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《授業実践報告》

高等学校福祉科「介護過程」における授業の組み立てと
介護職員初任者研修などを含む科目展開

千葉県立松戸向陽高等学校　教諭　鈴　木　恭　太
Kyota Suzuki

１　はじめに

　1993（平成 5）年にできた千葉県内で初めての福
祉教養科という介護福祉士の養成校である松戸矢
切高校に、私は 1996（平成 8）年に異動しました。
　すぐに福祉教養科の担当になったわけではな
く、普通科の担任や学年主任として「倫理」や「現
代社会」を教えて、2000（平成 12）年の福井医科大
学での文部科学省の認定講習を受けて教員免許を
取って、それからずっと「福祉」をやっています。
　毎年、思うのは私自身の勉強不足です。何回や
ってもうまくいきません。「倫理」のときは自分の
ペースできちんとできて、ビデオ教材や新聞の切
り抜きを教材化し、感想文を書かせ、それをテキ
スト替わりにして生徒とやりとりをして、いいか
たちでいつも授業ができていたと思っていたので
す。「福祉」を教えるようになってから、また勤務
校は介護福祉士の受験校なので、どうしても好き
勝手にというわけにもいきません。ですから毎年、

「ああ、今年はいい授業ができたな」という思いが
ないのです。
　これからお話しします「介護過程」ですが、特例
校も含めてどこの介護福祉士養成校の先生方ももの
すごく苦労をされていると思います。専門的に教
わっている人がまずいないからです。
　勤務校は、「こころとからだの理解」を教える都
合上、「看護」の免許を持っている教員が二人いま
す。「看護」には「看護過程」という科目があるので、
ご承知の先生もいらっしゃると思いますが、すご
く似通っています。患者のアセスメントをして、

関わり方、情報の導き方、エビデンス・根拠は何
かという方法で生徒に指導するので、「介護過程」
に対しても同様に適切な指導やアドバイスができ
ます。
　新カリキュラムになるときに介護福祉士が必要
だろうと 2000（平成 12）年、NHK 学園の通信教育
を受けて、介護福祉士の資格を取得しました。そ
の後、実務経験 5 年間にかわる研修、全国大会の
講習を 2 回受講しました。あとは近くの老人保健
施設で実習をしました。実習費用は県から最低の
5 日間しか出ないのですが、近くの老人保健施設
で 5 日間の実習を 3 年間にわたって 3 回やりまし
た。そのうち 2 回は「介護過程」のアセスメントの
実習をやりました。しかし、なかなかうまくいき
ません。
　そんな状況で生徒に「ここは駄目だよ」「この情
報はどこから導いたの」「このニーズの根拠は何」
という指導は、自分がやってうまくいかないので
適切な指導・アドバイスは、はっきり言って、も
のすごく困難です。テキストを見てできるという
ものではないのです。
　それは私だけが駄目なのではなく、どの介護福
祉士養成校、「介護過程」を教えている先生も悪戦
苦闘されているだろうと思うのです。中島先生か
らお話があったように「こんなに苦労しています」

「大変です」という実践が出てきません。だから、
今日は恥をさらけ出すつもりで来ています。そう
ご理解いただければと思います。

２　千葉県立松戸向陽高等学校　福祉教養科
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⑴　カリキュラム
　松戸向陽高校に私が赴任したのは統合前の松戸
矢切高校で、「矢切の渡し」の歌で有名な江戸川沿
いにあります。2011（平成 23）年に統合して今に至
ります。そのいきさつが「福祉教養科のしおり　平
成 26 年度」の 1 ページ目に出ています。松戸向陽
高校の概要です。
　福祉教養科については、1993（平成 5）年の旧松
戸矢切高校から書いてあります。同じ松戸市内の
全日制普通科の松戸秋山高校に移転統合して、お
金をかけて新しく実習室も造って、現在に至りま
す。
　カリキュラムです。「福祉教養科のしおり」は福
祉教養科の保護者対象に作っています。保護者会
を開きまして、そのときに配って説明をするので
す。施設にも実習先にも配って、こんなかたちで
やっていますと使う資料です。
　別に配付しました「学校案内」をめくっていただ
きますと、普通科と福祉教養科のカリキュラムが
色刷りで比較できるようになっています（35㌻）。
こちらを見ていただければと思います。真ん中の
右に 2014（平成 26）年度生教育課程福祉教養科と
あります。茶色は全部、専門科目です。医療的ケ
アが入ったので、1,855 時間 53 単位びっしり入っ
ています。
　後でお話ししますが、左側が普通科のカリキュ
ラムです。普通科 1 年に「社会福祉基礎」が 2 単位
入っています。
　県の学校改革推進課からの指導というか施策と
して、以前から「福祉科のクラスを二つにしなさ
い」と言われていたのですが、私が学科主任の頃か
ら、今は 3 年生の担任ですが、「絶対にそれは無理
だ。定員が割れるし、実習先確保も難しい。進路
の保証も難しくなるから、それは無理」と断ってい
たのです。「無理ならしょうがない。介護福祉士の
養成クラスは 1 クラス、それ以外に福祉コースも
つくれ」ということで、今の 2 年生が 3 年生になっ
たときに福祉コースができます。それが普通科の
カリキュラムの一番下に同じように茶色で書いて
あるところで、「介護福祉基礎」「こころとからだの

理解」「介護総合演習」「生活支援技術」の 10 単位で
す。
　普通科は県から「8 クラスにしろ」と言うから、
今の 1 年生だけ 8 クラスで、来年は 7 クラスに戻
るのですが、普通科全員に「社会福祉基礎」を教え
ています。それぞれの教員が持ち味を生かして福
祉の何たるかを教えます。
　「社会福祉基礎」を 1 年生でやるか 2 年生でやる
か、これもいろいろ悩んだのですが、やはり興味
を持っている 1 年生でやったほうがいいだろうと、
普通科の生徒に「社会福祉基礎」を教えます。2 年
生では福祉の専門科目はありませんが、興味を持
った者はボランティア部もありますので、積極的
にボランティアに参加しなさいと勧めます。3 年
生の希望者に対して、1 クラス分、約 40 人が福祉
コースに入って、10 単位分の科目を学びながら、
介護職員初任者研修も取れます。
　福祉のコース・系列では、介護職員初任者研修
が取れるところがあると思うのですが、勤務校は
福祉教養科で「看護」の免許を持った教員が「ここ
ろとからだの理解」を教えていますので、普通科の
福祉コースも「こころとからだの理解」が 2 単位入
っています。これが強みというか、他校とは違う
ところです。「こころとからだの理解」を教えるこ
とが普通の福祉のコース・系列ではできないため、

「社会福祉基礎」を組みこんでいるのがほとんどか
と思います。勤務校は福祉教養科に教員がいます
ので、その教員が普通科の生徒にも教えています。

⑵　問題点
　カリキュラムはこんなにびっしりありますが、
その問題点です。介護福祉士養成校、特例校、そ
れぞれいろいろな工夫をして法定時数、「医療的
ケア」が入る前は 52 単位 1,820 時間、「医療的ケア」
が入ってからは 1,855 時間 53 単位を 3 年間でどう
消化していくかです。
　4 ページの「3 介護福祉士国家試験の受験資格を
得るために」です。教務や管理職とも話し合い検
討を重ねて、勤務校の場合は、長期の実習が 2 年
生は 11 月に 5 日間、3 年生は 6 月と 10 月にそれ
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「学校案内」の普通科のカリキュラム（左）と福祉教養科のカリキュラム（右）

講師就任承諾書
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ぞれ 3 週間、15 日間ずつ入るので、そこは授業が
できません。それを割り振りしていかなければな
りません。
　3 年生は火・水・金が 7 限授業です。中間試験
はやりません。中間試験はやらずに、福祉の科目
をびっしり 6 時間します。試験返却後、普通科は
帰ってしまいますけれど、福祉教養科は残って特
別授業を 6 時間やります。冬休みはさすがにやり
ませんが、エアコンが入りましたので、夏期休業
中も授業をやります。
　中間試験をなくして授業、試験期間中も試験が
終わってから全部授業、試験返却後も授業、夏期
休業中も数時間授業をやります。それでやっと
1,855 時間が消化できる状態です。
　夏休みに長期実習を入れれば、少しは可能かも
しれませんが、勤務校はどうしてもそれができま
せんでした。施設側の都合があって、ある施設は
できるけれど、ある施設はできません。うちは 16
施設にお願いしているのですが、同じ時期に一斉
に開始しなければなりません。私が依頼調査をし
たとき、半分はできるけれど、半分は無理との回
答でした。「大学・専門学校が入っているので、お
引き受けできない」と言われたので、しかたがなく
6 月と 10 月の 3 週間でやっています。
　レジュメには問題点とありますが、「学校案内」
を見てもわかりますように、普通教科は必要最少
限ですので、高校教育として「本当にいいのだろう
か」と思います。高校の専門学校化です。専門高
校ですから当たり前かもしれませんが、偏っている
と思います。英語も数学も国語も社会も本当に必
要最少限です。学習指導要領上は違法でも何でも
ないのですが、とても偏ったカリキュラムです。
普通科と見比べれば、一目瞭然です。「これで本当
にいいのか」と私は強く思っています。

