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地域における高齢者及び障害者
疑似体験を導入した教育方法
古 田 あき子
An Educational Method for Simulated Practice by the Elderly
or People with Physical Disabilities
Akiko Furuta

Ⅰ．はじめに
介護は人間の尊厳を基本とし、対象者が自信を持ち、安心してその人らしく生きられるよう生
活そのものを支援することである。介護の実践者である介護福祉士に強く求められるものは「相
手の立場に立ち、相手を思いやる豊かな人間性」である。平成10年 6 月に中央社会福祉審議会社
会福祉構造改革分科会は「社会福祉基礎構造改革について」の中間報告で、介護従事者の養成目
標として「福祉サービスに必要な専門的な知識・技術の習得だけでなく、権利擁護に関する高い
意識を持ち、豊かな感性を備えて人の心を理解し、意志疎通をうまく行い、相手から信頼される
人の育成を目標にする必要がある」と報告した。これを受けて平成12年介護福祉士の養成カリキ
ュラムが改訂され、介護技術・形態別介護技術に関して授業時間がそれぞれ30時間増加した。追
加・強化された内容は「コミュニケーションに関する内容」「福祉用具の概要と活用方法」「利用
者の立場、自立支援の視点での介護技術」「介護過程の展開」であり、対象者の生活像をとらえ
る視点が強調された。一方、平成12年文部省高等教育局の大学における学生生活の充実に関する
調査研究会は、学生の実態を次のように報告した。将来の職業や具体的な学習内容について明確
な自覚を持たないまま「自分探し」のために大学へ入学してくる。また核家族化・少子化の進展
により幼少期から人との関わりや実体験を得る機会が乏しく「人とうまく付き合えない」
「無気力」
など様々な問題を抱えた学生が増えている。本学の学生も同じ傾向にあり、中・高等学校同様に
クラス単位の授業であっても相互交流の場が少なく、同級生の名前全ては分からないことも事実
である。日頃から積極的にお互いを知ろうと努力をしない学生たちは、他者の思いやおかれてい
る状況を考える機会も稀になってきている。このような背景を持つ学生が専門的な技術を修得し
ていくためには知識を受け取るだけでなく、学生が主体的に学習に参加できる授業の工夫が必要
と考える。そこで、対象者の実情に少しでも近づき、個別援助ができる視点を身につけさせる方
法として高齢者・障害者装具を着用し、自らの五感を使って一般生活者の感覚で学ぶ疑似体験学
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習（以下体験学習とする）を地域で実施した。

Ⅱ．研究目的
この研究では形態別介護技術Ⅲの授業で行っている、学外での体験学習の有効性について検証
することを目的とした。
形態別介護技術は他の専門科目と並行して、1 年次後期から 2 年次後期までの 1 年半で行われ、
順次学習が深められるように位置づけられている。形態別介護技術Ⅰ（ 2 単位60時間）では障害
を持つ対象者（高齢者・障害者・障害児）を理解し、それぞれの特殊性に応じた介護を実践でき
ることを目的とする。1 年次後期では福祉用具の理解・使用方法及び介助方法を学び、視覚障害者・
聴覚障害者・運動機能障害者の学内における疑似体験を行い、体験レポートを課している。形態
別介護技術Ⅱ（ 1 単位30時間）では特に内部障害・精神障害・知的障害に起因する介護について
理解を深め、保健医療関係者との連携について理解する。形態別介護技術Ⅲ（ 1 単位30時間）で
は高齢者・障害者が社会と接点を保ち、残存能力を生かした生活が可能となる自立支援に基づい
た介護技術を身につける。さらに、家族支援のあり方や社会的介護のあり方について理解するこ
とを目的とする。 2 年次後期に高齢者・障害者の学外における疑似体験学習を行い、体験レポー
トを課して報告会を行っている。体験学習の目標は①老いや障害を地域で体験し、思い、心身の

