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 は じ め に  

この小冊子は、私が 2017 年に行ってきた教育実践・社会貢献・研究について報告するもの

です。この小冊子は、本学ホームページ「Ｗｅｂ研究室」に掲載した記事と資料を再編集し

て構成したものです。 

 第１部では学生教育を報告しています。私たちに課せられた学生への教育の課題は、「学士

力」というキー概念に代表されています。それは教室で展開される授業のみでなく、参加型

の様々な取り組みにより、学生たちの伸びを無限に伸張させるみちです。それは「職業人力」

「社会人基礎力」の養成につながると考えます。 

第２部では社会貢献活動を報告しています。私は、大学教員の社会的使命とは研究・教育・

社会貢献の 3 つをバランスよく提供することであると考えています。私が関わってきた社会

貢献活動の多くは、Human well-being の理念の実現をめざすソーシャルワークによる取り組

みです。それはソーシャルワーク専門職の社会的認知と制度的承認を求めた、私たちの“Long 

term task”を視野においた活動であると考えています。 

第３部では研究活動を報告しています。今年は、残念ながら科研費を得ることはできませ

んでしたが、長年にわたる「出自」研究の成果を、『生殖医療と脱「出自」社会』として出版

することができました。また、学部における共同研究や大学院における指導・研究が始まり、

忙しい中にも充実した一年でした。私の研究活動は、すべての人々の Human Well-being が

獲得されることをめざしており、今後、さらなるステップを刻んで、深化させていくもので

す。まさに“Global thinking, Local act”の探求中です。 

 

２０１８年 ２月 

 

中部学院大学人間福祉学部 教授 宮嶋 淳 

博士（ソーシャルワーク） 
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第第第第 1111 部部部部    教育実践教育実践教育実践教育実践    

 

第第第第 2222 回フレンズ野球大会へ回フレンズ野球大会へ回フレンズ野球大会へ回フレンズ野球大会へ    

 2017 年 1 月 11 日（水）の夕方、私の研究室で

は学生たちとフレンズ加藤ネージャーが集われ、

2 時間半に及ぶ白熱した議論が交わされました。 

 ミーティングの様子 

 

 私のゼミの3年生12名は、「フレンズ班」「みの

かも班」並びに「個人研究班」に分かれて、卒業

実践と研究を行っています。この日のミーティン

グは、「フレンズ班」のメンバーが集結しました。 

 障がいのある子どもたちとの野球大会の企画

ですので、チームのマネージャーさんからいろい

ろな指摘を得、学生たちが考えてきたユニーク

なアイディアが具体的な形になっていくようでし

た。 

 次回は、フレンズに所属する子どもたちを大学

に招き、子ども主体の大会準備を行います。 

 

学生たちのセルフ・エスティーム学生たちのセルフ・エスティーム学生たちのセルフ・エスティーム学生たちのセルフ・エスティーム    

 2017 年 1 月 26 日（木）に私が所属する人間福

祉学部の FD（教員研修会）が開催されました。 

 教務委員として、標記のテーマの学部共同研

究の主宰者として、本 FD を企画、取り仕切りま

した。 

 この FD では、私たちの研究グループが行った

学生に対するアンケート調査の結果報告からス

タートし、山陽学園大学総合人間学部長の近藤

卓教授からアドバイスやコメントを頂く形式をとり

ました。 

アンケート調査報告 

 

 アンケート調査は、今後も分析を重ね、本学部

の学生の特性を経年で把握し、教育改革に結

びつけられればと考えています。 

講演される近藤教授 

 

 

子どもの居場所づくり活動を報告子どもの居場所づくり活動を報告子どもの居場所づくり活動を報告子どもの居場所づくり活動を報告    

 2017 年 3 月 1 日（水）午前 10：00 より、

中部学院大学関キャンパスにおいて、2016

年度学生による地域貢献事業に関する成果発
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表会が開催されました。この報告会で、８件

の活動が報告され、学長賞の贈呈も行われま

した。（残念ながら、私のゼミは選から漏れま

した） 

 

報告の様子(1) 

 

 報告の様子(2) 

 

 報告の様子(3) 

 

 この 3 人で主に活動しました。 

 私のゼミの学生たちは、美濃加茂市社会福

祉協議会からの依頼による「学習支援教室」

へのボランティア活動への取り組みを報告し

ました。学生たちは一年間を通して、ほぼ毎

週金曜日の午後 5 時～9 時まで、美濃加茂市

社協が管理する福祉センターに通い、子ども

たちと宿題をし、一緒に遊ぶという経験を積

みました。また、学習支援教室に通う子ども

たちの保護者に対してアンケートを行い、そ

の結果を分析し、考察を行い、今後のあり方

を提案しました。 

 アンケートの結果は、資料１－１資料１－１資料１－１資料１－１のとおり

です。 

 今後さらに分析を進め、追加調査を行い、

地域に貢献できる成果を明らかにしてくれる

と思います。 

 

 

WBC2017WBC2017WBC2017WBC2017----フレンズフレンズフレンズフレンズ AAAA チームが優勝！チームが優勝！チームが優勝！チームが優勝！    

 2017 年 3 月 19 日（日）、岐阜市芥見にあ

る市教育研究センターグラウンドで

「WBC2017」が開催されました。 

 この大会は、地域の子ども野球チームと障

がいのある地域の皆さんで結成された野球チ

ームとの交流大会です。 

 私のゼミの学生たちと地域の子ども野球チ

ーム「フレンズ」の加藤マネージャーを中心

に、2016 年 11 月から企画を練り、本日、晴

天の中、午前 9時から午後 5時まで、ワイワ

イ（W）・ぼちぼち（B）・野球を楽しみまし

た。 

 子どもたちと学生の混成チームは、目の離

せない試合を展開してくれました。学生の中

には少年野球経験者、甲子園を目指した者も

おり、WBC の意味を十分に理解した、メリハ

リのある活動になりました。 
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流れの確認をする学生たち 

準備が整い、いよいよオープニング 

 子どもたちによる選手宣誓 

 

交流試合の様子 

  

昼休みに全員参加で「餅つき」 

 試合前後の整列 

 

  

学生たちから子どもたちへ、手作りの表彰状 

（学生たち一人ひとりがペアになった子どもたち

の、この日のストレングスを讃える） 
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表彰状の授与 

 

 居場所づくり、インクルージョンと言葉で

理解できても、それを実感する機会はありそ

うで・ない、という現実の中、様々な気づき

や感動を学生たちと、子どもたちと、そして

見守ってくださった保護者の方々と、共有で

きたのではないかと思います。 

 

 

