
１．背景

　世界保健機関（WHO: World Health Organization）
が，2020年２月11日にCOVID-19（Novel Coronavirus 

Disease 2019）と名付けた新型コロナウイルス感
染症は，８ヵ月後の10月11日時点で，感染者数
36,361,054名，確認された死亡者数1,056,186名，
感染ケースが確認された国・地域は235箇所と

なっている（WHO，2020）。WHOが定義するパ
ンデミックの様相を呈しており，保健医療福祉機
関においても，患者・利用者，対人援助専門職間
のクラスターが発生する等，医療・福祉崩壊の懸
念が高まっている（まち・ひと・しごと創生本部，
2020）。
　このような状況のなかで，医療保健福祉専門職
養成課程及び教職課程をもつ大学，短期大学及び
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た。
　本報告では，今年度のCOVID-19拡大時期にお
いて本学ソーシャルワーク実習教育をどのように
行ったのかについて時系列及びカテゴリーごとに
整理し，取組と課題について明らかにすることで，
COVID-19の影響が次年度以降も続いた場合に備
えた実践報告とした。

２．事実の概要及び推移

（１）　COVID-19感染拡大の本学への影響

　学内でCOVID-19に対する懸念が共有化された
のは，本学長が2020年１月28日付で発した注意喚
起の通知メールを契機とする。全教職員宛に発出
されたその注意喚起の後，予定されていた春季の
集中講義について感染拡大防止の観点から中止と
する等，直ちに対応が行われた。その後の経過を
含めてTable 1に示した。

専修学校は，実習教育における様々な困難を抱え
ている。これまで，大規模災害等により実習教育
が困難となった地域においては，演習授業等に
よって実習単位を認定することが例外的に行われ
てきた（文部科学省・厚生労働省，2011）。本学
部では，社会福祉士養成課程に及ぼすCOVID-19
パンデミックの悪影響を懸念し，感染拡大が取り
沙汰された2020年２月初旬から情報収集をはじ
め，緊急時対応として通常の配属型実習と並行し
て学内実習の準備を行った。特に留意したのは，
配属型実習を原則として堅持しつつ，COVID-19
によって学生の学修時間が凍結することのないよ
うに，緊急対応としてオンデマンド・オンライン
型の学内実習を行うという基本姿勢である。学校
教育法及び大学設置基準等の法令を鑑み，今年度
限りの代替教育として行う必要があるという観点
から，大学内外での協議及び合意形成，特に監督
庁への事前の報告及び相談を経て慎重に実行し

Table 1　事実の経過（実習教育に関連する出来事のみ）
時期 内容

2020/01/28 ・学長発，COVID-19に関する注意喚起通知（特に，海外渡航・研修等の自粛）
2020/02/06 ・広島 坂キャンパスでの集中講義の中止決定。
2020/02/20 ・文部科学省発，学校におけるCOVID-19感染症対策に係る事務連絡。
2020/02/28 ・文部科学省・厚生労働省合名事務連絡「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等

の各学校，養成所及び養成施設等の対応について」により学内実習の可能性を示唆。
同上 ・ソーシャルワーク教育学校連盟発，養成校宛に情報収集への協力依頼メール。

2020/03/07 ・広島市でCOVID-19感染者が初めて確認。同日，学位授与式等の学内行事の縮小，感染拡大防止
策の徹底が大学より指示された。

2020/03/24 ・文部科学省高等教育局長通知「令和２年度における大学等の授業の開始等について」（元文科高
第1259号）発出。学事日程の弾力的取り扱い，遠隔授業の活用等を示唆。

2020/03/25 ・学長発「新年度の新型コロナウイルス感染症への対応について」。
2020/03/30 ・人間健康学部におけるCOVID-19対策の具体化として，三密防止による履修登録のスケジュール，

遠隔授業体制の準備を協議。
同上 ・学内システム開発管理センター及びICT支援室と連携し，スマートフォンへの学内メール転送及

び学内LMS（C-Learning）使用の学生宛資料の作成。オンデマンド・オンライン教育の体制整備。
2020/04/01 ・文部科学省高等教育局大学振興課事務連絡「学事日程等の取扱い及び遠隔授業の活用に係るQ&A