⑶　専攻科設置の提案
　もうちょっと普通教科を増やすとすれば、あと
は専攻科の設置しかないと思っています。
　「看護」の専門科目は 1,890 時間ぐらいですか。
間違っていたらごめんなさい。それはやはり高校

3 年間ではできません。千葉県は幕張総合高校に
「看護」があって、専攻科を 2 年間設け、5 年間か
けてやって国家試験を受けさせるようになってい
ます。
　介護福祉士養成高校は 1,855 時間を 3 年間でや
っているので、本当に無理があります。専攻科を
設ければ、それだけお金も学費もかかってしまい
ます。以前、全国福祉高校大会で提案したとき私
学の先生が「うちは、専攻科はとても無理です」
と言っていました。
　無理なところは今の 3 年間でやればいいのです。
余裕がある程度あって、理解が得られるのであれ
ば、私は専攻科を 1 年間設けるべきだと思ってい
ます。かつての旧カリキュラムの 1,180 時間プラ
ス専攻科で「介護過程」の実習に特化した 1 年間を
設ければ、普通科のカリキュラムも余裕を持って
できるでしょう。
　そうなったときには、幕張総合高校の「看護」も
そうですが、クラス全員は残りません。40 人入学
して専攻科に行くのは 26 人ぐらいです。あとは進
学や就職です。私はそれでいいと思うのです。全
員無理やりやっても、いい介護福祉士は養成でき
ないと思っています。新潟県の八海高校も旧カリ
キュラムのときに受験組とそうではない組、進学
組に分かれてやっていたと思うのです。私はそれ
が理想と思います。
　無理やり全員受けさせて受かっても、いい介護
福祉士になれることはないと思います。知識と技
術を身につけても、この仕事は気持ちがなければ
続きません。続くわけがありません。
　本当に気持ちがあって、やる気があって、モチ
ベーションの高い生徒がしっかり学べば、介護福
祉士も 100% 近く合格して、質のいい介護福祉士
の養成ができると思っているのです。レジュメの
2 にいつの間にか行ってしまいました。専攻科を
1 年つくる。できなくはないですが、やっている
学校がどこもありません。文部科学省の矢幅教科
調査官もむろんお勧めはしません。しかし、法令
からすると専攻科を設けていけないことは一切あ
りません。問題はないのです。ただ、やっている



長野大学地域共生福祉論集　第 10 号　2016

－ 37 －

ところがありません。千葉県は先陣を切ることが
まずありません。
　お金もかかるし、時間もかかるわけですが、生
徒の負担やいい介護福祉士の養成を考えると、専
攻科を 1 年間ということを強く提案したいところ
です。教員も少し余裕ができますし、生徒も余裕
ができます。なにより本当に気持ちのある、モチ
ベーションの高い生徒が介護福祉士になっていく
だろうと確信しています。普通教科の異様に少な
いカリキュラムの歪みを是正する意味もあります。

３　千葉県の介護職員初任者研修

　講師要件のハードルです。各都道府県の知事部
局によって微妙に違うのかもしれません。千葉県
は、看護師なり介護福祉士なりヘルパー 1 級なり
の資格取得後 5 年間の実務経験があって、38 項目
のうち一人の講師が担当できるのは 6 項目までで
す。私の講師就任承諾書（35㌻）が資料にあるかと
思います。A4 の 1 枚の両面刷りです。県に出し
ているものです。科目が「職務の理解」から、裏面
の「振り返り」まで、項目は 38 項目あります。私が
担当する項目は丸を付けてあります。6 個付いて
います。38 項目のうち 6 項目です。
　厚生労働省が指導していることなので長野県も
同じですか。微妙に違うかもしれません。実務経
験 5 年間といっても、それは無理です。介護福祉
士の養成校または旧ヘルパーの養成校として、高
校で教鞭を 5 年間以上執っている人は、千葉県の
場合は資格取得後 5 年として見なすとなっていま
す。他県も同じですか。
　介護福祉士養成校としてスタートした、勤務校
の旧カリキュラムのときは教員が 3 人でしたか、
4 人でしたか。県の福祉教育拠点校であると同時
に、コースと専門学科を持っているので、実習助
手はいないのですが、臨時任用 3 人を含めて 10 人
います。
　勤務校の場合は教員だけで賄えてしまいます
が、長野県のコース・系列の学校もそうでしょうが、
教諭一人プラス講師でやっていると思うのです。

介護職員初任者研修の講習のためには、一人 6 項
目で 38 項目ですから、講師が最低、7 人いなけれ
ば駄目です。6 人では足りません。教員が自分で
やるにしても、6 人はどこかから講師を見つけて
こなければなりません。どこの都道府県もそうだ
と思うのですが、近くの老人保健施設や特別養護
老人ホーム、病院にまとめて講師をお願いします。
それができない場合は、県や市の社会福祉協議会
で資格を持っている方にお願いしています。
　というわけで、一人ひとり講師を見つけていか
なければならないので、ものすごく大変です。千
葉県の場合もそうですが、講師を見つけて、一人
あたり 7 時間、8 時間、10 時間、年 22 時間とか。
そのために履歴書を出して健康診断を受けて、資
格の写しを出して、それだけでお金が 6 千～ 7 千
円かかります。ふざけた話です。ものすごく負担
をかけてしまいます。その改善がなんとかできな
いかと高校の福祉教育部会から知事部局にお願い
しているところですが、なかなか改まりません。
　どこの学校もそうだと思うのですが、講師要件
は高校にとってはなかなかハードルが高いです。
介護職員初任者研修の養成では、講師を見つける
のがすごく大変です。

４　本校の介護職員初任者研修

⑴　福祉教養科
　福祉教養科の介護職員初任者研修の実施要項

（38㌻左）と計画（38㌻右、最初の㌻のみ掲出）です。
福祉教養科の場合は 2 年生の 4 月スタート、12 月
末で終わりです。1 ～ 2 学期でできてしまいます。
授業はほとんど介護職員初任者研修のテキストと
同じものをやっています。
　この講習は欠席したら補習をやらなければいけ
ませんが、補習をやるにも限度があります。福祉
教養科の場合は 1 学期に休んだら、期末の特別授
業もあるのですが、その合間を縫って、答案返却
や大掃除の日の放課後に残って課題を出してやら
せます。1 時間から、骨折で入院した生徒が 15 時
間でした。ヒーヒー言いながら補習をやっていま
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す。きっちり課題を出しています。教員も監督で
ちゃんとついてやるので、限度があります。
　介護職員養成研修の「欠席補習について」です。
これは学校独自に決めたものです。福祉の科目は
全部読み替えてやっています。それが 1 ～ 2 学期
の間で欠席が 20 時間を超えた者に関してはもう
補習はやりません。やらないということは、資格
が取れないことになります。厳しいのです。勤務
校のクラスは長期欠席や遅刻で 3 人出ました。長
期入院や事故の場合は特別に考慮しますが、遅刻
したとか、1 時間目を欠席したとかいう場合は 20
時間を超えると補習の対象にはならないので、初
任者研修は修了できないことになります。補習も
全部授業なので、厳しく対応します。
　ヘルパーのときと違って、確認試験、修了試験
は、それぞれ教員が手分けしています。単純な○
×の問題を 100 問出します。70 点に達しない者は
追試験ですが、落とすための試験ではないので、
受かるまでやらせます。70 点に達したところで修
了を認め、2 年生の 3 学期末に成績会議を開いて

「こういう状況です」と諮って、校長から終業式の
日に修了証書が渡される段取りになっています。
　4 月からの研修計画が細かく出ています。教員
が 10 人いるので、余裕でできてしまいます。「こ
ころとからだの理解」も「看護」の教員免許を持っ
ている者がいますので、そんなに苦労なくできて
しまいます。

⑵　普通科福祉コース
　普通科の福祉コースは、2015（平成 27）年度から
3 年生で希望者を 1 クラス分募って、「学校案内」
にも出ていましたように、10 単位で 130 時間を実
施します。4 月から始め、時間は計算して作って
あります。
　介護職員初任者研修になって、実習に出さなく
てもよくなりました。行かせても行かせなくても
いいのです。福祉教養科は介護福祉士養成のため
で必然的に実習に行かなければ駄目ですが、普通
科は実習には出しません。それは生徒にも教員に
も負担が少ないのでいいのですが、実習に行かせ
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ないで「本当にいいのか」と思わなくはないのです。
　ヘルパーのときは在宅という意識があったので、
在宅でヘルパーがどんなことをやっているか、ほ
とんど見学実習でした。介護職員初任者研修は、
介護福祉士養成のための最初の段階の学習のため
実習はその後になってくるという想定で、実習は
なくてもいいということでしょう。
　介護職員初任者研修を修了していれば就職でき
ますし、今は資格がなくても就職できます。施設
が「指導していきます」と介護職員初任者研修を実
施していると思います。介護職員初任者研修を修
了して就職する生徒が少なくない中、現場を経験
させないで出してしまっていいのかとても疑問に
思っています。
　本校の場合は「看護」の教員免許を持つ教員がい
るので、「こころとからだの理解」が設定できます
が、多くの学校はそれが無理なので、「こころとか
らだの理解」という医療に関する科目に関しては
外部講師を呼ばなければなりません。ここが一番
苦労されるところかと思います。講師就任承諾書
の 9「こころとからだのしくみ」と「生活支援技術」
です。これは看護師などの資格のない方は教えら
れないので、一番苦労するところかと思います。

