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・昨日、ご講義された西尾保暢氏の、高機能自閉症の方の「構造化された指導や支援のアイディア」

の拝聴を希望いたします。

・支援の際の具体的な指示の出し方や誘導の仕方など(利用者によって違いはもちろんあると思うの

ですが)

・自分のスキルアップにはとても役立つ研修となりました。ただ、これをどう周囲、とくに職場内で、

伝えていけばよいのか、いつも悩むところです。新人に対してならまだしも、上司も含めた組織へ

のアプローチがどうしてよいのかわかりません。具体的な方法を教えていただく機会があればと思

います。

・自閉症の方の性的自慰行為等について対処等

・集合(前期)の予定だけでなく、実務・当事者の研修の日程(2機関必須等)の情報を最初に知ってお

きたかったです。

・宿泊場所の確保や情報提供があればよかった。

・知らなかった内容もあり、とても勉強になりました。レポートはデータのメール添付にすることは

可能でしょうか?

・事例を交えた講義は特に参考になる。

・スタッフの皆様、大変お疲れさまでした。

・全て参考になりました。理由・今までやってきた事の裏付け・新しい事を学べたこと・これから進

むべき道筋を示された事・先人たちの経験を聞けた事・「やるぞ」という意識の高い人に会えた事。

・全てとても勉強になりました。今後の仕事がとても楽しみになりました。

・それぞれの内容を、さらに深く知りたいものであった為、情報をいつでも入手できるネットワーク

を望みます。また、さらに多くの立場・支援方法を用いた内容を学ぶ機会があればと思います。個

人の力、努力では限界がある為、今回のような広い範囲での研修の場をありがたく思います。

・大変お世話になりました。

・他府県の支援者と関わることができたことがとてもよかった。

・とても幅広く学ばせていただきました。日ごろ出会わない知識を得ました。レポート提出も大変で

すが、自らの復習、負荷をかけるためにも良いことだと思います。

・とても勉強になりました。

・普段見聞きできにくい方たちの話が聞けて良かったと思います。ハードでしたが、やるならここま

でやらないといけないとも感じています。ありがとうございました。企画された方達は大変なご苦

労だったと思います。

・若い人がどんどん参加できればと思いました。



1 児童発達支援事業 10 

 1 設施所入童児 2

 52 設施所通人成 3

 72 設施所入人成 4

5 相談支援事業所 7 

6 発達障がい支援センター 10 

 4 他のそ 7

 48 計合

(所属が 2 ヶ所以上が 7 件あり) 

 属所他のそ

スーパーバイズ・ネットワーク等に

関する法人独自事業 
1 

 1 園稚幼

 1 ムーホプールグ

 2 入記無

児童発達

支援事業

12% 児童入所

施設

1%

成人通所

施設

30%
成人入所

施設

32%

相談支援

事業所

8%

発達障が

い支援セ

ンター

12%
その他

5%

 1 目年2

 01 目年5～3 1

 82 目年01～6 2

 02 目年51～11 3

 11 目年02～51 4

 6 上以年12 5

 1 入記無

 77 計合

(複数の経験年数のものが 1 件あり) 

2年目

1%
3～5年目

13%

6～10年
目

37%

11～15年
目

26%

15～20年
目

14%

21年以上

8%

無記入

1%
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【ご参加された方の情報について】

　Ⅰ．所属

　Ⅱ．経験年数

 発達障害支援スーパーバイザー養成研修アンケート集計結果（後期）



1 大変参考になった 55 

2 参考になった 19 

3 参考にならなかった 1 

無記入 0 

合計 75 
大変参考に

なった

73%

参考になっ

た

25%

参考になら

なかった

2%
無記入

0%
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　１．当事者からのメッセージ（冠地　情　氏）

　「大変参考になった・参考になった」の理由

・”当事者”というよりは、一人の人間としての生き方や考え方など新しい見方・考え方を発見でき

た。

・生き辛さやフラッシュバックなど自分の経験から話していただけたので、とても参考になりました。

混乱しないと成長できない、3～5年後に宝物になるという言葉が印象に残りました。

・今関わっている発達障害を特性として持っている子どもたちに対する支援の重要さを、痛感しまし

た。子どもたちのイイトコサガシを実践していきたいと思います。お話をさせていただいて、あり

がとうございます。

・エネルギッシュで、本気が伝わってくる講義でした。「発達障害のカンチ」ではない「カンチの中

にある特性のひとつが発達障害」。発達障害を持っている方達に自分を好きになってもらいたいと

思いました。そのための支援をしたいと思いました。

・感覚の特性など、本人の言葉でしか説明できない部分を聞くことができ参考になった。

・冠地さんの本気が伝わってきました。私自身も自分のフィールドでしかコミュニケーションを取れ

ていないと感じておりますので、まず伝えていくということを強く意識していきたいと思いました。

・冠地氏自身の言葉で話していただけたことで、ひとりの人として関わる事の重要性を感じた。

経験からの話は、とても参考になった。｢自分が好き｣と言えるように、自分も含めそうありたいと

思えた。

・コミュニケーションは成長という言葉に感銘を受けた。コミュニケーションを苦手とする自分が積

極的にならなければ、と思った。

・自分の気持ちを言葉にして表現する、行動に移す、相手とのやり取りなど当事者である冠地さんに

生の声を聞かせていただけたことが刺激を受けました。

・当事者の苦悩だけではなく、そこからどう社会に関わっていくか、そのためには何をすべきか、日

常的に接している方は重度の自閉症の方なので、イメージがつきにくい部分もあったが、「経験を

積むこと」は共通して重要であり、そのために必要な要素の話が多くあり、参考になった。「人間

関係」の基本となる話だと感じました。

※他に５５件の記述がありました。



1 大変参考になった 53 

2 参考になった 21 

3 参考にならなかった 0 

無記入 1 

合計 75 

大変参考に

なった

71%

参考になっ

た

28%

参考になら

なかった

0%

無記入

1%
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　２．発達障害における応用行動分析（井上　雅彦　氏）

