・

８％）で計３２１

・

・

ＳＤや生涯学習の場で活用されてきたが、今後はプログラム

現在、中央教育審議会では、大学院におけるリカレント教育の実施を重要課題

グラムとして、履修証明の活用の幅も広がっていくことが期待される。

の設定がより容易になることによって内容の多様化が進み、より柔軟な教育プロ

これまでもＦＤ

ることができる。

時間以上に短縮された。プログラムの修了は履歴書やジョブ カードに記入す
60

りに応えるため、２０１９年４月の法改正により、総時間数１２０時間以上から

この「履修証明プログラム」は、リカレント教育に対する社会的ニーズの高ま

部科学省）
。

プログラムが実施されている（大学における教育内容等の改革状況について：文

２０１６年度実績の調査結果によると、全国の１３５大学（

17

２００７年の学校教育法の改正によって始まった「履修証明プログラム」は、

履修証明プログラム活用の現状
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として、大学院設置基準の一部改正について検討が進められている（大学分科会

大学院部会における２０２０年１月現在の審議状況）。その中でも、リカレント教

育の活性化という側面から、単位互換や履修証明プログラムなどの活用が議論に
上っている。

本小特集は、履修証明プログラムを展開している大学から現状についてご紹介

・

─

いただき、加盟大学における本制度の活用について考える機会としたい。

社会人経験とプログラムの循環

青木 聖久
●日本福祉大学福祉経営学部（通信教育）教授

司法通訳養成講座の経験
後藤 昭
●青山学院大学 一橋大学名誉教授

女性活躍を推進するリカレント教育

─

関西学院大学ハッピーキャリアプログラムの取り組み
大内章子
●関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授

阿部 重樹

ＣＳＷスキルアッププログラムについて
地域共生推進機構長

●東北
 学院大学経済学部共生社会経済学科教授、学長室長、
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し て、 １ ９ ５ ４（昭 和

青木 聖久

）年度から履修証明プログラ

●日本福祉大学福祉経営学部（通信教育）教授

実施し、２０１５（平成

ム（以下、プログラム）を開講しているのである。

２ ５年間の履修証明プログラム 
（修了要件：１２０時間）

具体的なプログラムとしては、
「スーパービジョンの理

論と実践の基礎」（２０１７年度まで）と「福祉現場の課題

解決力の向上」
（２０１８年度まで）の二つで開始した。
） 年 に 夜 間 部 を 設 置 し た。 そ

「スーパービジョンの理論と実践の基礎」は、ソーシャ

また本学は、社会人経験のある人への社会福祉教育と

は社会福祉系大学として、最古の歴史を誇る。

年に４年制大学に改組している。わが国において、本学

32

27

社会人経験とプログラムの循環

）年に中部社会事

１ わが国で最古の社会福祉系大学として
日本福祉大学は、１９５３（昭和

業短期大学としての開学に端を発し、１９５７（昭和 ）

28

）年には通信教育部の開設に至っ

基礎知識の修得を目的としたものである。内容としては、
・

・

めたいと考える人のための基礎的手法の演習などで構成

・

そのようななか、福祉経営学部では、医療 福祉 介

した。また、
「福祉現場の課題解決力の向上」は、福祉現

職場の同僚に対して、グループ スーパービジョンを始

護分野の現職社会人の学習ニーズに対応するため、２０

場で起こるさまざまな問題に対して、解決の方向を見つ

ている。

て、２００１（平成

患 や 障 害 を 抱 え 移 動 が 困 難 な 人 な ど） の 学 ぶ 機 会 と し  ルワークおよびスーパービジョンの理論と実践に関する

して、さまざまな状況にある人（離島在住や、重度の疾

29

13

）年度に在学生カリキュラムニーズ調査を

１１（平成

23
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２０１８年度からは、
「精神 発達障害者との共働」を筆

心とし、その手法を身に付けることを目指した。さらに、

のである。内容としては、課題解決プロセスの理解を中

け出し、解決策について考える力の育成を目的としたも

共に働けばよいかについて、理解しているとは言い難い。

といえる。しかし、企業の経営者や同僚が、どのように

精神

を続ける労働者も少なくない。もはや、社会において、

占めている。他方、近年はうつ病などを患いながら勤務

１

者が担当のもと、２年間実施しているのである。

発達障害者と共働することは、当たり前のことだ

・

・

方に苦慮している現状もある。

かたや、精神 発達障害者も、共働の仕方や関係の取り

・

名の履修者が在籍し、実際に修了したの

このように、本学部では５年間で三つのプログラムを
実施し、延べ

・

以上を踏まえ、
「精神 発達障害者との共働」では、①
・

精神 発達障害者の特性およびニーズ理解を図ること、

名となっている。これらのことを踏

まえ、本稿では、筆者が担当したプログラムを中心にし

②精神

は３科目合わせて

て、社会人学生とプログラムとの関係に迫りたいと思う。

識や技術を身に付けること、③精神 発達障害者と共働

発達障害者と共に働くに当たって必要となる知

・
これら

科目の中から、２科目の必修科目（合わせると

のスクーリング（必修１科目）から構成した。学生は、

科目）と、講義中心のスクーリング（３科目）、演習中心

本プログラムは、オンデマンド（必修１科目を含む

こと、を目指した。

することがいかなる意味や意義があるかを明らかにする

・

・

）年に厚生労働省は、
「生 涯 に お い

⑴ プログラムの目的と構成
２００４（平成

）

て、５人に１人は精神疾患を体験する」と、
『こころのバ
リアフリー宣言』を発表した。また２０１１（平成

11
・

時間）を含めて総計１２０時間以上の単位を修得

方、ハローワークを通じた障害者の新規の就職件数は、

法律といえる本法の条文に発達障害者が明記された。一

すれば、修了証が得られるのである。

年には、障害者基本法の改正により、障害者の基幹的な

15

75

23

⑵ 敷居が低いオンデマンドとしての「精神障害者支援
論」（必修科目）

28

３ 精神 発達障害者との共働

ちなみに、本学部の学生の大半は社会人学生である。

44
16

精神障害者と発達障害者とを合わせると全体の約半数を
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オンデマンドの長所は、自宅などの安全かつ安心でき