2016201620162016 年度卒業生の皆さんへ年度卒業生の皆さんへ年度卒業生の皆さんへ年度卒業生の皆さんへ    

 中部学院大学では、2016 年度の卒業式を 3

月 18 日（土）に挙行しました。 

 それに先立ち前日に、学科別集会を行い、

学科の先生方から学生たちに対してメッセー

ジが送られました。 

 私からのメッセージは、 資料１資料１資料１資料１----２２２２ のと

おりです。 

 「自己理解力」「つながり力」「変身力」に

注目しました。 

 

 

2017201720172017 オリエンテーションはじまる！オリエンテーションはじまる！オリエンテーションはじまる！オリエンテーションはじまる！    

 中部学院大学では、４／４に入学式が行わ

れ、本日より新年度のオリエンテーションが

始まりました。 

 新年度のオリエンテーションで、2 年生に

対して行った私からのメッセージは、次の通

りです。 

 2 年生へのメッセージ＝ 資料１資料１資料１資料１----３３３３    のと

おりです。 

多くの学びと気づきに満ちた一年になりま

すように！ 

 

 

2017201720172017 年度年度年度年度    担当授業担当授業担当授業担当授業    

～大学院、大学、通信教育～大学院、大学、通信教育～大学院、大学、通信教育～大学院、大学、通信教育    

 

今年度から大学院の授業も担当することにな

りました。 

 

【大学院】 

 人間福祉学総合研究 

 人間福祉学研究ⅠA・B 

 特別研究指導ⅠA・B 

 人間福祉学特講ⅠA（福祉人材開発論） 

  

【大学（通学）】 

 人間福祉特論 

 子ども家庭福祉論 

 児童福祉論 

 医療福祉論 

 ボランティア論 

 社会福祉発達史 

 人間福祉基礎演習 

 人間福祉専門演習 

 

【大学（通信教育）】 

 スクールソーシャルワーク論 

 スクールソーシャルワーク演習 

 スクールソーシャルワーク実習指導 

 スクールソーシャルワーク実習 

 

 

アクティブに学ぼうアクティブに学ぼうアクティブに学ぼうアクティブに学ぼう    

私のところに地域の皆さんから依頼のあっ

た活動への参加を学生の皆さんに呼びかけて

います。資料１資料１資料１資料１----４４４４ 

地域の中で、様々なサポートを必要として

いる、あるいはちょっとしたきっかけで生き
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生きと生きられる子どもたちとふれあい、話

し合い、支え合い、自己成長のきっかけを見

つけてみませんか。 

2017 年度前期に中部学院大学で開講して

いる科目「ボランティア活動論」で活用して

いる資料は、資料１資料１資料１資料１----５５５５    のとおりです。 

 授業の復習に活用してください。 

 

 

2017201720172017 年度年度年度年度    地域福祉活動論の資料地域福祉活動論の資料地域福祉活動論の資料地域福祉活動論の資料    

2017 年度前期、岐阜大学医学部看護学科で

担当している「地域福祉活動論」の資料は、

資料１資料１資料１資料１----６６６６ のとおりです。 

予習・復習に活用してください。 

 

 

 

2017201720172017 年度年度年度年度    子ども家庭福祉論の資料子ども家庭福祉論の資料子ども家庭福祉論の資料子ども家庭福祉論の資料    

中部学院大学看護リハビリテーション学部

看護学科で開講している「子ども家庭福祉論」

の 資料資料資料資料１－７１－７１－７１－７ を添付します。 

予習・復習に活用してください。 
 

ゴールデンウィークを前にゴールデンウィークを前にゴールデンウィークを前にゴールデンウィークを前に    

ゴールデンウィークの直前に「レクリエー

ション」の時間を「リ・クリエイティブ」な

時間に、質的転換してもらおうと、2016 年度

のベストセラーを紹介しました。 

活用したスライドショーは、資料１－資料１－資料１－資料１－８８８８    の

とおり。 

100 歳まで生きるとして、あなたは何を選

択しますか？ 

 

大学院で福祉（ソーシャルワーク）を学ぶ大学院で福祉（ソーシャルワーク）を学ぶ大学院で福祉（ソーシャルワーク）を学ぶ大学院で福祉（ソーシャルワーク）を学ぶ    

2018 年度入学のための準備は進んでいま

すか。 

中部学院大学には、修士課程と博士課程（後

期）があり、人間福祉学を極めていくことが

可能です。 

 今年度から、福祉系の教員体制も整い、現

場に役立つ福祉（ソーシャルワーク）の研究

が可能となりました。 

2018 年度の募集要項に掲載されている記

事のうち、福祉（ソーシャルワーク）に関す

る部分を抜粋し、再構成しましたので、ご覧

下さい。資料１－９資料１－９資料１－９資料１－９ 

なお、今年度の秋（9 月入学）も構想され

ていますので、お問い合わせください。 

 

高齢化高齢化高齢化高齢化したしたしたした VrVrVrVr 団体を救え！団体を救え！団体を救え！団体を救え！    

 岐阜大学医学部看護学科 1 年生を対象とし

た「地域福祉活動論」で、地域の課題解決提

案授業（アクティブ・ラーニング）を行いま

した。 

 テキストとビデオから、地域で「給食サー

ビス・ボランティア活動」を行っているボラ

ンティア団体の高齢化の問題について、グル

ープワークとロールプレイにより、課題解決

提案を試みました。 

その成果は、資料１－資料１－資料１－資料１－10101010 のとおりです。 

 地域のボランティア活動の高齢化に対する

「救済策」が、学生目線でまとめられていま

す。 

 

 

子どもへの虐待、子どもへの虐待、子どもへの虐待、子どもへの虐待、DVDVDVDV を問うを問うを問うを問う    

2017 年度前期開講の看護学科４年生を対

象とする「子ども家庭福祉論」で活用したス

ライドショーは、資料１－１１資料１－１１資料１－１１資料１－１１    と 資料１資料１資料１資料１

－１２－１２－１２－１２    のとおりです。 

 予習・復習に活用して下さい。 

 

 

 

 

 

発達障がいの可能性のある学生への配慮発達障がいの可能性のある学生への配慮発達障がいの可能性のある学生への配慮発達障がいの可能性のある学生への配慮    
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発達障がいの可能性のある児童・生徒・学

生への配慮は、全国の教育機関の喫緊の課題

とされています。とくに「働く」という機会

を、彼／彼女らが得ていくために、相当な訓

練と支援が必要なケースが多く見受けられま

す。 

大学においても、学内での支援と共に学外関

係機関（ハローワーク等）と連携して、支援

プログラムを提供していくことが模索されて

います。 

岐阜県にもようやく、発達障がいの可能性

のある学生へのキャリア支援プログラムを提

供する民間団体（一般社団法人サステイナブ

ル・サポート）が立ち上がります。当面、登

録すれば【無料】で利用することができます。

窓口は名鉄岐阜駅のロフトの向かい側で、と

ても利便性が良いところです。 

 

