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  ・「色々な事業所や活動を見せていただきましたが、入浴場面等も見せて欲しかった。」

　　今回の15名の方々の受け入れは、私たちにとっても、改めて自分たちの実践を客観的に捉えなおす

　機会となった。いくつか指摘もいただきました。

　　こういったやりとりは、やはり実務研修ならではの醍醐味だと思っている。

　　また、私も受講生の一人だが、実習を終えられた皆さんが各事業所で「どう動かれるか」という行

　動力が、真の発達障害支援スーパーバイザーに向け、問われるのだと思っています。

　　よい機会を与えて頂いてありがとうございました。
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１．はじめに

　　三気の里では、発達障がい支援スーパーバイザー養成としての施設認定を受けるに当たり、施設長

　からの事前の投げかけに対して、スタッフ間で十分話し合った中で受け入れを決め、９月から12か月

　の４か月間で各５日間、合計12名の研修者の方を受け入れました。

２．企画の段階での三気の里での確認事項

① この養成研修を法人の関連施設全体で受け入れをする。

② 各人が、利用者支援の意図・手続き・結果・今後の展開等を言語化出来るようにしておく。

③ 「自分達も一緒に学ぶ」意識を持って研修者を受け入れる。

④ 法人や三気の里の歴史や療育方針等について整理し、誰もが説明出来るようにしておく。

⑤ 在りのままの三気の会の現状を見て頂き、今後に向けての率直な意見を聞かせて頂く。

３．企画段階での課題等と対応

① 第１回目の研修は、何ヶ所ものホテルを送迎に回り大変だった為、２回目以降は駅に一番近いホ

テルを指定させてもらい、スムーズに送迎が出来ている。（最安のホテルではなかった為、研修者

　　のに多少の費用的な負担をかけている）

② 上記指定ホテルから三気の里までの送迎（片道10分弱）を毎日行っている。

　　同一法人の研修先にも基本的には三気の里のスタッフが送迎をしている。

③ 研修についての率直な意見を汲み取る意図を持って、独自の研修日誌を作成し、記入して頂いて

　　いる。（研修者の方には書き物が多い中、負担をかけている）

④ 歓迎の意味と意見交換の場を設ける為、初日の夜（回によって異なる）に懇親会を設定

４．実務研修プログラム

障がい者支援施設　三気の里：木下　昭二

平成26年度　発達障がい支援スーパーバイザー養成研修報告書

曜 日 9:30  10:00 12:00 12:3013:00 13:30 14:30 16:00 17:00 17:30

月曜日

12/15 日 
受け付け 開講式：施設長挨拶：オリエンテーション

講義「三気の里の自閉症療育」 意見交換会

火曜日

12/16 日 
わっふる

事業説明等

支援センターわっふ

る。ABC 分析研修等 

昼食休憩 移動 14:00～ たちばな園研修 意見交換会

各自解散

水曜日

12/17 日 
オリエン

テーション

三気の家：リズム・集

会・グループ活動など

給食支援(昼

食・休憩) 

三気の家

グループ活動

意見

交換会

臨床実習 三気の家

地域療育等支援事業

木曜日

12/18 日 
オリエン

テーション

臨床実習

地域活動支援センター

アンパ実習

休憩 障がい者支援施設

三気の里

施設及び活動見学

講義「強度行動障害の療育」

三気の里松田施設長

GHはじめ見学 意見交換会

金曜日

12/19 日 
オリエン

テーション

相談支援事業所

たんぽぽ

昼食・休憩

(食費清算) 