る環境の下、自分のペースで、
時にパソコンの動画画面の

一時停止ボタンを押しながら、繰り返し視聴できること

にある。一方、スクーリングほどではないにせよ、講師

の息遣いも一定程度伝わるリアルさも兼ね備えている。

そのオンデマンドにおいて、必修科目として位置付け

たのが、図表１の「精神障害者支援論」である。筆者は、

本科目が実践的なものになるように努めた。その一つと

して、第６講 第７講では、個々の社会保障制度につい

・

て、制度の紹介にとどまらず、具体の運用方法を、板書

義

しながら伝えている。例えば、実際に筆者が関与した精

そ きゅう

図表１
講

神障害のある人のケースを通して、実務的なこと（障害

年金の遡 及 請求方法など）はもとより、社会の差別や偏

見に苦しむあまり、障害年金に抵抗を示す精神障害のあ

る人の現状として、次のような言葉も紹介している。
「障

２

害年金を受けるということは、社会の偏見も含めて受け

講では、精神障害のある人をゲスト講師と

。
ることになります。だから、私は受給しません」

また、第

してスタジオに迎え、トークをする中で、等身大に暮ら

すに至ったプロセスに迫るようにしている。そして、こ

れらの実態を示しつつも、精神障害者支援における理念

13

精神障害者支援論

名

中核的事項

第１講 精神障害者の暮らし

生きづらさ、人としての共通性、社会福祉学

第２講 精神障害者の現状と課題

精神障害者の概念、実態、社会保障制度の活用状況

第３講 生活者の視点から捉えた対象者理解①

生活者の視点、統合失調症、気分障害、依存症

第４講 生活者の視点から捉えた対象者理解②

高次脳機能障害、発達障害、認知症、精神保健福祉
の課題

第５講 精神保健福祉学から捉えた生活支援論

住む場・働く場・憩いの場、フォーマルとインフォー
マルの協働

第６講 経済保障①

障害年金、生活保護、手当

第７講 経済保障②

医療保険、労働保険、障害者総合支援法

第８講 社会参加活動①

働くことの多様性、障害者雇用、福祉的就労

第９講 社会参加活動②

ピアサポート、余暇活動

地域生活支援体制
第10講
～フォーマルな社会資源～

医療・保健・福祉に関する社会資源

第11講

地域生活支援体制
～インフォーマルな社会資源～

第12講 暮らしを支える内発的要素

精神障害のある仲間、家族、ボランティア
自身の想い、社会の評価

第13講 精神障害をもった暮らしとリカバリー

リカバリーストーリー、ピアサポート

第14講 今と未来を志向した生活支援

ロールモデル、クライシスケアシステム、リカバリー

第15講 実践科学としての生活支援論（まとめ）

ソーシャルワーク、ミクロ・メゾ・マクロの視点、
暮らしの多様性
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⑶ 各科目を紡ぐスクーリングとしての「精神 発達障

害者の理解と共働」
（必修科目）

害者の理解と共働」である。

修科目として位置付けた。それが、次の「精神 発達障

そこで、本プログラムでは演習形式のスクーリングを必

してもできないのが、グループワークなどの演習である。

ながら、精一杯ライブ感を出すようにした。だが、どう

く感じてもらえるように、演台の前に立ち、時折板書し

ちなみに、オンデマンドでは、筆者の息遣いをより強

ること」として、学生が各グループで意見を出し合い、

また、１日目の最後には、
「自分および自分たちができ

いとしているのである。

できることこそを、本科目のねら

うな、想定外の景色を見ることが

当初、学生が想像もしなかったよ

られるように促している。いや、

生は新たな気づきや発見などが得

の変更を示すことなどにより、学

に、想像もしなかったような視点

後には、筆者が普遍化するととも

スクーリングは、２日間の日程で、グループワーク、

模造紙に考えを整理し、その後、参加者全員に対してグ

や理論的な裏付けを随所に盛り込んでいるのである。

講義、ゲスト講師と筆者とのパネルトークなどを織り交

ループ単位でプレゼンテーションをする。大切なことは、

・

１日目は、
「精神 発達障害者が

③グループで再び共有 共感し、④それらの意見交換の

①各自が思いを発する、②他のグループ員の話を聞き、

・

（と） 働 く に 当 た っ て の 当 事 者 理

プロセスを通して、⑤自身の言葉で他者に伝える力を醸

・

解」を目標に据える。授業では、

成し、⑥実践に生かせること、を目指しているのである。

つむ

ぜながら実施している。

発達障害のあるゲスト講師

２日目は、１日目の学習を踏まえ、
「精神 発達障害者

・

の体験談や筆者とのトーク、さら

が地域で暮らすに当たって必要な要素」、加えて、就労支

・

には、学生からの質問を受けるこ

援の実際について、現場のソーシャルワーカーなどを招

・

とによって広がりを持たせるよう、

き、実践的な支援方法の習得をねらいとしている。

精神

工夫を凝らしている。そして、最
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いるのが、
「１人 秒スピーチ」である。２日間の授業の

