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《授業実践報告》

高等学校福祉科「介護福祉基礎」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

１　はじめに

　資料 1 は生徒に配っているシラバスです。本校
では福祉科だけではなく全教科、年度当初に生徒
に配っています。各学期に何をやるのか、目標、
教材・教科書、評価の仕方、そういうものが書い
てあります。これからご説明したいと思いますが、
その前に自己紹介です。
　お配りしました昨年度の私の「介護過程」の実践
報告（『地域共生福祉論集』第 10 号）に、勤務校の松
戸向陽高校の写真がちらっと出ています。松戸向
陽高校は統合して 5 年目の高校です。前身は松戸
矢切高校で、歌の『矢切の渡し』で有名な矢切で
す。今でも矢切の渡しはあります。私は、2000（平
成 12）年に文部省の講習を受けて福祉科の免許を
取りました。もとは「倫理社会」の教員です。

　1993（平成 5）年、松戸矢切高校に福祉教養科と
いう福祉の専門学科ができました。私は 1996（平
成 8）年に赴任して、2000（平成 12）年に免許を取
って、同年から福祉を教えています。トータルで
19 年です。
　今年度（2015 年）、1 学年の主任をやっている都
合で、科内でかなり考慮してくれまして、担当し
ている科目は、年度当初は普通科 1 年生の「社会福
祉基礎」と普通科 3 年生の「選択・介護福祉基礎」
と普通科 2 年生の「社会と情報」の 3 科目でした。
2 学期途中で、普通科 1 年生の「社会福祉基礎」を
他者に任せ、福祉教養科 3 年生の「介護福祉基礎」
を担当することになりました。
　本校はちょっと独特でして、福祉教養科という
専門学科が 1 クラス、普通科が 6 クラス－ 2 学年

だけ 7 クラスあるのです。
　本校の目標に福祉マインドの養成があるので、
専門学科の福祉教養科だけではなく、普通科の生
徒も福祉を少し学んで興味・関心を持ってもらお
うということから、1 年生で 2 単位「社会福祉基
礎」を教えています。3 年生になると普通科の中に
福祉コースが 1 クラスあります。希望制で 40 人が
リミットです。今年のクラスは 35 人です。そこで
は介護職員初任者研修が受講できます。今年度、
初めての開設クラスなので、担当者もいろいろ勉
強しているところです。
　話を戻しまして、私は現在、2 年生普通科の「社
会と情報」2 単位と、今日発表します 3 年生福祉教
養科の「介護福祉基礎」を 2 単位、3 年生普通科選
択科目の「介護福祉基礎」を 2 単位教えています。
生徒 25 人は全員女子です。年度途中で職員の異動
がありまして、途中から福祉教養科 3 年生の「介護
福祉基礎」を教えています。
　今日は「介護福祉基礎」について報告をと中島先
生からお話をいただきましたので、普通科の選択
科目の「介護福祉基礎」をメインにお話をしたいと
思います。

授業内容

　シラバス（資料 1）をご覧ください。字が小さく
て見づらいかもしれません。
　3 年普通科「選択・介護福祉基礎」は、3 年の 1
組から 5 組の女子 25 人です。
　学習の到達目標は指導要領に書いてあるとおり
です。旧カリキュラムでしたら、ここに「基礎的な
介護技術を身につける」という文言が出ていたと
思いますが、新カリキュラムになりまして、介護
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技術の基本は、「生活支援技術」で教えることにな
っていますので、目標にそれがございません。た
だ、教科書には少しあります。ボディメカニクス
や衣服の着脱、車椅子が少し入っています。
　教科書は実教出版の『介護福祉基礎』です。文
部科学省の検定を通っているのは、この 1 冊しか
ないのです。普通科の生徒が福祉コースや選択の
授業で学ぶ場合も専門学科で学ぶ場合もこれを使
わなければならないので、到達目標に技術は出て
いませんが、普通科の生徒が介護を学ぶときに少
しでも介護技術に触れられるよう教科書には出て
いるのだと思います。全国を探しても、普通科で

「生活支援技術」を学んでいる生徒は、コース設置
校は別にして、ないと思うので、教科書にも少し
介護技術が出てくることをご理解ください。
　1 学期、2 学期、3 学期と教科書の目次に従っ
て書いてあります。2 単位で 3 年生の選択です。
2 単位の時数は 70 時間ですが、そんなにできるわ
けはなく、目安は 50 時間弱です。
　その中でどこに力を入れてやるかというと、1
学期は「介護って何なの」と介護の基本的な理念や
尊厳を教えています。福祉教養科の生徒にとって
とても抽象的でわかりづらいですが、「尊厳って何
なんだろう」と生徒に考えさせながらワークシー
トを使って授業をやっていきます。高齢者にもち
ょっと触れて、1 学期の最後に障害者に入ってい
きます。
　2 学期は、ずらっと介護福祉士の規定やサービ
スなどがシラバスに書いてあります。これを学ん
で将来、介護福祉士国家試験を受験・合格・登録
するか、介護職員初任者研修を受講・修了して、
ケアワーカーとして、現場で働くことを意識した
内容になっています。
　私は 3 年生に選択科目の「介護福祉基礎」を教え
ていますが、介護に携わろうというのは数人しか
いません。アンケートを採ったところ 25 人中 2、
3 人です。7、8 人は保育に興味があり、保育士
を目指したい。そのため、ケアワーカーの定義、
義務規定と書いてありますが、実際やってもあま
りリアリティがなく、生徒にとっては「は ?」とい

