職先でもメールは使うと思うので、正しい送り方をしたい。 

 

【担任教員の学生への接し方について】 

・たくさん質問でき、大学生活や一人暮らしのことを気にかけてくださった。 

・会ったらいつでも笑顔で迎えてくれた。 

・遠隔授業になり、人にも会えずに不安でした。でも、先生が基礎演習で少しずつク

ラスの人と関わる機会を設けてくださったことで、友達を作ることができた。どんな

ことでも受容して、学生の気持ちに寄り添ってくれた。 

・社会に出て役立つことや、私たちが今困っていることに対し簡潔に丁寧におしえて

くださったおかげで、この一年特に大きな問題もなく過ごすことができた。全てにお

いて生徒と向き合い、質問があればすぐにおしえてくれて、とても助かった。明るく
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常に優しい口調で接してくれたので、こちらもとても聞きやすかった。 

 

（３）授業改善のための教員相互参観（ピアレビュー） 

2名の同僚教員に授業を参観してもらい、私が授業をする際に心がけていることに

ついてプラスのコメントをもらった。今後も学生が能動的に参加でき、学生とのやり

とりのある活気のある授業を継続していきたい。 

 

「相談援助演習Ⅰ」（1年生、14名）   参観日：2020年 11月 27日 

第 10回：コミュニケーション技法（１） （対面） 

 

・授業開始と同時に配布されたレジュメは、本時の達成課題である、①ソーシャル

ワークにおける「面接の目的」について説明できる、②クライエントに向き合う際

の姿勢、距離、位置が話しやすさにどのように影響するか説明できる、③コミュニ

ケーションを促進する反応について理解し、ソーシャルワーカーとして適切な姿勢

や反応を示すことができる、の 3点を達成するために、さらに詳しい項目が示さ

れ、授業の全体像と流れがわかる内容となっていました。90分の授業に見通しをも

って受けられる工夫がなされていました。 

 

・授業構成は、それらの課題を達成するために、導入でねらいを提示し、展開で膨

らませる流れになっていました。特に導入の部分である【ウオーミングアップ】、

「あなたが悩みや問題を抱えたとき、どんな相手なら相談してみようと思えます

か？」、バット思いつく人物を 3つ挙げてみましょう、といった身近に感じられる発

問だったこともあり、「この人なら最後まで私の話を聞いてくれるだろう」「同情で

はなく、共感してくれる人」「秘密を守ってくれる人」「顔を見て反応をしてくれる

人」といった学生の率直な意見を引き出すことが出来ていました。授業者は随時、

学生の意見に笑顔で頷いたり、共感したりして、伸び伸びと意見が言える環境作り

を行い、発問の意図を汲んだ回答を引き出していました。 

 

・レジュメを配布しただけではなく、同様の内容をパワーポイントで投影したこと

により、クラス全体で授業内容を共有できたのも一体感が生まれて良かったと思い

ます。今、どこをやっているのか、といった確認ができます。 

 

・1年生で社会福祉の勉強を始めたばかりとは思えない程力がついている、と感じ

たのは、一回一回の授業を大切に進めている先生の熱心さと力量の賜だと感じまし

た。将来、ソーシャルワーカーを目指す学生にとって有意義な時間となっているこ

と間違いなしです。 
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・授業の前半で 3つの課題の理論立てを行い、後半では、ペアワークの実践を通し

て身につけるといった技法がとられていました。コミュニケーションに関するペア

ワークでは、言語コミュニケーションだけではなく、非言語コミュニケーションが

重要な役割を果たしていることを、姿勢（片手をほおに当てる）、態度（腕を組

む）、距離（体をやや後ろに反らせる）等で示していました。具体的な内容を提示し

てもらったこともあり、学生は自分たちで工夫をしながら積極的に実施していまし

た。将来、ソーシャルワーカーの素地を習得できるといった、学生にとって実践的

な内容となっていました。楽しんで行っていたのが何よりです。 

 

・ペアワークの活動中、常に学生の間に入り、円滑にペアワークが行われているか

どうかを丁寧に確認していました。程よい距離感を保ち、適切な助言等を行ってお

り、学生相互の学びが深まる関わり方を促しているのがとても素晴らしいと思いま

した。 

 

・ペアワークの際、学生との距離間の掴みが上手いと思いました。ソーシャルワー

カーの技法を授業という空間を通して、先生自らが実践されていると思いました。

学生への配慮やちょっとした心配り（換気を数分しますよ。寒くは無いですか等、

何度も気にかけている姿から、コミュニケーションがソーシャルワーカーにとって

重要であるということをさりげなく、学生に伝えていたと思います。 

 