等の送付について」により，教学におけるCOVID-19対応案の具体例を示唆。
同上 ・人間健康学部教育課程委員会発，在学生宛に上記を含めた2020年度の教学関連情報の一斉メール

を行う。
同上 ・実習登録機関・施設の一部から，実習生受け入れ承諾の通知が届く。

2020/04/03 ・ソーシャルワーク教育学校連盟会長発「新型コロナウイルス感染拡大傾向に伴う社会福祉士及び
精神保健福祉士養成教育に対する考えについて」にて，６月末までの実習自粛依頼。

2020/04/06 ・学部学科会でオンデマンド教育の具体的内容を協議。教職員及び学生に対する健康観察カード（検
温記録）記入管理を伝達。

2020/04/08 ・学部キャンパス専任教職員を対象とした学内LMS（C-Learning）説明会の開催。
2020/04/13 ・学部非常勤講師を対象とした学内LMS（C-Learning）説明会の開催。
2020/04/14 ・広島県内のCOVID-19感染拡大により，対面授業開始を５月９日まで延期。
2020/04/17 ・実習登録機関・施設のひとつ（高齢者福祉施設）から施設内感染対策を伴う実習受け入れ承諾が

届き，この内容を基に実習生事前指導におけるCOVID-19対策が定まる。
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時期 内容
2020/04/20 ・学内システム開発管理センターから，遠隔授業運用マニュアルの発出。人間健康学部において，

学内LMS（C-Learning）による遠隔・オンデマンド授業が開始される。
2020/04/22 ・ソーシャルワーク教育学校連盟発「新型コロナウイルスの感染拡大による社会福祉士・精神保健

福祉士教育への影響に関する緊急調査」への協力依頼。４/24に回答を送信。
2020/04/24 ・健康福祉コース教員が集まり，学内実習の具体的内容について協議。
2020/04/28 ・COVID-19拡大防止のため，教職員の交代勤務制及び在宅勤務制の導入。
2020/05/07 ・広島県インターンシップ促進協議会発「令和２年度事業目標・計画の見直しについて（依頼）」

により，配属型インターンシップ及び実習の困難さが共有される。
2020/05/11 ・本学教学支援センター「本学における遠隔授業等の実施に関する指針」発出。
2020/05/13 ・教育環境整備を目的とする「遠隔授業環境整備支援金」が本学より全学生に支給される。
2020/05/18 ・文部科学省総合教育政策局教育人材政策課事務連絡「令和２年度における大学・専門学校等の教

育課程等の実施に関するQ&Aの送付について（５月18日時点）」により教育実習の３分の１の部
分について，学内での授業での代替を弾力的に認める内容。

2020/05/25 ・人間健康学部より実習登録機関・施設に対して，実習生個人票を含めた実習正式依頼文を発出。
但し書きとして，「実習時期になってもCOVID-19により実習が難しい場合には，学内実習等の代
替教育を行うことで，実習機関・施設への過剰負担を回避する」旨を明示。

2020/05/26 ・ソーシャルワーク教育学校連盟「新型コロナウイルス感染症に伴う社会福祉士・精神保健福祉士
養成の対応について」により，COVID-19による実習困難の際の具体的対応として，教育プログ
ラム例が示される（Table 2）。

2020/05/27 ・人間健康学部インターンシップ委員会を開催。学生の健康，教育の公平性の観点から，計画変更
を目的とした教育実習，健康運動現場実習，インターンシップ実習，及び社会福祉士相談援助実
習を取り巻く状況について，情報収集及び課題抽出を行った。

2020/05/28 ・５/25発出の実習正式依頼文を受信した実習機関から，本学の状況及び意向について電話確認あ
り。当方からも情報収集を行いつつ意見交換を行うことを約す。

2020/06/01 ・２/28付文部科学省・厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学
校，養成所及び養成施設等の対応について」の内容更新（取組事例の追記）。

同上 ・他県大都市にある福祉系大学から，配属型実習の全面中止とWEB実習の実施に関する情報収集を
行う。WEB会議ツールによるオンライン実習指導の方法について調査を行った。