そして２日間のスクーリングの最後に、必ず実施して

クーリング科目（必修）から成る。また、２０２０年度

５の講義系スクーリング科目（全て選択）、１の演習系ス

を選んだ理由と、スクーリングで得た気づきや発見を自

中で、最も腑に落ちたキーワードを記載し、そのワード

創設するものである。

ンとソーシャルワーク」という新規オンデマンド科目を

には、今日の精神保健福祉の実態に鑑み、
「アディクショ

⑵ 「認知症とともに生きるを支える」

本プログラムは、１のテキスト科目（選択）、３のオン

必修）、３の講義系スクーリング科目（全て、選択）、１

デマンド科目（うち、１科目「認知症の医療とケア」は

２０１９年度までのプログラムには、大きな課題があっ

の演習系スクーリング科目（「認知症の人と地域包括ケ

社会では、２０２５年には、高齢者のうち５人に１人

た。それは、１２０時間以上の時間数がネックになり、
とである。一方、大学としても、スモールサイズのプロ

が認知症になると見込まれる中、認知症の人の「その人

ア」：必修）から成る。

グラムを提供できれば、学生のニーズに沿った新規プロ

らしい暮らしの継続」を支えるために、認知症への適切

次の２科目を設けることにしている。

理解を図ること、②認知症の人の特徴に添ってケアする

プログラムは、①認知症の人の症状や特徴などの基本的

かつ多面的な理解が求められる。そのことを踏まえ、本

⑴ 「精神 発達障害者の就労と生活支援」

これらのことを踏まえ、本学部では２０２０年度から

グラムの開発にも取り組みやすくなる。

学びの一歩を踏み出しづらい人が少なくない、というこ

４ ２０２０年度の履修証明プログラム 
（修了要件： 時間）

分の言葉で述べてもらうのである。

40

60

技術や知識を身に付けること、③認知症の人の特徴に応

・

本プログラムは、これまで１２０時間でプログラムを

じた地域包括ケアのあり方について考察できること、を

・

時間）に改編したものである。具体

目指すものである。

構成していた前述の「精神 発達障害者との共働」を、
スモールサイズ（

的には、６のオンデマンド科目（うち、１科目は必修）、

60

80
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５ 社会人経験と大学教育（まとめにかえて）

生かし方については、社
会人学生の二つの「そう

人経験のある学生と大学との循環的な関係性の中でこそ、

の中で、改めて感じていることは、プログラムは、社会

するようになって、２０２０年度で３年目を迎える。そ

験を有する学生を教えている。また、プログラムを担当

て、社会人学生と共に楽

方 感じ方の変化につい

さまざまな事象の見え

れからも、社会における

たい。そして、筆者はこ

ぞう力」に大いに期待し

より大きな達成感が得られるのではないか、ということ

しみつつ、自身の教授力

筆者は、２００６年度から本学部において、社会人経

である。

の向上に努めることを約

・

図表２に示すように、社会人学生は自身の社会人経験

0

●注

4

4

4

厚生労働省（２０１９）「ハローワークを通じた障害

4

青木聖久（２０１３）
『精 神 障 害 者 の 生 活 支 援』 法 律

青木聖久（２０１４）
「社 会 人 経 験 と 社 会 福 祉 実 践」

文化社、ⅰ頁

２

者の就職件数」『平成 年度 障害者の職業紹介状況等』

１



束して筆をおくことにす

0

る。

を通して、多くの喜怒哀楽を体験し、それらを統合化す
ることによって、勘、予測、もう一歩の踏み込みなどを
0

身に付けてきたと考えられる。そして、これらのプロセ
0

スを通して、二つの「そうぞう力」が醸成されているの
３

図表２ 社会人経験から生成される「そうぞう力」
出典『新 社会人のための精神保健福祉士』
学文社，2014，89ページ

・

士』学文社、 ―１０５頁

青木聖久 杉本浩章編『新 社会人のための精神保健福祉

３

30

ではないだろうか。
そのことからも、プログラムで得られた知識や技術を、
社会人学生は自分自身の想像力によって、より強固に実
践場面に引き寄せたり、あるいは、新たな社会資源を創
時間
時間の
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造することにつなげることができるのではあるまいか。
時間だ。ゆえに、この

67

60

60

２０２０年度からプログラムの時間は、わずか
になる。いや、されど

60

小特集 履修証明プログラム活用の現状

司法通訳養成講座の経験

・

２

●青山学院大学 一橋大学名誉教授

１ 司法通訳への需要

東京外国語大学と青山学院大学は、両校の連携の一環

後藤 昭

日本語を十分に使えない外国人が、裁判その他の法律

として、２０１９年度から司法通訳養成講座を開講した。

２大学連携のプログラム

問題に関わる例は多い。そこでは、通訳を介した意思と

東京外国語大学がもつ通訳に関する資源と、司法につい

司法通訳のもっとも大きな活動の場は、捜査から上訴

情報の交換が必要となる。労働力移入政策の変化や、日

越えて全ての人々に平等な法の保護と恩恵を保障するた

に至る刑事手続である。それに加えて、この講座では民

て青山学院大学がもつ資源とを併せて活用することによっ

めには、多くの有能な司法通訳の存在が不可欠である。

事裁判や法律相談などでも、適切な通訳ができるように

本への観光客の増加に伴って、その例は今後も増えるで

司法通訳は、法廷、捜査、弁護活動などさまざまな司法

なることを目指す。そのために、刑事法の基本のみでは

て、司法通訳を目指す人々に学修の機会を提供し、有能

の現場で、異なる言語と文化の間に立ち、円滑なコミュ

なく、家族法、労働法、民事手続、入管法などについて

あろう。他方、法律実務家からは、しばしば通訳の質に

ニケーションを支援する専門家である。政府も、在留外

も学ぶ。語学力だけでなく、自らの役割に責任感と見識

な司法通訳を社会に送ることが目的である。

国人が民事司法を使いやすくするための方策として「法

をもつ通訳になることが目標である。そのため、受講科

対する不満が聞こえる。日本の司法制度が、言語の壁を

廷通訳の質の確保」を掲げようとしている。
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の仕事について学ぶ科目を加えている。

目の中に、語学と法律だけでなく、多文化共生や弁護士

の話を聴く。
「司法通訳Ⅰ Ⅱ」は、経験豊富な現役の司

の動向を学んだうえで、さまざまな課題に取り組む人々

受講には、すでに相当な語学力を備えていることが前

わる。２０１９年度は、スペイン語、ポルトガル語、ベ

法通訳が言語別に指導する。対象言語は年度によって替

・

提となる。受講者は、１年間、毎週土曜日に青山学院大

青山学院大学が履修を証明するのは、
「現代法実務論」

トナム語であった。

の量の予習、復習が要求され、試験も頻繁にある。開講

と「法廷通訳実践Ⅰ（前期）」
「法廷通訳実践Ⅱ（後期）」

学渋谷キャンパスで３～４コマの授業を受ける。かなり
回から成るので、大学では

分授業

の３科目である。このうち、
「現代法実務論」は学部科目

科目は、いずれも
数万円である。

文化共生基礎は、在日外

目である。このうち、多

法通訳Ⅱ（後期）
」の４科

「司法通訳Ⅰ（前期）
」
「司

論」
「多 文 化 共 生 基 礎」

を証明するのは、
「通訳概

東京外国語大学が履修

による修了証を発行する。

には、両大学学長の連名

全てＡ評価を得た受講者

明に加えて、中心科目で

受講には、かなりの覚悟が必要であろう。各大学の履修証

ほかに、自由参加の法廷傍聴も行った。

また、司法通訳の倫理についても授業をする。これらの

て、いくつかの場面で通訳を体験する機会も設けている。

て模擬法廷教室で行い、司法通訳科目の講師の協力を得

ら司法通訳への期待を聴く。この科目の授業は原則とし

礎知識を学ぶとともに、弁護士や検察官などの実務家か

「法廷通訳実践Ⅱ（後期）」では、民事法も含めた法の基

基礎を学び、刑事手続の中での通訳の役割を理解する。

る。「法廷通訳実践Ⅰ（前期）」では、主として刑事法の

多様な弁護士たちに接して、その仕事に触れることにな

する多くの弁護士による講義が中心となる。受講者は、

を兼ねていて、神奈川県弁護士会法教育センターが派遣

２単位に相当する。受講料は、１年で

15
授業風景

国人を取り巻く環境とそ
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なので、司法通訳のためにどのような法知識が必要かを