 

 

私も定期的に訪問し、学生支援を組み立て

るための機会としていきたいと考えています。 

 

    

留学生による故郷紹介写真展留学生による故郷紹介写真展留学生による故郷紹介写真展留学生による故郷紹介写真展    

 7 月 23 日(日)、本学ではオープンキャンパ

スが行われました。私のゼミでは、2 生と 4

生が参画しました。 

 2 年生は、来校された高校生に対して大学

を紹介し、ランチをともにし、マッピング技

法を伝授しました。 

 4 年生は、中国からの留学生を中心に、ゼ

ミ室を借りきり、写真展を開催しました。 

 この写真展は、彼の卒業制作として位置づ

け、オリジナルパンフレットも作成しました。 

 ゼミのメンバーも、写真の説明を事前に聞

き、パンフレットを見ながら、来場者に説明

をしていました。 

 

 

写真展の様子 

 

 

説明の準備をするゼミメンバー 
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 当日参加し、写真展を担当した 4 年生 

 

留学生によるオリジナルパンフレットは、

資料１－１３資料１－１３資料１－１３資料１－１３のとおりです。 

 
 

ワイワイやろう！ワイワイやろう！ワイワイやろう！ワイワイやろう！BBQBBQBBQBBQ    

 2017 年 8 月 26 日(土)に、中部学院大学人

間福祉学部の 2年生に呼びかけ、各務原市浄

水センターディキャンプ場にて、BBQ を行い

ました。 

 前期のうちに、呼びかけチラシを作り、役

割分担をし、当日は現地集合としました。 

 この日は、早朝（午前 5時半頃）に雷が鳴

り、土砂降りでしたので、開催が危ぶまれま

した。しかし、逆に午前中は過ごしやすく、

「もうすぐ秋だね」というムードになりまし

た。 

 現地に集合した学生から順次、準備を始め、

１２時少し前には、食事ができました。 

 

炊事場でタマネギの皮むき 

  

２つの BBQ コンロで、焼きそば＆焼き肉 

 今回は、恵那から本学卒業生で、高校教員

をされている小又先生にもおいで頂け、高校

時代の恩師とも、楽しい時間が過ごせました。 

 

高校時代の恩師と 

  

食後は、テントの中で横になる者もいれば、

思い思いに持ち寄った「遊び」道具（＝水風

船、バルーンアート、スイカ割りセット、ア

ート暑中見舞い）で、はじける学生もいまし

た。 

 

スイカ割り 
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バルーンアート 

 

 

 アート暑中見舞いづくり 

 

 前日、前期の期末テストの成績が発表にな

り、残念な結果となった学生も一部におりま

したが、再試に向けて、勉強会をすることも

計画されました。 

 

記念の一枚 

 

 BBQ は、野外で楽しむということだけでは

なく、楽しみを通じて、人を感じ、人を知る、

そして自身の関わり方や会話に参加すること

で、コミュニケーション力や一歩踏み出す力、

予想もできなかった他者の良さや強さ、生活

力や女子力を発見する機会でもあります。 

 隣り合わせになったグループや管理人と話

をしたり、面倒だけれども分別をして片付け

をすることも、社会性を磨くことにつながる

のだろう、と再度、感じた一日でした。 

 

卒業制作発表会卒業制作発表会卒業制作発表会卒業制作発表会    

 11 月 30 日（木）、卒業論文・制作発表会

を行いました。 

 私のゼミでは、個人で卒業論文を作成した

学生とグループで実践研究を行った者がいま

す。 

 

発表会の様子（１） 

 

 この発表会には、３年生並びに非常勤講師

の先生方にも参加頂きました。 

  

発表会の様子（２） 

 

 私のゼミの学生たちの卒業論文等のテーマ

は次の通りです。 
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 １，貧困下にある子どもに対する学習支援

と居場所作り 

 ２，ネグレクト～小さな命を守るために～ 

 ３，スクールソーシャルワーク～山下英三

郎の取り組みを通して～ 

 ４，ストレス社会における余暇の効果に関

する考察～釣りでのストレス解消～ 

 ５，私の国・故郷・自然・人々 

 ６，「気になる子どもたち」の育ちに寄り

添うソーシャルワーク実践～「フレンズ」と

の関わりを通して～ 

 

 

グループ研究の発表 

 

 グループで実践研究を行った学生たちは、

グループの中で自分がどのような役割を果た

したのかを明らかにしつつ、各々の持ち時間

をこなしていました。 

 

本学には多くの留学生を招いており、中国

からの留学生は、写真展を開催したり、日本

語で卒業論文を書いています。 

 

レポート課題～中間報告会レポート課題～中間報告会レポート課題～中間報告会レポート課題～中間報告会    

2 年生のゼミでは、１２月７日と１４日に、

レポート課題の中間報告会を開催しました。 

 

 

1 つの教室に 2 つのゼミがつどい、写真の

ようなリラックスした環境の中で、発表会を

行いました。 
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私のゼミでは、司会者を決め、BGM を流

しながら、発表に望みました。 

プログラムは、資料１－１４資料１－１４資料１－１４資料１－１４ のとおりで

す。 

 

 

 

 

実習の成果を伝達実習の成果を伝達実習の成果を伝達実習の成果を伝達    

2017 年 12 月 20 日に、社会福祉士受験資格

を取得するための現場実習を行った学生たち

の、実習報告会を行いました。次年度に実習

を行う学生たちが聴講し、自らの課題を確認

しました。 

  

 

本学の社会福祉実習は、4週間連続で 8月

～9月に行うことを原則としています。 

介護福祉士とダブルで資格をめざす学生や

３年生編入の学生も多く、４年生の夏に実習

に行く者もいます。 

 

 

私のクラスは、主に特別養護老人ホーム等

介護老人施設に実習に行きました。 

 

 

 

介護福祉と相談援助の違いや利用者との信

頼関係づくり、施設と地域のつながりなど、

学生たちは多くの学びを報告してくれました。 

 

私は、現場の実習指導者がどのような姿勢

で実習生を迎え入れるのか、という視点から

まとめの講話を行いました。 

 

 