表． 1
回数

地域疑似体験授業計画
学習項目

ねらい

1 回目

講義
1．目的、目標について
方法及び諸注意
2．グループ編成・体験スケジュール
表作成について
3．体験後の報告レポートについて
報告会の方法について

・ 学習の目的・目標が理解でき、学生が主
体的に学習行動がとれるようにする

2 回目

グループ活動
・地域での疑似体験報告会の資料作り

・ 個々人での学びをグループ全体の学びに
できるように、意見を出し合う場とする
・ 理論・概念を活用しグループ学習の成果
を論理的にまとめる
・ 発表方法の工夫をする

3 回目

クラス・グループ活動
・地域での疑似体験報告会
司会・進行は教員が行う

・ 報告会を、体験学習の発表体験の場とす
る。また、他者の意見を聞く姿勢を身に
つける
・ 共有学習の場とする
・ 振り返りをすることで、次の学習課題を
明らかにする

＊疑似体験の実践は、各グループが講
義の空き時間に行う

古田あき子

19

苦痛、快、不快を感じ取る。②福祉専門職としての地域社会における介護福祉士の役割と責務を
理解し、対象者に必要な援助を洞察する。③体験したことを既習の知識・理論・概念を使い検証
し、介護を追求する態度を身につける。④グループ活動における人間関係の相互作用について理
解を深めるとし、学生に提示した。体験方法はグループ活動とし、学生にグループ編成・体験学
習実施計画を作成させ、計画書に基づき実施した。（表 1 ）体験学習時は、高齢者体験装具（装着
することで80歳の世界が体験できる）や片麻痺体験装具（左・右上下肢運動機能障害が体験でき
る）を着用し、車椅子を使用した。対象者と介助者両方の役割を体験することを条件とした。 2
年次後期に体験学習を行い、終了後は体験レポートを課し、グループ内での学びをまとめ報告会
で発表させた。

Ⅲ．研究方法
体験学習終了後、報告レポートの記述部分を抽出し、体験学習の 4 つの目標に沿って分析し学
習効果について検討した。

Ⅳ．結果
結果は表 2 の通りである。体験前、学生は高齢者に対する知識として、身体機能の衰えによる
動きづらさ、視力低下や視野狭窄などにより外出することはいやだろうと考えていた。そのため
介護者は段差や周囲の状況に配慮し、注意深く行動するとともに、相手への情報提供を密にする
必要性について考えていた。「学内で演習や車椅子体験をしているので、地域での体験学習は特
に不安を感じていない。
」「友達がいるので協力し合って何とかなるなと思う。
」など表 3 にある
学内での演習及び体験が安心感となっている。その反面、学習した知識・施設実習での体験はあ
るが、実際に地域での体験がないため対応に不安のある学生も見られた。介助される側になった
とき、周囲からどのように見られるか、周囲の視線が気になったり、車椅子のため入店を断られ
るのではないかという不安を抱く学生もいた。体験学習から学んだ内容について図 1 に示した。
目標 1 に対しては、既習の知識で分かっていたこと、分かっていたと思っていたことを実際に
体験することで、心身の苦痛や思い、生活のありようが実感できた学生は全員であった。体験装
具を着用することで、自分の日頃の身体活動に負荷や行動制限が加わり、バスや車への乗降では
高すぎるステップを前に一生懸命足を上げても届かず、やっと届いても片足に重心をおくことが
できず結局人の手を借りることになった。見えにくさ・聞きづらさは、本当に不便で自分のこと
を言われているのかが不安になり、仲間はずれされたような気持ちになった。見えない・聞こえ
ないことは心理面でも視界が狭くなり世界がとても狭く感じ、話しかけられても介助者に目線を
合わせてもらえないと強い不安を感じた。このような状態が毎日続くと、無気力になり、表情も
暗くなると思った等、身体的な苦痛が精神面に影響することに気づき、社会的な関わりが減少す
ることを実感した。また、体験前交通機関を利用する時、周囲の状況に対応できるか不安を持っ
ていたが、電車乗車時は混雑している車両は乗車しづらく、人混みを避けるように空いている車