５　千葉県学校改革推進課による福祉教育の推進

　千葉県学校改革推進課による福祉教育の推進で
す。「高校で福祉を学ぼうPartⅡ」参照とあります。
ちょっとかわいいカラーの冊子をご覧ください。
これは千葉県福祉人材確保・定着地域推進協議会
の発行、要するに福祉の人材を確保するために県
がお金を出しますということです。国からもお金
が出ていると思います。いろいろな講習会や研修、
PR に関して企画を出して、それが通れば、きち
んとお金を出します。最高 40 万円です。
　本校は高校福祉教育の県の事務局をやっていま
すので、中心になって申請して、40 万円の予算が
通って、この冊子を 1 千部作りました。県内の全
部の中学校と、ほとんどの施設、特別養護老人ホ
ーム、老人保健施設、障害者施設、千葉県介護福

祉士会、県内の地区社会福祉協議会、県社会福祉
協議会、高校福祉科の教員と大学の連携の研修会
にも置かせてもらって、あらゆるところに配りま
くっています。「こういうふうに千葉県はやってい
ます」と PR しています。
　一番後ろの見開きのページに、県内のどこの高
校で福祉を学べて介護職員初任者研修が受けられ
るという地図が出ています。
　以前は本校と幾つかの学校しかなかったのです。
介護福祉士の養成課程は勤務校しかないですが、
学校改革推進課の千葉県のどこにいても福祉をや
りたい生徒は福祉を学べて、なおかつ介護職員初
任者研修を受けられるようにしていきましょうと
いう施策の現われです。
　お回ししている資料は、2010（平成 22）年から「今
後の福祉教育について」、学校改革推進課がいろい
ろなブレーンを集めて話し合いをしていった、そ
の議事録と資料です。
　これを見ますと、本校を拠点校として、それぞ
れの学校・コース・系列で、どこにいても生徒が
福祉を学べて、介護職員初任者研修が受けられる
ようにしていくのだ、という話し合いのプロセス
がよくわかります。高校福祉教育の問題点、課題
点も出ています。最後に参加者の名簿が出ていま
す。このとき私は学科長で駈けずり回っていて、
余裕がなかったので、現学科長、「看護」の教員で
当時は担任をやっていました清水が本校から出て
います。話し合いのいきさつと結果が出ています。
　学校改革推進課が中心になって、千葉県は勤務
校が福祉教育拠点校となって、どこにいても福祉
が学べ、介護職員初任者研修が修了できることに
なっていきました。他県の福祉教育行政との比較
検討をしたことはないのですが、個人的にはすご
くいいと思っています。
　本校が福祉教育部会の事務局であると同時に拠
点校という位置づけになって、県の福祉課や知事
部局とやりとりするのです。それ以前は、ヘルパ
ーの申請にせよ何にしろ、それぞれの学校が独自
で県に行って折衝しなければなりませんでした。
そういう負担を減らすために、福祉の拠点校であ
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る本校の教員、ほとんど学科長がやるのですが、
県といろいろ話し合い、あとは本校の校長が会長
なので、一緒に県に行って折衝します。県の教育
委員会の教職員課に教員配置をもっと増やしてほ
しいという要望も、各校がバラバラにやるのでは
なく、各校からの意見を集約して県と折衝する、
そういうシステムができあがっています。バック
に学校改革推進課がついているので、本校が教職
員課にあたったり、知事部局の福祉課に折衝に
行ったりしています。
　それだけではなく本校が中心になって、12 月に
もやりますが、いろいろな研修会をやって、矢幅
教科調査官からの指導主事連絡協議会の情報もき
ちんと各校に流すシステムがやっとできあがりま
した。教員同士の研修会もやっとできるようにな
って、うまく回っている状況になってきました。
ずいぶんと時間もかかりましたが、システムとし
て施策として、すごくいいのではないかと思って
います。
　ただ、本校の学科長が福祉教育部会の事務局長
と福祉教育拠点校の中心なので、仕事は半端では
ありません。出張だらけです。ここにいらっしゃ
る先生方もそうかもしれませんが、すごくハード
ワークです。しかし、教員は 10 人いますので、助
け合いながら、うまくシェアリングしながら仕事
をしています。システムとしてはすごくよく回っ
ている状況かと思います。

６　「介護総合演習」「介護実習」と連動した「介護
過程」の実践

⑴　「介護過程」の進め方と課題
　「介護過程」は、2011（平成 23）年度の 3 年生は 4
単位でやっていました。すごく偏ったカリキュラ
ムです。しかも「介護総合演習」も 3 年生で 2 単位
をしていたので、1 日に 2 時間、3 時間と「介護過
程」を実質やっていました。4 月からスタートして
6 月の実習までに大急ぎでテキストをワークシー
トに落としてやっていました。
　今はメヂカルフレンド社の「介護過程」を使って

います。これを使っている高校はほとんどいない
かと思います。看護関係の教員がほとんど書いて
いて、「介護過程」のテキストというよりはマニュ
アルです。およそ高校のテキストには全くふさわ
しくありません。他の学校は中央法規が多いので
はないですか。でも、内容が実践向きでは全くな
いのです。中央法規はすごく格差が大きいのです。
うちは学科長が看護系なので「ハードルが高いけ
れど、メヂカルフレンド社でやりましょう」と
2011（平成 23）年度から使っています。
　授業の進め方を話します。私のワークシートが、
両面刷りの B4 のものです（下、左半面のみ掲載）。
7 月で終わっています。今は 2 単位なので、2 年
生からテキストを始めて、ワークシートをずっと
使っていって、1 学期の末で終わる感じです。こ
のワークシートはテキストを見れば、ある程度、
書けるようになっています。時間を与えてテキス
トを見ながら書かせて、ある程度、書き終わった
ら私が解説していくというやり方です。
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　3 枚の綴じたものです。「介護過程」（右）と「介護
総合演習」「介護実習」（42㌻）のシラバスです。そこ
に進め方が出ています。2 年生のところは出てい
ません。3 年生になってからです。
　6 月に 15 日間の実習があります。全員、特別養
護老人ホームです。16 施設に依頼します。受け持
ち利用者を一人決めて、アセスメントだけに特化
した実習です。その事前、事後指導です。
　今年、卒業した生徒までは 4 単位でやっていた
ので、お回ししているテキストを使いながら 4 月
から集中して「アセスメントはこうなんだよ、情報
の解釈はこうだよ」と学んで、6 月の実習に行くの
です。授業内容がまだ頭に残っているので、授業
で学んだことをすぐ実践に生かせたのです。
　今年度は初めての 2 単位です。自分のクラスで
やっていて、アセスメントの学習は 2 年生で終わ
っているのです。いざ 3 年生になって本番の「介護
過程」のアセスメントを実習でやってみたら、ほと
んどの生徒が忘れています。コミュニケーション
を取りながら情報を集めるのですが、その解釈が
できません。他の学校でも多いかと思うのですが、
どうしても観察が不十分です。何回も念を押すの
ですが、コミュニケーションが中心になってしま
って観察が不十分です。「ちゃんと見ていた。確認
したのか」というと「いや、見ていません。確認し
ていません」というのが多々あります。コミュニケ
ーションが難しい認知症の方ですと、ほとんど情
報収集ができません。「2 年生のときにやったでは
ないか」と言うのですが。今年初めて 2 単位でやっ
てみて、授業の進め方のまずさに気づきました。
いろいろ問題はあるのですが、アセスメントの実
習に特化して 6 月にやります。
　1 学期は、介護計画の立て方まで、全部テキス
トは終わらせます。
　2 学期になって、介護計画の実施と記録、評価
の学習をして、実習に行く前に学校で介護計画を
立てて、それを持って 10 月 1 日からの実習に臨ん
で実施します。実施、評価、修正を 2 回繰り返す
ことになります。戻ってきて、学んだ内容をレポ
ートにまとめて、実習報告会の準備です。評価の
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仕方は、ワークシートと試験をやります。中間考
査はないですが、評価割合は期末考査 7 割と提出
物 3 割でやっています。
　3 学期は、実習が終わってテキストも終わって
いますので、「介護過程」のまとめで、「介護総合
演習」と一緒に抱き合わせてやりながら、事例研究、
事例検討をします。事例についてグループで話し
合わせて、意見を出させて、知識・情報を共有化
しながらやっています。
　「介護過程」に出てくる国家試験の実際の事例問
題、それも授業で使います。国家試験は「選択肢の
中から一つ選べ」ですが、選択肢を全部隠してやり
ますので、いろいろな意見が出てきます。国家試
験の事例問題を選択肢なしで、グループで話し合
わせて、「このアセスメントはどうだ」とか「支援方
法はもっとこういうのがあるのではないか」とか、
グループで話し合わせて発表会をさせます。去年
もやりましたが、結構、面白い授業になります。
試験をやって評価をしていきます。
　「介護総合演習」は、今は 1 単位です。実際はほ
とんど「介護過程」と区別がないような状態です。
時間数が少なく、あえて言えば「介護総合演習」は
事前・事後指導です。
　1 学期は実習前の指導です。2 学期は事前指導、
事後指導です。実習が終わってから、実習報告会
が 11 月末にあるので、その準備に追われます。レ
ポートをワープロでまとめて、パワーポイントで
発表するので、かなりハードです。とても授業だ
けでは終わらず放課後、夜 7 時まで残ってやりま
す。全員に発表させて、昨年度は教員と生徒が一
緒に評価して、上位 7 人を選出して、11 月末の実
習報告会で発表させます。そのときは実習指導者
や他校の先生、いろいろな方がみえて、お言葉や
アンケートをちょうだいします。
　6 月と 10 月の実習の進め方が大雑把に書いて
あります。ヘルパー 1 級の名残りで、訪問看護も
1 日やっていますが、訪問看護は「介護実習」では
認められていないので、時間数の中に入っていま
せん。訪問看護と訪問介護の違いを学ぶところに
すごく意味があるので、実習の時数には入れられ