事者は法律家ではないので、司法通訳に法律の専門家で

手探りしながら授業を作っている。もともと、事件の当

募集を始めるまで、受講者が集まるかどうか、実は私

あることを求めるのは誤りであろう。しかし、基本的な

３ 初年度の経験

名の定員

法知識がないと、思わぬ誤訳が生じることがある。また、

たちも不安を持っていた。しかし、実際には
を超える応募者があり、初年度の受講決定者はスペイン

司法通訳が自らの役割を自覚し、見識をもって働くため

なった。１人を除いて、その全員が受講を全うした。受

実際、この講座で法律を学んだために、通訳する主題の

には、司法の仕組みの基本を理解している必要がある。

業評価によれば、講座全体に対する満足度は、５段階評

意欲を改めて認識した。２０１９年度の受講者たちの授

障している。しかし、日本の法制度は、司法通訳につい

がその言語を理解できないとき、通訳を受ける権利を保

国際人権規約（自由権規約）は、刑事裁判を受ける者

望

価で平均４ ５であった。受講者は、現場で働く人々の

て未だ整っていない。刑事訴訟法は、通訳の役割を裁判

展

話を聴く機会を歓迎している。初年度としては、成功し

官の補助者として位置付けていて、裁判を受ける者に対

４

たといってよいであろう。関係者の授業参観やメディア

する保障としての通訳という観点は弱い。司法通訳の資

・

・

講後は法廷通訳実践の主任講師を務めている。民事系の

私自身は、このプログラムの創設当初から関わり、開

人や証人、裁判員、傍聴人にとっても分かりやすい裁判

しにくい表現がある。翻訳しやすい表現にすれば、被告

い。法律家の側も通訳を使うことに慣れておらず、翻訳

きさを感じる。

法律については、別に講師を頼んでいる。初めての経験

格制度はなく、通訳の側からは待遇についての不満も多

の取材 報道も多く、この講座に対する社会的関心の大

は、日本社会の人的資源の豊かさと社会人の旺盛な学修

態度は全体に非常に熱心で、活発な質問が出る。私たち

講者の多くは、海外経験あるいは通訳経験のある社会人

22

意味がよく分かったという受講者の声も聞く。

語 名、ポルトガル語８名、ベトナム語３名の計

名と

20

である。すでに司法通訳を経験している者もいる。受講

11
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となるはずである。いま司法通訳をしている人々、ある
いは司法通訳を目指す人々は、依然としてこの分野の開
拓者である。
この履修証明プログラムは、国立大学と私立大学の連
携によって、司法通訳になるという目的に特化した学修
機会を提供する点に特色がある。ただし、残された課題
もある。２０２０年度には、スペイン語、ベトナム語、
フィリピン語の３言語による講座を開講する予定であっ
た。しかし、フィリピン語に限っては応募者が少なくて、
開講できなくなった。もっと広報が必要かもしれない。
また、２０１９年度には、外国語を母語とする受講者は
いなかった。それには、受講料の負担が影響しているの
かもしれない。奨学金のような仕組みができれば、受講
者の幅はもっと広がる可能性がある。
ＡＩの進化によって、人による通訳がいつか不要にな
る時が来るのかもしれない。しかし、まだ当分の間、有
能な司法通訳への需要は増大するであろう。そのために
役立つ講座として、これを続けていきたいと思う。当面
の到達目標は、この講座の有効性が司法界で定評を獲得
することである。 
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─

●関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授

年目となる。女性の高度ビジネススキル養成のリ

カレント教育のパイオニアを自負し、時代の要請に応じ

げて

大内 章子

関西学院大学ハッピーキャリアプログラムの取り組み

女性活躍を推進するリカレント教育

─
はじめに

そこで本稿では、女性のリカレント教育として、筆者

てプログラムを進化させながら企画運営している。

能力を持つ社会人を育成する専門職大学院経営戦略研究

が本学でハッピーキャリアプログラムをスタートさせた

＊

・

たい。

科が母体となって、
「ハッピーキャリアプログラム」とい
大学連携



よくいわれる「女性活躍」という言葉は当時あまり聞か

か。筆者は人的資源管理を専門に、長らく大卒女性ホワ

そもそも、なぜ「女性の」リカレント教育が必要なの

１

れなかったが、
「自分らしく働き、生きる」
、
「女性の活躍

イトカラーのキャリア形成を研究し、女性の就業継続と

就業継続と管理職昇進の問題

プログラム創設の背景：女性のキャリア形成

―

https://kwansei-ac.jp/iba/happycareer/

背景や３コースの紹介、今後の展望について記していき

ダー育成コース」
「女性のビジネススキル養成

オンラインコース」という姉妹コースを開講している。
２００８年に文部科学省「社会人の学び直しニーズ対応
教育推進プログラム」の委託を受けたのが始まりであり、

が企業を変える、社会を変える」というコンセプトを掲

履修証明制度の創設とほぼ同時期でもある。いまでこそ

＊

「女性リー
う名称の下、
「女性の仕事復帰 起業コース」

関西学院大学では、ビジネスを創造する高度な専門的

12
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管理職昇進の二つの問題を明らかにしてきた。
一つ目の就業継続については、女性の場合、出産を機
に退職していく人が多い。そして、育児が一段落する頃
に「もう一度働きたい」という思いを持つようになるが、

は、次に見るように、国が社会人の学び直しを推進して

国のリカレント教育推進の動き

いくタイミングで実現してきた。

２

２０１７～ 年の政府の「人生１００年時代構想会議」

るように学び直すことのできる教育機会を提供できない

一歩を踏み出して、自信を持って企業の戦力として働け

のか分からず、自信を持てないでいる。そうした女性が

元年」と呼ばれる。リカレント教育とは、学校教育を終

の拡充を宣言したことから、２０１８年は「リカレント

できる社会を作るため、
「リカレント教育」の拡大と財源

において、安倍首相が、いつでも学び直し、やり直しが

仕事のブランクが長い人ほどどうすればもう一度働ける

か。これが、研究を続けてきた筆者の第一の問題意識で

えて社会人になった後でも、就労と学びを繰り返すこと

ができる社会人学び直し教育である。

あった。
二つ目の管理職昇進については、女性の場合、たとえ

年、文部科

その多くは男性とは異なり、企業の教育訓練や配置転換

ころが、たとえ男性と同等の立場で入社した女性でも、

積むことによって高い技能を形成し、昇進していく。と

一般に、入社後にＯＪＴや配置転換を通じて仕事経験を

的な知識 技術等の習得を目指した教育プログラム」を

の制度の下では、大学などが社会人などを対象に「体系

教育法の改正により、
「履修証明制度」が創設された。こ

委託事業が公募された。同時期の２００７年には、学校

学省「社会人学び直しニーズ対応教育推進プログラム」

年遡る２００７～

の機会が少なく、それらを通して得られたはずの知識や

提供し、修了者に対して「履修証明書」を交付できるこ

リカレント元年から

経験 スキルが不足している。女性の仕事経験の不足を

とになっている。受講者は履修証明書を取得するとジョ

就業を継続していても、管理職に昇進することが難しい。

補う教育ができないか。これが筆者の第二の問題意識で

08

ブ カード（職業能力証明シート）に記載でき、再就職

10

あった。

・

転職などの場合にＰＲでき、企業側も求職者の職業能力

・

・

これら二つの問題意識からくる「女性のための教育」
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・

を知ることができるとされる。
その後、履修証明制度は、２０１５年度に創設された
「職業実践力育成プログラム（ＢＰ）認定制度」における認
定要件の一つに位置付けられ、さらに厚生労働省の教育
訓練給付制度とも連携し、受講費用の負担を軽くするこ
とによって社会人の学び直しを推進する役割を果たして
いる。２０１９年には、リカレント教育のさらなる推進
に向けて、大学などにおける履修証明制度の最低時間数

2019開講

大学連携オンラインコース

◎ビジネススクール科目等履修組み入れ

★BP認定 ★教育訓練給付金認定

が「１２０時間以上」から「 時間以上」に短縮された。

３ ハッピーキャリアプログラムの進化
⑴ 社
 会人学び直しプログラムの創設と本学の独自継続：
「女性の仕事復帰 起業コース」の誕生
・

文部科学省「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プ
ログラム」委託事業では、前述した第一の問題意識から、
・

