
１　はじめに　
　　
　千葉県立松戸向陽高校から参りました鈴木恭太
といいます。この研修会で発表させていただくの
は３回目になります。一昨（2014）年度が「介護過
程」、昨（2015）年度が「介護福祉基礎」でした。中島
先生からお話があったときに、「３回目なので『ま
たかよ』という感じになるので、もういいですよ」
と言ったのですが、この研修会で実践報告される
先生が見つからないということで「じゃあ、しょ
うがないですね」と引き受けました。
　たまたま今（2016）年度「こころとからだの理解」
を初めて担当しました。私は「福祉」と「倫理」が専
門で、もちろん「看護」の免許は持っていません。
テレビ番組に『しくじり先生』というのがありま
すが、あれにちょっと近いものがあります。初回に
発表した「介護過程」も３回やって３回ともうま
くいきませんでした。その内容は『地域共生福祉
論集』第10号にあります。昨（2015）年度の「介護福
祉基礎」は福祉科と普通科、両方とも教えて、自分
で言うのも何ですが、まあまあの手応えだったの
ですが、今回は出だしがよくて、終わりがよろしく
ないという『しくじり先生』に近いような経験で
した。それを資料に基づいて発表させていただき
ます。拙い発表ですが、よろしくお願いいたしま
す。
　自己紹介です。2011（平成23）年に統合になり
ました松戸向陽高校に勤務しています。統合前の
松戸矢切高校が私の２校目の勤務校です。そこは
1993（平成５）年に福祉教養科が設置されました。
全国でも早いほうです。確か一番早く福祉科の専
門学科ができたのは1991（平成３）年だと思います。

《授業実践報告》

｢こころとからだの理解｣における授業の組み立てと展開

千葉県立松戸向陽高等学校　教諭　鈴 　木　恭　 太

そこに私は1996（平成８）年に赴任しました。「『福
祉』があるから鈴木君、やってみないか」「いいで
すよ」と、あまり深く考えないで引き受けました。
　赴任していきなり「福祉」は無理なので、まずは
普通科の「現代社会」と「倫理」を教えて担任を持っ
て、学年主任も少しやりました。
　2000（平成12）年に、矢幅先生が調査官になりま
して、大きなプロジェクト―全国をブロックに分
けての研修会に参加し、免許を取って、それから

「福祉」の教員の生活がスタートして、今年で16年
ぐらいたったのです。もとは「倫理」でやっていま
した。
　2011（平成23）年に統合しました。松戸矢切高校
には実習室もあったので、「統合？　え？」という
感じで寝耳に水だったのです。『矢切の渡し』とい
う細川たかしの歌があります。松戸矢切高校は地
の利が悪く、江戸川の河川敷からちょっと離れた、
周りはネギ畑ばかりです。自然環境には恵まれて
いますが、交通の便は著しく不自由です。
　もう一方の松戸秋山高校は普通科です。コース
があるわけではありません。北総開発鉄道という
私鉄、すごく乗車賃が高いのですが、最寄り駅から
歩いて７分ぐらいのところにある学校です。
　松戸矢切高校はそこに移転しなさいと、移転統
合して松戸向陽高校になりました。私は当時、学
科長をやっていましたので、県と図面などいろい
ろやりとりをしました。松戸向陽高校に実習室を
造って再スタートしました。いまは学科長を降り
て、２年生の学年主任です。
　学科長は「看護」出身の者です。５年目です。バ
リバリやっています。実教出版の教科書にも編集
で名前が出ているぐらい、あちこちで活躍してい
ます。頼りになる、厳しい、キレキレの学科長です。
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その下でいろいろ指導を受けています。
　今回の発表は、「看護」の免許を持っていない私
が「こころとからだの理解」を報告します。「先生、
大丈夫ですか」と念を押されたのですが、「チャレ
ンジするつもりでやってみます」と答えておきま
した。
　先ほど言いましたように、最初はいいのです
が、後のほうになってきてだんだん……。最初に
ちょっと遊びすぎたというか、自分の好きなよう
にやりすぎて時間が足りなくなって、巻きの連続
で結局、手助けしてもらってやっと終えました。国
家試験もあるので、「やらずに終わりました」とい
うわけには絶対にいきません。そこは普通科と違
います。最後にやった防衛機制のところが国家試
験に出ました。障害受容も出ていました。何とか形
だけでも終わらせて、ヒヤヒヤもので終わらせた
というのが実際です。
　シラバス（資料１）をご覧ください。教科書は実教
出版です。検定を通っているのは実教出版しかあり
ません。副教材として「社会福祉基礎」はじめ全部メ
ヂカルフレンドのものを買わせています。金額にす
るとすごい額になります。実教出版だけでは足りな
いのでメヂカルフレンドとの両用です。
　発表の中で出てきますが、国家試験対策用とし
てクエスチョン・バンク、電話帳みたいな分厚い３
センチぐらいのものです。２年ぐらい前から全員
にそれを買わせています。勉強が嫌いな生徒なの
で、介護福祉士の国家試験の対策を手を変え品を
変え講じていたのですが、クエスチョン・バンクを
全員に買わせて学校で計画的に指導してやってい
くのが一番よかろうということになりました。
　クエスチョン・バンクも開いて、「いま、学んだ
ところがこういう形で出てくるんだ」と、実際に問
題を解くまではいきませんが、解説をしたり過去
問を見せたりしています。実教出版の教科書とメ
ヂカルフレンドの副教材とクエスチョン・バンク
の３冊を用意させて授業をしています。
　目標は資料１にあるとおりです。指導要領と同
じです。
　１年生、２年生と「看護」の免許を持った同じ教