ませんが、やっています。訪問看護ステーション
に 1 日行って、患者さんのところを 1 日 3 軒から
4 軒回って、訪問看護師と同行してやっています。
少しは違いがわかるみたいです。
　「介護実習の手引き」（以下「手引き」）です。3 年
生の実習の目標、内容、6 月と 10 月、それぞれ分
かれています。3 ページにスケジュールが出てい
ます。1 日刻みのスケジュールです。6 月はほと
んど情報の収集・分析・解釈、アセスメントに特
化した実習です。
　10 月には、6 月で受けもった利用者さんと同じ
利用者さんにもう一度お会いして、6 月の実習が
終わってから学校で介護計画を立てて、それを持
って 10 月に行きます。利用者さんは 10 月までに
大きく変化されている方もいるので、アセスメン
トもしながら計画をある程度、実施していきます。
すぐに修正が入るので、巡回教員や実習指導者の
アドバイスも受けながら修正して実施していきま
す。
　評価は 2 回やります。かなりタイトでハードで
すが、1 回修正して、最後に評価して終わりとい
う感じです。昨年度は何とかできましたが、今年
度は情けないというか、私の指導も駄目だったし、
昨年度よりかなり生徒のレベルが低く、先ほど言
いましたように、アセスメントを 2 年生でやった
つもりができていないのが 6 月の実習でわかって、
授業計画が遅れてもう 1 回アセスメントの学習を
し直しました。
　10 月の実習に行く前に評価の学習をしたのです
が、実習が終わってから評価の理解が不十分だと
わかって、もう一度、評価の学び直しをしました。
　実習が終わったら実習報告会の準備にすぐあた
るはずが、それもできませんでした。本来はクラ
ス全員での発表会をやって、その中から上位 7 人
のはずだったのですが、今回はクラス全員で発表
会ができなくて、教員がレポートを見ながら上位
7 人を選んで、11 月末の実習報告会までにレポー
トとパワーポイントを作って発表させました。上
位 7 人以外の残り 27 人は学年末考査の後にやる
という、今までにないパターンでした。
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　今年度はすごく混乱しました。「手引き」に書い
てあるような、2 回の評価もできませんでした。
残念ながら、1 回の評価で終わってしまいました
が、当初のスケジュールはそんな感じで立ててい
ます。タイトなスケジュールですが、修正、評価
を 2 回やって終わりです。
　残りは、心得があり、ページ数のない様式 1（オ
リエンテーション記録、下）からは生徒が持ってい
く記録物です。様式 2（右上）はフェイスシートで
す。様式 3（右下、裏面省略）の実習記録はアセス
メント用です。様式 4（45㌻左）は実習記録です。
計画を立てて、短期目標を書いて、それを実施し
ていってどうかという、10 月の後半の日々の記録
です。様式 5 － 1（45㌻右、5 － 2 以降省略）はア
セスメントシートです。6 月、生徒が書きこんで
いくものです。実習のハードさからいくと 6 月の
実習のアセスメントのほうが大変です。日々の記
録を書いて、情報収集しながら、アセスメントシ
ートを完成させ、実習の最終日の次の日に提出し
ます。
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　生徒は睡眠時間を削って頑張るしかない感じで
す。全部、情報を埋めていきますが、なかなか埋
まりません。できる生徒もいますが、不十分な生
徒がほとんどです。「ここはこう考えると導き出せ
るんじゃない」「この情報の根拠はなに」と個々に
指導していく中でわからせ、理解させていきます。
生徒は「ああ、そういうことなのか」という感じで
す。生徒の自力だけで書かせると空欄がすごく多
くなります。「これはこういうことが言えるんじゃ
ない」「このニーズはどの情報から導いたの」「この
ニーズを導くためにはこの情報では少し足りない
んじゃない」と個別に指導し、それで生徒は少しず
つ理解してきます。
　様式 6（下）が介護計画です。書きこむ欄が多い
ですが、生活全般のニーズが項目 1 から 6 までず
らっと並びます。ニーズが 6 個あっても、次の 10
月の実習で全部できるわけはないので、ニーズを
導き出して、その中の優先順位の高いものから二
つ、三つ、計画を立てて実施しなさいとなります。
それで、実施、評価、修正を繰り返します。

　様式 7（下）も書きこむ欄が多いですが、これは
評価記録です。評価もなかなか難しいです。実施
したけれど、どう評価していいのかがわからない、
というのがすごく多かったのです。昨年度も少し
混乱しましたけれど、今年度は昨年度以上に理解
が不足していました。短期目標が達成できたのか、
できなかったのか。できないのだったら、なぜで
きなかったのか。それをきっちり自分で分析する
ことが十分にできない生徒が残念ですが多かった
のです。生徒のレベルに合わせた指導が今回でき
なかったということです。

　あとは、反省会の記録です。自己評価です。最
後の総括で、どんな必要性を感じたか、みたいな
ことが書いてあります。
　検温チェックもやっています。本校はインフル
エンザの予防接種をすることを条件としない替わ
りに、きちんと検温して、保護者に見てもらって、
熱が高い者は自宅待機させます。異常がなければ、
施設に向かいます。熱が上がるようなら「すぐ受診
して検査をしなさい」と伝えています。予防接種を
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事前に全員に義務づけてはいません。「手引き」に
基づいてそのようにやります。

⑵　「介護過程」担当の困難さ
　今までお話してきましたが、ずいぶん苦労して
いるのだなと思われたと思います。それが実際の
担当の「困難さ」です。
　レジュメには書いていないのですが、インター
ネットで見ていたら、川崎医療福祉大学の副学長
をやられて、すでに定年で退職されました保住先
生の論文「大学における福祉科教育法の課題」が
ありました。ケアワークのできない高校の先生が
多く、大学の介護福祉学科を出て高校の先生にな
っている方はほとんどいないのが現状です。みん
な社会福祉学部、ソーシャルワーク系です。です
ので、介護はほとんどの大学でやりません。「高校
の福祉をやるんだったら、介護技術もできなけれ
ば駄目だから、介護職員初任者研修に行って、あ
る程度技術をできるようにしておきなさい」と言え
るような良心的な先生がいてほしいと思います。
川崎医療福祉大学は保住先生の指導の下、ちゃん
と介護技術を教える科目もあります。多くはソー
シャルワークとケアワークが分離してしまってい
ます。ソーシャルワークだけを学んだ先生が「福
祉」の教員になってケアワークを教えています。

「介護過程」も入っているわけですが、ソーシャル
ワークの中で「介護過程」を学ぶことはないわけで
す。そこが担当する困難さに結びつくところなの
です。
　お回しするのは旧カリキュラムの段階で保住先
生が書かれた論文ですが、保住先生が指摘されて
いる大学の福祉科教員養成のソーシャルワークと
ケアワークの分断、きちんと学んでいないという
指摘は今でも解決されていないと思います。介護
技術を学んでいない、社会福祉系の学部を出た先
生方がほとんどの中で「介護過程」をきっちり教え
ることは正直に言って無理だと思うのです。
　本校には「看護過程」を学んでいる「看護」の教員
が二人いて、彼らが主導します。「介護過程」は、
授業は私で、担任も私で実習担当も私なので、教

えていますが、どうしても「看護」の先生から指導
が入ってしまいます。「先生、この生徒のこの部分
の根拠は甘くありませんか」「先生、このところの
ニーズはどこの情報から判断されたのですか」と
私が指導を受けてしまうのです。悔しいけれど、
それが現実です。生徒のアセスメントシートや介
護計画表を見て、その不十分さや問題点をパッと
判断できません。言われてみれば、「ああ、そうか、
そういうことか」、残念だけど、その繰り返しです。
　自分も実習を 5 日間× 2 回、10 日間やり、実際
に利用者さんを持たせてもらって、アセスメント
をやり、自分なりに介護計画を立てましたけれど、
職員からきちんとした指導は受けられませんでし
た。きっちり 10 日間、15 日間、1 カ月間と利用
者さんを持たせてもらって、アセスメント、計画、
実施、評価というわけではなかったので、言い訳
めいていますが、やはり無理があるのかなと思い
ます。
　生徒の問題点が見抜けないというか、指摘がで
きません。「ここはおかしいんじゃないか」「これは
根拠が不十分だよ」「これは情報が不足している
ね」「この情報はどこから導いたの」「どこを観察し
たの」、そういう指導がやはりできません。
　私だけではなく、「看護」教員免許を持っている
二人以外、私を含めた 8 人はほぼ同じレベルです。

