１３．あかりの家
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「大変参考になった」の理由
・実習参加をさせていただく中で、重度の行動障がいのある方への支援で大切にしているポイントを
講義、実践の中で教えていただくことができました。またチームワーク、チーム力の大切さも感じ
させてもらうこともできました。
・１回目ということで、とても緊張していたのですが、細やかな説明や、現場に入ったことで、体験
からも学ぶことができました。利用者さん視点で見ていこうとする姿勢や関係機関を入れての朝の
会には感動しました。ほとんど全ての利用者さんが働いていたことも驚きでした。また、現状に留
まることなく、よりよい支援や労働環境を作るために、いつも前向きに取り組まれているところが
参考になりました。お世話になりました。ありがとうございます。
・ハード面では決して洗練されているわけではありませんが、施設長はじめ、スタッフのみなさんが
利用者に｢向き合っている」という姿、関わりの中でその相手(当事者)の行動や表情に移ろいが見
られる様を目の当たりにすることができ、とても有意義でした。支援をする側としての職員・職場
を常に育てているなという支援も含めて｢止まっていない」様子を垣間見て、大きな刺激となりま
した。本当に研修させていただき良かったと思います。
・感動的でえぐられるような生の言葉(キーワード)をたくさん聞かせていただき、目の前の利用者と
それを実践している職員の皆さんとの出会い、とても刺激を受けました。表現をきちんとすること
の大切さ、考えを実践につなげる行動力、利用者の発信するメッセージを受け取るアンテナの感度、
とても多くの学びにあふれていました。ありがとうございました。
・とても丁寧に対応してくださり、特に支援現場のありのままを細かな点まで積極的に説明してくだ
さった。そこからの質疑応答も多くできた。こういった過程は、あかりの家さんの支援観を知るだ
けでなく、自身の支援観を客観的に見直し再構築する点で、非常に役立った。支援観の広さや深さ
はスーパーバイザーにとって大切な事だと思うので、ありがたかった。
・現場を、そのまま見せていただきとても感謝しています。職員の体験によるエピソード集は自分の
仕事を振り返ることができた材料になりました。利用者さんと関わる１つひとつの意味を教えてい
ただき、職員が考えている姿が印象的でした。また、”日々考えなければいけない”という職員教
育もしっかり行われており、自分の施設に持って帰らなければならない事が多い実習になりました。
・朝の引き継ぎから、その人の行動分析を行っており(ケース会議に似た話し合い)職員全体で共通理
解をもって業務に入っている所が参考になった。利用者の幸せを考え高い目標を持ち支援にあたっ
ていた。利用者の多くが基本的生活習慣「くう・ねる・だす/でる」につまづいているので、生活

192

リズムを整えてあげなければならないが、その個人の状態、レベルに｢気づく」ことが重要だと学
んだ。基本的習慣は当たり前のことであるから、そこに目を向けることが少なかったが、研修後は
目を向けるようにしている。
・あかりの家での研修は、今まで自分自身になかった支援の視点に気付くことができた。一つ一つの
支援がしっかりとした見立ての上で行われており、入所されている利用者の方と関わる機会が多か
ったこともよかった。
・施設として、また、職員個々の意識の高さに驚かされた。とても熱心に実習指導をしてくださり、
自閉症支援への熱意が感じられた。
・実際に支援現場の中に入らせてもらえたり、その中での説明・対応をしていただけたので、とても
わかりやすかった。
・人と人の支援に心がホッと致しました。
・プロ集団「あかり」をしっかりと学ばせて頂いた。今後の職員集団作りに大変参考になった。

「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
・法人全体のつながりを感じ、施設がバックアップしている体制がよくわかり勉強になりました。日
中活動の方向性など大変共感できるものがあり、学ぶべき支援が多々あり、充実した実務研修とな
りました。
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「大変参考になった」の理由
・児童や成人の入所、就労まですべてのライフステージにおける実際が見えた。施設の方もとても丁
寧に教えてくださったのでたくさん勉強ができた。
・合理的な支援の方法がとても勉強になりました。
支援の方法が支援員で統一されていたことが参考になりました。子どもから大人までの支援を行っ
ていたので、参考になる事が多かったです。
・生活介護での生産活動の充実さに、驚かされました。特に、私たちの施設に足りない所が、明確に
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され、参考にさせていただきたいと思いました。GHでの地域の方々との交流も素晴らしいと思いま
した。
・生活介護の利用者さん(A1,A2)でもツールを準備することによって、生産活動をこなしていけるこ
とに感心しました。また支援員の方々の活動に対してのそのツールの工夫・アイデアがとても素晴
らしかった。ディレクター制度はとても良い事だと思いました。
・重度の方も働いていると実感した。
・地域性を考え、法人内で、幼児期から成人まで支援できる体制を築けていることが、利用者および
保護者の安定にも繋がるのではないかと感じました。特に、入所部門での支援には、日中活動含め、
参考になる事が多かったです。