う感じになってしまっています。
　シラバスとやっている内容が違うのですが、1
学期の後半で障害者に少し触れて、この後、自分
の意見・考えを発表します。障害者の理解に力を
入れています。身体障害、精神障害、発達障害、
知的障害といろいろあります。生徒が興味を持て
る教材を提示し、考えさせて学んでもらおうとい
う意図でやっています。
　2 学期は同時に、身体障害から少し発展させて
ボディメカニクス、車椅子、衣服の着脱を扱いま
す。知っておいて損はありません。まず、ボディ
メカニクスをやって、車椅子の基本的な操作、片
麻痺、右麻痺、左麻痺を意識して衣服の着脱をや
っています。実習室を使わないで、教室でやりま
す。着患脱健という原則があって、「それに逆ら
うとちょっと大変だ」ということを実際にジャージ
を脱ぎ着させて体験させます。その後で、再び学
んだことを発表します。障害の理解に重きをおい
て 2 学期は終わっています。
　3 学期は裏面です。教科書の目次でいきますと

「社会福祉の人材と地域福祉」ですが、3 年生は 1
月末に卒業試験、学年末考査が入ってしまいます
ので、4、5 時間しかできません。シラバスには
そう書いてありますが、内容は、考えているとこ
ろです。
　どの学期も同じですが、考査が 7 割、平常点（ノ
ート、感想文、提出物等）が 3 割の評価です。年度
末の評価は 1、2、3 学期を足して 3 で割ったも
のです。観点別評価の内容は、ほとんどワークシ
ートと感想文で評価します。
　担当者のメッセージですが、「児童、障害、高齢
者、幅広く福祉を学んでいく。少しでも福祉に興
味を持ってもらう」としています。
　1 年生のときに「社会福祉基礎」を全員が学んで
いますので、福祉の「ふ」の字ぐらいは知っていま
す。2 年生はカリキュラム上、設定ができなくて、
残念ながら何もないのですが、3 年生で福祉に思
いのある生徒は福祉コース、福祉コースまでは行
かないけれど、ちょっと介護に興味がある生徒は
選択科目の「介護福祉基礎」を学べます。
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ワークシート

　ワークシート（資料 2）をご覧になってください。
B4 判のワークシート№ 1、日付が 2015 年 4 月
20 日になっています。
　第 1 節のところで、自己紹介が終わって、教科
書の内容と流れ、シラバスの説明もして「じゃ、ち
ょっとやってみようか」とワークシートを配って、

「テキストの 8 ページから」と書いてありますが、
それを見て自分で枠の中に書いてもらいます。テ
キストの重要なポイントを抜き出せば、枠が埋ま
るようになっています。20 分間か 30 分間、与え
て書かせます。その後、指名して「何々さん、①は
どうだった。どう書いた ?」と質問して、それに私
がコメントを加えて進めていきます。
　教科書を見れば、ほとんど埋められるのですが、
そうではない設問を必ずどこかに入れてあります。
№ 1 のワークシートでは⑥です。「『ふくし』はふ
つうのくらしができてだれもがしあわせと感じら
れる」これはどなたが言い出したのですかね。「ふ
つうのくらしのしあわせ」を私が最初に聞いたの
は、日本福祉大学の原田正樹先生からだったので
す。「ああ、そうなんだ」と聞いたのですが、原田
先生が最初に言い出したかどうかはちょっとわか
りません。
　そのまねをして、「『かいご』はあなたならどう
表現するか ?」と聞きます。頭文字を取ってそれに
ついて説明していきます。福祉教養科では一度も
やったことがないのですが、試しに選択の授業で
やってみました。書かせて回収して、私がワープ
ロで打ち直して、「かいご」のコメント集にして、
生徒に配ったのです。
　一番いいと思ったのは、「か」が「かけがえのな
い」でした。私でも思いつかなかったです。「い」
は「いまをいきるために」、「ご」は「ごくふつうの生
活がおくれるようにお世話する」。ある生徒が考え
たのです。「あっ、これはすごい」と思いました。
　福祉教養科の生徒でもそこまで出てきません。
介護は知識や経験があるからいいのではなく、セ

ンスなのかなと思いました。こいつは福祉に向く、
あいつは福祉に向かないとなってしまうのはよく
ないのですが、対人支援という仕事にはやはりセ
ンスは必要と思うのです。その生徒は普通科「選
択・介護福祉基礎」25 人の中ではトップクラスの
成績ですが、たまたまそういう生徒が受講してい
ました。
　「か」「い」「ご」でそれぞれコメントを集めて、「か
けがえのない、いまをいきるために、ごくふつう
のお世話をすること。」となったのです。
　いろいろな生徒の意見を吸い上げて、それをフ
ィードバックするよう心がけています。教科書を
見ればほとんどできるワークシートですが、必ず
1 カ所、自分の意見や考えを書ける項目を設けて、
書かせて回収して、コメントをつけて返却すると
同時に、コメント集を作ってフィードバックしま
す。そうすると「ああ、こんな考えもあるんだ」と
共有できていくので、興味・関心が広まると同時
に深化していくように思います。
　私は「倫理社会」の教員のときにそうやっていた
のです。そうすると「あ、こんなふうに書けばい
いのだ」とコメントが書けない生徒も徐々に書ける
ようになっていきます。久しぶりにその手法を使
ってみました。福祉教養科ではあまりこういう授
業をやらないのですが、普通科でやってみました。
　授業ではそんなワークシートがずっと続いてい
きます。いま、№ 9 ぐらいです。年間で 12 枚くら
いです。
　資料 3 をご覧ください。10 月、「理想的なケア
って何だろう」。テキストにミルトン＝メイヤロフ
の『ケアの本質』にそういう一節があって、それ
を参考に「理想の介護、ケアって何だと思う ?」か
をワークシートの各項目に書かせて、そのコメン
ト集です。①から⑬まであります。こういうフィ
ードバックをやっています。
　目を通していただければわかるかと思うのです
が、⑫がよく書けています。1 学期少し勉強して
きて、10 月に、「介護って何だろう」と自分なり
に考えたもの、それぞれの思いが少し出てきます。
それを吸い上げてフィードバックしてみました。