三福祉士合格をめざし、壮行会！三福祉士合格をめざし、壮行会！三福祉士合格をめざし、壮行会！三福祉士合格をめざし、壮行会！    

 2017 年 12 月 26 日（火）、人間福祉学部で

は、社会福祉士＆精神保健福祉士＆介護福祉

士の資格をめざす学生＝約 60 人と関係の教

員により、合格をめざして、壮行会を開催し

ました。 
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学部長からの言葉 

 

私からのメッセージは、次のとおりです。 

 

25 年前に社会福祉士をとり、私の人生は変化

しました。 

皆さんの人生も必ず変わります。 

それを信じて、踏ん張ってください。 

問題を解くときには、 

素直に問題を呼んでください。 

勉強中に、 

意味のわからない用語・言葉・漢字に直面し

たら、素通りせず、確認してください。 

問題文を読み損ない、点数を大人さ内容に心

がけてください。 

後から、確認できるように 

〇 ・ △ ・ × を有効に活用してくだ

さい。 

 

 

 

壮行会の最後に、「頑張ろう！」で、気合

いを入れました。 
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第第第第 2222 部部部部    地地地地    域域域域    貢貢貢貢    献献献献    

    

     

SSWSSWSSWSSW の視点から見た不登校対策のあり方の視点から見た不登校対策のあり方の視点から見た不登校対策のあり方の視点から見た不登校対策のあり方    

 2017 年 1 月 19 日（木）の夕方、美濃加茂

市教育センターにて平成28年度第6回相談員

研修会が開催されました。 

 私は、岐阜県教育委員会のスクールソーシ

ャルワーカー・スーパーバイザーとして派遣

され、スクールソーシャルワークに関する講

義、並びに事例に関するコメントを述べさせ

ていただきました。 

 2 時間半にわたる研修会は、具体的な事例

を検討するワークショップ形式も取り込み、

熱心な相談員の皆さんの声が、参加者の気づ

きを引き出していたと思います。 

 なお、資料は事例が中心ですので、割愛し

ます。 

2016201620162016 年の歩み年の歩み年の歩み年の歩み    

 2016 年度に私が行ってきた、教育実践・地

域貢献・研究をまとめました。 

 e-BOOK並びにPDFをすべて落とし込んだCD

を実費にてお届けすることも可能です。

E-mail：miyaji@chubu-gu.ac.jp までご連絡

ください。 

 

 

 

フレンズと大会準備フレンズと大会準備フレンズと大会準備フレンズと大会準備    

 2017 年 2 月 5 日（日）、私のゼミの学生た

ちはフレンズの子どもたちを大学に招き、来

る 3月 19 日（日）に開催するフレンズ野球大

会の準備をしました。 

  

作業を進める子どもたちと学生 

  

入場行進ではお手製のプラカードを持つ 

  

作業を終えて、｢やるぞー」のポーズ 

 

よろしければ、応援においでください。 
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継続こそ、チカラ、深化のポイント継続こそ、チカラ、深化のポイント継続こそ、チカラ、深化のポイント継続こそ、チカラ、深化のポイント    

 2017 年 2 月 18 日（土）、岐阜聖徳学園大学

にて一般社団法人岐阜県社会福祉士会が主催

する、平成 28 年度スクールソーシャルワー

ク・シンポジウムに、シンポジウムのコーデ

ィネーターとして招かれました。 

 今回の主なテーマは、「スクールをーシャル

ワーカーを知ろう、有効な活用法としての継

続活用」でした。 

     

シンポジウムの冒頭 

 

  

会場の様子 

 

 このシンポジウムには、約 50 人の聴衆が

詰めかけ、福祉と教育、市民の架け橋になっ

たと思われます。 

 私が活用した資料は、資料２－１資料２－１資料２－１資料２－１ の通り

です。 

 
 
 
 

福祉人材のコンピテンシーを考える福祉人材のコンピテンシーを考える福祉人材のコンピテンシーを考える福祉人材のコンピテンシーを考える    

 2017 年 3 月 9 日（木）、長崎ウエスレヤン

大学社会福祉学科（金教授）が主催される実

習教育研究会において、私の経験と研究並び

に日本社会福祉教育学会の最近の動向を踏ま

えて、問題提起させていただきました。 

 福祉人材に求められるコンピテンシー（力

量）も時代とともに変化していると考えます

が、私たちはそれを誠実に受け止め、自己研

鑽に努めているのでしょうか。状況に即した

自己理解を深めていく必要があるという視点

から｢包括的教育」の方向性を、資料資料資料資料２－２２－２２－２２－２

に基づき、お話ししました。 

 

 太平洋戦争後、第 5 の大きな波が福祉専門

職の前に押し寄せているし、人生 90 年時代

に対応した働き方もいかけ、福祉専門職のア

イデンティティとは、を問い直す契機考えて

います。 

 

地方都市における地域包括ケアづくりに参画地方都市における地域包括ケアづくりに参画地方都市における地域包括ケアづくりに参画地方都市における地域包括ケアづくりに参画    

本学の地域連携センター経由で依頼のあっ

た可児市（＝地域連携協定先）の地域包括ケ

アシステム作りに参画することになりました。 
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私が参画することになったのは、「可児市

高齢者施策等運営協議会」で、その委員を３

年間の任期で委嘱されました。準備の関係で

開催が遅れていましたが、7月 19 日(水)に

2017 年度の第 1回会合が開催されました。 

 

岐阜県可児市の人口は、９７，４３６人（Ｈ

２２）で、高齢者数＝19，634 人、高齢化率

＝２０．２％。比較的「若い」地方都市です。

しかし、市内 14 地区の実情をみると、高齢化

率の地区ごとの格差も認められ、ある地区は

３２％超となっています。 

 

日本医師会の『地域医療介護の現状』（2016

年版）をみると、平均寿命は男女とも全国平

均よりやや高く、高齢者の独居世帯もやや低

い率になっていますしかし、死亡場所が自宅

の割合はやや低く、老人ホームの割合が全国

レベルになっています 

 

日医も可児市行政も訪問系サービス、とく

に訪問看護や訪問リハが全国平均より低いこ

とを認めています一つの要因として、各種介

護予防が充実していることがサービス量を低

く抑えている要因だと考えられていました。 

 

将来を見越した対応が今、求められている

のでしょう。ヒト・モノ・カネを有効に、合

意を得て活用するために。 

 

資料やデータを読み込み、地域・地区・フ

ィールドを理解し、少しでも可児市のお役に

立てればと考えています。 

 

介護サービス等の苦情対応介護サービス等の苦情対応介護サービス等の苦情対応介護サービス等の苦情対応    

 社会福祉法人多治見市社会福祉協議会から

委嘱を受けて、2007 年 10 月以降続けている

「苦情対応第三者委員」を引き続き、お受け

することになりました （2017 年 7 月 21 日

付け：2年間） 。 

 