「参考になった」の理由
・施設の理念、方針等の基本を知ることができてとても参考となった。職員の働く姿勢、利用者との
向き合い方等、とても共感した。
・作業所(入所の)で入所者全てが活動しており、重度の人でもできるように工夫している所が参考に
なった。

「参考にならなかった」の理由
なし

「無記入」の理由
・支援者１人１人がとても落ち着いた様子で、チームで動いている感じを受けました。もう一度、実
習にうかがい勉強したいと思える実習先でした。
・知っている施設でしたが、施設の裏側まで見せていただき、職員の方とも交流できて勉強になりま
した。いいネットワーク作りができました。

１５．萌葱の郷
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「大変参考になった」の理由
・支援者の関わりによって生きやすさ・生きづらさも大きく変わるということを実感するとともに、
分かりやすい研修プログラムで理解しやすかった。
・人材育成、会議の進め方、記録の取り方・折り合いをつけるための支援・職員一人ひとりの知識力、
説明力、支援力・連携の取り方・研修制度・五十嵐先生の講義の話を実際見ることができたことが
大きな収穫・学びでした。緊張での実習入りでしたが、毎日たくさんの刺激を受け学ぶべきことが
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多かった。研修で大変充実していました。ありがとうございます。質問攻めにして申し訳なかった
ですがとてもいい経験をさせてもらったと感じています。
・協会会長の施設是非訪れてみたかった。そこは、支援はもとより、職員の方々の教育がなされてお
り、皆さんが同じ視点で物事を考えることができるという、素晴らしい体制だということを学ぶ事
ができた。
・法人全体で同じ方向性をもって行っており、職員同士でブレがなかった。研修を行い支援員の意識
を高めていくことを行っていたので、とても参考になった。支援の方法も統一され、またその人に
合った支援を行っているのがとても参考になりました。
・まだ経験の少ない職員の方々にもいろいろな説明をしていただきました。法人の理念・支援方針が
充分に浸透しているということを実感しました。職員研修、後継者育成の充実が、法人全体の強み
になっていると思いました。
・受け入れる側のことを考えると、大変だったと思います。他の施設で長期間実習するのは初めてで、
現場の職員の方や、普段かかわりのない子どもたちと少しの時間でしたが一緒に活動ができて貴重
な経験をさせていただきました。それぞれの事業所の長の方が、１人１人活躍されていて、モチベ
ーション高く刺激になりました。
・１回目のところとは、少し違う取り組みもあり、新鮮でした。２つの現場で分かったのは、良い支
援をしているところは、常に利用者さんの視点に立つように努めているということでした。また理
論的なところは大切にしていて理論と実践の両方を兼ね備える事が大切だということも分かりまし
た。支援する側の大変さも良く伝わってきました。お世話になり、ありがとうございました。
・(１日目の理由、感想と同じ)幼児を対象とした仕事をしているので、その先の生活(人生)について
知りたかった。めぶきさんでは、こども発達センターから保育園をはじめ、居宅や入所、ケアホー
ム、事業所、就労支援に至るまで、1つ1つを見学(説明も含む)させていただき、とても勉強になっ
た。継続した支援の大切さを知った。帰りたくないと思うほどステキなところだった。また勉強に
行きたい!・考え方・視点・人と人としてのつながりが感動でした。
・一つのチームを作るにあたり、長い間築いてきた法人として学ぶべきものがたくさんあった。
・利用者に対する向き合い方、真剣さをとても感じました。

「参考になった」の理由
・職員の方々が利用者さんに対してとても真摯に、丁寧に支援していました。誰ひとりも暇にしてい
ることもなく常に利用者さんに向かい合っていました。