　「大変参考になった・参考になった」の理由

・問題のある行動に対して支援者側が勝手に感じていることと、当事者が本当に感じていることが違

うということを意識し支援をしていきたいと思います。

・問題行動を抱えた自閉症の人に、どのように行動変容を図ればよいかのヒントが数多くあり、参考

になった。

・保護者と面談する中で「ほめてくださいね」と話すことが多いが、もっと具体的にほめ方を示す必

要があると気付きました。実際にロールプレイをしてみるのもいいと思いました。

・ペアレントトレーニングという実例を通して、支援をしていくヒントを頂いたと思う。

・日々の支援の中に応用行動分析の考え方を取り入れて行っているので、振り返る機会となり良かっ

た。現場の職員や家族へ伝える際、参考にさせていただきたいと思う。

・母親支援の大切さや応用行動分析を保護者に分かりやすい形で示す方法の参考になりました。

・前半は難しく感じたが、「適応行動」となるような支援の仕方、支援するスタッフの理解不足によ

る対応のまずさが今の現状なので、声かけのポイントなど相手に合わせた支援を目指していけるよ

うにしたい。

・心理の基礎から、臨床の基礎まで、しっかりと学ぶことができました。先生のお話の仕方そのもの

もすごく勉強になります。

・児童に関わる仕事の中で、ペアレントトレーニングの大切さを改めて知りました。親があっての子

どもの生活なので、共に協力していく事を伝えていきたいと感じました。

・実際の支援の場面でよくあることについての、分析の考え方を教えていただいた。他の場面につい

てもその分析の方法を知りたいので、本を読みます。

・行動分析の説明を聞くことで、自身の支援の視野を広げることができたように思う。

・井上先生は準備に苦労した旨を仰っていたが、学術的な部分と実践的で平易な部分が両方入ってい

て、とても聞きやすく学びになった。

※他に４９件の記述がありました。



1 大変参考になった 53 

2 参考になった 22 

3 参考にならなかった 0 

無記入 0 

合計 75 
大変参考に

なった

71%

参考になっ

た

29%

参考になら

なかった

0%

無記入

0%
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　３．高機能広汎性発達障害（辻井　正次　氏）

　「大変参考になった・参考になった」の理由

・不適応行動の尺度により、早期発見と保護者へのペアレントトレーニングの重要性、本人への具体

的で分かりやすい声かけが必要なのがよくわかりました。

・特定の療法やメソッドに傾くことなく、オーダーメイドの支援の大切さを感じました。

・適応行動を評価することで、利用者の実情を知ること、知らせることが可能になることを改めて確

認することができた。「適応(今できているところ)」に注目した支援を意識していきたいと思う。

・辻井先生の話を改めて聞き、その話の鋭さに驚きました。もっともっと勉強が必要だと感じた。

・地域生活における課題・支援のスタンスなど根本のところでのポイントを押さえて語られていて良

かった。

・時代に合わせ、その人に合わせ、支援を作っていく視点が必要だと認識できました。

・最新の流れがおさえられたので、バインランドにも興味があり、お聞きできてよかった。

・客観的問題の抽出や今後の福祉の方向性など多くを含む内容だった。

・研究報告、最新の情報を知ることができた。

・厳しくも温かいお話ありがとうございました。話をされた見方・考え方を日々の現場でどうつなげ

ていくか…と考えていましたが、自然にほめる視点を持ってをとりあえずしていこうと思います。

あと「現場だから」を楯に、世情など勉強不足なところも改善していこうと思います。

・「一つだけの方法に捉われずに」というところに共感した。一人ひとり対象者は違うので、その人

それぞれに合った、援助方法を学ぶためにも、いろいろな方向から学び続けなければならないと思

った。

・前日の「イイトコサガシ」と「ペアレント・トレーニング」とリンクする部分がたくさんあり、勉

強になった。困っているけれど、”ギリギリセーフ”にするコツを私たちは知らず知らずのうちに

やっていて、そのコツを見つけてほめることがポイントなのだと感じた。

・新しい考え方を教えていただき目からうろこが落ちた思いがした。

※他に４３件の記述がありました。



1 大変参考になった 58 

2 参考になった 14 

3 参考にならなかった 1 

無記入 2 

合計 75 
大変参考に

なった

77%

参考になっ

た

19%

参考になら

なかった

1%

無記入

3%
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　４．発達障害の就労支援（梅永　雄二　氏）

　「大変参考になった・参考になった」の理由

・ライフスキルの大切さを具体的に説明してくださったことと、幼少期からのスキル支援の大切さが

良く分かったので。

・発達障害者の社会での困り、生きづらさをどうやったら軽減でき、どう工夫することにより就労へ

つながるか参考になった。

・日本の障害者の就職率の低さに驚きました。離職の理由の80％がソフトスキルにある事もわかりま

した。ジョブコーディネーターの必要性も理解できました。

・ともすると、就労系の事業所では、「就職」をゴールにとらえてしまいがちな状況がある中で、

「働き続けること」の大切さ、本人にとっては「就職」はゴールではなくスタート地点であるとい

うことを改めて感じさせられました。

・地域で生活することの難しさや働くことの難しさ知りました。児童の分野で就労を知ることはなか

ったので、勉強になったと同時に子ども～大人へと成長していく上での繋がりを感じました。

・ジョブコーチ研修を受けたが、ライフスキルのことまで考えての研修ではなかったので、今回の内

容は分かりやすく参考になった。

・児童に携わっていると就労はまだ先の話だが、子どものときに身につけていくものが見えた気がし

ます。

・実践に多く関わっておられるので、事例もまじえながらでとても分かりやすく勉強になりました。

最後に見せていただいたDVDの中で、企業側の方のお話があったが、普段、なかなか話を聞く機会

がないので、興味深かった。また、「ライフスキル」という視点での考え方は地域で生活する上で

重要だということが理解できた。

・アスペルガーのみではなく、いろいろな人、場面に適した支援につながる手段を学ぶことができた。