出産などで離職した女性の再教育プログラムとし

国の社会人学び直し推進とハッピーキャリアプログラムの進化

図表１

結婚

て、２００８年「産官学ＮＰＯ連携ハッピーキャリア（女
・

性の再就職 起業）支援プログラム」をスタートさせた。
授業は経営戦略研究科ビジネススクールの教員と実務
家教員が担当し、キャリアをデザインし、自分づくりを
することから始め、コミュニケーション力、モチベーショ

2014～16 文部科学省委託事業 2017～独自継続

ダー育成コース

文部科学省BPと厚生労働省教育訓練給付金連携
●2015.10

履修証明：総時間60時間以上に短縮
●2019.4
文部科学省BP創設
●2015.7

◎キャリアアップ・チェンジを対象に
名称変更：女性のキャリアアップ・起業コース
★BPおよび教育訓練給付金認定
象に

文部科学省高度人材養成プログラム公募
●2014.6

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

60

続

◎東北公益文科大学大学院との連携

発足
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・

・

女性の仕事復帰 起業講座」に変

年間）で２１７名が受講

2014～16

女性リーダー育成コース

★
◎育児休業者を対象に

ン マネジメント、時間管理術から、企画、経理、営業、
管理などの専門的なスキルまで、企業の即戦力として、
また起業家として必要な人間力と仕事力を身に付けるこ
とができるよう設計し、履修証明プログラムとした。
３年の委託事業を終えた後、
「このプログラムのおかげ
で人生が変わった」
「後進の女性のためにプログラムを続
けてほしい」という修了生の数々の言葉に背中を押され
て、本学独自で事業を継続することにした。独自事業で
は、受講者のニーズをくみ取って、受講したいと思って
もらえるプログラムにし、さらに受講者が単に再就職
起業するだけでなく、再就職後の職場や起業後のビジネ
スでも活躍できるよう、工夫を重ねた。また、育児休業
中の女性をメインターゲットに加え、名称も「ハッピー
キャリアプログラム

更した。育児休業復帰後に退職することなく活躍できる
期（

女性のためのリカレント教育推進協議会

2008～10 文部科学省委託事業 2011～独自継続
女性の仕事復帰・起業コース

●2
履修証明制度創設
学校教育法
●2007.12

文
●2014.6

20
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

文部科学省社会人学び直しプログラム公募
●2007＆2008
国の動き

よう、休業中に学ぶことが重要だと考えたのである。
こうして、現在まで

し、修了生の就業者比率は常に９割を超え、マスコミに

12

取り上げられ、各方面で活躍する修了生も出てくるなど、
一定の実績を重ねている。
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●
ハッピーキャリアプログラムの動き

★

・

リアアップ、希望する部署への異動や転職でキャリアチェ

事業を継続する中で、筆者のもう一つの問題意識であ

訓練給付金との連携により、両コース共にＢＰおよび教

この間、先に述べたＢＰ認定制度の創設、ＢＰと教育

・

る「女性の管理職昇進」に結び付けられる教育プログラ

育訓練給付金認定講座に指定された。給付による受講費

ンジを実現するなど、多様な進路を歩んでいる。

ムはできないかという思いが強くなっていた。ちょうど

用の軽減によって、受講を考えている女性にとって学び

⑵ 「 女性リーダー育成コース」開設とＢＰ 教育訓練給
付金講座認定

その頃、２０１４年に文部科学省で新たに公募された「高

へのハードルが低くなった。

⑶ 大学連携オンラインコースの開設とプログラム改訂
こうして姉妹コースを 年間企画運営する間に、文部

度人材養成のための社会人学び直し大学院プログラム」
に応募し、事業委託（３年度間）されたのが「女性リー
ダー育成コース」である。当時、安倍政権では女性活躍
・

の３本柱として、待機児童の解消、職場復帰 再就職の
支援、女性役員

や公的団体、大学からヒアリングを受けることが多々あっ

科学省 厚生労働省 経済産業省などの国、地方自治体

・

の二つに姉妹コースで取り組んだことになる。

た。その中で、地方都市では、女性のためのリカレント

・

「女性リーダー育成コース」では、ビジネススクールの

教育に大学単独で取り組むことが難しく、女性は学びた

・

ケースメソッド授業やディスカッション、グループワー

くてもなかなか学べない状況があることが分かった。ま

管理職の増加を掲げており、そのうち

クなどの教育方法を用いて、管理者として必要な経営理

た、女性の再就職支援の講座を開講できても、女性リー

ダー育成に取り組むことが難しいという状況があること

本コースも委託事業終了後に本学独自で継続し、６期

ノウハウを生かして、リカレント教育を受ける機会の少

そうであれば、プログラムを企画運営する中で培った

導入
e-learning

（６年間）で１３４名が受講した。彼女らは、修了後、役

なかった地域で女性が学べるようにできないか。そう考

も明らかになった。

員や課長などの管理職、係長 主任への昇進 昇格でキャ

など、仕事と学びの両立の工夫もした。

ムとした。欠席時もビデオを閲覧できる

論と現場活用の応用力の両面から学ぶ履修証明プログラ

12

90

2020.3 大学時報

・

・

小特集●履修証明プログラム活用の現状

えているときに、ヤフー株式会社から本研究科にご寄付
をいただき、女性活躍推進のために使ってほしいといっ
大学連携オンラインコース」が２０１９年に

てくださった。こうして、３つめの「女性のビジネスス
キル養成
開設された。
授業は、受講者が講義を聞くだけの一方通行の単なる
動画配信とは異なり、オンライン会議システムを用いて

オンラインコースの様子

連携先大学と本学それぞれの講義室をつなぎ、リアルタ
イムで双方向ディスカッションを交えながら行うのが大
きな特徴である。地域を越えたグループワークを通して、
オンラインワークへの適応と、多様な価値観を融合させ
・

て状況変化に対応する適切な判断力 意思決定力を身に
付けることができる。連携先の東北公益文科大学大学院
（山形県鶴岡市）では、ハッピーキャリアプログラムの
「キャリアデザイン」などの４科目と同大学院の１科目を
加えた５科目による 時間の履修証明プログラムとした。
連携先の受講者は、
「自分自身を振り返り、仕事上の役
割や仕事で得られるものに気づくことができた。こんな
講座を探していた！」
「遠方に行かずとも、この地域で学
ぶことができることは大変ありがたい」と語り、本学ハッ
ピーキャリアプログラムの受講者からも「普通では会え
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ない地域の人と話し合いができて、楽しく有意義だった」
「地域が違うだけで考えることも違うことが分かって視野
「知の融合」が起きている。コースはまだ始まったばかり