員が２年間、通してやって終末期の前まで終わっ
ているので、「じゃ、鈴木先生、終末期のところか
らお願いします」と引き継ぎました。終末期は「倫
理」でよくやっていたところなので「わかりまし
た」と張り切ってやったところです。終末期から家
族への支援、ここは簡単でしたが、途中、認知症の
医学的な分野に関しては、最初から看護の免許を
持った教員が５時間分担当する約束で、それ以外
は私が担当することで行ないました。
　終末期からスタートして発達と老化、ずっと
いって認知症の基本事項の確認で１学期は終わる
予定でした。実際はそうはいかなかったのです。資
料１の裏面にいって２学期は、障害です。身体、精
神、知的、発達、高次。２学期の終わりは地域、家族
への支援、サポートのあり方。３学期はやれて３週
間です。３単位ですので、10時間できたらいいぐ
らいなので、復習も兼ねて国家試験の対策学習と
考えていたのです。
　実際はそうはならずに、あとでまた出てきます
が、１学期は認知症に入る前で終わってしまいま
した。２学期になって、10月に長期実習が３週間
あります。３年生は６月に３週間、10月３週間、特
別養護老人ホームで「介護過程」の実習です。合わ
せて30日間です。同じ利用者を受け持ちます。認知
症に入ったのは10月の実習が終わってからで、か
なりきつくなってしまいました。２学期の終わり
には少し入ったのですが、３学期になって障害を
やる状況になってしまいました。
　国家試験によく出る、生徒にしっかり理解させ
なければいけない高次脳機能障害、難病、身体障害
も内部障害は領域が多いので、そこらを本来、８時
間、10時間と時間をかけてやらなければいけませ
ん。その余裕が全くなくなってしまいました。これ
が私のしくじりの一つです。
　結局、自力で予定どおり終えることができなく
て、恥ずかしいお話ですが、看護の免許を持った教
員に手助けしてもらい、高次脳機能障害と難病の
部分をやってもらって、それで何とかぎりぎり３
学期に入って障害を全部終えて、障害以外の障害
受容とか、なぜかしら防衛機制が最後に出てくる
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のですが、そういうところも終えて、国家試験に出
そうな部分はすべてぎりぎり終えたという情けな
い状況でした。
　初めはよくて、終わりはまずいという、ちょっと
しでかしてしまった感じで終わったわけです。授
業計画、学習計画のまずさが今回の失敗の一つで
す。もう一つの失敗は、私は「看護」ではなく「倫理」
あがりの福祉科教員としていままでやってきて、
出だしの終末期のところは「倫理」でもやったか
らいいとして、発達、認知症となってきて、看護の
知識というか、医学的な教養と理解が不足してい
ました。
　「看護」の免許を持つ教員が言うのは、エビデン
ス、根拠です。「なぜこの症状が出るのかわかる？
ここがこうだから、こういうのが出るんだよ。こう
いうふうになるんだよ」と説明します。「看護」の
免許を持つ教員は２人いるのですが、「生活支援
技術」で介護を教えるときも常に「なんでこう介
護するか、わかる？」と必ず根拠を明確にして、「あ
あ、そうか」と生徒が腑に落ちるように指導してい
ます。実技も講義もです。
　私の勉強不足といえばそれまでですが、そうい
う教科指導ができませんでした。たぶんこれはわ
かっているだろうと指導を進めていくのですが、
実際にふたを開けてみると、わかっているようで
わかっていません。後半になって、だんだん生徒か
らの不満がちらほら看護の免許を持つ教員の耳に
入り、「鈴木先生、ちょっと」と指導を受けること
になってしまいました。
　医療的な認識の仕方、「からだのところはこう
いうふうになるから、また、こころの部分でこう
だから、こういうふうになるんだよ」と常にエビ
デンス、根拠を明確にした指導が十分できなかっ
たから、生徒はわかっているようでわかっていま
せんでした。介護福祉士の国家試験のとき問題を
解く力にもなっていません。そういう指摘を受け
たのです。「ああ」と思ったのですが、時は既に遅
しです。それがやらかしというか、失敗の２点目
です。
　学習計画が最後のほうは巻きの連続になってし

まったのと、医学的な知識の不足、勉強不足といえ
ば、それまでなのですが、いままで看護の免許を持
つ教員が指導してきたような、根拠を明確にした
上での指導ができていませんでした。生徒からも

「よくわからない」と不満があがってきました。そ
れが初めて担当した私の実際です。というわけで、
シラバスは計画どおりにいきませんでした。資料
１裏面には評価の観点などが出ています。
　ワークシートは№１から№29までいきました。
途中、高次脳機能障害と難病は「看護」の教員にお
願いしたので、本来だったら№35ぐらいまでいっ
たでしょうか。今回は№29で終わりました。
　まずワークシートを配って、№１もそうですが、
生徒に自力でやらせます。教科書を見れば書ける
内容です。時間を見計らって「色ペンを出して。解
説するから、過不足があったら、訂正しなさい。自
分で書いたのは消すな」という指導です。「訂正や
加筆は減点ではなく、むしろあなたの勉強なので、
自分で書いたのは消さない。間違いではない。答え
は一つではないから」と話します。生徒にやらせ
て、次に解説します。「ここのところは何と書いた」
と発問しながら進んでいくのが私のスタイルでし
た。
　最初はそれでやっていたのですが、２学期後半
から３学期にかけては、先ほど申しましたように
巻きが入ってしまっている状態なので、ほとんど
私が板書して、「ここはこういうふうになるぞ」と
板書と解説で終わってしまったのです。
　去年の「介護福祉基礎」は最後までそういうス
タイルでできたので、そこは認識の甘さというか、
国家試験を控えている生徒にやらずに終わってし
まうというのは絶対にできないので、最後は巻き
の連続にはなってしまいましたが、基本的にはそ
ういうスタイルでやっています。
　資料２の№１です。終末期のところです。ここ
は教科書を見て埋められます。右側の「死亡時の
身体的変化」も教科書をあちこち見れば、埋めら
れます。私も私なりに予習して解説を加えていき
ます。
　資料２裏面は、有名なキューブラー・ロスの死の
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受容です。家族も一緒に悩むでしょう。それから死
後の世界、これは余談に近いものです。医療の連携
でどんなことが必要なのかと、まず、やらせて、そ
の後、解説を加えていくパターンです。
　「鈴木の新聞切り抜き帳」（著作権に抵触するた
め掲載省略、以下、省略）をご覧ください。2009年
の「基礎介護」の研究授業というか、公開授業のと
きにつくったものです。個人的にすごく気に入っ
ています。障害の受容過程で用いた資料です。
　内容は、『ショムニ』で有名な江角マキコさんが、
朝日新聞の連載記事を見て、江角さん自身が投稿
されたものです。読んでいただければわかります
が、お父さんが37歳ぐらいで吐血をされて急に亡
くなってしまいます。大学に行くのを断念して日
本たばこ産業に入ってバレーボールで活躍して、
その後、スカウトされて東京に出てきて、モデル、
女優になりました。江角さんには弟がいて、あろう
ことか、子どもを３人残して、ほとんど父親と同じ
36歳ですか、がんになり亡くなってしまいます。が
んが発病してからの弟さんと江角さんとの葛藤の
記録です。
　この記事を読むと涙が出そうになるのですが、
当時は障害受容のところでやったのです。死の病、
特にがんが転移・再発したときは死ぬ確率が高く、
死の受容も重なります。障害受容ではありません。
名前をつければ、疾病受容というのでしょうか。そ
の疾病も予後が悪いのです。告知されて、死を受け
入れなければなりません。そういう本人と家族の
疾病の受容過程を「基礎介護」で試みとしてやっ
てみたのです。
　これがずっと取ってあったので、死の受容のと
ころ、本人と家族、江角マキコを例にその受容過程
を追って、こういうふうに葛藤し、こういうふうに
死を迎えます。死を迎えた後も葛藤は続いて、しば
らく時間が経って、こういうふうに語れるように
なっていきます。そういう過程を綴った読み物を
使って、読みながらアンダーラインを引かせて、生
徒に「どこにアンダーライン引いたの」「これにつ
いてどう思う」とやっていったものです。
　次の資料（省略）は摂食障害です。発達課題のと