2020/06/03 ・学部インターンシップ委員会を開催。学生の健康，学修機会の確保，教育の公平性，カリキュラ
ム保証，リスク管理等の観点から，配属型実習を中止とし，教育の質の保証及び学修時間の確保
を行った学内実習（主にオンデマンド実習）を行うことを審議し決定。 

2020/07/15 ・介護老人保健施設でのCOVID-19クラスターにより高齢者12名が亡くなったとの報道がなされる
（最終的には92名感染，17名死亡）。直ちに実習生に教示し，注意喚起と併せて医療機関での実習
が危機的状況である旨を伝達。

2020/07/16 ・実習施設の一つから，COVID-19第二波に備え配属型実習の受け入れが困難となった旨の連絡あ
り。一方で，別機関からは受け入れ可能との連絡あり。

2020/07/18 ・学内実習（オンデマンド・オンライン実習含む）の具体的プログラムを作成。学部実習教育支援
委員会で審議し，教授会で諮る旨を承認。

2020/07/20 ・学内でPCR検査陽性者の発生。学園ホームページで対応を公表。
2020/07/21 ・学生向け健康観察カード（検温結果記録）をGoogleフォーム及びQRコード化し，データ管理体制

を強化。
2020/07/29 ・実習予定であった医療機関のひとつから，COVID-19感染患者の入院を受け入れたため，実習受

け入れを辞退する旨の連絡が届く。
2020/08/04 ・中国四国厚生局担当官に，本学が計画した学内実習プログラムが，２/28付け事務連絡との合致す

るかどうかについて相談。担当官より，個人的見解としては問題なしとの回答あり。但し，事後に
代替措置の実施結果の調査があり得るため，授業毎の記録を適切に保存するようにとの助言を得た。

2020/08/07 ・実習施設のうち，実習生受け入れ可能の施設にて実習開始。
2020/08/11 ・人間健康学部第７回教授会にて，これまでの学内実習の準備状況を報告し，学内実習プログラム

の実施について承認を得た。
2020/08/17 ・配属型実習が困難となった実習生３名を対象に学内実習を開始（全24日間，９/17まで）。通学を

させた上での演習教育を基本とし，福祉事業所訪問，当事者インタビュー，オンライン実習，面
接技法の動画コンテンツ作成，事例を用いた個別支援計画作成を組み込んだ。

2020/08/30 ・帰校日指導として，配属型実習生と学内実習生を集め，情報及び学びの共有を図った。特に学内
実習生について，配属型実習との格差防止の観点からフォローアップを行った。

2020/09/17 ・学内実習の終了。当初，配属予定であった実習機関・施設の実習指導者に報告し，成績評価への
協力を改めて依頼し，承諾を得た。

2020/09/23 ・後期授業開始。対面授業を基本として，大人数授業等について一部遠隔授業を活用。
2020/12/15 ・会議アプリケーション（ZOOM）を用いた対面・オンラインによるハイブリッド型実習報告会を

実施予定（本稿脱稿時点）
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本年６月末日まで，実習先となる社会福祉施設・
医療機関等の実習受入れに関する意向にかかわら
ず，学生の実習実施を見合わせることを，本連盟
から会員校にお願いする」旨の会長声明が出され
た（ソーシャルワーク教育学校連盟，2020a）。５
月26日付には事務連絡として，実習に代えて演
習・学内実習等を実施する場合の教育プログラム
例が示され，具体的な例として映像教材の使用や
実習施設とのオンライン接続による学習等が挙げ
られた（ソーシャルワーク教育学校連盟，2020b）
ことから，本学の学内実習の指針として用いた

（Table 2）。

（４）　情報源としてのSNS活用

　大学教育に及ぼすCOVID-19の影響を確認する
ために，様々な団体が調査を行っている（e.g., 全
国大学生協連，2020；藤本他，2020）。文部科学
省及び各大学の公式資料のみを根拠とした対応で
は時期を失するものと考え，やむを得ずTwitter（運
営会社：Twitter Japan株式会社）やFacebook（運
営会社: Facebook Japan株式会社）といったソー
シャルネットワークサービス（SNS）を一部参照
し，状況把握の補足資料とした。Twitter につい
ては，キーワード検索等の機能を用い，各教育機
関やその学生のTweetから逐次の情報収集を行っ
た。例えば，４月20日のC-Learning授業初日の開
始直後９：05 ～ 10：20頃に発生した通信障害の
際，導入他大学及び学生のTweetから，全国的な
C-Learningシステムへの多数接続によるシステム
エラー（いわゆるベンダー側の問題）であること
を突き止めたことで，その後の復旧までの配慮を
行うことができた。Facebookについては，３月30
日に大学教員の呼びかけによって開設された公開
グループ「新型コロナ休講で，大学教員は何をす
べきかについて知恵と情報を共有するグループ」