・「ライフスキルトレーニング」必要なスキルだと感じ、書籍を参考に施設でいかせるようにしたい

と思いました。

※他に４３件の記述がありました。



1 大変参考になった 55 

2 参考になった 19 

3 参考にならなかった 1 

無記入 0 

合計 75 大変参考に

なった

73%

参考になっ

た

25%

参考になら

なかった

2%

無記入

0%

p178

178

　５．スーパーバイザーの役割と事例検討の進め方（近藤　直司　氏）

　「大変参考になった・参考になった」の理由

・普段の事例検討では方向性が逸れてしまい、有効な結論まで行きつかない事もあり、意識的に場を

進める手順を踏むこと、また、参加している全員がその意識を共有することが重要であると学んだ。

また、ケースのまとめ方についても参考になった。

・フォーマットが今後の業務に大変参考になりました。限られた時間の中で、効率よく展開される流

れも印象的でした。

・非常に勉強になるアセスメントの発表の仕方や検討会の仕方が学べ、体験できた。限られた短い時

間の中で、以下に情報を適切にピックアップし、課題と方針を立てるのかの方法や、会議での司会

・オブザーバーの働きが分かった。

・話す力、聞きとる力、まとめる力等、鍛えられたと感じた。今後のスキルアップを目指し、力をつ

けたいと実感した。

・とても有意義な演習でした。必要な準備をせずに結論も出ない時間ばかりかかるカンファレンスが

多いため、うんざりすることもあります。地域で、今回学んだ(確認した)スキルをしっかりと実践

したいと決意しました。

・他施設の支援者の考えを聴くことができた事、アセスメントの進め方、司会の役割を整理する良い

機会となり、すぐに支援会議で使える内容が良かった。

・実際に演習を行い、とても参考になりました。数回にわたり研修を受けたいと思った。

・これぞSV!研修だと感じるコマでした。

・ケースレポートを使い、ケースの視点を考える事ができた。また、グループワークという形で、難

しさを感じたが、自分で考える機会となった。

・グループワークを行うことで他者からの評価、客観的視点と、充実したケース会議の方法を知るこ

とができて良かった。

・演習を通して自分に必要な所が見えた気がします。自分はケース会議を勧めることもあるので聴き

手や進行の注意点など勉強になりました。

※他に３７件の記述がありました。



1 大変参考になった 50 

2 参考になった 23 

3 参考にならなかった 1 

無記入 1 

合計 75 
大変参考に

なった

67%

参考になっ

た

31%

参考になら

なかった

1%

無記入

1%
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　６．発達障害を巡る諸問題（山崎　晃資　氏）

　「大変参考になった・参考になった」の理由

・臨床実践の立場からとても分かりやすく説明をしていただき、理解しやすかった。

・発達障害への診断、精神医学の変化など新しい情報を聞くことができ有意義な時間となった。

・特に最後のまとめで自分の能力を過信することなく、皆に接することが大切だと思いました。

・通院同行で精神科にかかることも多いので、医師の立場からの考えを知れたことは大きい。

・大変分かりやすく説明していただき勉強になりました。自閉スペクトラムを有する方々と日々接し

ていますので学ぶべきことが大変多いお話でした。

・精神科の医師である山崎先生の講義を聞くことで、今まで分からなかったことや、疑問に思ってい

たところが見えてきました。

・診断名だけでなく、その人を理解していくことの大切さ、DSMの背景など知れ、今後の支援に活か

していきたい。

・診断の困難さ、本人および家族への対応に対して安易に取り組んではならない事を実感しました。

・感動しました!診断する際に何度も会うことや、状況を変えて会う、その人の成育歴をチェックす

るなど、本人の全体を知った上で情報を整理していくというお話を聞きながら、山崎先生のような

人の下で仕事ができればと思いました。

・親亡き後の問題や高齢期になる人々の問題など、現在、我々の施設が抱えている問題だったので興

味深かったです。また、専門家になった気になっている職員などもいるという話を聞き、本当にそ

うだなと思いました。山崎先生のように周りに言えるように、自分も驕らずやっていきたいと思い

ました。

・医師としての視点からDSM5についても細かくお知らせいただいた。私たちの気付かない方向からの

お話しがきけてよかった。

・「診断フォーミュレーション」は、現在、対応に苦慮しているケースに関し、問題・課題を整理す

るヒントになった。

※他に４７件の記述がありました。



1 大変参考になった 5

2 参考になった 1

3 参考にならなかった 0

無記入 2

合計 8

大変参考に

なった

62%参考になっ

た

13%

無記入

25%
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　１．侑愛会

　「大変参考になった」の理由

・幼児期から成人期まで一貫した理念のもとに支援を行っている日常を、詳しく説明いただきながら

見学させていただくことができた。コミュニケーションサンプルを学ぶことができた。

・障害特性の理解からアセスメントに基づいてどのような支援を組み立てるかを実際に体験しながら

学べてよかった。

・同じくとても丁寧に対応してくださった。・いわゆる「コロニー」を、５日間という長期間にわた

って見たことが初めてで、まずそのことで多くの学びがあった。

・コミュニケーションサンプルやTTAPなどの体系化されたアプローチについて、それらを日常的に使

っておられる支援者の方とその実践現場を使って確認できた。それが個人的にはとても有意義だっ

たし、普段研修や実習の受入担当などをすることが多い自身にとって参考になる面が多かった。

・歴史・規模ともにただただ圧倒されました。TTAPや強度行動障害の講義など受けることができ、

とてもよかったです。１回目のはるにれの里さんとあわせて初級編、上級編、幼児から成年、また

学校まで、通して知ることができた。演習もなるほどと考える事ができた。ホテルまでの送迎など、

たくさんの負担の中、快く受け入れてくださり、ありがとうございました。

　「参考になった」の理由

・アセスメント方法について良く学べた。

　「無記入」の理由