長野大学地域共生福祉論集　第 11 号　2017

－ 39 －

見ていくと面白いです。いろいろな考え方があり
ます。似ているようで、微妙に違います。
　「そのままで、いいんですよ」という記事があり
ます（著作権の関係で本稿では不掲載）。福祉教養
科では、現在の学科長の意向で専門雑誌を取って
いるのです。10 冊ぐらい取っています。厚生労働
省からの指定ではないのですが、なるべく福祉に
関する図書を充実させて、生徒が学習できるよう
にという指導のようなものがありました。我われ
は査察と呼んでいるのですが、厚生労働省と文部
科学省の指導調査があったときに、「この学校は全
く福祉の本がないのですかと言われてはまずい」
というので、図書館の司書にも協力してもらって、
事務長にもお願いして、専門書と専門雑誌を購入
しています。
　それらの中の『月刊介護保険』の記事で、「これ、
面白いな」と挙げたものです。読んでいただければ、
わかるのですが、認知症の初期の女性に対して息
子さん夫婦が「心配することはないんだよ。そのま
までいいんだよ」と言っていて、この記事を書いて
いる訪問看護師さんも「息子さん夫婦がそう言っ
ているんですから、心配なさることはないんです
よ」と言っているのですけれど、認知症のお母さん
はどうも納得できない感じで、何か違うのです。
訪問看護師さんは家に戻ってから、80 歳代のお母
さんが顔をしかめていた、納得できなさそうだっ
た理由に気づいたという話です。
　これはバイステックの 7 原則の受容の大切さに
関わることです。ただ「大丈夫ですよ」ではなくて、
女性の戸惑い、いままでできていたことができな
くなってしまったことへの不安をまず受けとめな
ければ駄目だということです。受けとめてもらえ
なかったから、おばあさんは顔をしかめ、下を向
いたままだったという例です。
　これを生徒に読ませて、「テストまでに自分だっ
たら、どう声をかけたか、考えてごらん。テスト
で聞くからね」と言って、実際にテストで出しまし
た。
　「そのままで、いいんですよ」とそのまま書いて、
全く問題の趣旨がわかっていない生徒もいました

が、80 歳の女性の不安や戸惑いを「何かお困りの
ことがあるんですね」「何か不安なことがあるんで
すね」としっかり書いた生徒が数人いました。とい
うわけで、雑誌からの抜粋も授業に結構、使いま
した。

教材例

　2 学期の初めです。話題になったと思うのです
が、NHK スペシャルで放映された東田直樹さん
の『僕が跳びはねる理由』をご覧になったことが
ありますか。世界的にブームになった自閉症の青
年の話です。彼は自分の思いを言語化できるので
す。厳しいお母さんの指導もあって、自分の思い
をパソコンでエッセイみたいに書けるのです。そ
れに目をつけたイギリスの作家が翻訳して、世界
中に広まって、さらに何カ国語かに翻訳されてい
ます。世界中の自閉症の子どもを持って困ってい
る親御さんたちは、みんな感動して「この本を読ん
で初めて自閉症の息子の気持ちがわかった」とい
うドキュメンタリーです。
　「これは面白そうだ、使えそうだ」と録画して、
生徒に見せて、感想を書かせたものです。テーマ
は重いのですが、感動的なドキュメンタリーだっ
たので、生徒もたくさん書いてくれました。名前
の部分だけ切って、よく書けているものだけを抜
粋して印刷したものです（一部、資料 4）。
　感想文を教材に授業を進め、私が読みながら「こ
の部分はすごいよね。よく気づいたね」と解説を加
えながら授業をやっていったのです。よく書けて
います。感想文を教材としてフィードバックして
授業を進めた例です。後でゆっくりご覧になって
ください。
　次の教材です。かなり前の雑誌の抜粋です。カ
ウンセリングの雑誌だったと思います（著作権の
関係で本稿では不掲載）。女子の摂食障害の例で、
精神科の医師が再養育療法をやって、徐々に回復
していく話です。たまたまこういう記事があって、
切り抜いてコピーして、旧カリキュラムのときに
使っていた資料です。