表． 2
体験中

体験後

・介護者として、施設は比較的バリアフリーになっているが、屋外はバリアフリ
ーになっているところが少なく大変さを感じた。

・乗車拒否されると思っていたタクシーに快く承諾してもらえた時はホッとして
嬉しかった。

・店の人がとても親切にしてくださったことが嬉しく、恐縮してしまった。

・車椅子に乗っていると、当たり前のことなのに「ありがとうございます。
」「す
みません。
」と口をついてことばが出てくる。また、常に他者の邪魔にならないよ
うにと考えている。

・高齢者の生活状態を自分たちが身をもっ・頭では高齢者は身体機能が衰えているか・車椅子使用では 3 cm ほどの段差でもあがるのが辛い。
・今まで軽く考えていた対象者の思い、生活上の多くの不自由さ、他者からの視
て感じ、気づき、考えたことを今後の介護 ら動きづらい、視界も狭いと思った。
線を重く感じ取ることができた。
に生かす。
・横断歩道を渡る際、危険だと感じたら進まずに完全に安心できる状態で行動した。
・天気予報が雨だったので外出する気にな
・元気な人が過ごしやすく創るられている世界では、過ごしにくい人がとても多
・高齢者装具を身につけることで高齢者の れなかった。車椅子をこぐと傘がさせない・介助者がそばにいないと精神的にとても不安。本当に困った時に助けてくれる くいることを認識し、より多くの高齢者・障害者が外出できる世界を創るべきだ。
人がいるか、孤独感と疎外感を感じた。
身体状況を理解する。また介助の仕方につ ので大変だと思う。
いて学ぶ。
・住みやすい環境を整えていくことも重要だが、それが継続されることがより重
・身体の動きが悪くなるので外出するのは・目の行き届かない情報は介助者が伝えた。
要ではないか。
・車椅子利用者の視点から見た社会を学ぶ。 いやだろうな。
・一般の歩道では視覚障害者のための点字ブロックが、車椅子にとっては移動の・体験を通して改めて、バリアフリーの大切さを考えることができた。
・周囲がどのように思っているかが不安。 障害になり同じ障害者のためのものが逆に障害になった。
・高齢者・障害者の気持ちを知る。
・私は友達が援助してくれる人を捜すのに苦労しているとき、自分がこんなじゃ
・障害を持った人の社会での不便さ、周囲・今回は 1 人で出かけるのではなく、皆が・ 1 人では介助仕切れない場合もあるので、周囲の状況に目を配り必要時に他者 なければと疑似体験ですら思った。実際に対象者もそういう負い目を介護者に対
の人の視線に対する苦痛、自分に障害があ 付いているので階段や段差などは協力した の援助を求めた。
して抱き、やって欲しいことも言えないでいるのは嫌だと思う。
ることの思いを理解し介助する上で生かす ら何とかなると思う。
・何をするにも動作が遅くなり、一つ一つ考えて動かなければならなかった。
ことができる。
・環境にも不便さを感じることが殆どだったが、周囲の人の視線・態度が対象者
・介護する側として細心の注意を払って行
を傷付けることの方が多く、そのことによって社会に出る恐怖心を持ったり、攻
・車椅子を皆で持ち上げて階段の昇降時は歩くペースを「 1 ・ 2 、 1 ・ 2 」声か 撃的になったり、悲観的になってしまうのは悲しいと思った。
・疑似体験を通して車椅子での外出時に個 動し、相手への情報提供は密にする。
けすると安全だった。また、力のある人が上がる時は後ろ、降りるときは前にな
難なこと、社会的に改善の必要な点を発見
し、介護者としてどのようなことに注意し・常に孤独、不安、苦痛はつきまとうと思う。ると良い。
・体験するまでは当たり前にできていたことが高齢者・障害者・車椅子利用者では、
1 人になるとよけいに強いと思う。
配慮すべきかかを学ぶ。
バリアが多くこの不自由な部分を介護者は介助しなければならないと感じた。
・バスや車の乗降では高すぎる段差を前に足を一生懸命上げても届かず、やっと
・障害を持っている人と同じ目線に立ちど・介護される側として相手を信じて介護者 届いても片足に重心を置くことができず結局人の手を借りた。
・健常者が見ただけでは、聴覚障害や視覚障害はわからないことが多いので、車
のようなことをいつも感じているかを体験 に任せるが、自分の意志を伝えることが大
を運転するときなど十分注意を払うべきだと感じた。
・視界が狭くなると心理面で不安を感じ、世界がとても狭く感じ、話しかけられ
切。
し、その対処方法を身につける。
ても目を合わせてもらえないと不安が強かった。
・一般にバリアフリーを考えた建物でも「健常者から見た、健常者が考えるバリ