閉講式・まとめ・アンケート記入

意見交換
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  ５．研修プログラムの軸

（１）各事業所の事業及び療育についての説明等

（２）臨床実習

６．研修を終えて

・受け入れる側としては、法人で行っている全体を見て頂きたい…といった設定の研修プログラム

を組んでいたが、逆に煩雑過ぎた感があり、「もう少しじっくりと時間をかけて見たかった」と

感想を述べられた方もあった。　発達障がい者支援センター　わっふるでの・ＡＢＣ分析（機能

分析）についての説明や、三気の家での幼少期からの、将来を見据えた療育支援の場面での体験

に於いては、各回共に高評価を得ていたと実感している。

（１）三気の里の自閉症療育について

・これまでの 30 年余における三気の里の療育方針の基礎を、創設者の故 田中 稔先生や

初代施設長の土井先生にまで遡り、それに現在のオリジナリティーを加えて説明。

前半、施設概要について、後半、利用者支援について 2 部構成で講義 
（２）発達障がい者支援センター わっふる

・ＡＢＣ分析（機能分析）について  Ａ：きっかけ Ｂ：行動 Ｃ：結果 という視点

から行動を捉え、対象児・者の示す行動の意味を読み解き、整理して考える…等について、

解り易く説明 後半は、わっふるの主催の支援者養成講座等に一緒に参加

（３）強度行動障がいの療育について

・研修者参加型の形式で、施設長より強度行動障がいの療育についての説明を行って頂い

ている。

（４）三気の家での療育について

・児童発達支援の取り組みについて、熊本市の現状と合わせて、三気の家での取り組みを

紹介している。後半はダイナミックリズム等の身体を動かす活動にも参加

（１）三気の里作業見学

・ニフコ作業（パッキンはめ）・トマトパックのシール貼り・果物ネット折り、パラシュー

ト作業（海苔の養殖に使用）、アルミ缶潰し等の 5 つの班の作業活動を見学・一部体験。

（２）パン工房 アンパでのパン作り体験

・地域活動支援センターの活動内容の説明や、実際にアンパでのパン作りを利用者さんと一

緒に体験して頂いている。

（３）相談支援事業所 たんぽぽ

・県委託の熊本県私学特別支援相談員のスタッフより、その設立意義や活動内容について説

明を行っている。
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１、実務研修の概要

　　社会福祉法人　萌葱の郷では、月曜から金曜の５日間を事業所ごとに、講義と臨床実習という形式

　で実務研修を取り組みました。参加者は、障害者支援施設等の管理者やサービス管理責任者で、経験

　年数も豊富な方でした。意見交換会では、発達障害の理解、支援方法、支援員の心構え、人材育成、

　運営など様々な内容について話し合うことができ、大変有意義な機会を持つことができました。

　＜実施期間・参加人数＞

① 平成２６年　９月２２日（月）～　９月２６日（金）　５名

② 平成２６年１０月　６日（月）～１０月１０日（金）　４名

③ 平成２６年１１月１０日（月）～１１月１４日（金）　４名

④ 平成２６年１２月　８日（月）～１２月１２日（金）　３名

合計　１６名　

２、実施場所

　　社会福祉法人／萌葱の郷　各事業所

　　障害者支援施設／めぶき園　生活介護４０名　施設入所支援３０名

　　障害福祉サービス事業所／どんこの里いぬかい 生活介護６名 就労移行支援６名 就労継続支援Ｂ型10名

ケアホームかわしま／共同生活援助１０名

　　こども発達支援センター／なごみ園　児童発達支援　放課後等デイサービス　保育所等訪問

　　大分県発達障がい者支援センター　ECOAL（イコール）／相談支援　就労支援　発達支援　普及啓発

　　支援者養成

ホームヘルプサービスセンター　らすかる／居宅介護　行動援護　移動支援

　　こども発達支援センター　大分なごみ園／児童発達支援　放課後等デイサービス

　　特定相談事業所　プラス／計画相談　一般相談

　　いぬかい保育園／通常保育　乳児保育　障害児保育　延長保育　一時保育　子育て支援センター

３、実習研修プログラム

社会福祉法人　萌葱の郷

大分なごみ園施設長　福田　和彦

平成２６年度　発達障害支援スーパーバイザー養成研修
「社会福祉法人　萌葱の郷」実務研修報告書

曜日 9:30 10:00   12:00 13:00 13:30  14:00  15:00  16:00  17:00  17:30 

月曜 受付 
開講式・オリエンテーション 

講義「萌葱の郷の自閉症療育」 

意見交換会 

火曜 
オリエンテ

ーション 

臨床実習 

自閉症者施設 めぶき園 
休憩 

臨床実習 

自閉症者施設 めぶき園 

講義「強度行動障害の療育」 

自閉症者施設 めぶき園 

水曜 
オリエンテ

ーション 

臨床実習 

どんこの里いぬかい 
休憩 

臨床実習 

生活支援・生産活動 

臨床実習 

かわしま 

まとめ 

意見交換 

木曜 
オリエンテ

ーション 

臨床実習 

大分なごみ園 
休憩 

講義「発達障害児の早期療育」 

大分なごみ園 

臨床実習 

大分なごみ園 

まとめ 

意見交換 

金曜 
講義「発達障害支援ネットワーク」 

大分県発達障がい支援センターイコール 

休憩 閉講式・まとめ 

意見交換 
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  ４、研修受け入れを終えて

　　今回、合計１６名の研修者を受け入れ、現場を共有し、お互いにいろいろな意見を交換することで、

　大変勉強になりました。

　　ただ、研修を受け入れる側としての課題としては、施設の近くに宿泊先がなかったり、公共交通機

　関での移動が不便だったりすることでしたが、宿泊先を紹介したり、公用車で送迎することで何とか

　対応することができました。

　　また、毎日の実務研修終了時のまとめと意見交換以外に、和やかな雰囲気で意見交換ができるよう

　にと懇親会を持ちました。時間の許す限り質疑応答をして、お互いの情報交換ができたと思います。

　閉講式でも５日間通して、全体の質疑応答ができる時間を設けたことも研修者からご評価をいただき

　ました。

　　研修者から一番ご評価いただいたのは、「法人の理念や支援方針が事業所ごとに浸透している」と

　いうことでした。当法人では、自閉症総合援助センターとして、生活支援、療育支援、早期療育、就

　労支援、余暇支援、相談支援、普及啓発、専門家養成等の機能をライフステージを通して総合的に提

　供し、もって自閉症を中心とする発達障がいのある人たちの豊かな育ちと暮らしを実現することを基

　本理念としています。そして、ただ単に行動の改善や適応を目的とするのではなく、発達障がいに対

　する理解と学習を深め、肯定的な態度で接することで、安心感に基づく信頼関係を築き、支援者の姿

　勢や態度の振り返りや援助技術の不断の研鑚を重ねて支援することを法人職員全体の共通理解として

　取り組んでいます。

　　今後もこの発達障害支援スーパーバイザー実務研修を通して、支援の質を高め、利用者の豊かな育

　ちと暮らしや自己実現のために邁進していきたいと思います。

＜意見交換会＞ ＜講義風景＞

５．参加者のアンケートから

　　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ことが多かった

　研修で大変充実していました。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。

　　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

　十分に浸透している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。



アンケート集計結果
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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（前期）

1 児童発達支援事業 8 

 3 設施所入童児 2

 72 設施所通人成 3

 23 設施所入人成 4

5 相談支援事業所 8 

 61 他のそ 6

 49 計合

(所属が 2 ヶ所が 3 件あり) 