長野大学地域共生福祉論集　第 11 号　2017

－ 40 －

　根本の問題は母親の愛情不足というか、メッセ
ージがきちんと子どもに伝わっていないことです。
子どもが母親からのメッセージを受け取れません。
摂食障害という身体症状を出してサインを出しま
す。それに対して、再養育療法というスキンシッ
プを中心に子どもと触れ合い、「あなたのことをち
ゃんと愛しているよ」、それを子どもが確認してい
って、安定していきます。そうすると摂食障害の
症状は消えていきます。
　これを読ませ、「自分のいままでの生育歴を、特
に親との関わりを中心に見詰め直してコメントを
書いてみよう」と行ないました。介護で扱う障害に
かこつけて、この場合は精神障害とまではいかな
いのですが、触れています。生徒は、青年期です
から悩みもあります。
　私の大学の知り合いは、長野県で精神障害者の
NPO 法人を立ち上げて、いろいろやっています。
私の場合は父親が躁うつ病（気分障害）で、その母
親は江戸川に入水自殺しました。父方の叔母は統
合失調症で精神病院に入院していて、そこで亡く
なりました。個人的にそういう関わりがあったも
のですから、興味があって、よく触れるのです。
　摂食障害は精神障害ではありませんが、青年期
は精神障害に似て心が揺れ動くときがあるので、
その例として取り上げて、「自分の心の発達を見詰
め直してみよう」と書いてもらったものです。
　一つ一つ読みながら、「この部分がすごくいいよ
ね」「ここのところのお母さんとの関わりが、たぶ
んポイントだったんだね」という解説を加えて授
業を進めていきます。

指導案

　A4 判で、2 種類あります。日付は同じです。
私が話をしています 3 年生の選択科目の「介護福
祉基礎」と、途中交替の福祉教養科 3 年生の「介護
福祉基礎」です。県の指導主事が学校訪問で「福祉
科と地歴公民科の授業が見たい」ということから、
たまたま二つ授業が重なって、しんどかったので
すが 2 枚書きました。

　選択科目の「介護福祉基礎」からいきます。本校
の形式の簡単な指導案（資料 5、シラバスは資料
1）です。
　このときは実習室を使いました。実習室を使う
ときは、身なり服装を全部チェックして、手洗い
もやって、という掟があるのですが、このときの
生徒は初めて実習室を使ったので、身なりのチェ
ックにかなり時間がかかりまして、指導案どおり
にいかなかったのです。
　その前に、アイマスクをつけた一人をガイド役
の一人がガイドする視覚障害者体験を初めてやり
まして、実技の 2 回目は、実習室を使って、介護
の基本であるボディメカニクスを行ないました。
　テキストによって微妙に違いますが、実教出版
の教科書では、コンパクト－利用者にできるだけ
密着するから、てこの原理まで原則が 8 つありま
す。それを一つずつ二人 1 組になって実際に体験
しながら学んでいかせました。
　同時に、実習評価票（資料 6）をご覧ください。
私が実技をやるときは、旧カリキュラムのときか
らそうですが、実習が終わった後、やりっ放しに
しないで、必ず評価を付けます。二人 1 組になっ
ているので、自己評価と他者評価を行ないます。
ABCD の 4 段階になっています。まず自己評価
します。自己評価ができたら、それを利用者役の
生徒に渡して他者評価してもらいます。自己評価
はシャープペンシルで ABCD のうちから丸をつ
け、他者評価をします。利用者役は色ペンで丸を
つけて、一目でズレがわかるようにしています。
利用者役がひとことコメントを書いて、介護者役
も感想を書いて相互に評価し合っています。
　初めてなので、いいかげんなところもあったの
ですが、こういうことを書かせてやっています。
　資料 7 は着脱です。先ほど言いましたように、
教室でジャージの脱着をします。右麻痺とか、片
麻痺を想定して実際にやってみて、着患脱健の原
理を体験して覚えようということです。自分で脱
ぎ着するのと、片麻痺の人に着せたり脱がせたり、
それを実際に体験してみてどうだったのかを書か
せる実習評価票です。自己評価と他者評価を両方
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させました。
　もう一つの学習指導案「介護福祉基礎Ⅲ」（資料
8）は福祉教養科の 3 年生で行なったものです。こ
れはシラバスを持ってきていません。それまでこ
れを担当していた教員が、事情により 9 月末で退
職してしまいまして、ピンチヒッターで私が 2 学
期の途中から入りました。シラバスは本人が作っ
たので、今日は持ってきていないのです。

国家試験受験対策

　福祉教養科の場合、「介護福祉基礎」は、1 年生
で 1 単位、2 年生で 2 単位、3 年生で 1 単位とち
ょっと変則的です。以前は 1 年生で 2 単位、2 年
生で 2 単位だったのですが、国家試験のことを考
えますと、「介護福祉基礎」は介護の基本であるた
め、必ず出ますので国家試験を意識して 1 単位
持ってきています。
　3 年生の「介護福祉基礎」で何をやっているかと
いうと、2 年生の段階でテキストの内容を全部終
わっていますので、実質、国家試験対策です。事
情があって退職してしまった前任者はその事情が
あまりよくわからなくて、「こんな授業の内容では
国家試験が受からない」と生徒から批判を浴びて、
メンタルの部分でちょっと参ってしまったのです。
　それで私は国家試験対策に特化して、介護の基
本、その過去問をやらせて解説するという内容を
しました。
　しかし、県の指導主事が見学したときに、「国家
試験対策をやっています」では、ただ机に向かって
いるだけで芸がないので、国家試験の事例問題を
提示して、まず自分で考えさせた後、グループに
して「どう考える」と解かせて、それをグループご
とに板書させて、みんなで見ていくようにしまし
た。
　それが「3 年介護福祉基礎事例問題」（資料 9）で
す。2015 年 11 月 9 日の日付が入っています。第
21 回の試験に実際に出た事例問題です。
　ノロウィルスは出る確率が高いので、「これは絶
対に出るよ。ほとんど出るからね。ちゃんと押さ