（岡本，2020）を参照し，オンライン学習とオン
デマンド学修の教育方法についての比較考量等を
行った。このグループは現在，「新型コロナのイ
ンパクトを受け，大学教員は何をすべきか，何を
したいかについて知恵と情報を共有するグルー

（２）　文部科学省及び厚生労働省事務連絡等

　COVID-19に関連して文部科学省及び厚生労働
省から，多くの通知及び事務連絡が発出されてい
る。大学における社会福祉士教育課程は，講義科
目については文部科学省，演習・実習科目につい
ては厚生労働省（地方厚生局）がそれぞれ監督庁
として位置づけられている。そのため，COVID-19
対策として２月28日付で出された文部科学省及び
厚生労働省合名事務連絡を皮切りに，関連する通
知及び事務連絡を精読しつつ，協議及び計画の根
拠として用いた。

（３）　ソーシャルワーク教育学校連盟の対応

　ソーシャルワーク教育学校連盟（旧・社会福祉
士教育学校連盟）は，2017年に，それまでの日本
社会福祉士養成校協会，日本精神保健福祉士養成
校協会，及び日本社会福祉教育学校連盟の３団体
が合併して設置された一般社団法人である。ソー
シャルワーク教育の内容充実及び振興を図るとと
もに，ソーシャルワーク及び社会福祉に関する研
究開発と知識の普及をもって福祉の増進に寄与す
ることを目的としている（ソーシャルワーク教育
学校連盟，2017）。
　COVID-19対応としては，４月３日付で「当面

Table 2　 ソーシャルワーク教育学校連盟による
代替教育プログラムの例示

·  ソーシャルワークの実践現場を扱った映像教材
の活用

·  ロールプレイやグループ活動を通した体験型教
材の活用

·  ＶＲ（ヴァーチャル・リアリティ）機器・教材
の活用

· 実習施設とのオンライン接続による学習
· 電話連絡等による声掛けや安否確認等の活動
· 関係機関や団体へのインタビュー
· 事例学習
· 実習記録等に相当する記録の作成
· 過去の実習の映像等の活用
· 先輩の実習記録や実習報告の活用
· 個人やグループでの振り返り
· 個人やグループでのスーパービジョン
· その他 各校の創意工夫による方法を用いた学習
出典： ソーシャルワーク教育学校連盟「新型コロナ

ウイルス感染症に伴う社会福祉士・精神保健
福祉士養成の対応について」
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マン社製）を団体契約によって使用している。
C-Learningは，出欠管理，教材保存共有，レポー
ト等課題管理等の機能を有するシステムである

（Netman Co., 2020）。
　学内実習は，COVID-19に対する例外的な代替
教育であるため，学修記録の保存管理の徹底を行
う目的で，C-Learningによる出欠登録及び学修成
果物の保存管理を行うこととした。

３．教育内容

（１）　学内実習の内容

　学内実習全体のスケジュールをTable 3に示す。
全24日間の日程は，第１から第４フェーズに分け，
学修内容は現行の社会福祉士指定科目「相談援助
実習」の教育に含むべき事項（文部科学省高等教
育局長，厚生労働省社会・援護局長，2008）を網
羅するものとした（Table 4）。また，各日の学内
実習のタイムスケジュールをFigure 1に示した。
実習教育は，業務体験の側面が大きいため，労働
基準法に定める労働時間，休憩，休日等の法規を
準用して行う必要がある。そのため，一日の実習
時間は８時間を超えることがないように，最大7.5
時間までとし，休憩及び休息が十分にとれるよう
に配慮した。