・アセスメントの基礎、活用を学べて良かった。子どもから大人までトータルで支えていくことの

大切さも理解できた。

・おしまコロニーという先駆的な存在だったので、行くことができて良かった（こういう機会が無い

とおそらく行けなかった。）。TEACCH中心の組み立てで、幼少から高齢まで、同じ関わりの設定で

行われていた。規模は大きいが、自分のところとはやり方は違うけど、「利用者さんが過ごしやす

いように」という視点は同じなんだなと分かり、刺激になった。ただ一歩外に出ると同じ設定でで

きない環境の中では、不適応を起こしてしまうことも言われていて、やり方や環境設定だけではな

く、本人さんの力をつけていかないといけないとも感じた。できたら高齢施設も見学したかった。

あと、TEACCHがマニュアル化と勘違いしていないか？ということも常に頭の中にいれておかないと

いけないと感じた。

発達障害支援スーパーバイザー養成研修アンケート集計結果（前期）



1 大変参考になった 7

2 参考になった 0

3 参考にならなかった 0

無記入 2

合計 9

大変参考に

なった

78%

無記入

22%
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　２．はるにれの里

　「大変参考になった」の理由

・支援者としての姿勢、あたたかさ、本気さ、支援技術、学べました。自由ならば就職したいのです

が、行けないのが残念です。ありがとうございました。

・TEACCHプログラムや、構造化について実際の現場での支援を見ることができたため。

・TEACCHの考えに基づいて利用者さんの支援にあたられており、様々な工夫がとても参考になった。

また、重度の方々が地域で暮らす。

・支援方法、新人教育のあり方、グループホームについて本当に勉強になった。

・とても丁寧に初歩から勉強させていただきありがたかったです。同じ地域にあり、身近な施設では

ありましたが、詳しく知らない事が多く、実際に実習させていただき、現場の職員の方と話したり

することができて本当によかったです。

・「ゆい」での３年間を経て、どんな方でも地域で生活することを徹底されている点は、なかなかま

ねできないと思いました。ホーム支援員の方の集合研修もあり、それぞれのホームの課題を皆で考

えていく、チーム(支援)のあり方が見られたと思います。参考にしたいです。

・短期間で、ほとんど全ての施設を回り、外観を見せていただいただけなので、運営実態を深く理解

するには至っていない。可能ならば、1～3ヶ月(実習生としてでも)働かせていただければ、と思う。

　「参考になった」の理由

なし

　「あまり参考にならなかった」の理由

なし

　「無記入」の理由

・GHを地域に34(35)ヶ所展開、利用者さんを支援しているという、更には行動障害を持っている方々

でも地域生活をして(支えて)いるという、職員の方々の努力が素晴らしかった。

・成人期の方々が、それぞれのスキルに応じて就労に携わっていくための細やかな特性アセスメント

および、支援計画を立てて支援の根拠としていくことを学ばせていただいたため。TTAPをビデオで

学ぶことができたため。



1 大変参考になった 11 

2 参考になった 1 

3 参考にならなかった 0 

無記入 0 

合計 12 

大変参考に

なった

92%

参考になっ

た

8%

1 大変参考になった 4

2 参考になった 0

3 参考にならなかった 0

無記入 0

合計 4

大変参考に

なった

100%

p182

182

　３．梅の里

　「大変参考になった」の理由

・障害程度区分の高い利用者をしっかりと支援されていました。大変参考になりました。特に余暇支

援の様々な工夫が素晴らしいと感じました。

・職員全員が、利用者様ひとりひとりの特性やルールを理解していて、職員間の共通意識・理解を感

じました。

・運動や掃除などの進め方がとても分かりやすく自分の施設でもすぐに取り入れることができてよか

った。また余暇支援にも力を入れていて、手作りのものもたくさんあり、勉強になった。

・成人の方の通所・入所施設に入る事が初めてだったため、驚きから実習が始まりました。職員の方

の大変さが伝わってきました。余暇支援のための手作りグッズを見せていただいたことが印象に残

っています。

　「参考になった」の理由

なし

　「あまり参考にならなかった」の理由

なし

　「無記入」の理由

なし

　４．けやきの郷



p183

183

　「大変参考になった」の理由

・施設の理念の重要性、それを職員全員が共有し支援の拠り所にすることの強みがどれだけ大切かに

気付かせてもらえる良い機会となった。自分が考えていた「支援は人と人とのつながり、関わるこ

とが大切」という信念が間違っていない事を確認できた。

・スタッフの方々の熱い思い、実践。歴史の中で学ばれた事を教えていただきました。

利用者支援に当たるにおいて、法人理念の大切さを学びました。情報をインプットする際、またア

ウトプットする際の大事なフィルターにして法人運営と利用者支援に役立てていきたいです。

・手厚くとても良くして頂きました。理念も素晴らしく考えさせていただくことが多かったです。

・自閉症支援を行う、複合型の法人として、ハード・ソフト両面でどういう取り組みを行って、どう

実践するのか、細かい技術というより、運営するという面で参考になりました。就継Ａ型の事業所

も普段見ることはないので、実際体験して雰囲気、様子が分かり、よかったです。職員の育成の難

しさ、大切さも分かりました。希望としては、もっと「太田ステージ」にスポットを当てた講義実

習が充実すると嬉しいです。

・法人内に多くの支援機関がある中で、職員の方々が支援の理念などをしっかり理解し取り組んでい

ることがとても印象的でした。また、太田ステージをもとにした理解、重度の方でもやりがいをも

って働く姿もこれからの支援に活かしたいと思いました。

・自分の所属する法人、施設にはない物を見る事ができた。改めて、外との接点を持つことの意義を

個人的には感じる事ができた。視野、知識を広げるためにも。

・自閉症者支援の歴史を知ることができ、また今も試行錯誤している姿に感銘を受けた。

・就労継続支援A型事業所での実習が特に参考になりました。パレット製作でのエアーガンの打ち込

みの利用が、正確に行っているところを見て、支援のご苦労が感じられました。

・各事業所のトップに立たれている方々の熱意と変化を恐れない姿勢・法人の理念を理解し、理念の