えておこう」と全員に問題を配ります。配って 10
分間ぐらい考えさせます。いきなりグループ学習
はしません。すぐグループにすると全く考えない
生徒がいますので、まず一人で考えさせて、その
後、グループをつくって発表し合って、まとまっ
たら答えを前に出て書いてもらいます。グループ
ごとに書いてあるのを私が見ながら解説していま
す。そうするとサボることができませんし、共有
ができます。
　今日は答えを持ってきていませんが、ノロウィ
ルスなので、次亜塩素酸ナトリウムです。アルコ
ールは駄目です。熱には結構、強いのです。すぐ
は死にません。油断すると散ってしまいます。飛
沫感染の可能性がゼロではないので、マスクをし
ます。吐瀉物が乾燥して舞ったりすると移ってし
まうので、マスクをするのがポイントです。
　国家試験ですから、答えはあるのですが、それ
は一切見せないで、自分たちで考えさせて、「ここ
はポイントだね」「これはちょっと外していたね」

「ここはみんな重複しているけれど、合っている
ね」という解説を加えていきます。国家試験対策も
やりようによっては、ただ受け身ではなく、生徒
に考えさせるテーマと設定でやっていける例だと
思います。

考査問題

　1 学期と 2 学期の中間考査はないので、期末考
査だけでやっています。1 学期は一般的な穴埋め
です（資料 10）。ほとんど対策プリントどおりです。
語群を使って答えられるようになっています。
　本校は偏差値が 40 あるかないかの学校です。学
力的にはそういうレベルで、勉強する態度が全く
身についていないまま小学校、中学校を過ごして
きている生徒がほとんどですので、試験前になっ
ても勉強しません。赤点を取らせないで何とか進
級、卒業させるために先生たちはあらゆる手段を
使いますが、それでも駄目な生徒がいます。数年
前までは、多いときは 1 クラス分 40 人近く、卒業
する前に減っていきます。生徒指導は落ち着いて
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きましたが、学年によって差があります。
　赤点を取らせないように、モチベーション、学
習意欲を高め、興味や関心を持たせて引っ張って
いくために先生方はいろいろな工夫をします。私
も試験前にきちんと対策プリントを作って、ほと
んどそのプリントで問うている内容が問題になっ
ています。それでも勉強しないので、残念ながら
赤点を取ります。
　バイステックの 7 原則も出しています。受容、
非審判的態度が大事だという話をしています。先
ほどの「そのままで、いいんです」はこれに関連づ
けてやりました。
　資料 11 は、2 学期の問題です。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは尊
厳についてです。ワークシートで聞いている内容
がそのまま出ています。そのままでもまだできな
いので、語群を作って、それを使えば、ちゃんと
答えができるようになっています。「語群を参考
に」と書いたのは、これと似たような表現でも意
図することが書いてあれば、問いに沿っていれば、
語群を使わなくてもいいことにしています。なる
べく生徒が書きやすいように、点が取りやすいよ
うに工夫しているつもりです。
　先ほど言いましたミルトン＝メイヤロフです。
介護者・支援者が高齢者・障害者に対して介護・
支援を行なうと、介護者・支援者は高齢者・障害
者から何をもらっているのでしょうか。お金では
ありません。生徒が書いたのは「笑顔」です。ミル
トン＝メイヤロフが書いたのは「成長」です。介護
者・支援者が介護・支援することによって、高齢
者・障害者から「成長」を促されます。または、「や
りがい」ですか。答えは一つにはしていません。支
援することで、お世話することで介護者・支援者
は成長していきます。ミルトン＝メイヤロフはそ
う言っているのです。
　福祉教養科でボランティアへ行く生徒は、家族
から「ボランティアなんかやっても 1 円ももらえ
ない。だったら、アルバイトのほうがよくない ?　
何でボランティアなんかやるの ?」とよく言われ
るそうです。私のクラスの教え子でしたが、「その
ときに何と答えたの ?」と聞いたら、「障害者から

僕はエネルギーをもらっているんだ」と答えまし
た。「なるほど」と思いました。いま考えると、そ
れがここに当てはまります。お世話することで間
違いなく自分が成長していきます。「それはお金で
は得られないものなので、僕はアルバイトよりボ
ランティアのほうがいいんだ」と言っていました。
　Ⅵは「そのままで、いいんですよ」の事例問題で
す。あなたなら何と声をかけますか、というもの
です。
　あとはワークシートで問うたものが、そのまま
出ます。さっき言いました摂食障害もそうです。
それに関連づけて、今日は持ってきていませんが、
ボウルビィの愛着の話もプリントを配って説明し
たものがあります。ボディメカニクスの 8 つの原
則も重要だと思います。
　項目は多いですが、試験前対策プリントそのま
まです。それでも勉強をやらない生徒は 20 点です
が、やっていたら 90 点ぐらい取れます。