「教科書を見て勉強してください」と言われても、
残念だけど教科書を見てできるものではありませ
ん。場数を踏んで、きちんと指導を受けないとで
きません。「介護過程」は甘くないです。
　「基礎介護」は教科書を読んで、 マニュアル、
本、DVD を見て自分なりにできました。「介護技
術」も自分でできます。でも、「介護過程」はケー
スバイケースで、一つの決まった方法があるとい
うわけではないのです。きちんとケースを持って、
自分のできること、できないことを踏まえた上で
学んでいかないと、生徒に十分な指導ができませ
ん。
　今の若い先生も、私みたいに 2000（平成 12）年に
免許を取った社会科や家庭科の先生も同じだと思
います。きちっと「介護過程」を学んでいないとで
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きないと思います。悔しいけれど、「看護過程」を
学んでいる先生はたぶんできると思います。
　2000（平成 12）年に講習を受けましたが、「基礎
介護」はトータルで 10 時間ぐらいでした。テキス
トはまだ手元にあります。あれから自分でも教科
書を読むなどしましたが、正直に言って読んでも
できません。やはり場数を踏んで、自分で実習を
やってみないと駄目なのです。適切な指導やアド
バイスを受けて「こういうときはこういうところ
に注目してください」「このところのニーズの導き
出し方はこれだったら十分、これだったら不十分」、
そういった判断基準が自分の中にないので、生徒
のアセスメントシートの介護計画表を見て、パッ
とわかりません。指摘されれば「ああ、そうか」で
す。生徒のを見て指導できますか。私だけではな
くて、どの学校の先生も、それが現状だと思いま
す。それが「介護過程」の担当の「困難さ」です。
　「介護過程」の事例は、授業研究会などに出てこ
ないですよね。先生方の恥をさらけ出すことにな
るからだと思います。
　ある学校では、教え方が全くわからないので、
4 人で「介護過程」を 1 単位ずつ持っていて、あと
は自分で好きなようにやっているということです。
耳を疑いました。数年前です。介護福祉士の養成
校です。それはちょっとひどいかなと思いますが、
それが現実です。指導は困難を窮めます。
　2000（平成 12）年に講習を受けて、初めて福祉科
の担任を持って、1 年生に「社会福祉援助技術」を
教えたのと全く同じです。今でも苦い思い出です
が、「社会福祉援助技術」を 1 年生に教えて、「先生、
全然わからないよ」と言われました。関係が駄目に
なりました。わからない授業を平気でやっていま
した。今でもトラウマに近いものがあります。
　2011（平成 23）年度に初めて 3 年生で「介護過程」
を 4 単位教えたのは、それと同じ状況でした。メ
ヂカルフレンド社のテキストを読んでも、自分で
理解するので精いっぱいで、とても生徒にわかり
やすくかみ砕いて教えることまでできませんでし
た。
　同じテキストを使って今年 3 回目ですが、それ

でもなかなかうまくいきません。自分のクラスの
生徒の学力レベルは低いのですが、そのレベルに
合わせた適切な指導がどうしてもできません。結
局、混乱を来して、やり直し、学び直しを生ずる
ような事態になってしまいました。3 回目でもま
だ駄目です。勉強不足と言われれば、それまでで
すが、苦労の連続で教え方も不十分です。
　今、私のクラスは 34 人です。「介護過程」は私と
もう一人サブの教員がついています。「介護総合演
習」のサブは「看護」の免許を持っている教員です
が、「介護過程」の 2 単位のサブの教員は私と同じ
講習を受けた家庭科の先生なので、残念ですが、
生徒に適切な指導ができるレベルではありません。
　二人で 34 人はやはり難しいものがあります。2
年生の「介護実習」は介護技術の適切な実施と修得
で、それはだいたい指導できますが、「介護過程」
の指導は生徒の記録物を見ていくので、アセスメ
ントシートの介護計画について、一人数分間で済
むというレベルではなく、一人 20 分間から 40 分
間かかります。「これはこうだよ」「ここはおかしく
ないか」「この根拠は何」と指導します。1 施設 2 人、
3 人、多いところは 4 人いるので、巡回だけでも
2 時間、3 時間かかります。授業の担当者二人だ
けではとても回りません。
　本校には教員が 10 人いるので、10 人で手分け
して 34 人を見ていきます。一人が 3 人か 4 人です。
多い教員は 5 人か 6 人です。今年は週 1 回ではと
ても回らなかったので、1 日おきぐらいに行って
いました。しかも生徒の理解が追いつかないので、
1 日おきぐらいに「記録物を見せろ、見せろ」と指
導を入れていました。そうやって 10 人で手分けし
て今年の巡回指導をやりました。
　私の指導が不十分で混乱を来しましたが、先生
方もそれぞれ勉強してアドバイスして、学び直し
もして、何とかできました。

⑶　生徒の頑張りと限界
　3 年生は実習報告会を 11 月末にいつもやるの
ですが、今年は今までとは違ってクラス内発表が
全員できなかったので、教員がレポートを見て、
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適切な判断ができているものを選んで、協議の上、
7 人を選び出しました。それがその記録です。
　今までは、担当教員と生徒でチェック表をつけ
て、パワーポイントの発表を一人 10 分間ぐらいで
見て評価していくのですが、例えば姿勢が曲がっ
ている、傾いてしまっている人に、クッションを
入れて姿勢を矯正して、食事がスムーズに取れる
ようになったとか、ボーっとしていたのだけれど
も、いろいろ話を聞いて、かつてお手玉が好きだ
ったことがわかって、お手玉を一緒に作って、一
緒に遊んで、それですごく笑顔が見られるように
なったとか、15 日間で利用者さんの ADL なり Q
OL に変化があったものに目が行きがちになって
しまいます。利用者さんはこんなに変わったのだ
ということになります。
　しかし、それがいい介護では決してありません。

「介護過程」で 15 日間支援をして劇的に変わるな
んてまれなことです。ふだん、特別養護老人ホー
ムで職員が個別に関われない中で、関わったから
できたのであって、ある意味、特殊なのです。「そ
んな変化があったんだ」とみんながそこを評価し
てしまうわけです。
　利用者さんの ADL や QOL が向上すればいい
けれど、「介護過程」は決して、それが目標ではあ
りません。低下しないように計画を立てて実施し
て、観察しながら、ADL や QOL が向上しない
までも、適切な支援をして維持していくことが大
事なわけです。
　教員が見たとき、変化ではなく根拠に基づいた
適切な援助をして、維持できているのも高い評価
を得ていいはずです。そういう点から選び出した
のが、今回の報告会の 7 人です。
　2012（平成 24）年だけは別の教員がやったのです
が、2013（平成 25）年は私がやって、2014（平成 26）
年もそうです。2011（平成 23）年、2012（平成 24）
年、2013（平成 25）年はすごく劇的な変化があった
支援ばかりです。それはそれですごいです。自分
で言うのも気がひけますが、高校生のレベルを超
えています。私の指導が不十分でありながらも、
中にはきちんと根拠に基づいたアセスメントがで

きて、きちんと支援をして、変化が見られたとい
うのもあるのです。
　しかし、変化があるのが決していいことではあ
りません。それが目指すべきことではありません。
そういう視点で今年は上位 7 人を見たものです。
　教員と生徒で順位をつけると、やはり成績上位
の者が上に並びます。振り返ってみると、ほとん
どクラスで 1、2 番の生徒が出てきます。クラス
の上位 10 人ぐらいが出てきます。
　今年はそうではないです。この中にはクラスで
30 番台、成績が下の生徒も適切な指導とアドバイ
スを受けて、「どこまで自分の力でやったの」と疑
問は残りますが、名前が入っています。今までと
違うところです。成績で 1 番、2 番、3 番の生徒
はむろん入っていますが、成績が真ん中より下の
ほうの生徒も入っています。今までにない例です。
それは教員の適切な指導と実習指導者の指導のた
まものです。それでいいと思います。
　レポートの形式はだいたい同じです。レポート
を書かせて、パソコンで打たせます。2011（平成
23）年度に初めて「介護過程」の発表をやったとき
はレポートだけだったため、1、2 年生に聞かせ
ると「介護過程」を学んでいないので、わかりませ
んし、聞いているだけだから集中が続かないので
す。そこで、2012（平成 24）年度から、私ではない
担当の若手教員が視覚的にもわかるようパワーポ
イントを入れた指導をしてきました。その分パワ
ーポイントの負担が増えました。
　2012（平成 24）年度はパワーポイントに盛り込み
すぎてしまったのです。せっかくパワーポイント
をやっても、字が小さくて見えないのです。それ
を徐々に改善していって、今は 6 シートでかなり
字も大きくしています。内容を精選してあります
が、パッと見てわかりやすいようになっていると
思います。レポートの内容はずっと変わりません
が、パワーポイントで工夫してわかりやすいよう
にしてあります。
　一人 10 分間、あとで質疑応答を入れて、7 人に
しています。この中で評価の高かったのは、のち
ほどゆっくり見ていただければわかると思います
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が、4 番と 5 番と 6 番の生徒です。実習指導者も
来ていましたが、アンケートを採っても彼らが同
列で並びました。
　特に 5 番の生徒は、10 月の実習の途中で利用者
が入院してしまったのです。しかたがないので、
新たに一からアセスメントをし直したので、コミ
ュニケーションぐらいしかやっていません。でも、
コミュニケーションを取る中で表情が変わってい
ったという例です。よく頑張ったと思います。「介
護過程」は、利用者さんが亡くなったり入院したり、
危篤状態で支援どころではないという理由で利用
者さんを替えざるを得ない生徒が必ず出ます。そ
れで投げ出すわけにいかないので、また一からや
り直しです。評価に不利にはならないようにしま
す。その中で頑張ったのが 5 番の生徒です。声か
けで効果が現れました。この生徒は成績もすごく
優秀です。一番書けているのは 6 番の生徒です（54
㌻～59㌻に掲載）。この生徒も成績は優秀なほうです。
　じっくり見ていただければわかると思いますが、
これでも昨年度よりレベルは残念ながらちょっと
下がっています。生徒の学力に比例します。それ
でもよく頑張っていると思います。
　レポートの内容に差がありますが、基本的に全
員レポートとパワーポイントを作ります。負担も
大きいです。とても授業だけでは終わらないので、
夜 7 時ぐらいまで残ってやります。国家試験の勉
強もある中でです。ハードルが高いです。それが
前例になってしまっているので「3 年になったら、
やるんだ」と思っています。途中で「やりたくない」
と帰る生徒はいません。何が何でもやるしかない、
それが前提です。「先輩たちも頑張ったのだから、
おまえたちはその上を目指すんだ」とモチベーシ
ョンを上げます。つらいですが、やります。やり
抜きます。それがレジュメの「生徒の頑張りと限
界」です。
　教員の指導が不十分で、今回、特に混乱を来し
たので、報告会の内容のレベルはちょっと下がり
ましたが、このレベルまでできます。
　ぜひ他校の「こういうふうに私たちは学びまし
た」という実習報告会を私自身は見てみたい、聞い