 

 

 10 年前、本制度が適用された当時、数十件

に及んでいた苦情も現在では十数件に減少し

ています。 

 残された課題は、「非常勤・新任職員」に

対するマナーの改善と当該法人における業務

ルールの周知・徹底であろうと考えられます。 

 

通信教育で通信教育で通信教育で通信教育で SSWSSWSSWSSW 認定をめざす認定をめざす認定をめざす認定をめざす    

 7 月 29 日～30 日の 2 日間、名古屋市内に

おいて本学通信教育部のスクーリング、科目

名「スクールソーシャルワーク論」を行いま

した。 

 この科目は、日本ソーシャルワーク教育学

校連盟の認定する「スクールソーシャルワー

ク認定」にかかる課程の主要科目です。 

 今回のスクーリングでは、本課程の第 1 期

生がスクールソーシャルワーク実習を終えた

こともあり、第 1 期生をゲストに招き、実習

報告をしてもらいました。 
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スクーリング（実習報告）の様子 

 

 受講者＝18 名は、実習の中味を熱心に聴取

し、その雰囲気を踏まえて、夕食交流会を企

画しました。 

 二日目は、本学大学院人間福祉学研究科（修

士課程）でスクールソーシャルワークを研究

されている院生に、チューターとして参加し

てもらいました。 

 

チューターを務める院生 

 

 スクールソーシャルワークと学校教育の概

要をお話し頂き、事例検討も指導してもらい

ました。 

 

事例検討でアドバイス 

 

 事例検討では、スクールソーシャルワーカ

ーの身分保障や安定した収入を得るための方

策などにも話が及び、岐阜県では独立開業型

社会福祉士が、その任に就くことが多いこと

も紹介されました。 

 様々なアイディアが登場 

 

 本学の通信教育部で開設している「スクー

ルソーシャルワーク認定課程」では、年間 2

回の主要科目のスクーリングを経て、演習・

実習指導を行い、翌年度に実習に赴いてもら

います。 

  

 今年は学校教育法施行規則の改正もあり、

定員 20 名を超える課程希望者が名乗りを上

げられ、初の「選抜」試験を行うことになり

そうです。 

 校教育法施行規則の抜粋は、資料２－３資料２－３資料２－３資料２－３ 

のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

スクールソーシャルワーク認定課程修了スクールソーシャルワーク認定課程修了スクールソーシャルワーク認定課程修了スクールソーシャルワーク認定課程修了    
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＝第＝第＝第＝第 1111 号誕生号誕生号誕生号誕生    

 2016 年度に開設した「スクールソーシャル

ワーク認定課程」の第 1号修了者が誕生しま

した。 

  

  

 中部学院大学人間福祉学部では、通学部と

通信教育部の両課程で 2016 年度より上記の

課程を始めました。社会人を対象とする通信

教育部では、既に社会福祉士や精神保健福祉

士の資格を有し、スクールソーシャルワーカ

ーをめざす方々を、科目等履修生として受入

れ、短期集中的に科目を受講してもらってい

ます。 

 

 その成果として、第 1号修了者がこの度

（2017 年 10 月）に誕生しました。 

  

 

 通信教育部におけるスクーリング授業の際

に、実習の報告と課程修了式を兼ねて、当該

者においで頂き、修了証を授与しました。 

  

  

  

すでに地元の小学校・中学校からお呼びが

かかり、活動の準備をされています。 

 

 次年度は、通信教育部で 10 数名の方々が実

習に臨みます。子どもたちの未来のために、

安心できる居場所やプラットフォームをつく

るサポ～ティブな実践が展開できるよう実践

力を高めていきます。 

  

社会福祉士実習のプログラムの構築社会福祉士実習のプログラムの構築社会福祉士実習のプログラムの構築社会福祉士実習のプログラムの構築    

 2017 年 11 月 18 日（土）～19 日（日）に

かけて、岐阜県社会福祉士会主催、公益社団

法人日本社会福祉士会提供の、厚生労働省所

管の「社会福祉士実習指導者講習会」が、中

部学院大学にて行われました。この研修会を

修了した社会福祉士がいる施設・機関でなけ

れば、実習を受け入れることができないしく

みになっています。 
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 この研修会で私は、実習プログラミング論

を担当しました。 

  

  

社会福祉士を養成するための現場配属実習

において、実習生を指導する実習指導者に求

められる力量は、①社会福祉士像（専門性と

その姿）の伝達力、②職場環境をマネジメン

トする力、③実習生を４週間、１８０時間で、

どう導くのかというプログラムを作り、アレ

ンジする力、そして④実習生と対面してスー

パービジョンを展開させる力、の４つである

とされています。 

  

  

実習プログラミング論は、③に該当する概

論です。 

 全国統一の講習会が始まり、既に１０年で

す。 

 現在、検討されている社会福祉士養成課程

の改正に伴い、今後、講習会のあり方にも変

化があるかもしれません。 

 そんなトピックも含めて、講義を行いまし

た。使用した PP（＝日本社会福祉士会が作

成したものを一部改変・追加） 

資料２－４資料２－４資料２－４資料２－４。 
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第第第第 3333 部部部部    研究活動研究活動研究活動研究活動

あらなた出会い！あらなた出会い！あらなた出会い！あらなた出会い！    新たな課題新たな課題新たな課題新たな課題    

 2017 年 2 月 7 日（火）～12 日（日）まで、

科研費研究：26380790 の追加調査に、ニュー

ジーランドを訪問しました。 

 誰もを排除しない社会作りを進めるニュー

ジーランドで、日本人移民が如何に受け入れ

られているのか、今後、包摂から連帯、ある

いは共生に移行していくのかが調査のテーマ

です。とくに今回の訪問では「障がい」をテ

ーマとしました。 

 日本人コミュニティの中での「障がい」 

 プレイセンターやプレイグループの中での

「障がい」 

 スペシャル・ーズのある子どもたちの教育

の場での「障がい」など。 

  

プレイセンターには本物の工具 

 

 

ママたちへ情報発信し続けるママへのインタビ

ュー 

  

日本人プレイグループのリーダーと 

 

  

スペシャルニーズのある子どもとコミュニケーシ

ョンを進めるための、ワードボード 

 

  

スペシャルニーズのある子どものセルフ・エステ

ィームの向上に努める副校長 
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日本人コミュニティを支える会長さんへのインタ

ビュー 

 

 ３年間の調査・研究は一旦終了となります

が、引き続きの研究を申請中です。 

ご協力いただきました皆様、本当にありがと

うございました。 

引き続き、よろしくお願いします。 

 