・飲食店や交通機関での体験を通し、利用・学内で車椅子体験をしていたので特別な
アフリー」で建てられてると感じた。また、心のバリアフリー化は目に見えるも
・耳が聞こえないと本当に不便で、自分のことを言われているのか不安になり、のよりも更に進んでいないと思う。
者と介護者はどのような思いをするのかを 不安もないし皆がいるので安心。
仲間外れにされているような気がした。
知る。
・交通機関を利用するとき、周りの状況（人
・一般の方に「手を貸してください。」と声をかけたが、その声を掛けるだけでも
・公共の施設を車椅子等で使用する際、人 混み）に対応できるか不安。車椅子が周囲・耳が遠くなると不安な気持ちがとてもよく分かり、普通の声で話し掛けられて 勇気のいることが分かった。もし障害のある方が困っていたら自分から声を掛け
もボソボソ聞こえるだけで何を言っているのか理解するのに時間がかかった。
の手を借りずにどこまで 1 人でできるか、の邪魔にならないか心配。
るようにしようと思った。
職員（介助者）の対応等を障害を持った側
・介護者とコミニュケーションが取りにく・周りの状況がつかみづらく、不安で仕方なかった。こんな状態が日々続いてい・街で車椅子を利用している方を見ると、無意識にジロジロ見てしまう。それは
から考える。
たら、何もする気はしないし、表情も無くなると思った。
い。
本人にとってとても辛いことを実感した。今日、体験したことを思い出し同じ目
・高齢者体験グッズを使用し、日常生活を
線で声を掛けられる人になりたい。
するに当たり障害壁は何かをハード・ソフ・介護する側はペースを合わせ、周りに注・人の視線が刺すように感じられ、人間の目は暴力に思われた。
意しながら早めに危険を察知する必要があ
トの双方から考える。
・どこに行くにも事前に確認を取ったり、許可を取ったりしなければいけないこ
・普段生活している分には不便だと思わなかった所で多くの障害にぶつかった。とが分かった。
ると思う。
通路が狭く車椅子が通れない、商品に手が届かない、スロープがあっても介助が
・利用者が孤独にならないように話し掛け ないと上がれない。
・始めは話し掛けられると恥ずかしかった。
「大変だね、頑張ってね。」「手伝おう
ながら行い、体調にも注意する必要がある。
か？」と声を掛けてもらうことはとても嬉しく思えた。しかし、逆に冷たい目で
・電車に乗るとき、混雑している車両には乗りづらく、人混みを避けるように空 見られるとすごく悲しく、怒りがあった。「早くしろ！」と言われたのはものすご
・車椅子での段差は介助者がいなければ、いている車両を選んだ。空いているところが無かったら、一本電車を見送ろうと く腹立たしかったしショックだった。
白内障等では段差が分かりづらいため転倒 思った。車内では人々の目が刺すように感じた。
するのではないだろうか。
・普段何気なく通っていた段差や狭い道路は高齢者達にとっては余計高く、狭く
・駅の階段で大人 4 人が車椅子を持っているが、傾きが急なため恐怖心がいっぱ 感じた。
・自分が困ったとき、助けてくれる人はい いで「大丈夫」と言われても安心できなかった。
るだろうか。どんな人に声を掛ければいい
・多くの人たちがこのような体験をすれば、高齢者・障害者の気持ちが少しでも
のだろうか。周りに人がいなかったらどう・駅で介護者が駅員に介助を頼みに行き、 1 人で残されたとき早く戻ってきて欲 分かり住み良い街に一歩近づくのではないかと思う。
しいと強く感じ時間が長く感じられた。待っている間、なるべく人目に付かない
しようと思う。
隅にいき、顔を壁側に向け目線が合わないようにした。
・スロープの位置や環境整備は、使用する人にとって本当にバリアフリーである
のか、ノーマライゼーションにつながるのかを考える必要があると思った。
・「○○駅には障害者用の設備がないので○○駅にはいけないの？」と介護者役の
学生に向かって言っているのを聞いて、直接言われたわけではないが、言い方と・ 1 人で外出するのは大変で不安・孤独との戦いなのだと思った。もっと周りが
態度にショックを受け怒りも感じた。また、介助者が一般の人に援助を求めたが
「待 理解し、バリアフリーを普及して住みやすい環境にしなければいけない。パン屋
ち合わせをしているので。
」と断られた。結局その人は結構な時間そこに居た。 5 さんのように「聞かなくても、気兼ねなくお店に入って商品を選んでくださいね。
」
分もかからず終わる事なので手伝ってくれればいいのにと思った。
と笑顔で答えてくれたのが嬉しく、そんなお店が増えて欲しい。