ころで提示したものです。
　終末期が終わると、今度は発達と老化です。大学
時代は心理学を齧ったので、エリクソンとかフロ
イトとか、個人的に興味がすごくあるので、力を入
れてやりました。終末期もそうですが、その時間を
かけたので、あとにしわ寄せがいってしまったの
です。
　摂食障害は教員向け共済の雑誌の連載記事で
す。結構、古いのです。読んでいただければいいの
ですが、摂食障害は母子関係です。たぶん愛着不足
が原因です。山岡昌之先生の再養育療法と囲みの
イラストの中にあります。愛着を再現します。母子
関係を再構築します。再構成して再現させます。そ
うすると摂食障害が徐々に改善されていきます。
そういう治療をやられている先生のお話です。
　ジョン・ボウルビィの発達期の愛着理論の話も
して、その理解のために用いた資料です。いかに母
子関係、特に愛着が大事かわかります。福祉科でも
進路希望として保育士を目指す生徒が５、６人い
ますので、保育士養成校に行けば、専門学校や大学
で学ぶところです。結構、力を入れてやったところ
です。
　終末期、発達課題は順調にいって、資料３の№
５、老年期のところです。ストレイラーの話です。
そこも教科書を見れば、埋められます。
　青年期のところでも、今日は用意していないで
すが、エリクソンも結構やりました。老年期のとこ
ろ、③、④の英知の部分です。エリクソンがいう、一
種の悟りになるのでしょうか。どういうことなの
だろうと生徒と一緒に考えていく授業をやってい
ます。
　⑤はエイジズム、⑥は高齢者イメージです。６月
に長期の実習に行く前です。福祉教養科は２年生
の11月に３週間の長期の実習に特別養護老人ホー
ムに全員行きますので、認知症高齢者とは十分触
れ合いをして、十分といっても15日間ですが、触れ
合いはできています。それも踏まえた上で、高齢者
イメージはどんなものを持っているかを書かせて
います。
　そのコメント集が資料３の裏です。これもよく
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普通科でやっていた手法です。何か書かせて、それ
をコメント集、感想集にフィードバックします。前
回の発表の「介護福祉基礎」でも取り上げていま
すが、私の「倫理」時代のやり方です。これを何回
もやっていくと、コメントが書けない生徒もこう
書けばいいのだと記述が増えていきます。
　福祉教養科ではそれをやるととても終わらない
ので、今回もこれ１回で終わってしまいました。本
当はもっとやろうと思っていたのです。
　福祉教養科３年生になっての高齢者イメージ
は、読んでいただければわかりますが、人それぞれ
違います。これを読まれて、先生方はどう思います
か。福祉科教養の生徒でもこんな高齢者イメージ
かと、ネガティブな部分が結構あります。でも、元
気溌剌でやっていきたい。それは甘いのではない
かと考えることもできますし、そんなバラ色なわ
けはないだろうという考え方もあるかもしれませ
ん。認知症の高齢者に関わった生徒でも、いつまで
も元気で生きたいと前向きに捉えているのだと考
えることもできると思うのです。この内容を分析
していったら、面白いものができるという感じが
しないでもありません。
　ネガティブなものと肯定的なものと分かれま
す。肯定的な中でも、先ほど言いましたように、認
知症の高齢者に関わった上でも元気でいつまでも
生きていきたいと、ちょっと甘いのではないかと
いうものもあります。
　コメント集の18番、ＰＰＫです。最初、何かなと
思いました。知りませんでした。ドイツの拳銃の
メーカーでワルサーＰＰＫがありましたがそうで
はなく、「ピンピンコロリ」ということです。寝た
きりになる前に死にたい。演劇をやっている生徒
が書いたものです。エイジズムといいますが、歳を
取ることに否定的なイメージを持っている生徒が
中にはいます。
　私もこの段階では何とも言えないのですが、介
護福祉士として専門教育を受けている生徒たちは
どういう高齢者イメージを持つべき、べきと言っ
たらいいのかどうかわかりません。押しつけに
なってしまうかもしれません。そこは教育の課題

だろうと思います。私は認知症の高齢者に絶対に
なりたくないと思いながら認知症高齢のお世話を
したら、否定的な部分が出ると思うのです。すごく
難しいところです。介護福祉士の倫理に関わりま
す。その人の考えの本質に関わる老い、生と死で
す。だから、このコメント集に対して簡単にネガ
ティブだとか、前向きだとかは言えません。
　あとで看護の免許を持つ教員に聞いたら、「１
年生のときに『こころとからだの理解』で同じこ
とをやっています」と言われました。「え、そうな
の？」という感じで、だから食いつきが普通科に比
べるといまいちだったのだと思います。「いまさ
らかよ」と生徒は思ったのかもしれません。いろい
ろ課題があるであろうコメント集と思います。
　次は、資料４の№11にいきます。認知症の現状と
今後です。これが「こころとからだの理解」か、と
思われることでしょう。ほとんど「社会福祉基礎」
の内容です。実教出版の教科書に沿ってページ数
も書いてあります。97ページは教科書のページ数
です。実際のところ、こころのしくみやからだのし
くみ以外は法律制度みたいな部分が多いのです。
しかしながらそれらの部分は、国家試験の科目で
ある「こころとからだのしくみ」以外の科目にも、
よく出題されるところです。パッと見るだけだと、
いい悪いは別にして「社会福祉基礎」のワークシー
トではないかという感じです。
　そういうところも国家試験には出ているので、