「参考にならなかった」の理由
なし

「無記入」の理由
・皆さんがとても丁寧に、話していただき、わかりやすかった。熱意を感じた。
・数年ぶりに伺いました。一段とみなさんが落ち着いて生活されていて、一貫した支援がなされてい
ることを実感しました。職員間の関係性もよく真似ていきたい部分でした。また、伺いたいと思っ
ています。
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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（研修全体）
・県内では絶対学べないような専門的な知識を得ることができた。県外の同じような施設の方や県内の
方とつながりをもてたことがとても大きく、施設実習も普段できる機会は滅多にないので、たくさん
勉強させていただいた。自分自身経験も浅く、研修を通して初めて知ることが多かったが、支援者の
初心のうちに学ぶことができたことを｢強み」として日々頑張っていこうと思う。
・実務研修は本当に良い経験をさせてもらえたと思っています。働きながら別の事業所へ行くことは見
学程度が多いかと思いますが、５日間も通して法人内の各事業所を見せていける(受け入れる)ことが
できるのは本当にすごいことだなと感じています。施設という狭い世界の中での支援方法にとらわれ
ず、客観的に自分の働いている施設を見つめ、勇気をもって変わることも必要だなと思いました。ま
た、自分の施設も受け入れられるような施設となれるよう人材育成をし、１人ひとりの意識を高めて
いけるような環境作りのために努力していきたいと思いました。レポートに追われ大変な部分も多か
ったですが、全国の方と出会えたこと、また同じ県の方々とも仲間になれたことが大きな収穫でした。
ありがとうございました。
・他の事業所での研修は体験できないため、とても良い機会でした。相手の良さ、自分たちが大切にし
てきたものは何かを考えることができた事、すぐに自分の事業所に取り込んで結果が見えてきたこと
もあり、大変プラスとなりました。他県の取り組み、動きなど、情報交換できたり、人とつながるこ
とができたこと、今後の仕事に生かしていきたいと思います。事務局様、初めてのことで、いろいろ
と大変だったかと思います。ありがとうございました。
・ネットワーク作りという意味で大変有り難い機会でした。実際にスーパーバイズやそれに似た業務を
行う者にとっては、「自閉症」ではなくもう少し「スーパーバイズ」の内容が多いと有り難かったで
す。実務研修が特徴の研修プログラムですし、そこでは他では得にくい学びが多くありました。現実
的に難しい面も大きいとは思いますが、入所施設の支援を経験しているものとしては実務研修に起床
から就寝までの時間が含まれるとより学びが多かったとも思います。
・幅広い内容で、いろいろな視点からの考え方を学ぶことができ、自身の支援を見直す機会となった。
また、知り得た事を自分の中で整理すると同時に、他の職員に伝えることで、更に福祉や支援につい
ての気付きがあったことが大事な経験となった。他研修に比べて長期で内容の多いものであったため、
大変さもあったが、得るものが多くあった。実際の入所施設における課題や問題についての講義内容
ももっと学びたかったと思います。また、研修の講義内容を実践している現場を経験してみたいと思
うことも多かったです。
・レポートの量が多いため、進みも悪かった。一年みっちり詰め込まれた研修をした。G.Wがあったの
はとても良かったと感じます。参加資格について、年代(経験年数)制にしても良いと思いました。話
す内容や問題点の焦点が合わないので、設けてはどうかと感じます。
・レポート枚数も多く、実習１週間×２ヶ所で大変でしたが、テキストには書いていない事を知り、今
まで持っていた先入観からの支援ではダメであるということを、改めて知ることができたと思う。提
出したレポートや、事前課題はどうであったのかの結果が分かればよいと思う。発達障害支援に対し
ての理解を得るため、今後、私たちがどう動いていくかが問われている。今回学んだことをいかせる
ように頑張りたい。後期２日目の講義「アセスメントを高めるための～」では、全く事例内容を知ら
ない人に、いかに分かりやすくその人の状態・課題などを伝えるのか、その難しさを実感することが
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できた。福祉的専門用語を混ぜて話すと分からない人もいるかもしれない。自分の所属する事業所で
も実践してみたいと思った。
・今まであたりまえのこととしていたことを改めて考え直したり、「もっと考えなければいけない」と
いう思いにさせられました。本当に良い機会となりました。これから、もっとたくさんの職員に参加
してもらいたい。良い経験を積んで欲しい…という思いになっております。このような研修を企画運