その他所属 

発達障害者支援センター 6 

放課後等デイサービス 2 

 1 人法

スーパーバイズなど

(個人独自事業) 
1 

 1 ータンセ援支

 1 助援活生同共

グループホーム生活支援 1 

 1 園稚幼

自閉症支援事業所(民間) 1 

 1 入記無

 91 目年5～3 1

 43 目年01～6 2

 71 目年51～11 3

 11 目年02～51 4

 8 上以年12 5

 2 入記無

 19 計合

児童発達

支援事業

8%
児童入所

施設

3%

成人通所

施設

29%成人入所

施設

34%

相談支援

事業所

9% その他

17%

3～5年目

21%

6～10年
目

37%

11～15年
目

19%

15～20年
目

12%

21年以上

9%
無記入

2%
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【講義のテーマ・内容について】

　１．親として専門家に期待すること（中尾　佑次　氏・今井　忠　氏）

　「大変参考になった・参考になった」の理由

・「施設という空間は職員の職場なのか、利用者の生活空間なのか？」頭では生活空間と分かってい

ても、日々の生活の中で職場になってしまっていなかったかと考えさせられた。

・支援者として一方的な面があったと気づかされた。

・親御さんの子どもさんに向かい合う姿勢と共感しながら支援していくことの重要性を改めて感じた。

・親だからわかること、親だから思うことなど、直接聞けて良かった。

・「過去成功した方法にこだわっていないか」は、どの療育方法をとる支援者であっても耳を傾けな

いといけない。

・親の苦労や希望を少しでも理解できるようになりたい。

・親と支援者の関係の築きかたの大切さが分かった。

・家族の立場から本音を聞け、支援者としての役割を考えさせられた。

・支援者として、保護者の方に何を伝えればよいのか、手がかりになった。

・支援者として大切なことを思い出せていただきました。

・本音や思いをつつみかくさず聞けたという部分がとても大きく、自分の支援を省みる良い機会とな

りました。

・保護者の立場からの支援は、どの現場でも参考になり、今回も教えて頂いたことが多かった。

・見通しを立てることの大切さと保護者と支援者の考え方の違い等についても考えることができた。

・「施設と協力していく」ことが大切だと分かった。普段は職員としての目線の割合が高かったこと

も分かった。

・親の視点と支援者のそれのずれをどう埋めていくか、など考えさせられた。

・専門に興味を持つことではなく目の前にいる人に興味を持つことを再確認できた。

※他に４６件の記述がありました。

1 大変参考になった 67 

2 参考になった 23 

3 参考にならなかった 0 

無記入 1 

合計 91 大変参考に

なった

74%

参考になっ

た

25%

参考になら

なかった

0%

無記入

1%
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　２．発達障害特性理解（市川　宏伸　氏）

　「大変参考になった・参考になった」の理由

・「悪い所を治すのではなく、良い所を伸ばす」改めて考え直し、振り返ることができた。

・ＤＳＵ等最新の情報を提供してもらった。また医者の立場からのＡＳＤ理解を勉強できた。

・医師の視点で混乱の極みにいる患者とのファーストコンタクトから始まる支え、とても参考になり、

勉強になりました。

・医療現場からの具体的な事例や発達障害の方の関わり方など参考になりました。

・医療の視点からのお話でとても参考になりました。互換性のあるソフト作りに取り組みたいと思い

ました。

・様々な失敗経験や人との関わりで嫌な思いをした利用者との信頼関係の築き方や姿勢を学んだ。

・支援者が多くのソフトを持ち合わせること、利用者の方のソフトを知ることの重要性を知った。

・実際の事例を基に特性をどうとらえ関わればいいかわかった。

・事例を含めてお話しいただき、自分自身もケースをイメージしながら支援の姿勢を考えることがで

きました。

・たくさんの支援をしてきていらっしゃる先生だからこその言葉は重みがあります。彼らなりの「考

え方がある」その思いを持って「Ｈｏｗ ｔｏ」ではなく「ｗｈｙ」の視点を常に持ちたいと思い

ます。

・発達障害への対応は原則的なものは存在するが対応はその個人個人で千差万別であることに気づく。

・非常に困難な事例を通した支援のエッセンスは、重みがありました。もう少しＤＳＭ－Ｖのことを

聞きたかったです。

※他に３３件の記述がありました。

1 大変参考になった 67 

2 参考になった 23 

3 参考にならなかった 0 