「社会福祉基礎」で出ているのかもしれませんが、
復習、おさらいも兼ねてやりました。生徒からあと
で不満として出てくる「『社会福祉基礎』みたい」
というのが最たるものです。あまりよくないと思
うのです。
　個人的な試みとして、右側の大きい四角、「あな
たの住む地域（市町村）の認知症対策を携帯やス
マホで調べてみよう」と松戸市に住んでいるなら
松戸市、市川市なら市川市、「調べてごらん」とや
りました。事前に私も調べるのですが、市によって
かなり差があるので違いがわかります。せめて自
分が住んでいる市はどんな対策をやっているの
か、市は独自の取り組みがあるので「調べて内容

— 5 —

長野大学地域共生福祉論集　第 12 号　2018



をまとめてごらん」としました。これは結構、好評
でした。机間巡回して、市町村のサイト以外を見
たら即没収なので、生徒たちはかなり一生懸命に
ちゃんと調べてやりました。
　市町村の比較検討をやると面白いと思うのです
が、今回はやめました。時間を取りすぎてしまうと
思って自重したところです。
　続いて、資料５の№14です。これは認知症の心身
の変化のところです。心理の特徴とか、ＢＰＳＤも
出ています。これも教科書を見ればわかります。認
知症の方の内的理解に触れながら、プリント「徘
徊やＢＰＳＤは不適切な対応への抗議です。本人
の声を聞くことから始めましょう」（省略）。これ
は『月刊ケアマネジメント』という雑誌からコピー
した資料です。
　松戸向陽高校で福祉科を開設したときに関東
信越厚生局から「本が少ないです。専門書、雑誌も
含めて、もうちょっと取り揃えていただきたい」
と言われたので、看護、栄養、リハビリテーショ
ン、ケアマネジメント、介護の専門雑誌を10種類
ぐらい取っています。図書室を預かる職員も理解
を示して予算を専門書の購入にも充ててくれて
います。
　特に看護科の教員は生徒に図書室で調べ学習を
させるのです。インターネットとかではなく、専門
書を見ながら、「ちゃんと文献を見てレポートを
まとめて」と指導しているので、そのための本で
す。無ければ県立図書館から借ります。言えば持っ
てきてくれるのです。図書室を預かる職員とタイ
アップしながら、調べ学習を積極的にやっていま
す。
　雑誌は教員でいつも回覧しているので、「これ
は面白いな」と思って取っておいたものです。認知
症の男性の踏切事故がありました。はねられて即
死でした。鉄道会社が家族の監督不行き届きだと
損害賠償請求の裁判を起こしました。判決は無罪
でした。家族のせいではないと画期的な判決でし
た。
　『月刊ケアマネジメント』でも特集でいろいろ
な専門家の見方を紹介していました。上田諭さん

という精神科医です。「え？」というような認知症
に対する見方です。「事故のあったのは徘徊では
ない。帰ろうとしていて帰り道がわからない。認知
症でうろうろしていると即、徘徊とみてしまう。そ
れは偏見だ。認知症は治らない。治そうと考えなく
ていい。認知症は当たり前だという認識をみんな
が持ってほしい。そうじゃないと認知症に対して
やさしくなれない」。そういう見方です。正直「う
わっ」と思いました。
　生徒にアンダーラインを引きながら読ませて、

「どうだ」と感想を求めました。これも感想を書か
せたいところだったのですが、やめました。
　「治さなくてよい認知症」、ちまたの認知症に対
するケアからすると、「え？」という考え方です。
確かにそうかもしれないと思います。内容を読む
とそう思われます。治さない、予防しない。そんな
ことはしなくてもいいのだ。そういう考え方に立
たれている精神科医です。生徒がどう思うかです
が、私自身はすごく考えたことがあって、こういう
資料を生徒に投げかけて揺さぶります。
　上野千鶴子さん、有名な社会学者です。「介護事
業者・介護職が当事者として声を上げよう」（省
略）。これは『月刊介護保険』に出ていました。社会
学者を引退してから、介護に関して、『おひとりさ
まの最期』という本も出されて、積極的に取り組ん
でいらっしゃいます。切れ者の上野さんなので、読
むと「ああ、そうだな」と介護保険の問題点を鋭く
突いています。いま介護職員の思いだけで支えら
れていますが、いつかは疲弊してつぶれてしまう。
そうならないためには、利用者、家族、介護職員が
それぞれ声をあげなければ駄目だというメッセー
ジです。
　生徒たちに読ませて、「どうか」と投げかけたと
ころです。３年の生徒が介護保険は勉強していて、
上野さんの言っていることの現実性というか、当
事者意識を持って考えられるかというところで
す。それはこちらの指導の持っていき方ですが、揺
さぶる意味で投げかけたところです。ぜひとも生
徒には考えてほしいと思っています。
　就職する生徒は、半分はいきません。いまの３年
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生は35人で、進路変更が出て、就職は15人から20人
弱です。高校を出て介護の現場に入る者はこうい
う現実の中に飛び込んでいくので、その前にこう
いうことを知って考えてほしいという思いがあっ
て読ませたものです。
　次は両面刷りの「老いのパンセ」（省略）です。
これは『ケアマネジャー』という雑誌の連載です。
125回目が最終回です。これもまた後でじっくりご
覧になっていただければと思います。
　124回目は「適応という課題」という話です。有
名な生物学者が脳梗塞で半身マヒと失語症になっ
てしまいました。失語症なので、頷くなどはできる
けれども話すことはできません。気に入らないと
大声をあげるので、認知症と診断されてしまった
のです。経口摂取も可能なのに、あえて胃ろうを
やっています。家が好きなので在宅です。施設は絶
対に入りません。晩年、肝臓がんで亡くなるまでを
過ごしました。そういう話です。
　「適応」とはどういうことか。この生物学者は自
分で研究所を主宰されていて、スタッフもいろい
ろ見ているので、実は介護職員を全部チェックし
ています。そういう怖い話です。十数人いるケアス
タッフの中で、仲のいいのは一人か二人ぐらいと
書いてあるのです。あとは、やってもらうことは
やってもらうけれど、ケアスタッフの言うことを
すべて聞くわけではありません。最期まで自分ら
しく生き抜いて亡くなっていく話です。
　最初はイソップの寓話から始まるのですが、唸
る内容です。老年精神医学の第一人者の竹中さん
です。ほとんど倫理というか、哲学、すごく重い話
です。
　しゃべれなくなって、大声をあげてしまうと「認
知症ではないかという見方はやめろ」と、簡単に言
えば、そういう話です。ケアはそんな単純ではない
のだという話です。
　125回目の話は、「実感されえないもの」です。哲
学者の思想に長けた話が出てくるのです。これが
最後ですから、ケアについて竹中さんがいままで
学んできたことの簡単な総括みたいな内容です。
　「二つの話について感想を書いていらっしゃい」