営してくださった事務局の皆様、実習等受け入れてくださった皆様、同じ研修の仲間の皆様に感謝の
気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。
・今まで受けた研修では、最も有意義。機会があれば再度受講したいが、とりあえず次回は当法人の若
い職員に譲りたい。(譲らねばならない。)
・色々な職種の方と話ができ、とても勉強になりました。人とのつながりができとても良かったように
思います。
・いろんな方と出会うことができ、とても有意義でした。フォローアップ研修やOB・OG会があるとうれ
しいです。ありがとうございました。
・受け入れ施設になるのも、ベテランの方から教わり勉強になりました。人との出会いを大切にし、学
んだことを実践に生かせられればと思います。
・オプションでも構いませんので、ADHD、ディスレクシアの方にもスポットライトを当ててほしいです。
あとは実践あるのみ(地域で)と思いつつも、フォローアップがあるとモチベーションになります。
・開会式のときに寺山千代子Auスペクトラム学会会長もおっしゃっておられたように、実務研修がとて
も良かった。講義形式の研修はたくさんありますが、やはり実際の利用者を前に学ぶという機会は明
らかに減っています。現場を共有できた仲間がいることで、今後もしスキルアップ研修のようなもの
が行われた時、深みが出てくると思っています。SVを産んだ後が、今後も問われてくると思いますが、
楽しみでもあります。事務局の方々、本当にお疲れ様でした。
・研修後、各々、SVとしてどういう役割を担っていくのか、各々次第の部分もあるが、全国の行政など
にどうSVという存在を浸透させるかが問題な気がします。
・研修生の受け入れをさせていただきましたが、その立場からすると、研修プログラムが、施設に任さ
れる部分が多く、プログラムの作成に困る事がありました。研修自体が初めての試みということもあ
り、今後、内容も改善されていくことと思いますが、研修のガイドラインのようなものがあると良か
ったかと思います。一年間、ありがとうございました。
・研修の中で実務研修に行かせていただくことができたのがとても良かった。２ヶ所以外にも実務研修
に行きたいと思った。また続けてスキルアップ研修等に参加できたらと思う。本当にありがとうござ
いました。
・現場経験が短い中でも、経験豊富な全国の方々と共に研修を行え、この機会で繋がれたことを嬉しく
思います。また、日頃の業務では関わることのできない利用者の方々ともお会いし、学ばせていただ
き、現場実習は良い経験となりました。今回、出会えた方々とまた会えるような仕組みを作っていた
だきたいです。
・講義だけでなく、実務研修がとても大きいものでした。支援員としてずっと現場に携わってきました
が、自分の施設の中だけの世界になってしまい、支援方法や考え方が固定されてきてしまっているこ
とに気づくことができました。研修後、現場に戻った時や会議の時に少しずつですが、柔軟に考える
ことができるようになったと思います。今回のことを、職場内で伝えていけるよう努めたいと思いま
す。
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・講義では発達障害のある方への支援のいろんな方法や考え方を教えてもらい、新たな情報や、利用者
の方への支援での大切な気持ちを学ぶことができました。実習では２施設に行くことができ、日頃な
かなか見ることのできない支援の様子を目で見て体験できたことは一番力になったところでした。こ
れまで発達障害のある方の行動障がいに対してどう対応してあげればよいか、どうしたら本人の気持
ちが楽になることができるのかをずっと考えてきても答えは見つかりませんでした。この研修に参加
することで講義・実務という形をとってもらったことで、光が見えた気がしましたし、また県外にも
ネットワーク(仲間)ができたことも自分にとっても嬉しいことだと感じています。
・厚労省がやるべき研修だと思いました。本当にお世話になりました。
・この発達障害支援スーパーバイザーの資格がもっと全国的な認知ができ、国からの加点がとれれば昨
今の発達障害者の増加に見合った支援者の増員も目指していけるものだと思うし、経営がぎりぎりで
やっている小さな施設でも潤っていけるのでは。
・今回の研修は、５日間も他施設で実習させてもらえるという、したくてもできなかったことの機会を
作っていただいたので、あっという間に過ぎ新鮮な空気を吸わせてもらいました。昔の自分なら、考
え方が違うことに対してどこか拒否的なところもありましたが、20年以上この仕事をし、立場も上に
なり、利用者さんへの支援や職員の育成で悩んでいる今は、前向きに色々な意見を受け入れる事がで
きたと同時に、どこか「現場だから」と業界の情勢や制度などあまり考えてなかった自分の不勉強さ