体験前

疑似体験前・中・後に感じたこと考えたこと（体験レポートからの抜粋）

学生の学習目標
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表． 3

演習及び体験学習項目

専門分野
介護技術Ⅰ

演習・体験学習内容
・日常生活支援：移動、移乗（車椅子、ストレッチャー、体位変換）
・食事の介助
・身体の清潔（入浴・衣類の脱着）
・排泄の介助（オムツ体験、トイレ・ポータブルトイレの介助、便・尿器の介助）

介護技術Ⅱ

・観察：バイタルサイン
・コミュニケーション
・事例に基づく介護課程の展開

形態別介護技術Ⅰ ・視覚障害
・聴覚障害
・言語障害
・四肢運動機能障害

}

移動・歩行・コミュニケーション
の体験

形態別介護技術Ⅱ ・ストーマ設置者の介護
形態別介護技術Ⅲ ・高齢者・障害者の地域での疑似体験

両を選び乗車した。車内では人々の目つきが刺すようで、少しでも早く下車したいと感じた。こ
のことは他の学生も車内だけでなく、人に依存する体験をすることで周囲の人々の視線や態度が
どのようなものであるか実感し、人の視線・目は暴力にもなり、周囲の配慮のなさは肩身の狭い
思いをさせることを実感した。当たり前のことにも「すみません」「ありがとうございます」な
ど口をついて言葉が出た。常に頭のどこかに、他人の迷惑になっているのではないかという思い
でいたこと等がレポートから読みとれる。目標 2 に対しては、体験の学びから対象者の状況に応
じて介助方法を工夫できた学生は54％であった。また、介護福祉士の役割については、バリアフ
リー、ノーマライゼーション等講義での知識を地域で体験することでつらさや悲しい思いや怒り
を感じ、自分の目で現状を知ることでその重要性を認識でき、介護福祉士としての役割を理解で
きた学生は47.4％であった。学生は対象者体験から、介助者になった時には体験を生かし、声か
けははっきりと大きな声で対象者と目線を合わせて行うことや、ボディタッチする援助を行うこ
とで安心してもらえることを実感した。また、今回は信頼できる友人に援助を依頼したが、見知
らぬ人に自分の身を任す際、心の不安が大きいことを認識して介護にあたらなければならない重
要性を実感した。体験前は、段差や階段は協力して何とかできると考えていたが、駅の階段を大
人 4 人で車椅子を持ち上げてもらった時、車椅子の傾斜が急で怖く、
「大丈夫よ」といわれても
安心できず、実際友達であっても不安であることを実感した。駅で介助者が駅員に介助を依頼に
行き、一人残されたとき「早く戻ってほしい」と強く考え、その時間はとても長く感じた。また、
なるべく人目に付かない隅にいき、顔も壁側に向いて目を合わせないようにした。駅員が来てく
れたが車椅子の扱いが間違っていたため、車椅子ごと転落するのではないかという恐怖心を味わ
った。そして駅員から「○○駅には障害者用の設備はないので○○駅にいけないの？」と介助者
に向かって言ったことが、直接自分に言われてはいないが冷たい言葉と態度に怒りを感じ、強い
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ショックを受けた。一般の方に援助を求め断られた時も同様に強いショックを受けた。学生は、
日常生活をしている時には気づかなかった場所で不便を感じ、多くの障害にぶつかった。通路の
狭さ・商品の高さ・位置・配置によって手が届かない。スロープはあるが、傾斜が急なために一
人では使用できない。歩道では視覚障害者のための点字ブロックも車椅子利用者にとっては振動
が強く適さない状況であり、さらに点字ブロック上に自転車の放置・ゴミの放置など様々な障害
があることを学生の目で確かめていた。病院で体験した学生は、建物が古く構造上様々な使いづ
らさによる障壁は、ボランティア、看護師等で障壁をカバーしていることを学び取っていた。学
生は体験を通し改めてバリアフリーの大切さを認識するとともに、心のバリアフリーの重要性を
学び取っていた。また、ユニバーサルデザインの普及や地域環境の整備と維持が重要だと思って
おり、車椅子が快適に安全に町を動ける環境整備は、高齢者や視覚障害者、子どもたちのために
もなると考えていたことがレポートから読みとれた。目標 3 に対しては、報告会をを行うために、
体験学習の計画・実践・評価のプロセスを通し、自分たちの行ったことを振り返ることの必要性
について理解している学生は10.5％と少なく、ほとんどの学生が理論や概念を使って論理的に検
証し文章化するまでには至っていなかった。目標 4 に対しては、体験発表では、学生がグループ
を編成し活動することで、主体的に学習することやチームワークの大切さ、それぞれの役割を認
識し責任ある行動をとる必要性を感じているが、レポートにはその記録がなく読みとれなかった。