無記入 1 

合計 91 大変参考に

なった

74%

参考になっ

た

25%

参考になら

なかった

0%

無記入

1%



1 大変参考になった 54 

2 参考になった 37 

3 参考にならなかった 0 

無記入 0 

合計 91 

大変参考に

なった

59%

参考になっ

た

41%

参考になら

なかった

0%

無記入

0%
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　３．虐待防止と権利擁護（曽根　直樹　氏）

　「大変参考になった・参考になった」の理由

・虐待をしている人を取り締まるのではなく、虐待を防ぐための法律であること、擁護者を支援する

ものだと知った。調査報告の結果の管理職の立場の人による虐待が多い事に驚いた。

・平成２４年から何度も虐待防止法の研修を受けてきましたが、ここまで具体的な説明は初めてです。

・虐待防止には取り組んでいるが、話を聞いたことでさらに良い取り組みがあると思うことができま

した。

・強度行動障がいのある方への支援体制を整えなければという考えがあったが、現在の取り組み等を

知り参考になった。

・現場経験がおありで実態に基づいたお話が聞けたと思います。最後の質問にあった車いすのベルト

は参考になりました。

・現場しかあまり知らない私にとっては、法律についてのお話は大変参考になりました。どの年齢の

時、どの場に属しているのか、また、どのサービスを使いたいのか、適しているのか、私が法律を

知らないとサービスの引き出しを出せないと痛感しました。

・支援する者の一寸した言動が知らず知らずに障害者やその保護者を傷つけるケースがあることに気

づかされた。

・障害者の虐待は福祉の現場で起こる。この現実を受け止めたい。支援の行き詰まりの末にある虐待

についてスーパーバイザーとしての責任の大きさを自覚し、スキームを再確認できてよかった。事

業所に再度持ち帰り伝達、再検討をすべき事柄があった。

・通報義務や、その防止のための自己チェック、ＰＤＣＡサイクルの大切さを深く感じることができ

ました。

・特に虐待のチェックリストを持ち帰って皆に渡して毎日チェックしようと思った。

・虐待の疑いを大きくしたくない（面倒な手間を増やしたくない）という気持ちは当たり前だが、長

い目で見れば、通報の義務を怠らない方が良いという意識の持ち方は心に残った。

※他に３４件の記述がありました。



1 大変参考になった 64 

2 参考になった 25 

3 参考にならなかった 0 

無記入 2 

合計 91 大変参考に

なった

70%

参考になっ

た

28%

参考になら

なかった

0%

無記入

2%
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　４．発達障害福祉行政の展望（日詰　正文　氏）

　「大変参考になった・参考になった」の理由

・「良い所をさがす」その視点からのお話があったことがまず印象的でした。

・行政としての狙い、望んでいることが分かり、また現場の視点も組み込んでいただいており、理解

しやすかったです。

・現行の法律とこれまでの障害福祉の経過を交えた話が分かりやすかった。

・現場で仕事をしていると広い意味での発達障害支援の全体像をなかなか把握できないので、参考に

なった。

・講義内容としても良かったが、実践できていることをレクチャーとして見せていただいたことが良

かったと思います。

・ちょっとした自閉症の方との簡単なふれあいを楽しく教えてもらった。

・デモンストレーションは、現場でも他の職員に理解してもらう際の有効なツールであると感じ、感

心した。

・ご本人さんの中では我々と切り取り方が違う、その中で具体的に、視野の話、枠組みを示すことな

ど、ご本人さんの困り感が分かりやすく説明され、大変良かったです。

・発達障がいがあるかないかではなく、発達障がい度がどれくらいあるか？・・・心に残りました。

・話が大変上手で説明がスムーズに入った。レクチャーが楽しく理解につながった。

・日々の業務ではあまり考えることのない行政について、日常の支援との関わりと、今後の展望を知

ることができた。

・ペアレントトレーニング、ソーシャルスキルトレーニングのあり方が参考になりました。

・ほめられる瞬間、見え方、聞こえ方など体験型のワークの中に改めて気づかされることが多かった。

・行政説明もさることながら、参加者が逃げる→止める→止まる→ほめるの演習が心に残っています。

※他に３１件の記述がありました。
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　５．特別支援教育の課題と展望（田中　裕一　氏）