を痛感しました。レポートは大変でしたが、これがあったから向き合えた側面もあります。今後の仕
事にも活かしていきたいですが、少し時間を空けて研修で学べたことの確認作業ができる機会があれ
ば良いとも思います。ネットワークも大切ですし。うまく表現できないですが、こういう機会を与え
てくださった事務局の方々、受け入れてくださった施設の方々、ありがとうございました。
・今回は、自ら希望して参加したこともあり、非常に有意義でおもしろかったです。カリキュラム・レ
ポート等、厳しい面もありますが、こういうときでないとできない、と考えると、このくらいのボリュ
ームでも良いかと思います。内容は、障害の理解、心構えという基本の土台となるものから、知識、
技術系の実践に使えるもの、そして現場実習とバランスよく構成されていたと思います。個人的には、
ある程度、経験もあり、推薦されて来ている参加者であるだろうから、基本の心構えをもう少し少な
く、知識・技術系のボリュームを増やしてもらえると、より満足度が高かったと思います。
・今後、各ライフステージへのスーパーバイズを行う可能性が高いとなった場合に、各ライフステージ
でのアセスメントに基づいた支援の実際を見学し、アセスメント方法を様々教えていただいたことは、
根拠をもって責任あるスーパーバイズを行うために必要な知識、方策、度胸をつけることができる機
会となりました。大変ありがとうございました。ご多忙な中事務局をお引き受けになられためぶき園
さんに感謝申し上げます。
・最終日のレポートは、必要とせずに、これまでの全レポート提出者に、修了証を渡す方法ならば、レ
ポートの提出率が上がるのではないでしょうか。
・施設職員の交流ももちろんだが、支援センターの職員としても、このような研修はとても良かった。
やまびこの里の研修がなくなってしまったのはとても残念だが、このような研修を続けていただきた
いし、センターの他の職員にも受けてもらいたいです。ありがとうございました。
・施設入所支援に関する講義を少し増やしていただきたいです。
・実際に施設体験させていただく機会を頂き、とても貴重な話もたくさん聞かせていただきました。あ
りがとうございました。
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・実地研修は小さい法人にとっては、とても有意義な場になると思いました。また、全国から参加して
いるので、その地方ごとの対応等もあり色々な話もきけてよかったです。ただ、講義に関しましては
もう少し内容をSVに合わせたものの方がよかったのではと思いました。(全てのということではなく
一部ですが)ありがとうございました。
・実務研修で実際の現場に入って行けたことがとても勉強になった。自分の知る世界以外の見方を様々
な面から知ることができた。講義も当事者、親、行政、福祉施設と多面的に学ぶことができた。これ
だけの知識を１つの研修で得られることはなかなかないと思う。全体を通して、人と人とのつながり
を強く感じる研修であった。色々な話をしながらも、たどり着くのは｢本人のため」というところで、
同じ志を持つ仲間が全国にいると思えるのは非常に励みになった。
・自分がどの程度現場や仕事に生かせていけるのかは分からないが、来年度から来られる仲間が増える
よう、周りの人からこの研修を1人でも勧めていければと思います。
・自分の浅い知識の中でこの会に参加させていただき、判らない部分ばかりが多かったですが、もっと
勉強して支援をしていかねばと思います。
・自閉症をはじめとする発達障害の理解から支援の方法を幅広く学べてよかったです。実習もとても貴
重な機会で多くの学びがありました。基本的な知識があった上でのSVですが、そのSVをする上で必要
な事に関する内容が学べたら良かったなと思いました。
・事務局の皆様、実務研修を受け入れていただいた施設の皆様には感謝いたします。ありがとうござい
ました。充実した講師陣に充実した実務研修先で講義・実習できてとてもよかったです。
・集合研修に関しては、講義の内容の検討を、もう少ししていただけたら、というところが実感として
あります。基本的な内容(｢発達障害の特性理解｣)は、既知の参加者が殆どだと思うので、例えば、感
覚統合やPECSといったもう一歩踏み込んだ内容の講義が伺えると、支援手法の知識がより深まったの
ではと思います。実務研修は、大変有意義でした。準備ありがとうございました。
・正直なところ、思っていたよりも大変でした。研修参加はこれまで関わりのなかった分野の方・施設
の方とつながりが持てたことは、とても貴重なものとなりました。また、今行っている業務外のこと
であっても、幅広く情報を得ていくために、高くアンテナを保っていくことが今後大切になると反省
を含め感じています。これから、SVと胸をはり、正確な情報・適切な支援に向けていけるよう、頑張