てみたい、それができないのがすごく残念です。
みんな苦労されていて、何らかの発表会をすると
思うので、そのレベルを競い合いたいというか、
どれぐらいのことを皆さんはやっているのか、ぜ
ひ知りたいところです。
　高校でも介護技術コンテストをやっています。
それはそれですごくいいと思うのですが、「介護過
程」はある意味で高校の介護福祉士養成教育の総
決算です。すべての知識が入っています。それで
勝負したいと思います。各高校が競い合ったら、
養成された介護福祉士のレベルの向上に繋がると
私は思います。
　生徒にとっても教員にとってもすごくハードル
が高くて難しい科目ですが、総決算なので高校の
レベル、生徒のレベル、ひいては先生方の指導の
レベルが一目瞭然です。それぞれの学校が出し合
って持ち寄ってやれば、教員のレベルの向上にも
間違いなく繋がると思います。教員の指導のレベ
ル、生徒のレベル、すべて出ると思います。
　いろいろな研修や大会で出せるようになるとい
いです。福祉高等学校長会もそれぞれブロックが
研修会を開いていますが、事例を出し合う、報告
会の内容をぜひ知りたいのです。「介護過程」の学
びの総決算をどう出しているか、ぜひ知りたいで
す。
　福祉は人と関わる中で掛け値なしに成長します。
しかし、実習の 40 時間を繰り返しても成長しない
生徒はいます。そういう生徒は介護福祉士には向
かないのかもしれません。職場に入ってから、職
場の中で成長していくかもしれません。でも、普
通科に比べれば、福祉を学ぶと人と接する、他人
と接するので、間違いなく成長します。特に実習
ではそうです。

７　質疑応答

中島（長野大学）：鈴木先生からの報告に関して、
皆さんの学校あるいは職場での実践を踏まえなが
ら質問などをしていただきたいところですが、い
かがでしょうか。
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桐木（エクセラン高校）：長野県松本市にあります
福祉系高校のエクセラン高校の桐木と申します。
貴重なお話をありがとうございました。
　介護職員初任者研修について、長野県内の先生
方はわかると思うのですが、長野県の教員要件は、
同じように資格取得後 5 年間以上の実務経験はあ
るのですが、後半の 35 項目中一人あたり 6 項目ま
でという制限は存在していません。
　ただ長野県は、実習が課せられています。訪問
が 6 時間、施設が 6 時間の 12 時間です。ヘルパー
のときは確か 4 日間で、訪問 2 日間、入所 2 日間
だったのですが、訪問は残っています。やはり大
事だと県が残したのです。それまでは特別養護老
人ホームまたは老人保健施設という指定があった
と思うのですが、それが取り払われて 6 時間です。
加えて 6 時間を、学校近くのデイサービスなどの
各事業所でできるように、計 12 時間の実習が課せ
られています。そこがちょっと違っています。
　高校については教員要件のハードルはそんなに
高くありません。教員側が声を上げたので、ヘル
パー養成講習のときと比べて現行は、柔軟になっ
ています。
　私も 2011（平成 23）年から「介護過程」を担当し
ています。本校は教員が 3 人、非常勤の看護師を
入れて 4 人で回しているのですが、4 年間「介護過
程」を一人で抱えて、本当に悩みながら苦しみなが
ら、鈴木先生が言ったことはそのまま私の悩みで
した。先生は試行錯誤をしながらおやりになって
いて、非常にレベルの高い「介護過程」のまとめな
どをされていると感じました。
　本校も 1 年目は、テキストはメヂカルフレンド
社のものを使っていました。2 年目から実務教育
出版に替えました。事例の中身が具体的だった中
央法規のものをプリントにして配付しています。
テキストは実務教育出版のものを持たせているの
ですが、開いたことが 1 回あるかないかぐらいの
状態です。
　実習報告会は本校もやっていますが、旧カリキ
ュラムの流れで来てしまっているので、「介護過
程」に特化した実習報告会ではないのです。

　実習のカリキュラムについても、ようやくここ
1、2 年、「介護過程」を軸に 3 年生は実習をやっ
ています。報告会まで具体的にうまく繋げられて
はいません。
　そもそもなぜ私が「介護過程」を受け持つことに
なったのかというと、3 人の教員の中で社会福祉
学部を出ていたのが私だけだからです。ソーシャ
ルワークの実習で、援助技術について多少個別支
援をかじっているからという理由だったのです。
ただそれだけです。それでも共通している部分を
うまく使いながらやってきました。
　今年度はパワーポイントも導入し、「介護過程」
をちょっとかじったような実習報告にしました。
書くものが多く、生徒の負担も大きい「介護過程」
ですが、生徒からは「やってよかった」という声が
聞けました。一定の期間、他人のことを必死で考
えるという意味で、すごくいい思い出ができたと
思います。
　実習報告会とは別に、中川先生が実習の事後指
導でやられている、絵を使ったり絵文字を使った
りして、表現するやり方ありますよね。あれを「介
護過程」のまとめの学習で、ここ 1、2 年取り入れ
るようにしました。生徒が利用者と向き合ったで
きごと、事例、計画に至るまでを思い思いに描か
せます。画用紙を使ったり、折り紙を使ったりし
ます。今年は集大成としてかなりすごいものがで
きたのです。心を育てるという意味では少しずつ
かたちになりつつあります。
中川（八海高校）：私も「介護過程」をずっと担当し
ています。勤務校は特例校なので、内容も特例で、

「介護過程」の学習指導要領にはほど遠いことをや
っています。
　実習で評価までやれないことから、新カリキュ
ラムになる前からアセスメントまでの実習をやっ
ています。「アセスメントがしっかりできないこと
には先へ進めない」と実習先から指摘を受けて、は
や 10 年経ちましたが、今はアセスメントすらでき
ていないのが現実です。アセスメントをメインで
やるのですが、ここ数年間はアセスメントにすら
行き着きません。情報収集が全くできていないの
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はこちらの教え方が悪いと思っています。鈴木先
生が話していた、こちらに経験がないのは非常に
痛いことです。私もそうです。
鈴木（松戸向陽高校）：限界があるんだよね。
中島：「社会福祉援助技術」と言っていた時代のア
セスメントの教え方は、どうだったのでしょう。
中川：私自身、十何年も前の大学での学びのこと
を言われても、との思いがあります。「社会福祉援
助技術」も担当していましたが、それを噛み砕いて
教えていました。鈴木先生がそういう思いをして
いるとは、びっくりでした。
　「何を伝えたらいいのかがわからない」というの
が本当のところです。「利用者さんのことを丸々理
解してきなさい」という大きい目標を立てて、「ど
うやったらわかるかな。いっぱい話さないとね」
と関わりの基本的なことを話しています。それを
もとに学校で計画を立て、事例として扱って作業
的なことをしているのですが、今年の生徒は全く
情報を持ってこないのです。毎日立てられない、
今日も立てられない、みたいな感じです。集大成
の科目が「介護過程」なので、他の科目をしっかり
勉強していないと何を見ていいかわからないし、
見たところで何のことかわかりません。利用者の
情報収集に全く繋がらないのは痛いと思います。
　そこをどう持っていくか、実際にやるとなると
相当難しいです。介護福祉士養成校となれば、な
おさら難しいだろうと思います。特例校は、卒業
後の実務経験に全部押しつけることで逃げられる
のです。
　保住先生の話とも関係すると思うのですが、教
科「福祉」の問題点は、教科「介護」なのか教科「福
祉」なのかというところに行き着くのではないか
と思います。いま、そこで悩み始めているところ
です。
　鈴木先生は 10 人の先生方といろいろ苦労して
やっているのがすごいなと思ったのですが、私は
一人でやっていて「介護過程」の発表はやりません。
実習の発表は文集、レポート集にまとめます。実
習直後に反省の発表会はしますが、勤務校は発表
会まではやっていません。