　「大変参考になった・参考になった」の理由

・「こんなふうにするといい」「こういうことを知っておいた方が良い」ということを、わかりやす

く話してくれたのでとてもよかった。

・学校、教育の現場の実際の実情、またそれに加え福祉職、福祉分野としてどう関わっていけるのか、

具体的な話ももりこまれ分かりやすかったです。

・学校側の実情や現在の（これからの）取り組み方や方向性を知ることができた。

・学校終了後、生徒を預かっているが、学校と連携すること等考えたことはなかった。先生と話をす

ることでもっと互いのことがわかる。

・学校との協力場面が仕事上多く、学校の知らない部分を教わった。

・学校との連携について悩んでいたのでとても勉強になりました。

・学校との連携は本当に課題としており、入り込めない場所だったのでヒントをいただけて良かった

です。

・教育との連携という、新しい自分の役割が見つかった。

・支援学校を含め、一般学校にいる障害かもしれない児童をもつ担任との関わりをもっていくことが

これからは重要になってくる。

・児童施設職員として知っておかなければならないこと、連携の大切さを知ることができた。

・就学相談を担当しているので、細かいことが知れてよかった。

・成人施設に移り、関係が薄く感じていたが、教育あるいは関連職との連携の大切さを改めて感じた。

・地域の学校との連携はこれまで行ってきたが教諭の専門性の低さにがっかりすることも多い。さら

なる連携と協力体制の維持に努めたい。またＰＴＡ（保護者）への講習会も行っている。継続した

い。

・福祉と教育と分野が異なると「文化」が全く違います。教育の文化とうまく付き合っていくための

コツを学ばせていただきました。

※他に３２件の記述がありました。

1 大変参考になった 56 

2 参考になった 32 

3 参考にならなかった 2 

無記入 1 

合計 91 
大変参考に

なった

62%

参考になっ

た

35%

参考になら

なかった

2%

無記入

1%



1 大変参考になった 56 

2 参考になった 32 

3 参考にならなかった 2 

無記入 1 

合計 91 
大変参考に

なった

62%

参考になっ

た

35%

参考になら

なかった

2%

無記入

1%
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　６．対談（田中　裕一　氏・寺山　千代子　氏）

　「大変参考になった・参考になった」の理由

・学校教育のことについては今まであまり考えたことがなかったので、知ることができて良かった。

・学校現場での苦労、悩みが伝わってきました。

・学校と放課後等デイ、学校職員の研修など興味深かった。

・学校との協力場面が仕事上多く、学校の知らない部分を教わった。

・気になっていたことが寺山氏からの質問で聞けたので良かった。

・教育現場との連携は必要だと思いつつ、なかなか一歩踏み出せずにいました。相手の状況をまず知

り、動いてみようと思えました。

・教師の１／３が「学ぼうとしない層」という話は、現実であってもゆるされる体質に大変疑問を持

った。

・具体的な質問に的確な答えだったので分かりやすかったです。

・現場の実際の声をきき、自分がどう考え、自分ならどの様に関わっていくかを考えることができた。

・現場の先生方の思い、サポートの仕方についてヒントをいただいた。

・講義の内容をかみ砕いてより理解しやすく解説していただき良かったです。

・学校（教師）の現状や実態、教えていることetc．普段知りえない内容で参考になった。

・教育と福祉はなかなか日ごろ交わることがないが、関係の重要性を理解した。

・形式的でない質問で、いろいろいお聞きすることができて良かった。田中氏とはもっと突っ込んだ

現状を踏まえてのお話もお聞きしたい。

・積極的に学校と関わりたいと思うが、入所施設としてどのように関われるか、どのような方法をと

れる可能性があるかを知ることができた。

・学んでいる人、必要は感じるが学べていない人、どうでもいいと考えている人の分類は参考になっ

た。

※他に１８件の記述がありました。



1 大変参考になった 52 

2 参考になった 36 

3 参考にならなかった 1 

無記入 2 

合計 91 

大変参考に

なった

57%

参考になっ

た

40%

参考になら

なかった

1%

無記入

2%
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　７．発達障害支援の現状と課題（和田　康宏　氏）

　「大変参考になった・参考になった」の理由

・いま未就学児と関わっているがその人の人生を大きくとらえ、今の時期にできることをしていかな

ければならないと感じた。

・現場で仕事をしていると広い意味での発達障害支援の全体像をなかなか把握できないので参考にな

った。

・支援センターの現状について知ることができたので良かった。

・自分の県でも感じていることと一致しており、改めて振り返りができた。

・全国の発達障害者支援センターが同じ課題に直面していることを知った事、および取り組みのヒン

トを頂けたため。

・地域、当事者が何を悩み、求めているのかを知り、どう取り組むかを考えることができた。

・知的障害を伴わない発達障害者が地域で感じている“生きにくさ”を感じた。現場でも同じような

悩みを抱えており、共感できる話もあった。

・発達障害者支援法に基づき、センターの役割とご利用者の特徴やニーズが分かり、今後の事業所と

しての関わり方も考えさせられました。

・未診断の方の多さに驚きました。普通にこういう方がたくさんいらっしゃるとも思います。