プ」に改称され，21,000名を超える登録者を誇る
教員コミュニティとなっている。学校教育現場に
おけるCOVID-19拡大防止対策をはじめ，オンデ
マンド・オンライン教育を行う上でのアプリケー
ションやICT機器等のレビュー等を交換する場と
なっている。多くの投稿を参照するなかで明らか
になったのは，大学・教員・学生間を同時接続す
る「オンライン学習」では，学生のパソコンの所
持率，スマートフォンのデータ容量制限等，ICT

及び学習環境の格差が懸念される結果になること
であった。また，過剰なオンライン授業及び課題
によって，学生の心身の健康が損なわれている事
例も散見されたため，オンライン授業は一部に留
めることを提案した。あらかじめ学内LMSに教
材を保存しておき，授業時間内に学生にアクセス
させ，科目担当教員が授業時間内に追加説明及び
質疑応答対応を行うことによって教員と学生の双
方向性を保ち続ける「オンデマンド学修」を主に
採用することにした。

（５）　学内LMSの活用

　LMSとは，Learning Management System（学習
管理システム）の略語であり，ICT環境の整備と
共に広がりつつある電子化された教育コンテンツ
を配信するプラットフォームを意味する。本学で
は，学内LMSとしてC-Learning（株式会社ネット

Table 3　学内実習のスケジュール
フェーズ 日程 教育内容�※（数字）は本学評価基準No

第１フェーズ
（職場実習）

８/17（月）～８/22（土）

実習１～６日目

・利用者像の実態（1，4）
・実習施設の法的根拠・法律（16）
・実習施設における他職種の役割とチームアプローチ（11，12）
・実習施設における意思決定過程と人権尊重（14，15）
・実習施設における財政，運営方法等の組織構造（16）

第２フェーズ
（職種実習）

８/24（月）～８/29（土）

実習７～ 12日目

・周辺地域の一般的状況と地域社会との関わり（18，19）
・社会福祉士の業務内容の理解（17）
・社会福祉専門職の価値・倫理（14）

第３フェーズ
（ソーシャルワーク実習）

８/31（月）～９/５（土）

実習13 ～ 18日目

・利用者等との援助関係の形成と面接の進め方（1，2，7，8，9）
・利用者等のニーズ把握と課題の設定（3，5）
・周辺地域の福祉問題と社会資源の把握（18，19）

第４フェーズ
（ソーシャルワーク実習）

９/７（月）～９/12（土）

実習19 ～ 24日目

・個別支援計画等の作成（5，6，17）
・利用者等に関する支援プロセス（10）
・関連機関・施設の業務や連携状況（13）
・地域社会への働きかけ・地域組織化の方法（20）
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Table 4　厚生労働省，ソーシャルワーク教育学校連盟，及び本学相談援助実習の教育内容対照表
厚生労働省「教育に含むべき事項」 ソーシャルワーク教育学校連盟 本学評価基準

ア　利用者やその関係者，施設・事
業者・機関・団体等の職員，地域
住民やボランティア等との基本的
なコミュニケーションや人との付
き合い方などの円滑な人間関係の
形成

イ　利用者理解とその需要の把握及
び支援計画の作成

ウ　利用者やその関係者（家族・親
族・友人等）との援助関係の形成

エ　利用者やその関係者（家族・親
族・友人等）への権利擁護及び支
援（エンパワメントを含む。）と
その評価

オ　多職種連携をはじめとする支援
におけるチームアプローチの実際

カ　社会福祉士としての職業倫理，
施設・事業者・機関・団体等の職
員の就業などに関する規定への理
解と組織の一員としての役割と責
任への理解

キ　施設・事業者・機関・団体等の
経営やサービスの管理運営の実際

ク　当該実習先が地域社会の中の
設・事業者・機関・団体等である
ことへの理解と具体的な地域社会
への働きかけとしてのアウトリー
チ，ネットワークキング，社会資
源の活用・調整・開発に関する理
解