　今年は「介護過程」で、「利用者さんの介護計画を
立てました」というところまであと 1 カ月で行き
着くかどうかがものすごく不安なほど難しいです。
生徒の理解力が落ちれば、もっともっと難しくな
る科目だと思っています。今後、他の学校はどう
やって進めていくのでしょうか。
鈴木：知りたいですね。
中川：鈴木先生が言うように、いろいろな研修会
で授業実践の発表があるのですが「社会福祉基礎」
と「介護福祉基礎」は出てくるのです。しかし「介護
過程」は 1 回も出てきていません。
鈴木：1 回ありましたよ。鳥取県の先生かな。
中川：それは入り口のところだけではありません
でしたか。
桐木：今年（2014 年）の 1 月研修会は割とよかった
です。2 回ぐらいあったのではないですか。
中川：授業実践発表だから、いいところが出てく
るけれど、問題についての協議がなされていませ
ん。問題が出てこないということは、うまくいっ
ているのかというと、そうではないはずです。
鈴木：決してそんなわけではないと思います。
中川：そこをどうしていくのか。経験者が教員に
なっているところもあるのでしょうか。
鈴木：ほぼないでしょう。看護師が教員をやって
いるなら話は別だけれど、ソーシャルワーク系で
はなくて、介護福祉科を出ている教員が高校にい
るのでしょうか。
中島：養成する大学そのものがほとんどないです
ね。日本社会事業大学と何校かあるぐらいでしょ
う。旧福井医科大学はありました。でも、どれく
らいの人が教職を取っているのでしょうか。
中川：日本社会事業大学だって介護福祉コースを
出た人が教育実習をしても、介護ができるかとい
えばどうでしょうか。
鈴木：頑張ってはいるけれど、無理でしょう。「介
護過程」はたぶんわからないと思います。
中川：鈴木先生の話は、教科「福祉」の問題点です。
介護ができる教員がいるのかどうか、本当に教え
られるのかと突きつけられると、私はすぐにでも
逃げたいという感じです。非常に痛いところです。
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そこに「介護過程」も絡んできます。
中島：先の法改正で、言われたように教科「介護」
になったともいえるわけです。
　カリキュラムの話が出てきましたが、社会福祉
士でも新カリキュラムになって「介護過程」に相当
するのがたぶん相談援助実習なのでしょう。実習
は演習と講義科目とセットで結びつき、旧カリキ
ュラム以上に連動してきています。演習と講義科
目がわからないと実習も成り立たないような状況
になっています。
　鈴木先生のお話の中にアセスメントの話があり
ました。本学では 2 年生のときに相談援助に関す
る講義科目でジェノグラムをやっているのですが、
3 年生になって演習をするときには半分の学生は
忘れています。それがわかって実習室としては手
を打てるようになってきたのですが、教員がかな
り意識的に働きかけていく必要があると思うので
す。
　大学では自分の専門があるので、実習教育に積
極的に取り組む教員は必ずしも多くない実情があ
ります。ちょっと語弊があるかもしれませんが、
実習教育はプラスアルファみたいな感じです。大
学は大学としてそんな問題もあります。
　高校はソーシャルワークで育ってきた教員が多
いのに、しかしケアワークをやらなければいけま
せん。ただし、ソーシャルワークプロセスでいえ
ば、アセスメントなどのところがきちんとわかっ
ていれば、ミクロである個人でも、メゾであるグ
ループ、家族、地域社会などでもやり方は同じで
す。
鈴木：それは同じです。
中島：ただ、そこをどうやって教えられるかとい
うことが特に高校の段階ではかなり大変ではない
かと思います。
鈴木：大学で援助技術と個別支援のアセスメント、
見立てがきちんとできた教員はたぶんできます。
今日持ってきていないのですが、2012（平成 24）年
度に「介護過程」を教えた教員が退職してしまった
のですが、法政大学の現代社会福祉学部を出て、
卒業論文は特別養護老人ホームをたくさん調べた

教員でした。彼は個別支援の見立てがきちんとで
きていました。アセスメントの手法を持っていた
ので「介護過程」もきっちり教えられたのです。ジ
ェノグラムとか、ライフサイクルチャートとかを
全部わかって生徒の指導をして、それはそれです
ごくレベルの高い報告会を実施できました。
　ソーシャルワークだから駄目というのではなく、
見立て、思考は「介護過程」の個別支援のアセスメ
ントとたぶん同じなので、大学で学んだ個別支援
の方法と見立てを「介護過程」に持ってこられる教
員は指導ができます。アセスメントができ情報の
収集と解釈がきっちりできれば、その支援方法と
計画はそんなに難しくありません。
　生徒はコミュニケーションと観察が不十分にな
りがちですが、情報収集しても、そこからどうい
うことがいえるのかができません。解釈や分析、
それらができないとニーズを導き出せないので、
そこで決まります。
　そういう意味でいうと、勤務校では 6 月の実習
が一番難しいです。それで決まってしまいます。
アセスメントがきっちりできれば、ニーズも導き
出せるし、ニーズが導き出せれば、それを満たす
ための支援を考えればいいので、そんなに難しく
ありません。

　本稿は、2014 年 12 月 20 日に開催された第 7 回
長野大学 高等学校 「福祉科」教員研修会において
行なわれた報告を収録したものです。

（構成・編集　中島　豊）
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食べこぼしをしてしまう利用者に対する，食事環境調整の効果と課題について
3年 7組 30 番　本間美菜子

１　はじめに
　私は今回の実習で，70 歳代の「食べこぼしをしたくない」というニーズを持つ女性
の利用者を受け持った。利用者の訴えや状況から，食器のずれ防止，距離の短縮，視界
の明瞭化を支援することで，利用者の自尊心を守ること，食欲の維持・向上を期待して
計画を立案した。また，それを実施し，評価することで，利用者に合った工夫のみでな
く，利用者の周囲の環境，人間関係への配慮を行いながら立案することが大切だと改め
て学んだ。そこで，利用者の状況と今回の方法を振り返り，良かった点と改善点をはっ
きりさせ，今後の課題を明確にするためにこのレポートをまとめる。

２　事例概要（受け持ち期間 : 平成 26 年 6 月 2 日～ 6月 20 日，10 月 1 日～ 10 月 22 日）
⑴　生活歴等
　A さん，70 歳代前半，女性。九州地方で 8 人兄弟の 5 番目に育ち，義務教育終了
後，歯科医院の受付で働き，20 代で結婚，関東に転居。専業主婦になり 4 人の子供
を育てる。30 代に膀胱腫瘍になり手術。60 代では脳梗塞を発症し，その後再発で
左片麻痺，排尿障害となる。現在の施設に入所後，認知症を発症。

⑵　ADLの状況
　認知面では，食事の時間や味などを理解している。また，自身が左片麻痺であるこ
とを認識しているが，歩けないことを受け入れたくない為「自分は歩ける」「外出し
たい」という発言が多く見られた。日中の活動動作では車いすを使用している。自走
はできるが，左片麻痺であることと左半側空間無視であることから，声掛けを行わな
いと周囲にぶつかってしまう。また，長く車いすに座っていることができず，臥床時
間を設けている。しかし，昼寝を好まないようで「寝たくない」という訴えがある。

３　介護過程の展開
⑴　アセスメント
項
目 主観的情報 客観的情報 家族・関係者・

記録からの情報 アセスメント

食
　
事

①「朝食べ
た わ よ。」
（10/1）
⑦（ 今日の
おやつは
何かと実
習生と話
している
と ）「 今
日のデザ

	 ー ト は ゼ
リーかし
ら ね。」
（10/2）
⑧「 汚らし
くしてな
い ? 」
（10/2）

②エプロン・スプーン・箸
を使用し，食べ物を認識
して口に運ぶことができ
ていた。調理形態は，6
月同様の普通食だった。
（10/1）
③テーブルと車椅子に 10
㎝ほどの距離がある。
又，姿勢に反り返りもあ
る為，口元にスプーンを
運ぶことが難しそうで，
食べこぼしも見られる。
（10/1）
④咀嚼し，嚥下でき，咽込
みもない。また，口腔ケ
アでは、食物残渣も確認
されていない。（10/1）

⑥ 6 月との体格差はない。
（10/1）

⑤ 記 録 よ り，（9/29，
9/30 記入）全量摂取。
（10/1）

①④⑤⑥摂取量に減
少はなく，栄養状態
に問題はないと思わ
れる。
②④⑦嚥下、咀嚼機
能の低下も見られず
食欲もあるため，問
題はないと思われ
る。
③食べこぼしが見ら
れた原因として，テ
ーブルと車椅子に距
離があったことと，
姿勢の悪さがあげら
れる。
⑧食べこぼしが本人
の自尊心を傷つけて
いる可能性がある。

表 1：アセスメントシート（抜粋）
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〈満たされていないニーズとその理由〉
ⅰ　食べこぼしなく食事をしたいというニーズが，視界の悪さや，姿勢の悪さ，食事の
際の食器との距離の遠さによって，満たされていない。