もとの行動・利用者一人ひとりの充実した人生支援・先を見据えての行動力、課題を探す視点、保

護者の設立した施設という点では、うちの施設と一緒。大きく事業展開しているのはどこが不足し

ているんだろう?と考えるきっかけをもらった。施設内完結ではなく、地域へ出ていくためのスタ

ッフのアイデアや支援のポイントを聞き、幅広い視点で支援について考えていく必要があると感じ

た。

・とくに就労Ａ型のやまびこ製作所でのパレット作りの仕事を通して、Auの方達の可能性を目の当た

りにさせていただきました。

　「参考になった」の理由

・就労することが“生きること”につながっている、利用者さんが”生きる”ために、施設側のコン

セプトがはっきりしていた。一貫していたので、良かったと思う。

　「あまり参考にならなかった」の理由

なし

　「無記入」の理由

なし



1 大変参考になった 7 

2 参考になった 2 

3 参考にならなかった 0 

無記入 3 

合計 12 

大変参考に

なった

58%
参考になっ

た

17%

無記入

25%
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　５．菜の花会

　「大変参考になった」の理由

・自閉症の方が多くいる施設ということで、建物や、伝達方法等、しっかり構造化されていました。

自分の施設には自閉症の方が少なかったり、建物が狭いことを理由に、なかなか取り組めずにいま

したが、工夫の仕方等を学ぶことができたので、今後の支援に取り入れていけるよう努めていきた

いと思います。

・構造化を徹底し利用者の混乱を減らし支援されていました。写真に撮らせていただき施設での実践

に役立てさせていただきました。

・幼児期のことや学校生活の様子までは、どうにか知る機会があるが、その先の生活がどの様に進ん

でいくのか…どんな選択肢があるのか…知りたかった。実務研修先で児童デイから通所、入所、グ

ループホーム、作業所など、色々な生活の場面を見ることができた。一人ひとりが、人として、特

性に合った生活をしている所が見られた。実際の支援の様子を見ることができた。工夫された環境

・事例検討会の様子を見れた。色々なタイプのグループホームとその仕事を初めて見せてもらうこ

とが多かったので、すべてが参考になりました。

・現場のスタッフがあたたかく迎え入れてくれ、包み隠さず何でも教えてくれたのと、こちら側の意

見も真摯に取り組んでくれた度量が大きな施設で良かった。

・利用者1人1人の環境改善、利用者との関わりの方法を実習という中で教えていただきました。また

強度行動障がいのグループホームも見せていただき参考になるポイントも教えていただきました。

発達障害者支援センターの積極的なスーパーバイザーとしての機能も見せていただき、充実な研修

となりました。

・一人ひとり、個別の対応の必要性、その意味など、様々なところでの工夫に、驚かされました。今

まで、漠然と思っていたことへの後押しがあったと感じられました。同じようにできるか分かりま

せんが、利用者のため、より良い支援になっていくよう参考にしたいと思います。

・小林施設長のお話は、大変興味深いものでした。我々と同じような方向性で支援に当たっている部

分も多く、共感するところの多い内容でした。

　「参考になった」の理由

・総施設長が先頭に立って勉強、研修されているのが素晴らしい。支援に関しては、まだ支援に対す

る考え方が試行錯誤中の感じなので、今後どう進んでいくかという部分で、自分のところと共通の

課題があり、参考になりました。スタッフに、「自分のやりたいことをやっていい」というのびの

び感、明るさが、少ないように感じました。実習生に対しては、重要な人と、そうでない人とラン



1 大変参考になった 11 

2 参考になった 0 

3 参考にならなかった 0 

無記入 1 

合計 12 

大変参考に

なった

92%

無記入

8%
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ク付けがあるのが感じられ、そういう考え方は、きっと支援にも表れるだろうと思いました。

　「あまり参考にならなかった」の理由

なし

　「無記入」の理由

・１回目の実務研修と同様の理由です。加えて、石井哲夫先生の考えを強く引き継いでいる職員の方

々の意識の強さを感じられ、こういう法人もあるとの参考になりました。

・TEACCHプログラム・PECSを用いて、ひとりひとりに適合するように工夫された、構造化された作業

場、あたたかい居住棟がとても印象的であり、大変参考になりました。

　６．嬉泉

　「大変参考になった」の理由

・法人内でも最も軽度で通所の事業所であるため、真逆の現場を見ることができたことが、短い期間

であっても経験になりました。施設の規模や利用者像が全く異なる環境だからこその発見や、重度

・軽度関係なく共通している部分を見つけることができたと思っています。

・利用者個々の捉え方、特性の捉え方、等、職員一人ひとりがとてもしっかりしていられた。また、

チームでの取り組まれている様子もとても良かった。

・スタッフの方々のあたたかい心づかい、感謝です。宿舎、食事の提供、ありがたかったです。

・利用者さんとの関係性を、第一に考え、そこから利用者さんが生きやすいように支援していたから。

利用者側の方々の思いが、理念に集約されていて、”だからこそ、この支援がある”と感じること

ができた。

・受容的交流療法の教えが先輩から後輩へとしっかり受け継がれていると感じた。ぶれない療育に対

する考え方の大切さを感じた。

・受容的交流療法をベースとして人と人との交流は自分の属する事業所でも通じるところが多く、参

考にしたい。

・構造化だけではなく、利用者に安心を与えられる事を考えられ、職員の方の雰囲気もとても良かっ

たです。家庭で本来感じられたかもしれない愛情など、人とのつながりの大切を再認識できたと同

時に自分の支援を見直す機会を頂けました。

・受容的交流を体験させていただきました。人として接することでとてもあたたかみのある雰囲気を

感じました。



1 大変参考になった 4

2 参考になった 0

3 参考にならなかった 0

無記入 0

合計 4

大変参考に

なった

100%
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・１つの理念があることで、職員の思いに同じベクトルは向きやすいのであろう…ということを考え