ります。事務局の皆様、受け入れしてくださった実習施設の皆様、本当にありがとうございました。
・前期・後期の集合研修、２回にわたる実務研修を通じて多くのことを学ばせて頂きました。特に実務
研修では実際の支援の現場に入らせていただき、理念、方針、関わりを学ぶことができたことは大変
良い経験となりました。これを私たち自身の職場に持ち帰り、伝えていきたいと思いますし、今後も
この養成研修を続けていくことは支援の質を高め、利用者の方の幸せに必ずつながると思いました。
本当にありがとうございました。
・相談の仕事をしていますが、研修の中で相談に生かせるヒント・アイテムをいっぱいもらうことがで
きました。使いこなして自分の物にできるよう、努力したいと思いました。研修修了後もぜひ学ぶ機
会を作っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
・大変お世話になりました。
・大変お世話になりました。想像していた通り、私にはまだまだハードルの高い研修でした。福祉の現
場では、日常的に使われている言葉でも(専門用語)、私には聞き慣れずノートの隅にメモしては、帰
りの電車の中でケイタイで調べたり、研修で知り合った仲間に助けてもらいながらの研修でした。し
かし、ハードルが高かったからこそ、どこがわからなくて、どの分野の勉強がこれからの課題なのか
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が見えてきました。もっと広く学ぶ必要があると思った。幼稚園でかかわる、支援の必要な子どもた
ちが、今だけではなく、この先どの様に生活していくのか、「入園前と卒園後」もトータルして知り
たい!というのが、この研修に来た目的でした。たくさんの講義と合わせて、実務研修を経験できたこ
とで、今まで本からしか知れなかったことを、実際に見たり体験したり、質問でき、たくさんのこと
を学ぶことができた研修でした。しもふさ学園もめぶき園もとてもステキな生活の場でした。人が人
として、安心して過ごせる場所であり、園全体からあたたかさが伝わってきて、職員さんも利用者さ
んも笑顔がステキでした。ありがとうございました。これで終わりではなく、この後のサポート研修
があってほしい!!!
・多分野の講師の方が話してくれたテーマは、今後困った時に何を調べれば良いかというところの確認
ができました。実習は、本当に、参加できてよかったです。今後もできれば、行かせてもらいたいく
らいです。
・多忙な中、このような研修を運営してくださったことを感謝します。ありがとうございました。各地
域に散らばったSVたちが、発達障害者支援の第一線で活躍することを願います。(もちろん自分自身
もですが)。
・長時間でしたが、間に日常業務をはさむことで、学ぶポイント等が絞れたように思います。ただ、演
習などでは、受講者の経験や理解の違いから、もどかしいと思う点もありました。特に昨日、近藤先
生のケア検討では、ケース報告と検討に進める事が難しく残念でした。今後スーパーバイザーとして
訪問すれば、色々な方と話さなくてはならないので、自分が力不足であることも再認識できました。
受講の条件に、年数ではなく、相談支援初任者研修やサビ管、社会福祉士等を設定したらいかがでしょ
うか。「自分のできる事」ではなく「するべきこと」を考え、学びながら、今後もがんばりたいと思
います。ありがとうございました。
・通常業務と研修とで大変だったけれど、実際他の施設の支援に入らせていただいたのは貴重な経験と
なった。また、そこから得たものも多かった。後期の集合研修が３月というのは、時期的に忙しいの
で考えてもらえると良かったかなと思う。
・とても意義のある研修と実感しています。実務研修を受け入れてくださった施設にはご負担をかけ本
当に感謝しています。施設内の調整、やりくりが大変だったことと思います。ただ、正直な受講して
思う感想としては５日間はサワリ・ツカミの部分で、もう少し日程がとれればもっと学べたなあと思
います。あくまでも願わくば、というところです。第１希望の受け入れ先で希望を通していただけた
ことはとても有り難かったです。また、今後は１年きりの研修ではなく、受講者をフォローアップす
るためのプログラムを用意していただけると大変有り難いと思います。
・とても素晴らしい内容でした。毎年、自分磨きのために参加したいものです。準備等大変だったと思
います。お世話になりました。ありがとうございました。
・とても良い研修でした。準備進行、大変だったことが容易に想像できます。本当にありがとうござい
ました。実際に行った研修先の様子を聞いて、「めぶき園にぜひ行ってみたい」と思っているので、
そういう機会が用意していただけたらと思っています。とりあえず、「研修資料だけでもいただけれ
ば」とも思う施設が、いくつもありました。
・とても良い研修の機会でした。実務研修は良い研修でした。実際に人が育つということは、現場が、