〈生活全般のニーズ〉
#4.「食べこぼしと食べ残しなく綺麗に食事したい。」というニーズを導き出した。

⑵　介護計画立案
長期目標 短期目標 支援方法

#4-1（10/9 ～
4/9）
食べこぼしを無
くし綺麗に食事
ができる。

#4-1- ①
（ 1 0 / 9 ～
10/17）
食器がずれ
る こ と な
く，食べや
すくなる。

１　食器をずらすことなく，食事を楽しむために
1）食事の際，お盆の下，食器の下に濡らした布巾を
敷く。
濡れた布巾の上にスプーンを置く姿があり，衛生面
にデメリットが出てしまった為，滑り止めマットに
変更する。マットは食器の形に切り、周囲の人と変
わらない配膳風景になるようにする。（10/14 ～修
正）
2）お盆内に食器を一か所にまとめる。

#4-1- ②
（ 1 0 / 9 ～
10/17）
口に運ぶ距
離が短くな
る。

２　食器と体の距離を短くし，口に運ぶ際にこぼす
ことの無いように
1）車いすとテーブルの距離を開けない。
2）体とお盆の距離を開けない。
3）クッションを入れ，姿勢を正し視界を広くする。

#4-1- ③
（ 1 0 / 9 ～
10/17）
食器に残っ
ているかど
うか判断で
きる。
食べ残しに
注意し，食
べきること
ができる。
（10/18 ～
変更）

３　視界を良くし，食器を見やすくするために
1）#4-1- ② -2-3）同様
2）見回りと声掛け，食器の調節を行う。

表 2：介護計画（抜粋）

⑶　援助の実施
◆ #4-1- ① -1　食事の際、お盆の下、食器の下に滑り止めマットを食器の形に切り敷く。
おぼん内に，食器がずれないようまとめる。周囲の方と変わらない食事を楽しんでい
ただけるよう工夫する。

ⅰ　方法
　昼食の際に切り分けてあるすべり止めマットを用意し，お盆の下にはみ出さない大
きさのものを敷く。食器の下にはそれぞれ食器の形に合い，また，少しはみ出す程度
のマットを敷く。大きいふちのほうに食器をまとめる。

ⅱ　注意したこと・工夫したこと
・周囲の方と食事の仕方が違うと，他の利用者に指摘されてしまいAさんが落ち込ん
でしまう為，なるべく同じような仕様に近づけた。

・食前にマットを敷いて良いか，食後は，食べやすかったかどうか改善点を聞く。
・衛生面に気を配り，汚しても洗えるマットを用意。
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・食器をまとめるときは他の利用者の方の目がいかない場所で行う。

ⅲ　Aさんの反応
　食事の際にマットを敷くという支援を実施するに際し，Aさんは快く了承してくれ
た。言葉や，表情からも拒否を感じさせるものはなかった。途中支援を変更したこと
から，布巾のデメリットであった衛生面も改善し，布巾よりもマットのほうが，食器
の下からはみ出して見える範囲が狭いため，より周囲の方と変わらない配膳風景に近
づけることができ，以前はあった他の利用者に指摘を受けることがなくなった。これ
により，食事の際にAさんと他の利用者が戸惑うことがなくなった。しばらく実施す
ることで，了承を得るまえに Aさんのほうから「今日もマット敷きましょうか」「敷
いてない時引っくり返しちゃった」「滑らないからいいわね」などの発言が見られた。

◆ #4-1- ② -2　口へ物を運ぶ際に距離が短くなるよう，車いすとテーブル，体とおぼ
んの距離を開けない。クッションを入れ，姿勢をよくする。

ⅰ　方法
　テーブルと体を最低限近づける。おぼんをテーブルのふちに合わせる。クッション
を，背中・太ももの下に一つずつ入れる。クッションはひざ掛けを使用。1つは三つ
折りにし，そのままくるくると回す。それを背中とお尻の部分にあてる。もう 1つも
三つ折りにし，それを谷折り，三角形になるよう巻く。太ももの下に入れる。

ⅱ　注意したこと・工夫したこと
・左片麻痺があり，ハート型のクッションをし，保護しているため，左手が当たらな
いように注意。

・近づけすぎていないか，苦しくないか聞く。
・クッションは常にやわらかい状態にする。

ⅲ　Aさんの反応
　姿勢を正す際にクッションを使用するということについて，快く了承をもらえた。
クッションを入れることによって，姿勢を正し，距離の短縮を図った。また，車いす
とテーブル，体とおぼんの距離を短くすることで Aさんより「近くなったわ」「食べ
やすい」という発言があった。

◆ #4-1- ③ -3　クッションを使用し，視界をよくする。声掛け，配置を工夫し Aさん
の気づきを促す。
ⅰ　方法
　#4-1- ② -2 同様クッションを活用する。食事の前・食事の最中にどこに何がある
のかを伝える。配置した食器の中身がなくなったら，残っている食べ物をAさんの手
前に持ってくる。

ⅱ　注意したこと・工夫したこと
・クッションは常にやわらかい状態にする。
・大きい食器に小さい食器が隠れて見えないということがないように配置を工夫。
・食器は全体的に右にまとめる。

ⅲ　Aさんの反応
　支援を行う前は，「どこに残っていますか」という発言と，デザートなどに気付か
ず食べていないことがあったが，見回りと声掛け，配置替えを行い，Aさん自身の発
見を促したことにより，発言はなくなった。食後は「きれいに食べられましたよね」
という発言がみられ，食事に気付いていないということもなくなった。
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⑷　評価～効果と課題～
　食事の際に，滑り止めマットを敷くことで，スプーンで食べ物を探りながら強めの
力で当ててしまっても，食器をひっくり返してしまうことがなくなった。滑り止めマ
ットを使用している時と，そうでない時を比較してみると掬いやすさが，Aさんの発
言からも判断できる。そして，他の利用者の方に指摘もされなくなってから，積極的
にマットを敷きたいという発言も見られた。しかし，食器がずれないことにより倒し
てしまうことはなくなったが，食べ物をスプーンで掬おうとすると，食器のふちから
掬いきれずに，落としてしまう姿が観察された。滑り止めのマットを敷くことによっ
て食器を倒すことがなくなったという効果があったが，ふちからこぼしてしまうとい
う新た課題が見つかった。周囲の方と，なるべく配膳風景の変わらない，且つ食器か
らこぼれてしまわないような工夫を取り入れ修正し，計画を継続していく。
　口に運ぶ距離の短縮を図ることによって Aさんが口元に運ぶ際落としてしまわないよ
うに支援を行った。この支援にはムラがあり，掴みやすい・すくいやすいものは床
やエプロンに落とすことはなくなったが，反対に，掴みにくいもの・すくいにくいも
のは以前同様，落としてしまっていた。Aさんからは「近くなったわ」「食べやすい」
という発言があったが，引き続き支援を継続し，観察と工夫を行う必要がある。
　食事の際に，どこに何があるかを Aさんに伝えた。以前は献立を伝えずに食事をし
てもらっていた。その時には，デザートなどに気づかないことがあったが，支援を始
めると，気づかないということがなくなった。A さんの状態から，自身で気づくとい
う判断はできないと考えたため，新しく目標を設定しなおし，支援は継続とする。

４　考察
　今回の実習では，介護過程の重要性を，援助の実施を通して再確認することができた。
利用者を一からアセスメントし，見つめ直した。流れを理解することはできたが，実際
に行うことはとても難しかった。日々の記録では記入出来ていたことをシートにまとめ
ようとすると上手く言葉が見つからず，手が止まることが多かった。アセスメントがき
ちんとできているかどうかで計画表の完成度も変化するため，今回の振り返りを行うと，
根拠がはっきりしていないところが多く，修正すべき点が多々あった。アセスメントを
行うことは，利用者を理解するとともに，その理解をチームケアに役立てるための大切
なプロセスの一つであることを改めて感じた。
　支援の実施では，『どう食器をずらさずに食事をすることができるか』に着目するば
かりで，衛生面や Aさんの内面に注意を払うことがなかったように思える。しかし，
「これでは衛生的に悪いのではないか」「Aさん一人では他の利用者から指摘されてし
まうと落ち込んでしまう」などの職員の方からのアドバイスをいただいたことで，計画
表を見つめ直し，もう一度 Aさんにとって心理的に辛い計画になっていないかを確認し
た。また，Aさんが本当に望んでいるニーズであるのかはもちろん，その方法もAさん
の納得できる方法なのかも再度確認することが大切だと学んだ。私がアセスメントした
Aさんのニーズは，『食べこぼしなく綺麗に食事をしたい』というものだったが，Aさ
んの，「汚らしくしてない ?」「こぼしてないですよね」「引っくり返しちゃったのよ
ね」という発言から，私が着目したニーズは，Aさんが望んでいるニーズの一つである
と考えた。また，支援方法は，食器をずらさない工夫，姿勢の工夫，距離の工夫，配置
の工夫を行ったが，他にも福祉用具の活用や，テーブルの高さ，種類の工夫など，様々
な工夫がある。そのため，Aさんに合ったより良い個別支援を考えていく必要がある。
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・平成 24 年度　第 3学年　介護実習報告会冊子
・石野育子編：最新介護福祉全書 7介護過程，メヂカルフレンド社，2010.
・読売新聞の医療サイト
　yomiDr.:	http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=55353
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