科研費による成果：異文化社会における子育て科研費による成果：異文化社会における子育て科研費による成果：異文化社会における子育て科研費による成果：異文化社会における子育て    

 ２０１４年度から３間で実施している科研

費「基盤研究（C）」による研究成果の一部を

公表しました。 

 
 

掲載された論文は、資料３－１資料３－１資料３－１資料３－１ のとおり。 

 

この論文の要旨は次のとおりです。 

  

 本論は、ニュージーランドを選択して子育

て移住した日本人ママたちにインタビューを

行い、国境を越えた子育ての課題と特徴を、

ママたちの発話からカテゴリー並びに因子と

して抽出し、子育て移住を選択したママたち

へのグローバル・アプローチのあり方を探求

した。 

 その結果、子育て移住したママたちは、移

住先におけるSocial policyが国民と移民との

間で格差なく提供される中においても、文化

的アイデンティティを背景因子として、ママ

たちが「よそ者」感覚から解放されることは

ない。したがって、子育て移住を選択したマ

マたちを Human well-being からエクスクル

ージョンしないために受け入れ国は、子育て

移住を選択したママたちがなす、個人的な選

択やそれを尊重したネットワークづくりにつ

いて、サポーティブであることが必要とされ

ていることが示唆された。 

 

 

「いじめ」に対する「いじめ」に対する「いじめ」に対する「いじめ」に対する SSWSSWSSWSSW 実践をまとめました実践をまとめました実践をまとめました実践をまとめました    

いじめ防止対策推進法は、2013 年 6 月

28日に与野党の議員立法によって国会で

可決成立し、同年 9 月 28 日に施行されま

した。この法律では、いじめの対応と防

止について学校や行政等の責務を規定し

ています。この法律に基づいて、岐阜県

教育委員会から岐阜県社会福祉士会に対

して、県立学校のいじめ防止委員会等に

福祉専門家として社会福祉士の派遣依頼

がありました。 

 本論は、3 年間のいじめ防止対策の現

状と課題を、スクールソーシャルワーク

の観点から検討しています。 
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発表した論文は、資料３－２資料３－２資料３－２資料３－２ のとおり。 

本論の要旨は、つぎのとおりです。 

 

 本論、いじめ防止対策推進法の制定後にお

ける、児童等の教育を受ける権利を擁護する

スクールソーシャルワークによるいじめ対策

への働きかけの実際について、国並びに岐阜

県等における状況を報告し、今後の課題と展

望を検討した。 

 本論検討で得られた結論は、現状としてい

じめ対策として期待されるスクールソーシャ

ルワーク機能は十分とは言えず、いじめ被害

児も、いじめ加害児も、すべての子どもが教

育を受ける権利を擁護され、安心して安全に

学べる学校を構築するために、「修復的対話」

等ソーシャル・インクルーシブな理念に叶う

スクールソーシャルワーク実践を進展させる

必要があるというものである。 

 
 

2007200720072007 年年年年 CSWCSWCSWCSW カリキュラムを検証カリキュラムを検証カリキュラムを検証カリキュラムを検証    

社会福祉士養成課程は現在、2018～19 実

施カリキュラムの改正に向けて国における議

論が進んでいます。今から 10 年前に実施さ

れた先のカリキュラム開催が「期待される実

践力養成」に役だったのかを検討しています。 

日本社会福祉教育学会の理事としての私論を

『日本社会福祉教育学会誌』第 15・6 号（2017

年 3 月）で展開しました。 

 
掲載した論文の全文は、資料３－資料３－資料３－資料３－３３３３のとおり

です。  

 

 

生殖医療の制度と見解の歴史生殖医療の制度と見解の歴史生殖医療の制度と見解の歴史生殖医療の制度と見解の歴史    

日本教育医学会が編集・発行する『教育医

学』62(4)、2017 に科研費研究の成果を発表

しました。 

研究のテーマは「わが国の生殖医療におけ

る制度と見解の変遷－生まれてくる子ども並

びに家族の福祉をめぐって－」です。 

全文は、資料３－資料３－資料３－資料３－４４４４ のとおりです。 

サマリーは、 

本稿は，1978 年の体外受精児誕生以降の

わが国の生殖医療を取り巻く医療関係者並び

に当該関連学会の見解・提言をレビューし，

当該医療関係者の見解・考え方並びに当該関
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連学会の認識がどのように変遷してきたのか

を調査した．その際，生まれてくる子どもと

その家族の福祉に視点をおき考察を進めた．

本稿で行なった歴史研究の結論は，生殖医療

が「秘密裏」に「隠して」行なう補助医療行

為ではなくなり，不妊患者やその家族に「福

音」をもたらす肯定的な医行為へと変質し，

今日の少子化対策の要となりつつあるという

現実に直面しているということ．そのような

変化に伴い，40 年間の生殖医療の進展は，生

まれてくる子どもに対する認識や生殖医療を

利用して形成された家族の福祉に関する，生

殖医療者や当該関係学会の認識に変化がもた

らされ，当事者が求める権利を容認し，新し

い家族の福祉について，国内法の整備により

認知していこうとしていた． 

 

社会福祉専門職の養成教育を考える第社会福祉専門職の養成教育を考える第社会福祉専門職の養成教育を考える第社会福祉専門職の養成教育を考える第 13131313 回大回大回大回大

会会会会    

私が理事を務める日本社会福祉教育学会の

2017 年度の全国大会が、9月 1日～3日にお

いて龍谷大学において開催されます。具体的

な内容は以下のとおりです。 

 

今年のテーマは「大学における社会福祉教

育の到達目標と福祉専門職養成教育の位置づ

け－学部教育と大学院教育の連結と福祉専門

職養成教育の位置づけを巡って－」です。 

 

 

私は 9月 2日（土）の午前、学会企画シン

ポジウムでシンポジストを務めます。 

なお、2018 年度は本学、中部学院大学各務

原キャンパスにて第 14 回大会を開催します。 
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ぜひ、ご来場下さい。 

 

スクールソーシャルワーク教育の体系化スクールソーシャルワーク教育の体系化スクールソーシャルワーク教育の体系化スクールソーシャルワーク教育の体系化    

 2017 年 9 月 1 日～3 日に開催された、日本

社会福祉教育学会第 13 回大会にて、学会企

画シンポジウムのシンポジストとして、報告

を行いました。 

 

 抄録集 

 

 学

会長による開会の挨拶 

 