履修証明書を取得すれば再就職 転職などの際にＰＲで

三つのコースは、いずれも履修証明プログラムである。

４ 人生１００年時代の男女のための 
リカレント教育へ

だが確かな手ごたえを感じており、今後さらなる提供地

きるとされるが、制度ができてから数年間は知名度が低

が広がった」などの感想が出ており、連携の効果として

域の拡大を目指して、連携大学を募っている。

「女性リー
のキャリアアップ 起業コース」に変更する。

を支援するため、カリキュラムを改訂し、名称も「女性

現職のままスキルアップを目指す女性のキャリアアップ

ら正規雇用への転換や転職といったキャリアチェンジや、

は、
「女性の仕事復帰 起業コース」では、非正規雇用か

また、従来のコースも見直している。２０２０年度に

ずに頑張ることにつながっている。さらに、２０１９年

立（人によっては育児との三立）が大変な時もあきらめ

用負担が軽く学びやすくなると同時に、仕事と学びの両

条件が履修証明書取得になったことから、受講者が、費

励みにしてきたといえる。また、教育訓練給付金受給の

ろ、受講者は履修証明書を自分の学びの証しと捉えて、

いこともあり、それ自体有効だったとはいい難い。むし

・

ダー育成コース」でも、２０２０年度から、より深く学

に学習総時間が

ンラインコースの連携先大学で履修証明制度を利用でき

・

に応えて、カリキュラムを一部改訂し、科目等履修とし

るようになったように、大学もリカレント教育に取り組

・

時間以上に緩和されたことによってオ

びたい、高度な知識を修得したいという受講者のニーズ
て本学ビジネススクールの正規授業科目を選択科目群に

月に発足した

本学、明治大学、福岡女子大学、京都女子大学、京都光

大学連携という点では、日本女子大学が中心となって、

みやすくなり、受講者も学びやすくなったといえよう。

を目指して進化している。

華女子大学の６大学によって２０１９年

「女性のためのリカレント教育推進協議会」がある。その

12

リアプログラムは常に女性のニーズに合ったプログラム

組み入れることにしている。このように、ハッピーキャ

60
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連携団体
東北公益
文科大学

連携大学
Ｘ

連携大学
Ｙ

連携大学
Ｚ

受講生

受講生

受講生

受講生

【全国】
●女性のためのリカレント教育
推進協議会

各連携先
・メンターによるオンライン授業サポート
・共通録画教材を活用した各地域特有授業
・キャリアサポート

［関西]
●関西女性活躍推進フォーラム
●関西経済連合会 他
［東北］
●東北公益文化大学後援会
●庄内ちぇりあ 他

相互交流ネットワーク
・多地域交流
・オンラインワークスキル獲得

オンライン共有 双方向授業
・共通録画教材提供
・オンラインワークサポート

連携企業
●ヤフー（株） その他企業
・寄付（ＣＳＲ推進）
・講師登壇協力
・受講生派遣
・広報協力

女性の仕事復帰・起業コース

⇒女性のキャリアアップ・起業コース

国・地方団体

女性リーダー育成コース

・委託事業
・ＢＰ認定
・教育訓練給付金認定
・広報協力

ハッピーキャリアプログラム
ハッピーキャリアSNS（修了生ネットワーク）
女性活躍推進研究センター

目的は、リカレント教育業務に携わる教職員が、業務上

必要な共通課題について研究、協議および情報交換など

を行い、社会人女性の学びを支援することにある。

ハッピーキャリアプログラムでは、大学のほかに、以

前から大阪市や近畿経済産業局などの自治体 公的団体

・

協力関係を築いてきた。さらに、

やＮＰＯ法人、関西経済連合会や大阪商工会議所、企業

などの産業界と連携

ヤフー株式会社のような寄付や、支援していただく企業

の力もプログラム運営の力となっている。

単独の大学では難しいことも、産官学ＮＰＯ連携をと

おして多くの人々が知恵を絞り、社会人女性の学びを支

援することにより、全国で「自分らしく働き、生きる」

女性が増え、そうした「女性の活躍が企業を変える、社

会を変える」に違いない。それが実現できたとき、
「女性

のための」リカレント教育は役割を終える。企業や社会

における男女間格差がなくなれば、
「男女のためのリカレ
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ハッピーキャリアプログラムの連携ネットワーク
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図表２
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阿部 重樹

２０１６年４月から開講された。これは、本学地の拠点

絡協議会、宮城県、宮城県社会福祉協議会の後援を得て

その「基本的方向２」の中で「人材 コーディネーターの

０１２年に策定した第２期仙台市地域保健福祉計画では、

本学ＣＯＣ事業の連携自治体となっていた仙台市が２

１ ＣＳＷ養成プログラム開発の取り組みの 
経緯とその背景的要因

ととする。

形態、カリキュラムを中心としてその概要を紹介するこ

またこれまでの同プログラムの４年間の事業実績や開講

●東北学院大学経済学部共生社会経済学科教授、学長室長、地域共生推進機構長

ＣＳＷスキルアッププログラムについて

はじめに
コミュニティソーシャルワーカー（以下、ＣＳＷとい
う）の養成講座である「コミュニティソーシャルワーカー
（ＣＳＷ）スキルアッププログラム」が、仙台市、仙台市

整備事業（ＣＯＣ事業）の一つであるＣＳＷ研究会の活

育成（重点）」として「地域における保健福祉活動を活性

社会福祉協議会、および仙台市地域包括支援センター連

動の成果として始められたものである。
なお、現在は、前記に加えて宮城県内の全ての市町社

が必要です。震災時においては、地域の核となるリーダー

化するためには、リーダーの育成やスキルアップの機会

・

会福祉協議会、みやぎ生活協同組合から名義後援をいた

また、制度の狭間にある複雑な生活課題が増加しており、

の存在が迅速な支援活動につながったといわれています。

以下、本稿ではコミュニティソーシャルワーカー（Ｃ

そのような課題に対応するためには、関係者 関係機関

だいている。
ＳＷ）スキルアッププログラムが始められた経緯や背景、

94
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シャルワーカーなど）が必要です。効果的な講座や研修を