絶対に必要だと思います。”人から人へつないでいくこと”がこれからも必要だと思います。
・内容も濃く、実習が充実していたと感じました。５日間による２機関での実習を通して、他県へのネ
ットワークができました。施設の中だけではできない貴重な体験ができたことが、これからの自分の
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財産としていけるよう、支援にはげんで行きたいと思います。参加できて、良かったです。ありがと
うございました。
・中身の濃い集合研修と全国規模での実務研修と実りの多い研修でした。5日間もの長い間、施設に入
って勉強させてもらうことでその施設の表面的な部分だけでなく実際の部分も見れて参考になりまし
た。何より、研修を通して仲間ができたことが一番うれしかったです。事務局の皆様、本当にご苦労
様でした。
・発達障害に対する支援の研修をさせていただいた。実務研修を引き受けてくださった施設の方々に感
謝します。ありがとうございます。地域の中心となれるよう研修を続けることが大切だと思います。
私たちの施設の職員に次回も研修に参加させたいと思います。
・幅広く多方向から学ぶことのできる密度の濃い１年間でした。学びの中で様々な出逢いや気づきがあ
り、今後の私自身、仕事にプラスになることばかりでした。ありがとうございました。ぜひ、この発
達障害支援スーパーバイザーが、専門職として今後たくさんの人が目指せる物であってほしいと思い
ます。
・非常に学びが多く、実践的な研修でした。次年度是非出したい職員があり、申し込ませていただきま
す。この研修は継続していただきたいです。また、修了者が参加できるステップアップ研修・フォロ
ーアップ研修などもやってほしいと願っています。事務局の方は非常に丁寧な案内で、とても円滑に
研修が進み、ストレスフリーでした。裏方の大変な業務だったと思います。大変お世話になりました。
・非常に盛りだくさんで、大変だったが、充実した研修を受けさせてもらえて感謝している。いろんな
検査ツールの研修があればもっとよかった。自分のような立場には場違いな感じもした。主任クラス
でいろんな資格をお持ちの方が多く、私ではなく、自分の職場にいる他のスタッフの方がいいんじゃ
ないかと不安になった。研修や実習先では職場に必要な知識や情報、スキルをいっぱい教えていただ
き、勉強になったが、これを発信していくことが大切だと思った。違う分野から就いてきた今の職業
だけど、いろんな人たちに支えられて、もう少し頑張って行こうと思う。
・ボリュームがありましたが、もっと学ばなければという気持ちが強くなりました。アセスメントの取
り方(ヴァインランド、PARSなど)の実習を入れてほしかったです。
・本部の方には、ご苦労も多かったことと思いますが、この研修を企画・実施していただいたことに大
変感謝しております。おかげさまで、自分自身の発達障害者に対する知識を固める事ができたように
思っております。今後はこの知識を生かし実践することが大切であると考えております。後輩の育成
について、自分の職場では人を育てるシステムがありません。自分が発起人となってなんとか人材の
育成を図れたらと思っております。受け売りではなく、自分の理解をまとめて、初任者にも分かりや
すく伝えられたらと思います。今後、必要と思われる人材には是非この研修を受講してもらい、仲間
を増やしていきたいと思います。そのためにも第2回、第3回とこの研修を継続していただければ幸い
です。研修を通して全国の仲間が増えた事も大きな収穫でした。※フォローアップ、ブラッシュアプ
研修も是非企画していただけたらと思います。
・盛りだくさんの充実した研修でした。スーパーバイザーの名をすぐには名乗れませんが、明日からが
スタートだと思って経験を積み重ねていきたいと思います。これで終わりなのが残念なので、また修
了者の集まりや、集合研修があれば、参加させていただきたいと思います。ありがとうございました。
・良い研修であると思います。バージョンUPを図りつつ今後とも続けていっていただきたいと思います。
他の施設での研修は得るものも大きく今後も続けられると良いです。この研修を通して自分も微力で
はありますが、地域に貢献できるよう自己研鑽を重ねていきたいと思います。また、自己研鑽のため
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のフォローUPもよろしくお願いします!
・レポート提出は大変であったが、今思えば、自らの考えを文章化し、後々復習できるのが良い。継続
的に仕事の合間に確認しながら、学んだことを思い浮かべ、アクションを起こしています。できるだ
け、業務に生かしている。
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H26年度
受講者No