（１）利用者，職員，グループ，地
域住民等との基本的なコミュニ
ケーションを学ぶ

（２）円滑な人間関係の形成方法を
学ぶ

（３）利用者理解の方法を学ぶ
（４）利用者の動向や利用状況を学

ぶ
（５）利用者，グループ，地域住民

等へのアセスメントとニーズ把
握の方法を学ぶ

（６）個別支援計画等，様々な計画
の策定方法を学ぶ（プランニン
グまでを主として）

（７）利用者との援助関係の形成の
意味と方法を学ぶ

（８）利用者と家族の関係を学ぶ
（９）利用者や関係者（家族等）へ

の権利擁護及びエンパワメント
実践を学ぶ

（10）モニタリングと評価方法を学
ぶ

（11）実習機関・施設の他職種，他
職員の役割と業務及びチームア
プローチのあり方を学ぶ

（12）実習機関・施設の会議の運営
方法を学ぶ

（13）関連機関・施設の業務や連携
状況を学ぶ

（14）社会福祉士の倫理を学ぶ
（15）就業規則について学ぶ
（16）実習機関・施設の組織構造及

び意思決定過程を学ぶ
（17）実習機関・施設の法的根拠，

財政，運営方法等を学ぶ
（18）業務に必要な文書様式の記入

内容・方法等を学ぶ
（19）実習機関・施設のある地域の

歴史や人口構造等を学ぶ
（20）実習機関・施設のある地域の

社会資源を学ぶ
（21）地域社会における実習機関・

施設の役割と働きかけの方法等
を学ぶ

１．利用者，職員，グループ，地域
住民等との基本的なコミュニケー
ションを学ぶ

２．円滑な人間関係の形成方法を学
ぶ

３．利用者理解の方法を学ぶ
４．利用者の動向や利用状況を学ぶ
５．利用者，グループ，地域住民等

へのアセスメントとニーズ把握の
方法を学ぶ

６．個別支援計画等，様々な計画の
策定方法を学ぶ（プランニングま
でを主として）

７．利用者との援助関係の形成の意
味と方法を学ぶ

８．利用者と家族の関係を学ぶ
９．利用者や関係者（家族等）への

権利擁護及びエンパワメント実践
を学ぶ

10．モニタリングと評価方法を学ぶ
11．実習機関・施設の他職種，他職

員の役割と業務及びチームアプ
ローチのあり方を学ぶ

12．実習機関・施設の会議の運営方
法を学ぶ

13．関連機関・施設の業務や連携状
況を学ぶ

14．社会福祉士の倫理を学ぶ
15．実習機関・施設の組織構造及び

意思決定過程を学ぶ
16．実習機関・施設の法的根拠，財

政，運営方法等を学ぶ
17．業務に必要な文書様式の記入内

容・方法等を学ぶ
18．実習機関・施設のある地域の歴

史や人口構造等を学ぶ
19．実習機関・施設のある地域の社

会資源を学ぶ
20．地域社会における実習機関・施

設の役割と働きかけの方法等を学
ぶ

Figure 1　学内実習一日（約7.5時間）の流れ

①教材による学修 ②課題への取り組み ③実習日誌等の作成

1・2時限 (約3時間) 3・4時限 (約3.5時間) 5時限 (約1時間)
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を用いた個別指導及びフォローアップを行った
（Figure 2）。

（４）　実習日誌の作成

　通常の配属型実習と同じく，学生には各学内実
習日の学修内容と考察を「実習日誌」に記させた

（Figure 3）。実習での学びは，体験的学修である
ため，理論と実践の往還による効果的な学びのた
めには，即時のフィードバックを要する。そのた
め，実習担当教員間で次のような取り決めを行い，
直ちに学生の学修に反映させ，深い考察につなが
るよう配慮を行った。

１）学生が実習日誌を提出する締め切りは，次
の実習日の開始時刻までとする。

２）原則，担当日の実習日誌のコメントは，担
当教員が記述・押印することとする。

３）実習日誌のコメント・押印は，可能な限り
２日以内とし，遅くとも１週間以内には学生
に渡るようにする。

（５）　機関・施設・当事者との連携

　学内実習とはいえ，可能な限り大学外の社会資

（２）　科目名，対象学生，及び倫理的配慮

　人間健康学部健康福祉コース専門科目である
「相談援助実習」（３年次配当，４単位，社会福祉
士指定科目）について学内実習を行った。全履修
学生12名のうち，COVID-19により実習が困難と
なり，期間内に代わりの実習先が調整できなかっ
た３名を対象とした。学内実習を行うまえに，書
面及び口頭にて，プログラム内容，学内実習に至
るまでの経緯，監督官庁事務連絡等により単位認
定が可能であること，学内実習を受けない選択が
できること，受けない場合には次年度に再履修と
なることを示した上で，受講の合意を得て実施し
た。３名の保護者（保証人）に対しても上記同様
の報告を行い，了承を得た。