質疑

中島：ご質問があれば、いかがでしょうか。
Ａ氏：今日はありがとうございました。

　私は以前に埼玉県の学校で非常勤講師をやって
いて、学力の低い生徒がいたので、例えば保育士
希望の生徒をどうやって福祉に繋げて、なおかつ
幅広くやっていこうかとずっと考えていました。
本校は総合学科でやっています。
　普通科の生徒の話があったのですが、保育＝福
祉と捉えきれていない生徒に対して先生は障害者
を例にうまく繋げていると思うのですが、体験も
やられているのですか。
鈴木：選択科目の授業ですから、体験はありませ
ん。保育が多いのはアンケートでわかっていたの
ですが、今回は障害にかなり力を入れました。精
神障害まではいきませんでした。
　授業でいつも言っているのは、「保育も対人支
援だよね」ということです。教員の話もします。「教
員も対人支援。君たちを伸ばして、自己実現のお
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手伝いをする。それが一番の目標なんだ。先生は
勉強を教えるだけではないだろう。行事があり、
日頃やっている清掃指導も、専門的になってしま
うけれど、隠れたカリキュラムといって、大事な
意味があるんだよ。そういうことをすべて含めな
がら、君たちの成長を促している。保育も同じだ
よね。特別支援学級の実践も同じだろう。高校の
先生だって同じではないかな。介護の職員だって
同じだよね。利用者の自己実現をお手伝いする。
年齢は関係なく、その人らしい生き方のお世話だ
よね。君たち個々にそれぞれの持ち味や個性があ
るから、それを伸ばす。一人一人の生徒が自分ら
しい高校生活を送れるように関わっているんだよ。
同じだろう」とアプローチします。何回も言います。
Ａ氏：本校も最初のうちは「保育＝福祉」となかな
か繋がりません。本校では、昨年度から児童発達
支援センターに協力してもらって、実習ではなく
体験学習として授業の一環でやっています。それ
が保育に繋がって、障害児支援もあるのだという
のがわかってきたので、うまくいっていると思わ
れます。学力の低い子たちに合わせるとどうなの
かと思い質問させていただきました。ありがとう
ございます。
鈴木：私の授業は選択科目なので、実習は無理で
すが、普通科 3 年生の福祉コースの生徒は、今年
度が一期生で、担任は福祉教養科の教員です。実
習ではなく職場体験として、社会福祉協議会から
の支援もあって、希望を募って障害者支援施設と
保育園と特別養護老人ホームの 3 カ所に分かれて
職場体験に 2 日ほど行かせたのです。ものすごく
好評でした。
　授業とは関係ないのですが、私は青少年赤十字

（JRC）の活動をやっていまして、私のいる学校
の西部地区は松戸市、柏市などの JRC の生徒が
集まっているのですが、今回、教員のほうでもい
ろいろ考えて、船橋市の特別支援学校と交流でき
ないかと考えています。
　1 学期には、コーディネーターの先生にお願い
して、「発達障害、知的障害、身体障害に関わると
きはこういう注意が必要です。彼らはこういう感

情を持っています」という講義をしていただいて
いたので、2 学期には実際に交流したいという話
になりました。
　教員が働きかけて、船橋市の特別支援学校の高
等部にお願いして、作業体験といいますか、木工、
農作業、ダンス、軽スポーツなど 10 の分類があっ
て、生徒たちからアンケートを採って自分の好き
なところに行って 1 時間、交流しました。
　それは生徒に大好評でした。最初は戸惑うので
すけれど、すぐに慣れます。向こうも高校生なの
で、すぐに慣れて、お互いに交流できて、「知的障
害の子どもたちも普通に生活できるんだ、コミュ
ニケーションが取れるんだ」とわかって、ぜひ次回
も交流したいという意見がでました。
　特別支援学校との交流は保育に結びつく気がし
ます。そういう機会を、福祉の授業でなくても学
校独自で、ボランティア部でも何でも、特別活動
の授業でもいいですから、近くにある地域の特別
支援学校と交流できると、生徒の考え方も変わっ
ていきます。私のところでも『跳びはねる理由』
の東田直樹さんのテレビ番組を見て、生徒は自閉
症とか、障害児に対する見方がちょっと変わった
みたいです。
　こちらのアプローチの仕方によって生徒はどん
どん変わっていきます。視野も広がっていきます。
興味、関心も持つようになっていきます。
中島：その他にいかがでしょうか。
原：エクセラン高等学校の原と申します。普通科
の生徒も福祉を 2 単位学んでいるというお話があ
りました。私も専門学科の福祉科だけではなく、
一般の高校生も学んだら本当にいいと思っている
のですが、実際に学ぶ前と後で違いがあるかわか
れば教えていただきたいと思います。よろしくお
願いします。
鈴木：1 年生の「社会福祉基礎」を 3 人の教員が 2
クラスずつ持っていて、アプローチは違いますが
共通考査問題を作って同じ進度でやっています。
点字もやって車椅子もやって、ちょっと枠を広げ
て「介護福祉基礎」に近いような内容ですが、いろ
いろなことに興味を持ってもらうという趣旨でや
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っています。
　「社会福祉基礎」をやる前は障害者には全く興味
がありません。「現代社会」でそういう分野に興
味・関心を持っている先生がいたら、触れるかも
しれませんが、そういうことに興味・関心がまず
ありません。
　自分が生まれたときから死ぬまで福祉のお世話
になっていることにも気づきません。「自分は障害
者じゃないから関係ない」という考えだと思いま
す。生まれる前から児童福祉のお世話になってい
ます。「お母さんが母子手帳を持っているよ。見た
ことある」という話をします。
　「社会福祉基礎」を学ぶ前と後で調査して統計を
取ったら、一つの論文ができるかと思うのですが、
特に障害者や高齢者に対して、いままで思いもつ
かなかった、意識にもなかったことに「ああ、そう
なんだ」と少しずつ気づいていくと思います。忘れ
てしまうかもしれないけれど、何かのきっかけに
思い出すような気がします。
　難しい介護保険や年金をやると、「先生、もうい
いよ」となってしまいます。福祉教養科の生徒は、
国家試験に出るので絶対やらなければ駄目ですけ
れど、普通科の生徒はそこまで必要ないので、福
祉に興味を持ってもらうことが肝要です。
　教員 3 人で話し合ったのは「障害者に対して興
味・関心を持ってもらって、弱者をいたわるだけ
でなく、彼らの立場になって考えられる生徒にし
たい」ということです。そこにちょっと力を入れて
やっています。生徒にも少しは伝わっている気が
します。
中島：いまの話、共同研究を持ちかけたら、受け
てもらえますか。
鈴木：私が「社会福祉基礎」をこの後もやっていけ
ば、やる前と後の検証をできると思うのです。2
年生では修学旅行があるから、生徒と一緒に 2 年
生に上がりたい。私が 2 年生になってしまうと 1
年生の「社会福祉基礎」をやる可能性が低くなると
思います。今回の実践だけで検証できるかといっ
たら、難しいでしょう。検討します。
　文部科学省の矢幅調査官も高校福祉科の本来の