・授業の終わりに、今回の授業に絡めて、次回の授業で取り上げる内容を予告する

ことで、次時の授業への関心が高まり、予習を促すことになると思いました。 

 

・毎回、配布される授業用のプリントを、ポートフォリオ形式で溜めていくこと

で、学習の積み上げができます。復習をする上で大変役立つ方法だと思いました。

作成される先生のご苦労はいかほどのものかと推測されますが。 

 

 

「相談援助演習Ⅰ」（1年生、14名）    参観日：2020年 12月 18日  

第 13回：コミュニケーション （Zoom） 

 

１．授業中の学生への配慮について 

・指名をされると学生が積極的に発言をしていた。学生が考えていることを発言し

やすいように、学生とうまくコミュニケ－ションをとりながら、授業を進めてい

た。 
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・演習で学生の良かった点をその場でフィ－ドバックしていた。 

・授業の最後に振り返りをして、学生一人一人意見を出してもらい、フィードバッ

クをしていた。学生一人一人が授業に参加している雰囲気を作り出し、学生の主体

性・能動性を重視している授業であり、ソーシャルワ－クの力量を高めるのに有効

であると思う。 

 

２．学生とのコミュニケーションについて 

・学生の名前を呼んで、コミュニケ－ションを取りながら、説明をしていた。学生

の集中力を切らさずに、適度な緊張感を持たせている点が参考になった。 

・学生の理解度を確認しながら講義を進めていた。 

 

３．技術について 

・適度な雑談を入れることで、学生を飽きさせない工夫がされていた。 

・学生を指名する順番が予測不能なため、学生が適度な緊張感を持っているように

感じた。 

・声の大きさ・話すスピードは適切であった。 

・スライドの資料を提示しながら、説明を行い、その後ロ－ルプレイを学生にして

もらい、学生の理解を深める工夫がなされていた。 

・レジュメが分かりやすく、学生が混乱なく演習に参加できているように感じた。 

 

 

５．今後の目標 

（１）短期目標 

①Zoomによる演習系科目の効果的な運営 

 今年度は Covid-19による影響が大きく、教授方法についても変化を求められた一年

であった。私の担当する科目は、どれも少人数（20名以下）の演習形式の授業であ

り、特に社会福祉士養成科目については、コミュニケーション技法を学んだり、面接

のロールプレイをしたりすることも多い授業である。今後も Zoomによるオンライン授

業、対面授業をしながら Zoomによるオンライン授業を並行して行うハイブリッド授業

が続くことが予想される。短期的には、「Zoomによる演習系科目の効果的な運営」を

目標としたい。 

 

②With コロナ時代の体験学習の現状と課題を整理 

 教育理念のところでも記したが、私の育てたい学生像は「グローバルとローカルな

視点を持ち、広い視野で現代社会の課題解決に向けて、考え行動することのできる学

生」である。Covid-19による影響により、今年度は学生個人のボランティア活動をは
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じめ、「海外研修」、授業としての「サービスラーニング」等の活動への参加制限があ

った。ボランティアやサービスラーニングとは異なるが、専門職養成の相談援助実習

も、受け入れ中止や中断があった。今後もそうした活動が十分に行えない可能性もあ

る。もうひとつの短期目標は、「With コロナ時代の体験学習の現状と課題を整理」

し、体験から得られる学びやそれに代わる方法等を検討したい。 

 

（２）長期目標 

①学生とともに群馬県内の地域に貢献できるような活動をしたい 

 先述した短期目標を踏まえ、教育と地域貢献を連動した活動をしたい。前任校で

は、「地域の小さな居場所」の創設と運営に関わったが、群馬県内でも、地域の福祉的

な課題に大学の持つ資源を活かして貢献できるような活動を学生と共に行いたい。 

 

②一人でも多くの社会福祉士を育てることで社会に貢献したい 

 私が育てたい学生像のひとつは、「身につけた教養・知識・技術を活かして、自ら考

え行動し、広く社会のために貢献する意欲を持った学生」である。ぜひ社会福祉士と

なって社会で貢献して欲しいと思いながら、これまで前任校も含めて、社会福祉士の

養成教育に携わってきた。「国家試験対策」は本学の特色でもあるが、学生が意欲的に

学び、その結果として資格取得ができるよう、学生のモチベーション維持・向上に結

び付くような働きかけや講座・勉強会等のサポートのあり方を実践しながら考えてい

きたい。 

 

６．添付資料 

資料１．社会福祉士国試対策・夏休み特別講座の案内と配布資料（第 1回のみ） 

資料２．サービスラーニングⅠで提示したスライド 

資料３．2020年度授業評価アンケートと授業改善のための報告書 

資料 4．基礎演習Ⅰのワークシート（学生の感想） 