た。研修生に対する受け入れ体制や職員の方の対応がとてもあたたかく、自身のこれからを考える

機会となりました。

　「参考になった」の理由

なし

　「あまり参考にならなかった」の理由

なし

　「無記入」の理由

・支援スタッフの方の考え方に大変学ばせて頂きました。利用者の方と時間をかけて関係を作り、相

手を知り人社会で生きていく、人が関わりながら交流していく姿が大変勉強になりました。理念が

全体に広がっており、利用者の方の幸せがそこにあると感じました。大変充実した研修となりまし

た。

　７．正夢の会

　「大変参考になった」の理由

・短期間で、ほとんど全ての施設を回り、外観を見せていただいただけなので、運営実態を深く理解

するには至っていない。可能ならば、1～3ヶ月(実習生としてでも)働かせていただければ、と思う。

・児童のサービスでお子さんとかかわることができたり、成人の通所施設も同様で体験が経験になり、

職場に戻り活かせるものが多かったです。

・個々への配慮はもとより、職員の動きも整っており、とても参考になりました。

　「参考になった」の理由

なし

　「あまり参考にならなかった」の理由

なし

　「無記入」の理由

なし



1 大変参考になった 10 

2 参考になった 1 

3 参考にならなかった 0 

無記入 0 

合計 11 

大変参考に

なった

91%

参考になっ

た

9%
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　８．横浜やまびこの里

　「大変参考になった」の理由

・環境を調整し、人が変わっても同じ支援ができれば利用者の混乱も可能な限り減らせる、といった

所は参考にしていきたい。

・実際の現場で見ることで、１人１人に合わせて工夫していることもよくわかったし、使い方や実際

の利用者の方の様子も分かり、講義や演習の理解が深まった。忙しい業務の中、５日間受け入れて

くださり、ありがとうございました。

・ワークシステムや教材など、豊富なバリエーションで勉強になった。ティーチプログラムは支援方

法のツールとしての１つだと学べた。また、入所の部分も見せていただき、文字通り「おはようか

らおやすみまで」利用者の支援に取り組まれていた。強度行動障害についても分かりやすく説明を

受け、少し安心した。自分の勤務地は通所で就労支援継続B型と生活介護だが、やまびこの里さん

は生活介護のみで作業も課題が中心となり、納期のある受注作業はほとんどない。また、行事もで

きる限り減らして混乱をなくし、落ち着いて生活してもらうための環境と支援方針が徹底していた。

中途半端な支援が一番混乱を招くと改めて感じた。

・基本的な支援の考え方はもちろんのこと、職員のみなさんの統一された意識、そのためにはどのよ

うに日常の業務を行っているのかなど、様々な事を教えていただいた。また、他の施設を見せてい

ただくことで、自施設の改善点なども明らかになり勉強になった。

・研修の受け入れ態勢が整っており、細かなプログラムで学ぶことができた。現場職員のケース発表

や、ケース会議への参加もさせていただき、現場の質の高さを感じた。

・構造化の実践風景を多く見ることができ、また支援者の方々のモチベーションの高さにとても刺激

を受けました。

・支援の方法の１つとしての構造化を徹底的に実践している施設の支援の現場を生で見る事ができ、

自分自身の支援の方法について色々と考える事ができる材料を提供してもらえた。

・SVという視点での研修の組み立てが、とても工夫されていたので、良かったです。支援ができ上が

っていますが、その中で歴史を伝え、誤解なく伝えてくださりありがとうございました。

・現場と講義の２つの研修内容が充実した内容であった。理念から実際の現場まで幅広く学ぶことが

できた。

・TEACCHプログラムを主とした実践を学ばせて頂きました。法人理念に基づいて、全職員が同じベク

トルを向いて支援されていることが分かり、取り込みたい事もたくさんありました。生活の場へ般

化させられるよう考えながら、プログラムを組んでいきたいと考えさせられました。
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　「参考になった」の理由