等との連携を図るコーディネーター（コミュニティソー

の中で活動しているという事実もある。

の看護師、児童相談所職員やＮＰＯ職員などが地域社会

支援相談員、保健センターの保健師、訪問看護センター

１１年３月）にも同様の指摘を見ることができる。いず

ても、また「宮城県地域福祉支援計画（第２期）
」
（２０

動計画

せんだいａｉプラン」
（２０１３年３月）におい

と連携する仙台市社会福祉協議会の「第３次地域福祉活

係る新たな予算措置もなされた。また、本学ＣＯＣ事業

仙台市社会福祉協議会に専門職としてのＣＳＷの配置に

述べられている。実際に、仙台市では２０１４年度から

ことであった。おそらく、これらの問題が明らかになっ

や講座が存在せず、社会的に共有化されていないという

して、何よりもＣＳＷの養成についても、体系的な課程

ということが実はそれほど自明ではないということ。そ

ネーターとなるＣＳＷとはいったい誰のことをいうのか

なった。すなわち、先ず地域福祉を推進する際のコーディ

ＣＳＷ研究会では、次のような本質的な問題が明らかに

こうしたＣＳＷの理解をめぐる状況もあって、前述の

・

れにしろ、これらの計画からも、ＣＳＷが今後の地域福

た深奥には、ＣＳＷが資格化されていないということも

１

開催し、
人材 コーディネーターの育成を推進します。」と

祉推進におけるキーパーソンとして位置付けられ、その

あるのであろう。このような状況も背景的要因となって、

一般的のように思われる。こうした自明のこととされて

ところで、ＣＳＷは社会福祉協議会の職員との理解が

めずにいるのではないかと評価 判断するに至った。

れつつも、ＣＳＷの配置について、より積極的に取り組

県内の各自治体においても、その必要性は十分に認識さ

２

養成が喫緊の課題となっていることが理解されよう。

いる認識は、確かに一面では事柄を正しく捉えていると

支援し、問題の解決（改善）を図るというＣＳＷの役割

地域のもつ福祉課題解決力を強めるなどを通じて地域を

課題を把握し、個別支援とともにネットワークづくりや

もいえよう。しかし他方、現実には、地域の生活（福祉）

に取り組むことになったのである。

られる社会的ニーズを踏まえて、ＣＳＷの本格的な養成

前述の仙台市、宮城県などにおける福祉施策の動向に見

う近年の国家レベルの政策理念とも軌を一にしながら、

こうしたことを踏まえて、
「地域共生社会の実現」とい

・

と機能を担いながら、地域包括支援センター職員、生活
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・ 地域の福祉課題の把握と解決
・ 個別支援
・ 新たなサービスの開発や自治体への提案 など

先端の知見を教材化

研究成果を現場で活用

地域福祉の専門的な担い手

CSW養成講座

事例の共有化

カリキュラムの見直し

実務家×研究者による本格的な学びの場䢢

CSW研究会
講座終了後の継続的な学びの場䢢

・ 講座終了後の継続的な学びの場

・ 体系性と実践性をもったカリキュラム

・ 講師陣による、実践活動へのスーパービジョン

・ 開講総時間数136時間の本格的な学び

・ CSW活動ノウハウの共有化

・ 地域福祉の現場で活躍する多彩な講師陣

・ 多職種間のネットワークの構築
・ カリキュラムの見直し

養成講座 受講者例

継続的な学びの場

・ 市町村社会福祉協議会職員 ・ 児童相談所職員
・ 地域包括支援センター職員

・ 保健センターの保健師

研究会 参加者例

・ 自治体関係者      ・ 社会福祉協議会関係者
・ CSW養成講座 講師、履修生

・ 訪問看護センターの看護師   ・ NPO職員 等

・ 大学関係者 等

図表１

コミュニティソーシャルワーカー（CSW）
スキルアッププログラム
せんだい宮城の地域福祉の推進に社会的インパクトをもった
新たな状況の創造を目指すイノベーショナルな取り組み

名（

10

18

名（修

名）、２０１８年度

14

次に、これまでの４年間の事業実績を簡単に紹介する。

名）、２０１７年度

11 15

まず受講者数の推移であるが、２０１６年度は

了者

10 14
名）、２０１９年度 名であり、男女比については

支援、まちづくり関係などＮＰＯ関係者、市町村教育委

員会職員、会社員、市民、学生などである。また、受講

以上の市町から参加があり、さらに福島県から

者は宮城県の中心地である仙台市を始めとして、県北、

県南の

の受講者も２名が修了している。

② ＣＳＷスキルアッププログラムの開講形態
（２０２０年度募集要項から）

２０１６年４月から文部科学省「職業実践力育成プロ

グラム（ＢＰ）」認定事業として開講された履修証明プロ

グラム「コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）ス

キルアッププログラム」であるが、２０１７年度からは

万円

厚生労働省「専門実践教育訓練給付金」対象講座の認定

も受けている。これは、本プログラムの受講料が

（学生は６万円）となっているために、社会人受講生の経

10

10

２ ＣＳＷスキルアッププログラムの事業概要

『CSWに求められる役割』
・ 地域資源のほりおこしとネットワークづくり

名（

おおよそ６対４の比率となっている。受講者の職種は、

コミュニティソーシャルワーク活用の場䢢

① Ｃ
 ＳＷスキルアッププログラムのこれまでの事業実績
最初に、本学のＣＳＷスキルアッププログラムの全体

構想を理解していただくために、図表１をご参照いただ

CSW活用現場

市町村社会福祉協議会職員、社会福祉法人職員、被災者

せんだい宮城の地域福祉の推進に社会的インパクトをもった新たな状況の創造を目指すイノベーショナルな取り組み

きたい。

コミュニティソーシャルワーカー 
CSW スキルアッププログラム
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分で原則として土

済的負担を幾分かでも軽減したいとの趣旨によっている。

係る技法の理解や修得を目指すだけではなく、それぞれ

て求められる技法に係るものである。ここでは、実践に

の技法を支える理論的知識についての理解も図られるよ

名であり、１コマ

曜日に４コマの講義がある。２０２０年度は、開講式が

う意図されている。さらに、
「特論演習」という四つ目の

また、募集定員は
日の

日の第１回の授業日から翌年２月
13 20

ＣＳＷスキルアッププログラムのカリキュラム

最後の五つ目のカテゴリーは、仙台市をはじめとする

源（地域資源）の実践例が取り上げられている。

な地域課題と、その解決 改善に密接に関係する社会資

・

③

宮城県内の５地域をフィールドとして、これまでＣＳＷ
として積極的

・

主体的に、まちづくりに係ってきた５名

的基盤を提示するものである。例えば「データによる社

うとする際に直面する事項について、実態に則した理論

に分類されている科目は、ＣＳＷが地域福祉を推進しよ

理論としての「基礎科目」である。二つ目の「必須理論」

に区分されている。一つ目は、いわゆる養成課程の基礎

図表２にあるように、カリキュラムは五つのカテゴリー

する教員、本プログラムの講師などとして関係する他大

済学部、経営学部、教養学部、地域共生推進機構に所属

しは、受講生のアンケートなどを踏まえながら、本学経

の機会が与えられている。こうしたカリキュラムの見直

く開講された科目については、過年度の修了生にも受講

これまで毎年度カリキュラムが見直されており、新し

を題材とした「事例研究」が、その内容となっている。

の講師の体験や市民セクターをテーマとする理論的研究

会調査 分析」では、アンケート調査とヒヤリング調査

学の教員、また現場からも宮城県および仙台市社会福祉

・

考え方（理論）を教授する内容となっている。

ププログラム運営会議で行われている。 

協議会職員が構成メンバーとなっているＣＳＷスキルアッ

の双方について、実践例によりながら、その背後にある

向するものとして開発されている。

Ｗ研究会の議論を踏まえて、体系的かつ実践性を強く志

カリキュラムは図表１の中に位置付けられているＣＳ

履修証明書授与式まで、１年の履修期間を予定している。

最終報告会までの開講総時間数１４１時間、３月

行われる４月

カテゴリーは、ＣＳＷが取り組まなければならない多様

90

日の

20

三つ目の「実践技法」は、ＣＳＷが実際の活動におい
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図表２