と課題として生徒に感想を書かせたのです。すご
くしっかり書いた生徒と、内容が重いので、しっか
り受け止められなくて４、５行で終わってしまう
生徒と二つに分かれました。感想文集をつくる余
裕がなかったので、チェックだけして終わってし
まいました。書く生徒はＡ４のレポート用紙１枚、
しっかり全部書いてきましたが、それは少なかっ
たです。
　ケアはそんなに単純ではありません。一人ひと
りみんな違っています。こういう視点を持つこと
が必要です。ケアワーカーはケアのやり方が一人
ひとり違うのです。私が『しくじり先生』みたいに
自分のやらかしてしまったことに看護科の教員か
ら指導を受けたように、自分の営みが常にいろい
ろな人たちの目に曝されています。個々にあった
個別ケアと言うのは簡単ですが、そういうことを
意識してやらないと、それはできないだろうとい
うお話です。すごく重い内容です。これも生徒に投
げかけました。　
　次の「動物図鑑」（省略）はキリンからクジラ、ザ
リガニまであって、「食べていいものと、食べちゃ
いけないものの、境目ってどこだろう」。面白いの
です。変な図鑑です。境目はよくわかりません。よ
く考えれば、みんな食べられるのです。ザリガニも
食べられます。クワガタを食べる人はいないと思
いますが、タンパク源になります。「動物図鑑」は
2014年度の「新聞広告クリエーティブコンテスト
優秀賞」をもらって、注目を引いたのです。
　その左側はまたすごく考えさせられます。同じ
人が出したのです。「ボクのお父さんは、桃太郎と
いうやつに殺されました。」（省略）は2013年度の

「新聞広告クリエーティブコンテスト最優秀賞」
をもらっています。泣いている子どもの下に小さ
い字で書いてあるのですが、「一方的な『めでたし、
めでたし』を、生まないために。広げよう、あなたが
見ている世界」とたまたまネットに記事が出てい
て、これは介護に使えるなと閃いて、生徒に配った
のです。広告は個人的に大学時代にちょっと齧り
ました。大学のゼミナールの先輩が広告を題材に
日本社会学会で発表していたので、興味があり今
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回プリントアウトして、余談として生徒に配りま
した。
　その裏が解説です。山﨑博司さんがこの広告を
つくった主です。一気に注目を集めたのが「めで
たし、めでたし」で終わっている桃太郎のコピー広
告でした。一番下の段落に「クライアントの希望
を盛り込むだけが広告ではありません。期待に応
えるべく提案した上で、その先にいる生活者を常
にイメージするようにしています。それがクライ
アントの利益や満足に貢献すると思うからです。
一方的に伝えるのではなく、考えてもらって『自
分事』にしてもらえる。そんな広告をこれからもつ
くり続けていきたいと思います」とあります。
　まさに「これは介護に当てはまることだ。そう
思わない」と生徒に投げかけた例です。「めでたし、
めでたし」で終わっている一方には悲しみがある
のです。世の中、物事はそういう構図でできていま
す。物事を相対的に見られる視点がないと、いい介
護はできないし行き詰まってしまうかもしれない
という話です。
　自分の営みを相対的な視点でみる。利用者が
笑っているけれど実はうわべだけで、本当は悲し
んでいるかもしれません。良かれと思ってやって
いるが、実はそうじゃないこともあり得るので、ケ
アワーカーは常にその可能性、そういう視野・視点
を持ちながら関わらなくては駄目ではないかとい
う話です。
　最後は、時事通信社の『厚生福祉』（省略）です。
これも取っています。介護とはすぐ結びつかない
のですが、すごく気になったので、生徒に授業中に
配って読ませました。右は貧困の話で、左は優生思
想の話です。
　一昨年、ＮＨＫのＥテレでナチスドイツが障害
者を抹殺していたという番組をご覧になったこと
はありますか。話題になって何回も放送されたの
です。私はＤＶＤで録画しました。ナチスドイツは
ユダヤ人虐殺の前に知的、身体の障害者、それから
同性愛者もガス室で殺害し、その後、焼却していた
というドキュメンタリーです。日本障害者協会代
表が、精神科の病院として、その施設がまだ残って

いるので、そこを訪ね歩くという話です。
　ぜひともそれを生徒に見せたかったのですが、
時間の余裕がなくて見せられないで終わってし
まったのです。たまたま『厚生福祉』に優生思想が
出てきたので、実はこういう事実があるのだよ、と
生徒に知らせました。すぐ介護とは結びつかない
のですが、障害者福祉の一つの考えとして、こうい
う現実があったのだと生徒に知ってほしいがため
に印刷して配ったのです。
　そんな形でいろいろな資料を織り交ぜながら
やっていったのですが、何回も言っているように、
最初のほうで幅を広げすぎてしまって、後のほう
で特に障害の分野が巻きの状態で、自分でもやり
きれなくなってしまう本当に情けない状況で終
わった私の授業実践でした。やはり考えが甘いで
すね。自分の得意な分野も入っているので、「よし」
と思ったのですが、そんなに甘くはありませんで
した。反省も含めての実践報告でした。