名

スーパーバイザー養成研修

前

ふりがな

修了者（H27.7.2時点）

所属機関

所属(施設名)

県

札幌市自閉症者自立支援センターゆい

北海道

岩手県発達障がい者支援センター

岩

手

地域生活支援センター

茨

城

茨

城

第二幸の実園

茨

城

26004

髙橋 拓矢

たかはし たくや

26007

佐藤 友紀

さとう ゆき

26008

田中

梢

たなか こずえ

茨城県立あすなろの郷

26010

小坂砂由里

こさか さゆり

NPO法人 生活支援ネットワーク こもれび

26012

森

真紀

もり まき

社会福祉法人 愛信会

26015

緒方

広海

おがた ひろうみ

さいたま市発達障害者支援センター

埼

玉

26018

及川

毅征

おいかわ たけゆき 社会福祉法人 けやきの郷

埼玉県発達障害者支援センター「まほろば」 埼

玉

26019

土屋

一平

つちや いっぺい

社会福祉法人 緑の風福祉会

埼

玉

26020

大久保美香

おおくぼ みか

社会福祉法人 新

障害者支援施設 中新田自立スクエア

埼

玉

26024

加瀬紗矢佳

かせ さやか

社会福祉法人 泰斗会

生活介護事務所 八街わらの里

千

葉

26025

今村

麻紀

いまむら まき

社会福祉法人 泰斗会

八街わらの里

千

葉

26028

福岡

俊司

ふくおか しゅんじ 社会福祉法人 嬉泉

袖ケ浦ひかりの学園

千

葉

26029

舘山

聡

しもふさ工房

千

葉

26030

前田

潤悦

アーアンドディだいえい

千

葉

26036

上田恵里子

うえだ えりこ

社会福祉法人 育桜福祉会

川崎市わーくす高津

神奈川

26037

佐野

良

さの りょう

社会福祉法人 育桜福祉会

桜の風

神奈川

26038

藤野

真一

ふじの しんいち

社会福祉法人 育桜福祉会

桜の風

神奈川

26043

金田

圭二

かねだ けいじ

社会福祉法人 はぐるまの会

はぐるま共同作業所

神奈川

26044

岸岡

信也

きしおか しんや

社会福祉法人 新川むつみ園

26047

黒瀬

陽亮

くろせ ようすけ

社会福祉法人 すいせんの里

26048

高野

哲哉

たかの てつや

社会福祉法人 信濃の郷

26056

奥田

雅一

おくだ まさかず

社会福祉法人 あゆみ

26057

中村

和博

なかむら かずひろ 社会福祉法人 檜の里

26060

平下

直樹

ひらした なおき

26063

木坂

佳世

きさか かよ

26066

亀山

隆幸

かめやま たかゆき 社会福祉法人 あかりの家

26067

春田

紗希

はるた さき

26068

藤井

幸子

26069

岡田

昌人

26070

西川

26073

たてやま さとし

社会福祉法人 はるにれの里

社会福祉法人 菜の花会

まえだ じゅんえつ 社会福祉法人 菜の花会

富

山

支援センター すだち

福

井

障害者支援施設 白樺の家

長

野

三

重

ワークセンターひのき

三

重

社会福祉法人 同朋会

伊自良苑

岐

阜

社会福祉法人 永寿福祉会

障がい者支援施設 永寿の里 彩羽

大

阪

障害者支援施設 あかりの家

兵

庫

社会福祉法人 まほろば

三木光司園

兵

庫

ふじい さちこ

社会福祉法人 五倫会

姫路暁乃里

兵

庫

おかだ まさと

社会福祉法人 アルーラ福祉会

障害者支援施設アルーラ

兵

庫

悟

にしかわ さとる

社会福祉法人 姫路潮会

ぬかちゃん福祉作業所

兵

庫

岩武

毅

いわたけ つよし

社会福祉法人 蓬莱会

山

口

26074

曽利

真弓

そり まゆみ

社会福祉法人 香川県社会福祉事業団

香川県ふじみ園

香

川

26076

浅田

慎児

あさだ しんじ

社会福祉法人 徳島県手をつなぐ育成会

障害者支援施設ルキーナ・うだつ

徳

島

26078

森本

恭世

もりもと やすよ

北九州市発達障害者支援センター「つばさ」 福

岡
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受講者No

名

前

ふりがな

所属機関

所属(施設名)

県

26080

田中

一旭

たなか かずてる

NPO法人みんなの広場とんとん

こども発達支援センター もも・認定こども園いちご保育園 大

分

26081

渡辺

香織

わたなべ かおり

特定非営利活動法人さんぽ

こども発達支援センター あ～く

大

分

26082

越智

芳子

おち よしこ

社会福祉法人 別府発達医療センター

大

分

26083

園田

和則

そのだ かずのり

社会福祉法人 大分市福祉会

多機能型事業所「おおいた」

大

分

26086

五十嵐

いがらし たけし

社会福祉法人 萌葱の郷

障害者支援施設 めぶき園

大

分

26087

野上

悦生

のがみ えつお

社会福祉法人 萌葱の郷

障害者支援施設 めぶき園

大

分

26088

山本

良

やまもと りょう

社会福祉法人 つつじヶ丘学園

第二つつじヶ丘学園

熊

本

26092

吉田

美雪

よしだ みゆき

社会福祉法人 南恵会

しえすた・へとの塾

鹿児島

26093

野平

文香

のびら ふみか

特定非営利活動法人 たけのこキッズ

児童発達支援センター

鹿児島

26094

有木

友紀

ありき ゆき

社会福祉法人 八重山会

第二ときわの家、ときわの家

鹿児島

猛

204

＜
「日本財団助成

ご

挨

拶

＞

平成26年度発達障害支援スーパーバイザー養成研修」にご参加いただ

きました皆様、ご支援、ご協力いただきました団体、関係各位の皆様に心より厚く御礼申
し上げます。
尚、事業実施報告書内の画像や文章、情報等を無断で複製・転載・流用・複写等するこ
とはご遠慮下さい。
発達障害支援スーパーバイザー養成研修を通して、至らない点が多々あったかと思いま
すが、ご容赦いただきますようお願い申し上げます。
今後も、発達障害支援スーパーバイザー養成研修に参加してよかったと思っていただけ
るように尽力していきたいと考えております。何かお気づきの点がありましたら、気兼ね
なくお申し付け下さい。

発達障害者支援スーパーバイザー事務局
近藤

日本財団助成

平成２６年度発達障害支援スーパーバイザー養成研修
事

発行者

業

実

施

報

告

書

全国自閉症施設協議会
会長

五十嵐

康郎

発行日

平成２７年６月３０日

事務局

社会福祉法人

〒879-7306

大分県豊後大野市犬飼町下津尾４３５５番地１０

萌葱の郷

TEL．097-578-0818

FAX．097-578-0819

URL:http://www.moeginosato.net

暢秀