（３）　C-Learningによる学修管理

　 実 習 の 各 日 に は， 学 生 へ 授 業 開 始 時 に
C-Learning上での出席登録を行うよう指示し，教
材倉庫に保存した教育コンテンツへのアクセス，
アンケートへの回答，レポート課題の作成及び提
出を行わせた。C-Learningは，アクセス及び提出
時間が記録される仕組みになっているため，厳格
な学修管理を行いつつ，個々の学生に学修成果物

Figure 2　学内LMS（C-Learning）を用いた「相談援助実習」の課題及び操作画面
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et al, 2014）に基づく実践が注目されており，当
事者の語りへの関心が高まっている。このウェビ
ナー参加後，学生からは「薬物問題への考え方が
根本から変わった」，「人生をやり直せるかどうか
は，孤立させない社会環境であるかどうかに左右
される」といった感想が発せられた。

２）府中町社会福祉協議会の協力

　社会福祉協議会の先進事例を学ぶために，府中
町社会福祉協議会の生活支援コーディネーター 

楢山亮 氏へZOOMを用いたインタビューを行っ
た。府中町社会福祉協議会では，地域福祉への
SNS活用を精力的に行っており（府中町社会福祉
協議会，2020），WiDS HIROSHIMAアイデアソン
2020では「ためまっぷ府中町」システムを用いた
データ活用によるボランティアセンター活動の自
動 化 の 取 組 み が， 準 優 勝 に 輝 い た（WiDS 

HIROSHIMA, 2020）。学生からは，社会福祉協議
会での業務，社会福祉士となった背景，印象に残っ
ていること，ニュー・ノーマル時代の社会福祉士
像等の質問がなされ，丁寧かつ心温まる回答をい
ただいた。

３）就労継続支援A型の体験

　ソーシャルワーカーの役割のひとつである就労
支援の実態的理解のために，就労継続支援A型事
業所「広島自立支援センターともに」に赴き体験
実習を行った。利用者との交流や，ともにタオル・
マット・おしぼりの製造作業に従事することを通
して，はたらくことの重要性，障害の有無に関わ
らず個々人が持っている可能性，及びそれを支え
る対人援助専門職の存在意義について理解を深め
た。

４）放課後等デイサービスの見学

　COVID-19拡大時期には多くの小学校・中学校
が休校となり，子どもの引きこもりや生活不活発
の問題が発生した。その際に，社会資源として貢
献した放課後等デイサービスのひとつ「ハピネス」

（安芸郡坂町）に赴き，見学実習とインタビュー

源に触れられるよう検討を行う必要がある。次の
関係機関・施設，及び当事者との連携を行い，ア
クティブ・ラーニングが展開できる教育プログラ
ムとした（Table 5）。

１）ZOOMウェビナーによる当事者理解

　ソーシャルワーカーとして求められる，エンパ
ワメント及びストレングス視点の観点から，当事
者との交流機会を目的として，会議用アプリケー
ションZOOMを用いたWebセミナー（ウェビナー）

「渡邊洋二郎×松本俊彦：自己責任社会で弱さを
抱えて生きていく」に学生３名が参加した。協力
いただいた渡邊洋二郎氏は，アルコール及び薬物
の元・依存症者であり，現在・当事者支援を行う
介護福祉士である。著書『下手くそやけどなんと
か生きてるねん。：薬物・アルコール依存症から
のリカバリー』の出版記念ウェビナーへの申し込
みを行い，質疑応答の機会を得た。現在，嗜癖問
題の緩和・解決の方法として，ハームリダクショ
ン，オープンダイアローグ等の対話主義（Seikkula 