中島：矢幅先生からコメントをお願いします。
矢幅：福祉系高等学校の教育実践を報告していた
だきました。失敗事例、成功事例ということではな
く、あくまでも一つの事例としてお話を聞かせて
いただきました。
　その中で思ったことを言いますと、まずは教員
のではなくて目の前の対象、生徒の意識・目的はど
うだったのでしょうか。そして、松戸向陽高校に福
祉科を設置した県教育委員会の目的は何だった
のでしょうか。それらの目的を教員集団がチーム
ワーク良く役割分担をして、目的達成のために努
力していかなければいけません。その一つが、鈴木
先生が発表した部分になっていれば、もっといい
なと思いました。お聞きすると、個々の先生方が協
力し合うというよりも、自分の分担だけをやって
いるように聞こえます。トータルで生徒がどう成
長したかという視点が本来、必要となるのではな
かったかと思いました。
　ワークシートをかなり一生懸命つくられていま
す。ワークシート教材がうまく整理されているの
で、これらを全国で活用してみて、さらにブラッ
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シュアップして、よりよい教材になっていけばい
いと思います。
　もっと言えば、他の学校のワークシートも含め
て比較検討した上で、よりよい教材にしていくた
めにどうすればいいのでしょうか。例えば全国の
校長会のホームページ等にデータベース化し、必
要なときにダウンロードできて、活用できるよう
なシステムにしていければいいですね。
　しかも、一つにまとめる、よりよい一つにしま
しょうではなくて、うちの生徒はこのレベルだよ
とか、うちの生徒にはこういう教材がいいとか。例
えば、老いの考え方や高齢者のイメージについて、
幾つかのパターンがあって、それを自分の学校に
合わせてデータベース化していく、そんな提案が
されればいいと思いました。
　高齢者のイメージも一つに決める必要はなく、
多様な面があるといいと思います。高齢者イコー
ル弱者、助け合わなければいけない、ではありませ
ん。８割は健康な人が多いわけです。65歳なのか、
80歳なのか、90歳なのかで違ってきます。要介護
の指定を受けている人は、65歳は数％ですが、75
歳を超えると２割近くになって、80歳を超えると
４割から６割ぐらいになります。そういう点で、境
目に対してどういうイメージなのでしょうか。
　いろいろなイメージを持った上で、目の前の高
齢者のイメージをちゃんと出せるように、一つで
はなく多様なものを持った上で、目の前の高齢者
はこうなのだ、と対応できるイメージを高校生に
は持たせてもらいたいところです。
　40人の生徒からいろいろなイメージを聞くこと
によって、私はこういうイメージだったけれども
他の人はこう言った、こういう人もいるかもしれ
ない、とインプットした上で、実際に会ったとき
に、自分のイメージが合っているのか、自分のイ
メージではなくＡさんが言ったイメージとＢさん
が言ったのを足し算して割ったような人なのだと
か、そのように対応できる蓄積をしていくことも
必要となると思います。
　今回はワークシートを中心として教材提供して
いますが、生徒は飽きるのではないかと思うので

す。指導方法を変えて、生徒の興味・関心の沸くよ
うに、ビジュアルの時代ですから映像だとか、ディ
スカッションだとか、行動を映すだとか、そういう
ことを取り入れながら１年間をつくり上げていく
ようなイメージもいいかと思いました。感想をお
話しさせていただきました。

中島：ありがとうございます。鈴木先生のお話を
伺って、私は聞きたいことがたくさん出てくるの
ですが、まずは皆さんのご質問やご意見をお聞き
したいのですが、いかがでしょうか。
佐々木：神奈川県立横須賀明光高校の佐々木で
す。聞き落としたのですが、「こころとからだの理
解」は３年間で３単位だけですか。
鈴木：１年生、２年生、ずっと継続してやっていま
す。３、２、３の８単位です。
佐々木：１、２年生で身体的な構造や機能をやる
のですか。
鈴木：そうです。
佐々木：「こころとからだのしくみ」は１、２年生
でやるのですか。
鈴木：「看護」の免許を持った教員が１、２年生で
しっかりやります。生徒からすれば、「『看護』の（免
許を持つ）先生がやると思っていたのに、なんで鈴
木なの」といった感じでしょう。ふたを開けてみ
て、先ほど言いましたように、最初の終末期のとこ
ろは「まあまあかな」みたいな感じだったのです
が、だんだん「これってちょっと『こころとからだ
の理解』じゃなくね？」という感じになっていった
のだろうと思います。
佐々木：「こころとからだの理解」なのに、第２編
の第２章、生活に関するからだの特徴といいつつ、
終末期、緊急時以降は「介護福祉基礎」と重なりま
す。「社会福祉基礎」とも重なります。そういう意
味で単位数はどうかなとちょっと思います。
鈴木：それも課題の一つですが、「社会福祉基礎」

「介護福祉基礎」の担当教員と話し合って、「ここ
は『社会福祉基礎』でも触れたから、さらっとでい
いよ」とか、「ここは『介護福祉基礎』でもちょっと
やったのだけれど、生徒の反応はいまいちだった
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ので、『こころとからだの理解』でやってほしい」
とか、それが今回は全くありませんでした。一つの
課題です。あとで「先生、ここは１年生のときにや
りましたよ」と聞いて、「え？」という感じになっ
てしまいました。コメント集でも「１年生のとき
に同じようなのをやりました」と書いてありまし
た。そういう連携が今回は全くできていませんで
した。
　矢幅視学官がおっしゃったように、科の中で連
携をして、松戸向陽高校の福祉教養科として「こ
ころとからだの理解」は３年間で生徒にこういう
知識と思考方法、意識を持たせたいという流れが
あったはずですが、今回は私がそれを壊してしま
いました。いままでは看護科の教員二人でしっか
りできていたと思います。「こころとからだの理
解」は二人でずっとやっていました。初めての試み
でやってみましたけれど、残念ながらちょっとや
らかしてしまったという感じです。
　「看護」ではない私がやるのだからこそ、確認し
ながら、もっと連携を取る必要がありました。「１
年生、２年生はどうだったですか。『介護福祉基礎』
はどうだったんですか。『社会福祉基礎』はどう
だった」と確認しながらやらなければいけないと
ころを、私の興味本位で、よかれと思って出した教
材ですが、結局は独り善がりになってしまった感
じが強いです。
佐々木：「こころとからだの理解」は、たまたま先
生のところは「看護」の免許を持った先生がいらっ
しゃるからであって、全国の福祉科の中で「看護」
の免許を持っている先生はほぼいないと思うので
す。
鈴木：どうなんでしょう。割合を知りたいところ
です。ほとんどいないのですか。
矢幅：３分の１が「看護」の教員です。「看護」の免
許がなければ「こころとからだの理解」が教えられ
ないから増えています。置かなければいけません。
佐々木：資格取得の要件としてはですね。
矢幅：そうです。福祉系高校は、ということです。
鈴木：３分の１はいるのですね。いなければ、でき
ないですから。