・ライフステージに従った支援内容、何が必要か少しわかったと思います。

・現場の事実から導き出した傾向を示してくれて、説得力があり、関西の人のノリの良い話口調も飽

きずに聞けた。

・後半のひきこもり支援、もっと聞きたかったです。概況が良くつかめました。

・支援センターについて詳しく知ることができ、より県内の機関が近いものとなった。

・支援センターの傾向が分かるとともに、センターだけでは解決できない課題の大きさを感じた。

・相談の現況を確認しました。現場との連携も含めもっと話を聞きたかった。

・どのような人がどのようなことで困っているのか分かった。

※他に２０件の記述がありました。



1 大変参考になった 49 

2 参考になった 38 

3 参考にならなかった 2 

無記入 2 

合計 91 

大変参考に

なった

54%

参考になっ

た

42%

参考になら

なかった

2%

無記入

2%
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　８．受容的交流療法（沼倉　実　氏）

　「大変参考になった・参考になった」の理由

・相手（ご本人さん）の成長とともに自分も成長するという視点。石井先生が最後までご本人さんに

よくぞ教えてくれたとおっしゃっていたという視点。私もそういったスタンスでありたいと思いま

した。

・石井氏の著書はこれまでたくさん読み、のびろ学園での実習も経験した。改めて根底にある情緒的

交流の大切さを確認した。

・石井氏の理念がよくわかりました。自閉症の方にはもちろん、やはり「人」として大切なことと思

います。

・以前沼倉さんの話を聞いた時に「受容的交流療法」ありきという印象があったが、今回はベースに

「関係性」があり、その上に療法という内容だったので頭の中にスーツと入ってきました。

・支援、人との関わりの基盤となる事、また、人と関わる心がまえ、支援に対する情熱を実感できた。

・自分の中で言語化できていなかったかかわりについて整理ができた。

・自閉症のあり方や、家族支援まで、実践の中で活かしていきたいと思います。

・受容については、自分でも大切にしているので再確認できました。

・知的障害、発達障害の知識なく入職しましたが、私の支援していたことが、何となくですが、これ

でよかったのかなと思えました。

・利用者の思い、気持ちを第一に、支援者も一緒に成長する考えがとても共感でした。

今まで、受容的交流療法という言葉は聞いたことがあったものの、具体的な話を聞くのは初めてだ

ったで、参考になった。

・障害を本人ではなく社会の問題として捉えること、支援を総合的に行うこと、受容的交流療法の流

れを学ぶことができた。

・どの療育方法を使おうとも、この受容的～の視点は、必ずベースにもたないといけないと捉えてい

ます。

※他に２７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 32 

3 参考にならなかった 2 

無記入 4 

合計 91 
大変参考に

なった

58%

参考になっ

た

35%

参考になら

なかった

2%

無記入

5%
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　９．構造化された指導や支援のアイディア（西尾　保暢　氏）

　「大変参考になった・参考になった」の理由

・"構造化"は、個人的にも、力を入れて取り組んでいる事なので、参考になりました。

１つの支援技法としてのTEACCHの理念と構造化の意図をきちんとスーパーバイザーが知り選択肢と

して支援者に伝えていくこと、誤解を与えない丁寧な説明を心掛けることが大切なのだと実感した。

・TEACCHプログラムはあまり勉強したことがなかったので良かった。

・カードやついたてといったテクニック面だけではなく、その目的が自閉症者の生活をわかりやすく、

豊かにする方向性に向いているか…というポイントが重要であると改めて確認できた。(ともする

と職員が楽するために導入されてしまうこともあるため…)

・具体的な支援方法や、構造化を行う目的を再確認できてよかった。

・構造化に現在取り組んでいるので実践的な内容を知れた。

・構造化の細かい内容まで知ることができ、もっと深く知りたいと思った。

・構造化も大切だが1つのツールに過ぎず、とらわれ過ぎてはいけない所が共感でき良かった。

・支援の１つの方法として構造化した支援を行うことが大切なことが分かった。

・初級という感じの基本的な内容だったが、例もたくさんあって非常に分かりやすくてよかった。

「視覚的構造」となんでもするのではなく、相手の特性をきちんとアセスメントしたうえで、効果

的な構造化が大事だと学んだ。

・職員の都合で構造化されていないかという部分に思わず考え直さなくてはいけないと気付かされま

した。内容はベーシックで分かりやすかったです。

・事例を基に、実践的な内容・理論だったため、自施設でも取り入れが可能だと思ったから。

・自分たちが施設で行っている支援を振り返ることができた。構造化の意味と危険性についても学ぶ

ことができた。

・目新しいものを提示しているわけではありませんでしたが、基礎として改めて考えられました。

※他に３４件の記述がありました。



1 大変参考になった 79 

2 参考になった 9 

3 参考にならなかった 0 

無記入 3 

合計 91 大変参考に

なった

87%

参考になっ

た

10%

参考になら

なかった

0%

無記入

3%
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　１０．自閉症支援の基礎となるもの（五十嵐　康郎　氏）