趣旨は、介護福祉士養成だけとは言っていません。
介護福祉士の養成とすそ野を広げることの 2 本立
てでやっていくはずだったと思うのです。
　「福祉」は福祉科の教員免許をもっている者しか
教えられません。福祉コースや系列がないところ
に福祉科の先生がいることはあり得ないから、限
られてしまいます。
中島：介護の意味と役割や、尊厳はどう教えてい
るのですか。
鈴木：尊厳は難しいです。私も説明できません。「尊
厳は何ですか」と聞くよりも、「尊厳が傷つけられ
るってどういうこと ?」「嫌なことをされて、すご
くむかつくこと、あるよね。それは君の尊厳が傷
つけられたんだよ。絶対あいつは許せないってあ
るよね」と、そこから入っていったほうがいいと思
います。最初から「尊厳って何だと思う ?」と聞い
ても、「何だかわからない」となってしまい、我わ
れも説明できません。「その人らしくあること」と
教科書には書いてありました。言いようはいくら
でもあると思うのです。
中島：尊厳の場合は、言っていることがあまりに
重く大きい割に、学習指導要領では単純にそう教
えなさいとなっているので、学生たちの模擬授業
は正面から取り組むといつも詰まってしまいます。
鈴木先生の示唆はかなり有効なやり方ではないか
と思います。
鈴木：施設で利用者の尊厳を傷つけた例がありま
す。たまに新聞報道やテレビに出ます。暴言を吐
く、虐待してしまう。間違いなく尊厳を傷つけて
いるので、そういう例から入ったほうがいいと思
うのです。いじめもそうです。
中島：その他にいかがでしょうか。
中川：新潟県立八海高校の中川です。本校も介護
福祉士の養成を取りやめた学科となったので、「介
護福祉士になりたい、介護をやりたい」生徒ではあ
りません。以前からそうなのですが、なおさら傾
向が強くなっています。「介護福祉基礎」は 2 年生
に 2 単位あって、担当しています。しかし、ネタ
切れというか、どうやったら、この生徒たちは聞
いてくれるのだろうと一生懸命考えて、あれこれ
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映像を見せているのですが、教科書もやらなけれ
ばいけないので、悩んでいるところです。
　普通科の生徒に福祉を勉強させるのと、ちょっ
と話がずれますが、本校には福祉科、いまは家庭
福祉科になったのですが、それ以外に普通科、体
育科があって、選択で取らせていた時期があった
のです。体育科の生徒が取っているときに、「ああ、
これが福祉の勉強を 1 年間させてきた成果」と福
祉科の先生方が話したできごとがありました。
　「社会福祉基礎」を取るのは同時開講されている
数学をやりたくないから受講するので、結構、指
導に苦戦するのです。その生徒はスキーをやって
いて、冬場は学校にいないのです。
　ある冬の日の夕方、先生方が集まっていたら、
福祉科準備室のドアがバーンと開いて、「先生、す
ごいことが起きた !」とその生徒が入ってきたの
です。「この無礼者 !」と思いながら聞いていたの
ですが、大会で障害のある方とスキーをして「先生
が言っていたのはこれだよね。障害のある人も普
通にスキーしていたんだけどさ」とバーッと感想
をしゃべって、「じゃ !」と帰っていったのです。

「いまのは何だったんだ ?」みたいな感じでした。
　障害があっても、いろいろなことができる、そ
ういうことを頭の片隅に覚えていてくれました。
授業は聞かないし、ときどき大きい声が聞こえる
し、大丈夫かと思いながら福祉科準備室にいた 1
年間がこれで報われたと思いました。その生徒は