2020年度 履修証明プログラム「コミュニティソーシャル
ワーカー（CSW）スキルアッププログラム」カリキュラム
2020 年度 履修証明プログラム「コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）スキルアッププログラム」カリキュラム
分類

基
礎
科
目

必
修
科
目

必
須
理
論

実
践
技
法

選
択
科
目
特
論
演
習

事
例
研
究

科目名

時間

内容

・自助・共助・公助の福祉ミックス
・地域福祉をめぐる政策の動向

地域福祉の時代とコミュニティソーシャルワーク

３

コミュニティソーシャルワークⅠ

３

コミュニティソーシャルワークⅡ

３

ケースワーク

３

社会保障制度の新たな動向Ⅰ

３

社会保障制度の新たな動向Ⅱ

３

データによる社会調査・分析（社会疫学）Ⅰ

３

データによる社会調査・分析（社会疫学）Ⅱ

３

データによる社会調査・分析（ライフストーリー聞き取り）Ⅰ

３

データによる社会調査・分析（ライフストーリー聞き取り）Ⅱ

３

地域の施策と資源理解Ⅰ

３

地域の施策と資源理解Ⅱ

３

地域社会と CSR（企業の社会的責任）

３

組織運営

３

地域福祉活動計画Ⅰ

３

地域福祉活動計画Ⅱ

３

地域福祉活動計画Ⅲ

３

・実例に基づく地域福祉活動（支援）計画の理解
・地域福祉活動計画策定の実際とその課題
・地域福祉活動計画の評価

中間報告会（グループワーク）

３

・グループワーク

最終報告会（グループワーク）

３

・グループワーク

地域福祉とファンドレイジングⅠ

３

地域福祉とファンドレイジングⅡ

３

協働の手法Ⅰ

３

協働の手法Ⅱ

３

ファシリテーションの実際とワークショップ運営Ⅰ

３

ファシリテーションの実際とワークショップ運営Ⅱ

３

・ファシリテーションの基礎と実践
・ワークショップの設計と運営

ファシリテーショングラフィックス

３

・ファシリテーショングラフィックの基本的技術と実践

災害ケースワーク

３

健康格差論

３

傾聴の技法

３

特論演習ⅠＡ（高齢者支援と地域社会）

３

特論演習ⅠB（高齢者支援と地域社会）

３

特論演習ⅡA（生活困窮者支援と地域社会）

３

特論演習ⅡB（生活困窮者支援と地域社会）

３

特論演習ⅢA（子育て支援と地域社会）

３

特論演習ⅢB（子育て支援と地域社会）

３

特論演習ⅣA（障害者支援と地域社会）

３

特論演習ⅣB（障害者支援と地域社会）

３

特論演習ⅥA（精神障害者支援と地域社会）

３

特論演習ⅥB（精神障害者支援と地域社会）

３

特論演習ⅧA（SDGs と地域社会）

３

特論演習ⅧB（SDGs と地域社会）

３

事例研究ⅠＡ(まちづくりとコミュニティソーシャルワーク：仙台市を事例として)

３

・仙台市における先取的な事例紹介と演習形式での検討

事例研究ⅠＢ(まちづくりとコミュニティソーシャルワーク：南三陸町を事例として)

３

・南三陸町における先取的な事例紹介と演習形式での検討

事例研究ⅡＡ（石巻市を事例としたコミュニティソーシャルワーク）

３

・石巻市における事例紹介と演習形式での検討

事例研究ⅡＢ（柴田町を事例としたコミュニティソーシャルワーク）

３

事例研究ⅢＢ（市民セクター／社会的経済の展開とその課題）

３

事例研究Ⅳ（地域活動を事例としたコミュニティソーシャルワーク）

３

・コミュニティソーシャルワーク
・個別支援
・相談援助、面接技術
・社会保障、制度改革、課題と展望
・宮城県と仙台市の社会福祉の現状と課題
・アンケート調査の実際
・統計ソフトを使った分析の実践
・社会調査としてのライフストーリー聞き取り
・福祉の担い手とその役割と現状
・地域福祉資源の抱える課題と解決方策
・企業の社会的責任の正確な理解と現代的潮流
・社会貢献を視点とする企業と地域社会との関係性
・リーダーシップと組織のマネジメント
・人的資源マネジメント
・地域住民の組織化

・CSW の使命とファンドレイジングの関係性の理解
・福祉におけるファンドレイジングの潮流
・福祉におけるファンドレイジングの成功事例
・個人や企業への具体的なアプローチ手法
・社会的インパクト志向の地域福祉活動の作り方と関係団体との連携
・協働の歴史、協働の事例
・課題と今後について

・災害時におけるソーシャルワークの必要性とその理論について
・災害時特有の状況と課題を踏まえた災害ケースワークについて
・災害とコミュニティソーシャルワークの関係性について
・社会環境における健康づくりの理解
・健康に影響を及ぼす社会経済的要因についての考察
・相談力向上（聴き上手になる）技法
・ワーカーの持つ価値に係る自己覚知の意義
・地域包括ケアセンターの活動の実際
・地域包括ケアシステム構築に向けての課題
・生活困窮者自立支援制度の実際と課題
・子どもたちが明日に希望が持てる地域社会を目指す
・障害者を取り巻く地域社会の現状と課題
・課題解決に向けた方策と目指すべき方向
・精神障害者を取り巻く地域社会の現状と課題
・課題解決に向けた地域における支援者の役割
・SDGs と地域社会との関係、活動の実際

・柴田町の地域包括支援センターに寄せられた相談事例等を通して個別支
援と地域支援を考える
・市民セクター（ボランティア・NPO）の歴史的展開
・ソーシャル・ビジネス（社会的事業）の台頭とその課題
・地域活動の先取的な事例紹介
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小特集●履修証明プログラム活用の現状

●注
１ 「第 ２ 期 仙 台 市 地 域 保 健 福 祉 計 画

支え合いのまち推

進プラン～復興を支える市民の絆と力を、地域の福祉力

月、 頁。

へ～」（仙台市健康福祉局健康福祉部社会課）、２０１２
年
本学ＣＯＣ事業と連携する仙台市社会福祉協議会の策

育成強化」（

―

頁、 頁、 頁）が計画に盛り込まれ

23

29

46

頁）に同様の指摘を見ることができる。

（宮城県保健福祉部社会福祉課、２０１１年３月、 頁、

ている。同様に、「宮城県地域福祉支援計画（第２期）」

22

地域の人材育成及びコミュニティソーシャのルワーカー

（２０１３年３月）においても、「地域福祉推進のための

定した「第３次地域福祉活動計画 せんだいａｉプラン」

２

48

が、現在までＣＳＷの養成という点は踏襲されており、

の見直し時期を迎え、それぞれ新計画が策定されている

これら三つの地域福祉計画については、その後、計画

13

これを重視する方向にさらに一歩踏み込んだものとなっ
ている。
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