図．1

疑似体験で学べた内容（n=121）

Ⅴ．考察
体験学習は、自らの身体やこころ、知能・感覚などすべてのものを駆使し学習することで
る・わかる

レベルから相手の状況に気づき

到達でき学生が主体的に学べる学習法である。

実感できる、実際に感じて理解できる

知

レベルに

1）

地域での体験学習の結果を見ると、目標 1 に対して良い結果が得られている。これは茂野が「患
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者ー看護者の役割を相互に入れ替わりながら演じたり、行動変容を求める人・求められる人の立
場になって感じる・考えるという体験をすることで患者の存在をより身近に感じ、より現実感を
高めることができる」 2 ）と述べているように、体験者装具を着用し車椅子を使用したこと、地
域社会にでることで周囲の対応や態度、視線で学生は介助を必要とする人に成り切り、高齢者・
障害者のおかれている状況や心身の状態を体感し気づき、考える体験をしたことで理解につなが
ったと考える。また、体験からの学びを援助方法として活用できた学生が54.0％であったことは、
対象者のおかれている状況を体験したことから介護を洞察することができたと考える。講義形式
の授業で得る知識は瞬間的な記憶であるが、実際に体験することで創意工夫するレベルに達し内
在化した知識となり得る。教員は学生の創意工夫が対象者にとって安全で安楽な介護技術で科学
的な根拠を有するものかを、評価・分析しながら教授する役割がある。体験学習実施時には、他
者の手を借りることや地域の環境状況から学生自身が事故に遭遇する危険性もあるため、連絡方
法や体験方法について他職員との連携を図っていく必要がある。
目標 2 に対しては、現実を見て体感したことは、介護の役割は施設内だけでないということの
イメージ化はできている。しかし、目標 3 と関連した論理的表現については、今の学生の傾向と
して文字離れも大きく影響していると考える。しかし、介護福祉士にとって記録は避けて通れな
いものである。日頃の授業の中で、レポート課題の積み重ねや文献活用の方法についても指導し
ていく必要がある。また、報告レポートから学生は体験学習を報告することや体験学習の計画・
実践・評価のプロセスを通して行ったことを振りかえる姿勢が必要であることを意識している。
報告会では学生の多くがポスターセッションの形式をとっている。ポスターセッションは資料を
読むだけでなく、ポスターを見ながら説明が要求されるため内容を正しく把握していなければ発
表できない。そのためにグループでの意見交換も活発になる。ポスターの表現、プレゼンテーシ
ョンも他のグループに負けないためにそれぞれ工夫を凝らしている。また、他のグループの発表
を聞くことで体験しなかった学びを共有学習でき、効果的な発表方法についても学ぶことができ
た。報告会はクラス別で行っているが、他のクラスの発表を聴きたかったという学生の声も聞か