 学会企画シンポジウムは、テーマ「大学に

おける社会福祉教育の到達目標と福祉専門職

養成教育の位置づけ－学部教育と大学院教育

の連結と福祉専門職養成教育の位置づけを巡

って－」であり、短大・四大・大学院・通信

教育・社会人のリカレント教育までを次のメ

ンバーで検討しました。 

 

 

シンポジスト・・左から、坂口晴彦（龍谷大

学短期大学部）、川島恵美（関西学院大学）、

木原活信（同志社大学）、宮嶋 

 

報告の様子 

私は、「学部教育・通信教育・リカレント教

育の接続への試みｰスクールソーシャルワー

カー養成教育ｰ」を資料資料資料資料３－５３－５３－５３－５ のように報

告しました。 

 

報告のまとめ 
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この総括に至る展開は、次のスライドショ

ーで構成しました。 

    

帰納的にソーシャルワーク・アプロ帰納的にソーシャルワーク・アプロ帰納的にソーシャルワーク・アプロ帰納的にソーシャルワーク・アプローチの開発ーチの開発ーチの開発ーチの開発    

 学校法人敬心学園・職業教育研究開発セン

ターが発行している『敬心・研究ジャーナル』

に、標記のような内容の論文を発表しました。 

 

 

発表した論文の要旨は次のとおりです。 

本稿では、わが国の地方都市と日本型ソー

シャルワーカーの現状を題材に、筆者が行な

ったフィールド調査から得た知見を提示し、

日本型ソーシャルワーカーの新たな養成のた

めの教育改革への視点を検討した。 

筆者の認識は、地方都市が活性化するため

には、地域の「助」から排除され、周縁化し

た人々の「生と死」に関わる歪められた選択

を「幸せな選択」に修正していく必要がある。

そのために、すべての人の「生と死」を受け

入れる地域での居場所が必要であり、それが

伝承される土台としての文化と教育がなされ

ることが大切だというものである。 

そうした認識を日本型ソーシャルワーカー

が学び、包括的な相談支援力を発揮するため

には、日本型ソーシャルワーカーの新たな養

成教育カリキュラムに、筆者による試みなど、

事実や事例から抽出された実践理論が取り込

まれるべきであろう。 

本論文の全文は、 資料資料資料資料３－６３－６３－６３－６ のとおり。 

 

MSWMSWMSWMSW とととと QODQODQODQOD    

2017 年 11 月 12 日（日）、中部学院大学各

務原キャンパスにて、人間福祉学会第 18 回

大会が開催されました。 

 

この学会で私は、「医療ソーシャルワーカー

養成教育における QOD の位置づけ」を口頭

発表しました。活用したスライドショーは、

資料資料資料資料３－３－３－３－７７７７ のとおりです。 
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本発表の結論は、 

社会保障制度改革国民会議報告書（H25）

が、人間の尊厳ある死＝QOD を高める医療

も視野に入れた。同医療にかかる相談員の研

修は平成 26年度からモデル実施されている。

その研修内容は、国が示した「人生の最終段

階における医療の決定プロセスに関するガイ

ドライン」に準拠し、当事者の死に関する意

思決定支援が総合的に伝授される。すなわち、

患者の「人生の最終段階における医療」にお

ける医療・ケアチームは、ACP の充実や QOD

を念頭においた、モデル事業の成果を踏まえ

実施され、エビデンスの蓄積を進めている。

一方、MSW を取り巻く状況は、結果①「従

前保持」②「改革先延ばし」③「分断された

領域論」「未熟な研究蓄積」⑤「不十分なリカ

レント教育」で認められるように、十分でな

い。 

 患者をケアするための医療・ケアチームの

一員として働こうとする場合、MSW の専門

性は不十分である可能性がある。 

少産多死社会という現実や人々の死生観の

変化、上記の①～⑤の結果を踏まえ、MSW

養成教育課程は、人間の死に関するドミナン

トストーリーを転換し、多様な死や QOL と

QOD の連続性など、死に関する新たな知見

を教育に取り込み、看取りチームの中で機能

を担えるよう、新たな教育をすべきである。 

 

 

こんな本書いています（こんな本書いています（こんな本書いています（こんな本書いています（16161616））））    

このほど、ヘルス・システム研究所から『生

殖医療と脱「出自」社会』（単著）を出版し

ました。（ISBN 978-4-906827-03-9） 

 

 本書は、 

 

生殖医療は「人の生命の誕生に関わる医療」

であり、患者と医師という一対一の関係では

完結させることができません。 

第三者を介する生殖補助医療において生ま

れてくる子どもの法的地位保全は重要な問題

であり、慎重な議論を重ね、子の福祉を最優

先するような法益が考えられなければなりま

せん。 

本書では、高度生殖医療を使うことによっ

て生まれた子、育まれた家族が、地域やコミ

ュニティから排除されないためには、いかな

る社会をデザインし、かつ専門職等からのサ

ポートがいかに必要であるのかを探求しまし

た。 

一連の調査は、2008(平成 20)～2009(平成

21)年度 科研費（若手研究(スタートアッ

プ)）「非配偶者間生殖補助医療で生まれた子

どものナラティブ再構築に関する研究」（課
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題番号：20830112）及び 2011(平成 23)～