　「大変参考になった・参考になった」の理由

・「全く同感!!」と思いながら話を聞かせていただきました。良いお話をありがとうございました。

・「利用者のためにあらゆる療育方法を駆使する。一つに捉われない」の言葉は、初日の今井講師の

「いつのまにか職員が主人公になってないか?」という問題提起と重なります。とにかく熱い"志"

をもつこと。その魂をいただきました。

・五十嵐氏の理念や思いがすごく伝わり、お話お聞きできて本当に良かったです。そして、その理念

を職員が理解しているというところがすばらしいと思いました。

・五十嵐先生の熱意は充分に伝わったと思います。やはり、トップは信念が必要だと思います。真似

はできませんが、習いたいと思います。

・具体的な事例を基にご説明を頂き、大変参考になりました。支援員として、基本的な姿勢や、考え

方も改めて考えさせられました。

・様々な理論、技法を学ぶこと、支援者間の意志疎通の重要性を、再確認することができた。

・自閉症支援の歴史、原点ともいえる貴重な講演を聞く事ができ、感動しました。今研修の中で最も

印象に残るまた伝達したい内容でした。

・事例が多くとてもイメージしやすかったです。ちょうど我々の施設でも職員の知識をつけなくては

いけないなどの問題などにマッチした部分があり、とても感銘を受けました。

・タイトル通り基礎となるものを広く、確実に網羅された内容で、すべての職員に聞いてもらいたい

と思った。

・たくさんの事例をあげてのお話だったので、大変分かりやすかったです。めぶき園に行ってみたい

と思いました。

・哲学、理念を持って実践されてきた五十嵐氏のご講義により、自身の中での今後の自閉症児者支援

の方向性が定まりました。ありがとうございます。

・めぶき園での取り組みに感動しました。実習でお世話になるのが楽しみです。

・歴史、先人の想い、歩み、療育、思想、理想、全て勉強になった。

※他に４６件の記述がありました。



1 大変参考になった 60 

2 参考になった 22 

3 参考にならなかった 0 

無記入 9 

合計 91 
大変参考に

なった

66%

参考になっ

た

24%

参考になら

なかった

0%

無記入

10%
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　１１．自閉症の動作法（森崎　博志　氏）

　「大変参考になった・参考になった」の理由

・「感覚」「身体性」といった面での研修は受けたことがあり、少し実践もしているが、「動作法」

「身体」にフォーカスした研修は初めての経験でした。

・「心の交流」が「動作法」のベースにあることがよくわかりました。

さっそく持ち帰り、実践してみたいと思える動画資料つきのわかりやすい講義でした。

・実際、今関わっている子どもとの様子や対応と重なるところが多々あり、ダメなところにも気づけ

ました。

・身体的な発達の次に認知的な発達が進むことを知り、支援の現場を振り返ったとき、その通りだと

感じた。

・動画でとてもわかりやすかった。自閉症児の鋭い感性が療育に反映している様子がよくわかった。

支援者の関わり方の姿勢が、本人に大きく影響している。我々が自分の振る舞いを意識して、わか

りやすく、丁寧にコントロールしていく大切さを感じた。

・動画を使用することで視覚的にわかりやすかった。また脳科学との関連がうまく説明してあったの

で、勉強になった。

・動作(ボディワーク)と自閉症の弱点を伸ばす項目がきちんとつながっていて、勉強になった。触れ

られるのが嫌なのではなく、触り方や関わり方に問題があると知った。ただ、声かけが苦手な自閉

症はどうなのか、表情や関わり方のビデオを見て保育士のような特性が必要だと考えた。

・動作法については初めて講義を聞かせていただきましたが、脳の理論から、事例までつながった内

容でわかりやすかった。

・動作法を取り入れることによって発達が促されていく大きな効果が知れた。とても興味が持てた。

・人の発達プロセスにそった動作法であり、その基盤となるものは、その人への愛情だと思えた。支

援は、人と人とのつながり思いが不可欠だと再認識できた。

・全く知らなかったため、新鮮でした。今までの常識が変わりました。

・目を合わせる、触れ合う等、今まで思っていた事と逆な話に驚き、当たり前な大切に感動しました。

※他に４４件の記述がありました。
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[研修全体について]

