
福祉体験学習
○事前学習

　　　テーマ；Normalization 理解

　　　　　　　　ESD → 持続可能な未来を
創る

　　　ツール；ICFの基本的な考え方

○実習　     

○事後学習 

　　　　自己評価シートの作成、ディスカッショ
ン

　　　　体験日誌 →文集作成　

　　　　　



ESD

持続可能な開発のための教
育

Education for Sustainable　Development

 　　　　　　　　　　　　　　　 国連
ESDの１０年

　　　　　　　　　　　　　　　　２００
５～２０１４
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ＥＳＤ の視点

ＥＳＤの
エッセンス

環境

開発

福祉

人権

平和

異文化共生

貧困と格差

社会体験
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　　　　私たち一人ひとりに

　　世界をよりよく変えていく力と責任
　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

　　　夢、希望、将来設計
どんな形で持続可能な未来創りに

　　　　　　　参加できるか？

　　　　　　　　　



ICFの視点に立って
　　

　　学校教育を考え
る



健康状態

心身の機能
身体の構造 活動 参加

環境因子 個人因子

ICF(国際生活機能分類)

WHO 2001



病院、福祉施設：患者,利用者を観
察評価し適切な治療やサービスに

結びつける
↓

ユニバーサルな福祉教育
生きる力を育む具体的なツール



文科省学習指導要領の基本理念

「生きる力」

とは何か？



文科省の具体策
• キャリア教育

• シチズンシップ教育

• 道徳教育

• 観点別評価



生活機能

心身の機能
身体の構造 活動 参加



生きる力とは
　   環境因子や個人因子との

　　　相互関係のなかで

　　　生活機能を良好
に

　　　循環させていく
力



　performance；いま出来ていること

活動 参加

Ｃａｐａｃｉｔｙ；状況が変われば出来るであろう
こと 　　　　

Ｗｉｓｈ；ほんとうは何がしたいの？
　　　　　　　　　 夢、希
望
　　　　　　　生き甲斐、目
標

　　　



　

活動 参加

　　　



心の中を評価する

　　　　　

　　　　　　　　　　　　

　「実行状況の評価点は、本人が現在
していることおよび、したいと思ってい
るであろうことの困難さを測定するも
のである」　　

　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003

　ICFチェックリスト　　　　　　　　　　　
　　　　　



自己評価
• 自身の「活動」と「参加」の状況をいくつかの

観点に分けて客観的に観察し評価する

　 今日→ 明日 → 明後日 → → →　将来

　 　夢、希望→ 自己決定 →将来の生活設
計



　performance；いま出来ていること

活動 参加

Ｃａｐａｃｉｔｙ；状況が変われば出来るであろう
こと 　　　　

Ｗｉｓｈ；ほんとうは何がしたいの？
　　　　　　　　　 夢、希
望
　　　　　　　生き甲斐、目
標

　　　



福祉体験学習の自己評価

①関心･意欲･態度

　　事前学習、実習をとおして自主的積極的に
取り組むことが出来たか

　　　施設内では職員や利用者と調和して活動
することが出来たか

　　　施設での自分のなすべき責任を果たすこ
とができたか



福祉体験学習の自己評価
②知識･理解

 事前学習･実習･事後学習をとおして福祉に関す
る基本的な知識を理解できたか

　福祉や医療の現場を観て学ぶところがあったか

自分とは異なる環境で生きている人々を理解する
端緒となったか

学習を通じて自己の変容に気づいたか



福祉体験学習の自己評価

③思考･判断
　目的をもって学習に臨むことができたか

　施設内での仕事や利用者とのコミュニケーショ
ンで適切な対応がとれたか

事前学習で学んだことを活用することが」できたか

活動の状況を日々反省し次の取り組みに活かすこ
とができたか



福祉体験学習の自己評価

④技能･表現
　施設職員の仕事を観て援助や看護技術の方法

について学ぶことができたか

　活動を通して学んだことを適切な文章で記録と
して残すことができたか

　活動の様子を適切にまとめグループ討議などで
発表することができたか



福祉体験学習の自己評価

⑤自己理解
　福祉の諸問題を自分自身の身近な問題として
捉えることができたか

　自身の個性や性格、適性などについて考えるこ
とができたか

　自分の将来や進路、生き方などについて考える
ことができたか



五つの観点

　　　　

　　　Performance

　　　　◎○△×  ４段階で自己評価

　　　Capacity   or　Wish      

　         文章で表記
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

　　　

　　　

　　　　　　　　　　　　　　



 　　　　　　数値化

　P値

　◎→３　○→２　　△→１　　×→
０

　CW値

　　自己のCapacity　Wish に対す
る　  気づき１項目→１



P値

観点 ① ② ③ ④ ⑤ ΣP

得点 ９ １２ １２ ９ ９ ５１



CW値

観点 ① ② ③ ④ ⑤ ΣCW

得点 ５ ５ ５ ５ ５ ２５



集計結果

• 各観点の間の相関係数Matrix

　　P-P およびCW-CW の各観点で正の相
関

　　　

　　　P-CW の各観点は、ほぼ無相関だが

　　　　　P①に対するCWに弱い負の相関



シートの改訂

• 5年間(H19～H23）同一のシートで実施

• チェックリストの簡素化

　　①③④→現状の受け止め

• ②はノーマライゼーションに特化してもよい

• ⑤



　performance

活動 参加

　　　　　　　　　Ｃａｐａｃｉｔｙ　　　　
　　　　　　　　Ｗｉｓｈ

自己を知り、多様な他者を理解す
る
　　　　　

自己評価に期待するも
の



様々な自己評価シート

• 日常生活

　　　　　学校　　　　　　　　　　家庭、
地域

　　　　学習 　　　　　　　　　　　遊び、ア
ルバイト

　　　　趣味  　　　　　　　　　　　仕事

喜び、悲しみ、達成感、挫折感、失敗・・・・・・



学校教育が追い求めてきたもの

　　　　成功譚、偉人伝、
　　　　

　　　

　　　　　　　挫折、生きる困難
　　　　　　　　　　　何処に潜んでいるか

　　　　　　　　　　　どの様に対応するか



キューブラー・ロス
死の受容への５段階

否認と隔離

　　　　　　　→ 怒り

　　　　　　　　　　　→ 取引

　　　　　　　　　　　　　　　→　抑う
つ

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　

　→　受容
　　　例えば・・・・挫折を乗り越える自己評価シート



自己を知り他者を理解する

　　　　　　　　　　協調、協働

　　ユニバーサルな福祉教育

　　　　　　　

　　　相互カウンセリング？

              SSWへの期待

　　　

　　　　　　

　　　　　





様々な困難を抱える生徒達

• いじめ

• 学校の問題

• 家庭的問題

• 虐待　　　　　　　　　　　　　　　　

活動と参加
• 軽度発達障害　　　　　　　　　　　を支
援する

• コミュニケーション能力の欠如

• 不登校



意図的な教育プログラム

自身の Performance と Capasity　を評価

　　　　　　　　　　　　   いま何を為すべ
きか

　　　　　　　　　　本当にしたいことは何
なのか？

                                  　　　　    夢、希望

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
生きる力



学校に根を張る様々な病理

• ソーシャルワーク

• ユニバーサルな福祉教育

生徒、保護者、教員、福祉･心理の専門職

　　　　共通言語としてのICF