「俺、一緒に滑ったんだよ。全く普通だった」と言
いました。そういうのも効果かなと思いました。
そのできごとはとても印象に残っています。
　ですから、普通の学校でもやったほうがいいと
前から言われているので、効果はあると思います。
鈴木：「全く、普通」をどこかで身をもって知ると
きがきます。「ああ、あれだったんだ」となります。
学んでいないと、それが普通でないまま終わって
しまいます。「あの人、ヤバくない ?」で終わって
しまいます。
中川：「いっぱいしゃべったし、スキーの技術の話
をしたんだよ。向こうもわかっていて」と言ってい
ました。

鈴木：障害者だからわかっていないと思っていた
のだけれど、あの人たちはわかっていたのだとい
うことを自分が気づいたことに感動します。「普通
なんだ、あの人たち」となり、世界がちょっと開け
ます。それは学んでいないと理解できないことで
す。
　「道徳」をやるより、「福祉」をやったほうが絶対
にいいと本当に思います。「道徳」なんか要りませ
ん。高齢者はどんどん増えるし、発達障害も増え
ているし、「福祉」をやったほうがいいのです。
中島：学習計画で、3 学期は時間がなくて十分に
教えられないというお話が出ていました。3 学期
は地域福祉です。ここはどのように教えていらっ
しゃるのでしょうか。
鈴木：いままでは教えていません。地域福祉は「基
礎介護」の頃はありましたかね、忘れてしまいま
した。「介護福祉基礎」を教えるのは本当に久しぶり
なのです。
　3 年生の最後に地域をどう生徒たちに 4、5 時
間で教えようかと考えているところです。福祉だ
けではなく、地域はキーワードなので、どう自分
の地域を意識させるか、「現代社会」では地域は出
てきません。地域福祉はキーワードです。1 年生
のときに「社会福祉基礎」で地域福祉をやっていま
す。やっていてもたぶん忘れていると思います。
最後の 4 ～ 5 時間で地域福祉は、普通科の生徒に
はしんどいかもしれないけれど、地域福祉をどう
意識させるか、ちょっと考えているところです。
中島：生徒のうちの何人かはケアワーカーになる
のですか。
鈴木：25 人のうち 2 ～ 3 人です。本当にやりたい
生徒は福祉コースに行っているので、そこに入ら
なかった生徒たちです。でも、興味は持っていま
す。授業を受けて、ちょっとケアに興味を持った
生徒たちです。
中島：高齢者は、地域包括ケアを行なっているの
で、現場に出たときにいろいろな意味で地域福祉
の理解が必要だと思いましたので、質問させてい
ただきました。
鈴木：「うちのおじいちゃんが倒れちゃった、ちょ
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っと認知症っぽいけれど、どうしたらいいだろう、
どこへ行ったらいいのか」。そこから始めますか。
介護認定をどこで受けたらいいのか。近くの特別
養護老人ホームに行って相談するのではありませ
ん。地域包括支援センターにアドバイスをもらう
わけです。あとは、市役所の高齢者福祉係です。
そこから入ります。ケアワーカーにならなくても、

「おじいちゃんが倒れちゃった。ちょっとボケてき
たみたい。どうしたらいい」となったとき、医者で
はなくて、リアルな話なので、そこから入ります。

「こういうシステムがあるから、もしかのときに利
用しよう」。それで実際にかかっている人たちの D
VD を見せます。ドキュメンタリーです。
　全く話は違いますが、NHK スペシャルの『介
護危機』はちょっとショッキングでした。ご覧に
なった人、いますか。特別養護老人ホームに入れ
ないから、無認可のケアハウスみたいなのに入ら
ざるをえません。録画しましたが、番組紹介シー
ンだけでも見たくないという感じです。寝たきり
状態の人なのに入れる部屋がないから、廊下にベ
ッドが置いてあります。行き場所がないのです。
特別養護老人ホームへも入れません。精神病院も
無理だったら、無認可のケアハウスみたいなもの
に行くしかありません。ぼろぼろの民家です。そ
こにベッドがあって、老老介護をしています。夫
が寝たきりで、奥さんが見守っています。「うわー」
という感じです。福祉科の生徒には見せなければ
駄目だと思っているのですが、見せたら失望する
かなと思って、躊躇しているところです。
　状況は厳しいです。課題はたくさんあるので、
それをみんなで乗り越えていかなければなりませ
ん。専門職というレベルだけではないです。いず
れ、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お
母さんが精神病院へ行く日がきます。特別養護老
人ホームはいっぱいでもう入れません。本校が実
習に行っている施設も200人から300人待ちです。
要介護度が 4 に近い 3 です。2 年、3 年待ちが当
たり前です。評判の良い施設にはまず入れません。
入る前に待機高齢者は亡くなってしまうのではな
いですか。これから大変です。

　それを考えると「道徳」なんかやめて、高校生は
必修で「福祉」をやるべきです。「社会福祉基礎」か

「介護福祉基礎」でいいから、やらないと駄目だと
思います。切実です。矢幅調査官も言っています
が、すそ野を広げないといけません。

　本稿は、2015 年 12 月 23 日に開催された第 8 回
長野県 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）



－ 47 －



－ 48 －



－ 49 －



－ 50 －



－ 51 －



－ 52 －



－ 53 －



－ 54 －



－ 55 －



－ 56 －



－ 57 －



－ 58 －



－ 59 －



－ 60 －