矢幅：あとは講習を受けた方です。
鈴木：そこは私も知りたいところです。「看護」の
免許がない先生が「こころとからだの理解」をど
ういうふうに教えているか、指導しているか、どう
アプローチしているか。
佐々木：課題だと思うのです。福祉科の教員が「こ
ころとからだの理解」を教えるためにどうしてい
くのか。
鈴木：医学的な知識がない中で、どうしているの
か、どうしていくのか。特に「こころとからだのし
くみ」をどうやっているのだろうと思います。私は
とても怖くて教えられません。看護学などの知識
がないから「先生はいいです」ときっぱり言われ
るのです。看護学とか生理学とか独学ではできな
いですね。
佐々木：できないです。
矢幅：教員免許養成課程の中には「こころとから
だの理解」を指導する単位は置かれています。看
護師養成ではないので、経験的に「福祉」の教員に
なった方々が教えるのはかなり厳しいでしょう。
新制度になったから最低限、触っているかもしれ
ません。教えるレベルになっているかどうか、そこ
はまだわかりません。
中島：他にいかがでしょうか。県内の養成校の先
生方、いいですか。
宮澤：来年は本校の普通科で介護職員初任者研修
を取れることになっています。普通科と福祉科の
教え方の違いというか、全く同じではないと思う
のですが。
鈴木：違いますね。本校も普通科３年生で福祉
コースがあります。もう２年経ちます。私は福祉
コースを一度も担当したことがないので、何とも
言えないのですが、３年生の福祉コースで介護職
員初任者研修は取らせるので、問題もつくってい
て内容に違いがあります。「こころとからだの理
解」は「看護」のやり方です。限られた単位の中で
専門的な知識や考え方を身につけさせる必要があ
ります。しっかり「こころとからだの理解」を教え
ています。私はまだ担当していないので、それ以上
は言えません。
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中島：エクセラン高校の場合、この科目は看護師
が担当しているのですか。
宮澤：看護師資格を持った講師にお願いしていま
す。
中島：矢幅先生が言われたように、担当者同士の
意思の統一というか、教育目標の打ち合わせはど
んなふうにやられているのでしょうか。
宮澤：３月、４月あたりに打ち合わせをして、「今
年はこういう形でお願いします」と言って、基本的
には講師にお任せしています。「この月にはこう
いうことをやってください」と言うぐらいです。

「うちの生徒は、こういうところが理解しにくい
から、こういうところについて気をつけて教えて
ください」と、そういう打ち合わせはしています。
中島：創造学園はどうですか。
土屋：創造学園の土屋といいます。本校も介護福
祉士養成校ですが、「こころとからだの理解」につ
いて理解できていない生徒が多くて、国家試験対
策のときもすごく手を焼きました。特に国家試験
対策は、どのように教えられたかをお伺いしたい
です。
鈴木：教えていません。「看護」の免許を持つ教員
に「こういう発表をする」と言って簡単に原稿を
まとめて見てもらったら、「鈴木先生はクエスチョ
ン・バンクを授業中に用いるけれど、それ以前に

「こころのしくみやからだのしくみ」、これはこう
だから、こういうふうになるという根拠というか、
それをしっかり生徒が理解できれば、国家試験の
問題はほぼできるはずです。だから、授業中にクエ
スチョン・バンクのこういう問題が出るよと言う
のは駄目とは言わないけれど、それ以前に生徒に
学ばせること、理解させるべきことがあるんじゃ
ないですか」ときっぱり言われました。
　私は「こころとからだのしくみ」はまだ担当で
きないので、やらせてもらえません。今回、私が担
当した「こころとからだの理解」も基本的にこう
だから、こうなのだとエビデンス、根拠をしっかり
生徒に伝えて、道筋をきちんと理解させることが
できれば、国家試験の対応を特別何かしなくても
かなりの問題が解けるはずです。それに加えてク