・あえてTEACCHの技法を学ぶのではなく、実際の現場を見て学ぶなどの方法にしていただいたので、

中途半端にならず大切な「利用者のため」という気持ちを改めて持つことができた。利用者と関わ

る機会がもっとあると良かった。

　「あまり参考にならなかった」の理由

なし

　「無記入」の理由

なし

　９．川崎市くさぶえの家

　「大変参考になった」の理由

・初めて重度自閉症者の通所施設にいき、アセスメントやアプローチの仕方がとても参考になった。

・日中の活動も参考になったが、SV会議に実際に参加させていただき、SVの視点や伝え方を学ぶこと

ができた。

・自閉症専門施設として、通所施設でありながら、生活の中へどう般化させるかを考え、取り組まれ

ていました。SV会議にも出席させていただき、大変参考になりました。

・非常に特徴的な、実践をされており、賛否が分かれそうな部分もあるが、その1つ1つに根拠があり、

どれも一理あって、持ち帰って自らの実践に生かせそうなポイントがたくさんあった。

・これまでの施設という印象とは大きく異なり、初日には驚きもありましたが、関わりの意味、その

支援の目的など、全てが利用者のためにという徹底した視点は素晴らしいと思いました。

　「参考になった」の理由

・始業前のウォーミングアップやクールダウン、連絡帳を通した保護者とのやり取り、等参考になっ

た反面、暴力的な利用者に対する言動がとても気になった。

　「あまり参考にならなかった」の理由

なし

　「無記入」の理由

なし

1 大変参考になった 5

2 参考になった 1

3 参考にならなかった 0

無記入 0

合計 6

大変参考に

なった

83%

参考になっ

た

17%



1 大変参考になった 4

2 参考になった 0

3 参考にならなかった 0

無記入 1

合計 5

大変参考に

なった

80%

無記入

20%
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　１０．めひの野園

　「大変参考になった」の理由

・建物の整備、物理的に構造化する上で、建物を分ける、小集団にすることの大切さ、プラス一人ひ

とりの活動を考えた日中活動や個人の役割はとても参考になりました。

・ISOを取得することにより、計画→実行→評価というサイクルが法人全体を通して徹底されていた。

安定した仕事を提供できるようにするためのたゆまぬ試行錯誤をされてきたことに感銘を受けた。

・支援に対する考え方がとてもしっかりしていた。一つの支援の形ができていた。自分よりずっと忙

しいのに、きちんと向き合って、丁寧に教えてくださいました。東さん、そして支援スタッフのみ

なさん、光っていました。ありがとうございました。

・自身外部で５日間も実習したことがなかったので、普段とは違う環境で過ごせたことはすごい刺激

になりました。(２日目も同様)施設長が言われていた「本物の支援」を実践されている行動力はす

ごいと思った。規模ではなく、職員が収得したスキルを利用者さんに反映させていきたい。「働く

実感」を持たせることで、日中いる場所ではなく、責任や充実感を持たせたいということだと理解

しました。改めて対人援助は、形ではなく中身が基本ということが確認できたことは自分にとって

大きなことでした。

　「参考になった」の理由

なし

　「あまり参考にならなかった」の理由

なし

　「無記入」の理由

・福祉だけではなく企業(経営)的な側面も持ち合わせており、その手法について大変有意義だった。

障害のある方の｢働く」ことについて新しい視点をいただいた。



1 大変参考になった 4

2 参考になった 2

3 参考にならなかった 0

無記入 1

合計 7

大変参考に

なった

57%

参考になっ

た

29%

無記入

14%
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　１１．檜の里

　「大変参考になった」の理由

・利用者の状態を細かく観察されている。息遣いの乱れの段階で落ち着いてゆっくりとした動作を促

すなど、支援方法が大変勉強になった。

・常に対人関係を中心とした世界に身を置く支援、今日そういうことが語られることが少なくなった

中、原点とその可能性を見せていただきました。

・施設全体としての考え方、職員の人材育成の方法、勉強になった。高齢化の問題等、これから考え

ていくべき施設の課題への取り組み、そして最初の施設ならではの発想、「ないものはつくる」と