Figure 3　実習日誌の様式
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Table ５　学内実習の日程及び内容
回 月日 曜日 内容 対面授業 or C-Learning 担当教員 フェーズ及び教育内容

１ ８月17日 月 イントロダクション，利用者像の実態 対面授業 河野
第１フェーズ
①利用者像の実態（1，4）
②実習施設の法的根拠・法律
（16）

③実習施設のおける他職種の
役割とチームアプローチ

（11，12）
④実習施設における意思決定

過程と人権尊重（14，15）
⑤実習施設における財政，運

営方法等の組織構造（16）
 

２ ８月18日 火 実習施設のおける他職種の役割とチー
ムアプローチ 対面授業＋ C-Learning 河野

３ ８月19日 水 実習施設における意思決定過程と人権
尊重 対面授業＋ C-Learning 村上

４ ８月20日 木 利用者像の実態，利用者理解，自己覚
知 対面授業 村上

５ ８月21日 金 実習施設の法的根拠・法律 対面授業＋ C-Learning 工藤

６ ８月24日 月 実習施設における財政，運営方法等の
組織構造 対面授業＋ C-Learning 河野

７ ８月25日 火 周辺地域の一般的状況と地域社会との
関わり 対面授業＋ C-Learning 河野

第２フェーズ
⑥周辺地域の一般的状況と地

域社会との関わり（18，19）
⑦社会福祉士の業務内容の理

解（17）
⑧社会福祉専門職の価値・倫

理 （14）

８ ８月26日 水 社会福祉士の業務内容の理解①（連携）C-Learning 村上

９ ８月27日 木 社会福祉士の業務内容の理解②（面接
の基本） 対面授業 村上

10 ８月28日 金 社会福祉専門職の価値・倫理① 対面授業＋ C-Learning 工藤

11 ８月30日 日 社会福祉専門職の価値・倫理②（オン
ライン実習：当事者団体），帰校日指導 対面授業

工藤
河野
村上

12 ９月１日 火 社会福祉専門職の役割 対面授業＋ C-Learning 鶴岡

13 ９月２日 水 周辺地域の福祉問題と社会資源の把握
① 対面授業＋ C-Learning 鶴岡

第３フェーズ
⑨利用者等との援助関係の形

成と面接の進め方（1，2，7，
8，9）

⑩利用者等のニーズ把握と課
題の設定（3，5）

⑪周辺地域の福祉問題と社会
資源の把握（18，19）

14 ９月３日 木 利用者等との援助関係の形成と面接の
進め方（面接技法ビデオの制作） 対面授業 村上

15 ９月４日 金 周辺地域の福祉問題と社会資源の把握
② 対面授業＋ C-Learning 工藤

16 ９月７日 月 周辺地域の福祉問題と社会資源の把握
③ 対面授業＋ C-Learning 工藤

17 ９月８日 火 利用者等のニーズ把握と課題の設定①
（オンライン実習：府中町社会福祉協議会）対面授業＋ C-Learning 河野

18 ９月９日 水 利用者等のニーズ把握と課題の設定② 対面授業＋ C-Learning 鶴岡

19 ９月10日 木 地域社会への働きかけ・地域組織化の
方法（実践例） C-Learning 村上

第４フェーズ
⑫個別支援計画等の作成（5，6，

17）
⑬利用者等に関する支援プロ

セス（10）
⑭関連機関・施設の業務や連

携状況（13）
⑮地域社会への働きかけ・地

域組織化の方法（20）

20 ９月11日 金 関連機関・施設の業務や連携状況① 対面授業＋ C-Learning 工藤

21 ９月14日 月 個別支援計画等の作成 対面授業＋ C-Learning 河野

22 ９月15日 火 利用者等に関する支援プロセス 対面授業＋ C-Learning 鶴岡

23 ９月16日 水 関連機関・施設の業務や連携状況② 対面授業＋ C-Learning 工藤

24 ９月17日 木 学内実習の総括，個別支援計画の完成 対面授業＋ C-Learning 河野
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施設の皆様には，COVID-19拡大防止の状況下に
もかかわらず，学生に貴重な学びを与えてくださ
いましたことに，心より深く御礼申し上げます。
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