エスチョン・バンクをやれば、過去問を見て、たぶ
んできると思います。
　根拠がしっかりしていないと、問題の解法の際、
学んだときの思考の過程が出てこないので、でき
ないのです。思考の過程－確か授業でこういうふ
うにやっていたなと思い浮かべば、解けるだろう
と思うのです。それを言われて、そうだなと思いま
した。
　「こころとからだのしくみ」のところは難しい
ですね。生理学と解剖学の知識がなければ、できな
いような気がします。それを「看護」の免許を持た
ない教員が教えるのはとても大変です。本校は幸
い「看護」の免許を持つ教員が二人いるので、みっ
ちり１、２年生で指導しています。レポートも書か
せています。
中島：鈴木先生のお話ですが、生理学、解剖学など
の基礎になる学問は独学でやるには厳しいところ
があるということですね。
鈴木：知識がないとたぶん難しいでしょう。
中島：独学するのはちょっと厳しいですか。
鈴木：アドバイスを受けないと駄目ではないです
か。
中島：医者など医療関係者からですか。
鈴木：看護師でもいいです。自分でわかったつも
りでやっても、生徒には理解させることができま
せん。根拠が弱いのです。医学的な発想－ここがこ
うだから、こういう症状が出るのだよ、と道筋を
はっきり提示できるかどうかです。生徒が疑問を
持ったときに、「これはこうだから、こういうふう
になるんだよ」と答えられて、「あ、そういうこと
なのか」と生徒が腑に落ちてくれればいいのです。
そういうことが言えるかどうかです。
中島：その他、いかがでしょうか。
等々力：愛知県立豊田東高校の等々力と申しま
す。先生の授業実践を聞かせていただいて、資料等
いっぱい教材研究されていて、それを実際の授業
で使っています。見習いたいと思いました。ワー
クシートの№５「高齢者になることに対してのイ
メージ」のコメント集を見て、生徒はいろいろなイ
メージを持っているのだな、これだけいっぱい並
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ぶと面白いなと思いました。
　資料は３年生の「こころとからだの理解」の授
業の中でのイメージだったのですが、「介護福祉
基礎」や「社会福祉基礎」で１年生のときに同じこ
とをやっていて、３年生の考えることのほうが１
年生の考えることより多様になってくるのでしょ
うか。もし何かあれば、お聞かせいただきたいと思
いました。
鈴木：本校は１年生で普通科の生徒全員に「社会
福祉基礎」をやっています。二人か三人の教員がク
ラスを分担してやっているのですが、残念ながら、
そこで高齢者の意識のことはやっていないので
す。
　私自身は去年、発表した「介護福祉基礎」で同じ
ようなことをやったのですが、福祉科と変わらな
いような面白い意見がいろいろ出てきています。
推測ですが、１年生でやったら、ヨボヨボとか、認
知症とか、あんなふうになりたくないというネガ
ティブなのがすごく多いでしょう。４月の段階で
の高齢者イメージと、１年間学習して３学期に高
齢者または障害者に対するイメージとではたぶん
変化が出ます。
　専門学科である福祉教養科の生徒の１年生のと
きと３年生のときにやったら、たぶん違い出ます。
３年生はこの時期だとまだ長期実習に行ってい
ないのですが、１年生から特別養護老人ホームへ
行って、２年生でも行って、３年生の６月の実習の
前に特別養護老人ホームにトータル18日間は行っ
ているので、認知症の高齢者に関わった上でも否
定的なのがたくさん出るわけでもありません。実
習と学びの成果で、比較検討すれば、１年生のとき
とは明らかに違うだろうと思います。やってみる
と面白いのですが、まだそこまではいっていませ
ん。
中島：学生はどうですか。
原：長野大学４年生の原と申します。教育実習は
昨年６月に行ってきました。先生方の意見をお聞
きしたいのです。ワークシートを教育実習で作成
したのですが、図を取り入れるワークシートや、今
回の鈴木先生のように図は取り入れないワーク

シート、先生によって異なると思うのですが、ワー
クシートを生徒に提示する際に気をつけていると
ころを教えていただければありがたく思います。
鈴木：図を取り入れることはほとんどありませ
ん。私のはテキストを見て自習というか、独学で
きるようにつくってあります。括弧が多い場合も
あります。ここに提示しているのは四角が多いパ
ターンです。教科書の内容をまとめたり書き入れ
たりして、その後で解説して理解の確認をしてい
くというやり方です。矢幅視学官がおっしゃった
ように、書くことが多いので、確かに飽きてしまう
かもしれません。それが課題かもしれません。
　⑤にあるように、あなたのイメージとか、自分の
意見や感想を書くことをかつては多くしていたの
です。普通科で行なった「介護福祉基礎」の去年の
発表もそうです。専門学科では余裕がないので、そ
れをやって、吸いあげて、コメントしてこういうの
が出たよと何回もやる時間がありません。そこは
残念なところです。普通科のときは心がけてやり
ました。必ずフィードバックします。すると書く能
力が上がってくるし、考えるようになります。私の
力不足といえば、それまでですが、残念ながら専門
学科ではできていません。
　ワークシートを通して何を学ばせたいかです。
トータルで29枚出しました。29枚のワークシート
で生徒に何を身につけさせたいかといえば、専門
学科の生徒として「こころとからだの理解」を通
してこのワークシートに、「こうです」と言っては
いないのです。普通科だったら言えるのですが、専
門学科で学ぶ生徒は教養ではないので専門性を身
につけないといけません。「こういう趣旨でやっ
ています」とはっきり言えません。知識の羅列では
ないですが、重要事項を頭に入れる、知識習得に特
化してしまっているので、それで果たして目の前
の利用者、国家試験の問題もそうですが、それを解
くとか、対応することにワークシートが力を発揮
するかといったら、残念ですが、いま思うと疑問で
す。教養だったら、これでいいですが、専門学科の
生徒に学ばせるには不十分だと思うのです。
中島：専門性の裏づけは教養がないと駄目ではな
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いかと思います。今回、先生はうまくいかなかった
というお話でしたし、確かにお話を聞いていると
うまくいかなかったところはあったと思うのです
が、専門というのはイメージが絞られていくとい
うか、知識や技術をいっそう身につけさせていく、
あるいは深めていくという側面があるわけです。
一方で、鈴木先生がやられていた他の視点の導入
が私は必要ではないかと思うのです。広がってい
くイメージです。そういうことが両方相まって専
門性が形づくられていかなければならないと思っ
ているのです。本学の社会福祉士の養成はどうか
と問われると、その点は微妙なところはあります。
　３年間続けての発表で鈴木先生は恐縮されてい
ましたが、こういった先生の教育実践、今日お話し
いただいたことを参加した皆さんには参考にして
いただいて、自分のスタイルをつくり出していく
ことも必要ではないかと思っています。この研修
会では、鈴木先生の授業実践を取りあげてきまし
た。お蔭でイメージ、形ができあがってきたと思い
ます。そういう意味でお礼を申し上げたいのです。
どうもありがとうございました。

　本稿は、2017年２月４日に開催された「第９回
長野県 高等学校「福祉科」教員研修会」で行なわれ
た報告を収録したものです。

（校正・編集　中島 豊）

— 13 —

長野大学地域共生福祉論集　第 12 号　2018



資料１

— 14 —

長野大学地域共生福祉論集　第 12 号　2018



— 15 —

長野大学地域共生福祉論集　第 12 号　2018



資料２

— 16 —

長野大学地域共生福祉論集　第 12 号　2018



— 17 —

長野大学地域共生福祉論集　第 12 号　2018



資料３

— 18 —

長野大学地域共生福祉論集　第 12 号　2018



— 19 —

長野大学地域共生福祉論集　第 12 号　2018



資料４

— 20 —

長野大学地域共生福祉論集　第 12 号　2018



資料５

— 21 —

長野大学地域共生福祉論集　第 12 号　2018