れ、この姿勢が介護を科学的に追求する素地を創るものと考える。
目標 4 に対しては、学生が自分たちでグループを編成し活動することで、主体的に学習するこ
とやチームワークの大切さを学んでいる。さらに、地域に出ることで責任ある行動の必要性の重
要性を実感していると考える。事前の協力依頼が必要となる、公共交通機関では車椅子介助の補
助を利用する月日・乗車時間・乗車区間を連絡する必要があるが、この一連の流れの中で学生は
初めて他機関の職員と関わりを持ち、連絡の重要性について体験した。計画を実行し結果を得る
ためには、周囲の目があり羞恥心を感じている学生もそれぞれの役割を果たすことができた。グ
ループ編成から報告会までの計画立案・実践・評価のプロセスは、社会で介護福祉士としてチー
ムの一員として実践する場合、役割を認識し計画的に行動していくための学習と考える。体験学
習は個人で行うより数人のグループで行ったほうが効果的であった。相手の反応やフィードバッ
クから自己の気づきがなかった点に対して他者から気づかされ、自分自身を見つめる機会ともな
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っていた。
介護教育において、アセスメント能力に加え、問題解決に向けての実践力の育成も重要である。
そのためには体験学習を導入することにより介護実践に必要な洞察力が育成できると考える。

Ⅵ．結論
1 ．講義やテキストだけの画一的な学習だけでは理解が不十分な内容（情意領域）については体
験学習が有効であった。
2 ．学生は、体験学習を通して高齢者・障害者のおかれている状況などをより多く実感すること
ができた。
3 ．体験学習は多くの学習効果が得られる反面、時には他者の手を借りることや環境条件から事
故につながる危険性もあり、学生と教員及び他職員との連絡を密にする必要がある。

Ⅶ．おわりに
最近の入学生の傾向として、人との関わりや生活体験が乏しく、他者との関わりやコミュニケ
ーションの苦手な学生がいる。彼らが主体的に学習する方法として、高齢者・障害者装具を着用
し自らの五感を使い、地域に出かけ一般生活者としての感覚で学ぶ疑似体験学習を地域で行った。
その結果、学生は対象者のおかれている状況を理解し援助の工夫ができた。体験装具を装着し体
験学習を行うことは、対象者の実態に近づき、個別援助ができる視点を身につけさせる方法とし
て有効になったと考える。体験学習では多くの学習効果がある反面、学生のレポートにもあった
ように他者の手を借りることや環境条件から事故につながる恐怖感を味わう場面に遭遇すること
さえある。体験学習の利点を強調するあまり、ややもすれば不利益な面が見失われがちである。
今後は学習の主体者である学生への配慮を十分にしたうえで学習の方法・範囲を考えた体験学習
ができるよう検討を重ねていきたい。
最後になりましたが、査読者の助言に感謝いたします。
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