2013(平成 25)年度 科研費（基盤研究（C））

「第三者の関わる生殖技術とソーシャルワー

ク」（課題番号：23530773）並びに 2014(平

成 26)～2016(平成 28)年度 科研費（基盤研

究（C））「高度生殖医療とソーシャル・イン

クルージョンに関する研究」（課題番号：

26380790）により行っています。 

本書の目次は、 

はじめに 

第１章 当事者の語り 

１ 出自」を求める子どもたちの声 ２ 

ニュージーランド在住Ａさん ３ 「不妊」

を排除しない社会に－わが国における不妊

当事者団体の声－ 

第２章 未来志向のママたち 

１ 「輝くママ」の循環システム...日本の

場合 ２ 日本人ママたちによるプレイグ

ループ...ＮＺの場合 ３ 異文化社会に

おける子育て－ＮＺ在留邦人ママたちへの

インタビュー調査より－ 

第３章 居場所を求めて- プラットフォーム

- 

１ 「いじめ」当事者のインクルージョン 

２ 異なる「出自」の子どもも排除されな

いか ３ 二ュージーランドの日本人と日

本人会 ４ エイジレスライフ－ＮＺ在住

邦人高齢者は今－ ５ 被災地邦人組織の

新たな役割 

第４章 日本は何を選択すべきなのか 

１ 生殖医療施策と福祉の視点 ２ 生殖

医療福祉施策の日本とＮＺの比較 ３ 生

殖医療に関する見解の変遷 

第５章 脱「出自」社会とは 

１ 排除されずに居場所を求めるために～

ソーシャル・インクルージョンの理解～ 

２ ニュージーランドからの示唆 ３ 生

殖医療と脱「出自」社会 

おわりに 

本書の特徴は、次の通りです。 

高度生殖医療がグローバルに伸展していく

ことに着目し、本書ではグローバル・シンキ

ング、ローカル・アクトという観点で研究を

進めた。多くの先進国での取組みがある中で、

ニュージーランドを選択した理由は、高度生

殖医療にＳＷが関わり、子どもの出自を知る

権利とドナーや提供機関の責務について規定

している法律を有していることであった。ま

た、ニュージーランドは、ニュージーランド

という固有の社会事情に応じた独自の社会シ

ステムを構築してきた。その根幹にはマオリ

とパケハの歴史的背景があった。マオリとパ

ケハなど「生まれ」によって区分されてきた

人びとの権利を、歴史を踏まえて歴史を遡り、

擁護することを政策上実現させたことである。

時間を遡り、人権を擁護する中に「出自」も

ある。ニュージーランドのように時間を遡り、

人権を主張でき、権利が擁護される仕組みづ

くりがわが国においても求められよう。 

筆者が提唱する生殖ケア・ソーシャルワー

クにいう環境の整備は、①当事者の権利を擁

護する法律の整備と、その後のアクション並

びにアクションへの支援、②当事者性を有す

る関係者の相互対話と、橋渡しのできるシス

テムの構築、さらに③これまで私的な出来事

とされてきた「子どもを産み、育てること」

をグローバル化した社会の中で、社会的な環

境下で行なわれることに変化させていくグロ

ーバル・インクルージョン理念として確立し、

④そうした理念が確立した中で、当事者が希

望を実現できるよう居場所を確保していくこ

とが含まれる。生殖ケア・ソーシャルワーク

では、権利に基づく不妊相談、喪失に対応す

るスピリチュアル・ケア、グローカルな価値

判断に加え、妊娠期から子育て期に対応する

安心感の醸成をも支援の対象とする。高度生

殖医療を活用することを是とする前提として、

異国での当事者のHuman well-beingの実現を

視野におく必要がある。それは「不妊／不妊

治療中／治療後」を通した将来に関わり、当

事者がどこを居場所と選ぼうとも、当事者の
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ライフマネジメント力を高めることをも支援

することである。 

出自を知り、アイデンティティを確立する

ことは、国連子どもの権利条約で認められた

子どもたちの権利である。そうした子どもの

権利を擁護するソーシャルワークは、国際子

どもソーシャルワークの課題の一つへの対応

である。グローバル化したわが国においては、

教育現場の一端を担うスクールソーシャルワ

ーカーが、こうした出自の異なる子ども達の

アイデンティティに配慮した、その望ましい

確立をもサポートしていく実践力が必要とさ

れている。この点については、十分に言及で

きておらず、海外教育施設へのスクールソー

シャルワークの導入やそれに関する可能性の

追求として今後の課題としておきたい。 

 自を知り、アイデンティティを確立するこ

とは、国連子どもの権利条約で認められた子

どもたちの権利である。そうした子どもの権

利を擁護するソーシャルワークは、国際子ど

もソーシャルワークの課題の一つへの対応で

ある。「生まれてくることが幸せ」と思える

社会とは、誰もが差別されたり、偏見を持た

れたり、排除されたり、不公平な扱いをされ

ない社会である。生まれてくる子どもや高度

生殖医療を利用する者、さらには親族や同年

代の人々に対しても、十分なで確な情報が届

くという配慮や状況も含まれる。必要な時に

必要な人に必要な情報を届けられる社会シス

テムが構築され、容易に情報が得られる情報

のユニバーサル化が必要である。それによっ

て、当事者の人権は擁護されると考えている。 

 

 

高大接続研究～シラバスチェック高大接続研究～シラバスチェック高大接続研究～シラバスチェック高大接続研究～シラバスチェック    

 2003 年 4 月から専門職業教育として開始

した高校福祉科で、「福祉」を教育する教職課

程に関する大学での教育内容について、どの

ような授業計画（シラバス）にすべきか、そ

の方向性を問う論文を執筆しました。 

 研究成果は、中部学院大学・中部学院大学

短期大学部 『教育実践研究』3（1）（ISSN 

2424-1105）に掲載されました。 

  

 

 本論の概要は、 

 高校福祉科教育のたどった変遷を踏まえ、

高等学校学習指導要領等の改訂後の高校福祉

科教育を担う教員養成について議論する。そ

のため、大学における教職「福祉」養成課程

にある福祉科教育法の授業計画（シラバス）

並びにシラバス研究について検討した。 

その結果、今後の福祉科教育法のシラバスは、

①授業の方法としての[演習]の評価の構造化、

②教員と学生の双方向コミュニケーション・

ツール化、③学生の自己成長エビデンス記録

媒体化、④学科ポリシーに連動した教育シス

テムの可視化のためのツール化という諸点を

克服できるよう総合的な改善が求められる。

そうした改善は、高校福祉科教育の高度化に

寄与するツールの開発となり、福祉科教員を

めざす学生と社会の期待に応えられるだろう。 

 

 本論の全文は、資料資料資料資料３－３－３－３－８８８８ のとおりであ
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る。 

 

自己肯定感の向上の鍵は？自己肯定感の向上の鍵は？自己肯定感の向上の鍵は？自己肯定感の向上の鍵は？    

学部の共同研究として進めてきた「学生の自

己肯定感に関する調査研究」の成果を発表し

ました。 

 

 

 

共同執筆した論文の全文は、資料資料資料資料３－３－３－３－９９９９ の

とおりです。 

 

この研究で得られた成果は、次とおりです。 

 

本研究では、福祉系大学Ａ学部の学生の自

己肯定感と日常生活における活動の現状を把

握し、学生たちが「夢を描き、一歩を踏み出

せる」素養を養成するため、如何なる教育的

配慮が必要なのか、その課題を明らかにする。 

そのため本研究では、先行研究レビューの

結果を踏まえ、高儀ら(2015)が行った調査研

究のデザインを参照し、近藤(2013)の尺度を

用いて、Ａ学部の学生の自尊感情と生活体験

についての研究をデザインした。 

得られた結論。Ａ学部の学生は、社会的自

尊感情並びに基本的自尊感情の両方が高いタ

イプの学生とその真逆の学生に二分されてい

た。したがって、両タイプの学生の特性を活

かした、Ａ学部における学習面や社会活動へ

の参画の動機付けや継続の必要性、さらには

より高所を目標とする意欲を引き出すような

教育的配慮が必要であると考えられる。 
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