　Ⅰ．会場・設備

　Ⅱ．実施時期・日程

　「その他」の記述

・(私の確認不足かもしれませんが)レポートがある旨を事前に教えていただきたかったです。２泊３

日の研修期間中に少しでも書きすすめられるよう、準備してきたのに…と思いました。

・４、５については、事例が必要だったと思います。(また、講師の方々だけの満足に終わっている

ように思いました。)　ＳＶとなる為には、やはりグループディスカッションを用いて、様々な意

見交換も必要だと思います。・各自、テーマ(事例)を用意し、それを年間通して取り組む事も必要

と思います。部下のメンタルフォローについて、上司としてのあり方なども取り入れた方が良いと

思います。五十嵐先生のお話が、期待通りで嬉しかったです。最後に、この研修を成功させるには、

大変かと思いますが、頑張ってください。事務局の方々も含めて、ありがとうございました。

・グループワークもあればもう少し参加者同士の情報交換もしやすかったのでは。PECSなどコミュニ

ケーションについての話も聞けるといい。

・スーパーバイズするうえでの基礎としての、座学だったと思います。現場が、悩んだ時にどのよう

な視点で助言していくか、なども話が聞けたらと思いました。・もっと、他の施設の方と情報交換

が行えるような、講義などもあると良いと思いました。

・高機能の方への支援 ・事例(成功しているもの・経過途中のもの・うまくいかなかったもの)

土、日、祭日をはさんだ研修だと助かる。・人見知りタイプなので、グループワークがあると、話

1 良かった 57 

2 普通 29 

3 悪かった 2 

4 その他 1 

無記入 2 

合計 91 

良かった

63%

普通

32%

悪かった

2%
その他

1%

無記入

2%

1 良かった 54 

2 普通 30 

3 悪かった 4 

4 その他 1 

無記入 2 

合計 91 

良かった

59%

普通

33%

悪かった

5%

その他

1%

無記入

2%
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がしやすいし、ネットワークづくりもできやすい・一講義中に5分でも休憩があると、もっと集中

できると思う。

・萌葱の郷さんが、日常的な業務で忙しい中これだけの研修の準備をされたことに驚き、敬服いたし

ました。引き続き、今後もよろしくお願いいたします。個人的には、基本的な部分の確認が多く、

それをしっかりおさえつつもう少し発展的な内容も多くあると良かったか、と思いました。「スー

パーバイザー養成」の研修なので、後期の集合研修等で、スーパーバイズの方法論や考え方にも触

れる形にしていただけると幸いです。

・３日間ありがとうございました。最後の講義が一番楽しかったです。

・３日間茨城から通いました。しぶっていた園長の反対を押し切って参加しましたが、本当に本当に

申し込んで良かったです。レポートと実習が心配ですが、このような場はありませんので、最後ま

で頑張ります!!どの講義もとってもためになりました。ありがとうございました!

・ABA 認知行動療法 成人期高機発達障害者への支援 感覚統合 帰りの便の時刻の関係で、アンケー

トに十分にお答えできず申し訳ありません。できましたら、研修初日にアンケートをお渡しいただ

けますと助かります。研修準備、とても大変だと思います。事務局の方、お疲れ様です。

・SVの団体等を設立し、研修終了後も情報交換、研究等ができるようにいただければと思います。大

変、有益な3日間でした。ありがとうございました。

・ＴＥＡＣＣＨプログラム、ＡＢＡ、研修準備等大変だったと思いますが、良質な研修を設定くださ

いまして感謝しております。レポート頑張ります。

・あくまで、一つの技法に偏らない、とふまえつつも、それぞれのテクニカルなものも知りたい。現

時点での、科学的到達点を知る機会になると嬉しいです。

・お疲れさまです。今後もよろしくお願いします。

思っていた以上に充実した内容であり、またレポート提出もあり、ハードな面もありますが、やり

とげることで、今の仕事により深みが出るのではないかと期待しています。実務研修に参加できる

こと、心より楽しみにしております。今後ともよろしくお願い致します。

・感覚統合について学びたい。

・感情認知 就労支援 PECS コミック?会話 ADHDに特化したもの(薬物以外)

・研修報告がハードなものと会場に来て知る事実も戸惑いがあるので、募集要綱などに記入があれば

…心構えとしても違ったのかなと思われる。

・行動強度障害や二次障害についての事例も含め、研修があればよかった。現場に活かしたいため。

・交流会が大変良かったです。他の方との交流、また、1つずつのコメント等、ネットワーク作りで

よかったです。日本財団の方々にありがとうございました。

・ごくろう様でした。次回楽しみにしています。

・この研修に来てまでケイタイでゲームをしている人もいました。時代なのでしょうか…?とても勉

強になりました。ありがとうございました。

・これから進む方向にも目を向けていきたい。

・今回の研修では普段なかなか聞くことのできない行政の方からの講義は大変貴重で参考になった。

どの講義も大変実りあるものでした。ありがとうございました。

・最新の医療、研究情報もお聞きできるとありがたいです。五十嵐会長がおっしゃっていたように

「勉強する」ことが大切だと思いました。その上で実際に支援にあたり、そしてさらに利用者さん

から教えていただくこと、大切にしたいと思います。素晴らしい研修会、ありがとうございました。