いう考えをお聴きできてよかった。職員同士のコミュニケーション、情報共有の仕方も勉強になり

ました。

・作業＝仕事という考えの中で働く事の大切さを知りました。働く中には人とのつながりもあるし、

生活の整いの意味もあり、落ち着いて過ごせる環境の大切さを考えるきっかけになりました。また、

食事場面での関わり方は、自分の施設でも参考になりすぐに実行できることを学ぶことができまし

た。地域で生活するための職員の努力には頭が下がるような思いでした。どんな行動障害があって

も、“地域で暮らす”という事を職員側が意識し、日々関わっていることを知りました。

　「参考になった」の理由

・自分の施設以外で働いたことがなかったので、とても新鮮な気持ちで参加させていただいた。現場

に入り、一緒に作業をしながら学ぶことが多くできたのでよかった。年に1度の防災訓練への参加

も、意識を高めることに繋がって良かった。

・集団での生活(各棟ごと)であり、作業所では弁当という、私たちと同様に｢出勤したら、勤務が終

わるまで帰らない」というスタイルであることに、驚いた。しっかりと話が聞ける体勢、作業に向

かう様子が、重い自閉の人とは思えない環境であった。本人が「できた」と思える支援の徹底、施

設の取り組みを理解していなかったら、厳しく見えてしまう部分があると思うが、全職員が利用者

に対して思いをもって取り組んでいるのだと説明できる状態であるから出来ることだと思った。

　「あまり参考にならなかった」の理由

なし

　「無記入」の理由

・声かけによる支援、集団で過ごすことの意義に強く衝撃を受けた。仕事(作業)をする時の姿勢にも

態度にも、なんら健常者と変わらないように「人」として扱っておられた。グループホームや檜の

里での集団生活によって自立生活を促し、維持できているのだと感じた。職員が非常に熱心な支援

をされていた。



1 大変参考になった 6

2 参考になった 2

3 参考にならなかった 1

無記入 0

合計 9

大変参考に

なった

67%

参考に

なった

22%

参考になら

なかった

11%
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　１２．北摂杉の子会

　「大変参考になった」の理由

・視覚支援、児童支援、ウィル等勉強になりました。

・法人全体のダイナミックな経営に大変驚かされた。マネジメントといった観点が特に学びにつなが

った。

・「地域に生きる」という法人理念の基に、入所、就労継続支援、療育支援等各部門の支援員の方々

が、年齢問わず、自身の専門性を研鑽しながら、明るく、支援されていたことが、振り返っても最

も心に残っています。もちろん、構造化された空間、視覚支援等支援ノウハウ(特に、グループホ

ームは、本当に驚きました)も素晴らしかったのですが、利用者(ユーザー)のニーズをくみ取り、

支援を地域に還元していく法人のマーケティング力にも学ぶことが多かったです。

・様々な事業所を見学し、講義を受けた。「地域に生きる」という法人理念が、どの事業所においても

浸透しており、それぞれの場で、様々な利用者に対し、質の高い支援をされていると感じた。共感で

きることも多く、自分自身の支援に対する振り返りにもなり、有意義な時間を過ごすことができた。

・１回目の実務研修とはまた対照的な研修の場でした。法人内の事業所各所で取り組んでいることを

丁寧に見せていただけました。ライフステージに合わせて支援を考え事業展開している一方、法人

としては経営的視点をもって考え、現場としては丁寧に取り組んでおり、学ぶことは多かったです。

本当にありがとうございました。

・地域(エリア)で幅広い事業を展開されておられ、幅広く学ばせていただきました。特に高学歴ASD

の方達、大学へのアプローチなど積極的に取り組まれており、とても参考になりました。福祉サー

ビスにつながっていない生きにくさを抱えた人たちにアウトリーチしていくことの大変さを学びま

した。

　「参考になった」の理由

・各事業所を丁寧にご説明していただき、参考になった。実際に支援している現場を見せてもらえて

よかった。

・マネジメントの方向性がとても参考になった。理念から始まりそれに沿った人材育成、事業展開を

どうしていくのかが具体的に知れてよかった。

　「あまり参考にならなかった」の理由

・見学が主で生活している場や支援をしている所をあまり見れなかったのが残念だった。実地研修と

いう意味では物足りなかった。

　「無記入」の理由

なし




