
精神保健福祉士の実習指導者の課題
― 実習指導者と実習生の価値観の“くいちがい”について ―
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要旨
　実習が実りあるものになるかどうかは、実習指導者と学生の相性の問題といわれることがある。しかし、

それは単に相性があわないということで済まされるものではない。その根底には、両者が自己覚知していな

い価値観というフィルターを通してお互いと関わっているという状況がある。つまり、実習指導者のいまま

での生活体験から培われてきた価値観と、学生のいままでの生活体験から培われてきた価値観とのくいちが

いである。実習担当者の価値観と実習生の価値観のくいちがいを生じたときには、実習担当者と実習生の共

有体験とし、互いの自己覚知につなげていけるようなかかわりが、実習指導者に求められる場合があること

を明らかにした。

キーワード

　精神保健福祉援助実習　　価値観　　実習教育

 1 ．はじめに

　人間はそれぞれに、さまざまな価値観をもって生活している。対人援助職として現在働いて

いる人、これからその職に就こうという者としては、人は多様な価値観を持ち、それらを認め

ることが大切である。

　近年の実習において、実習指導者は、実習生の学力低下の問題や学生の質の変化、それに伴

う言葉遣い、服装、態度、人とのかかわり方、ものの考え方、とらえ方などに関して、実習生

が持つ価値観に戸惑ってしまったり、一方的に修正してしまったりすることがある。

　この時、実習指導者は実習生の持つ価値観を頭から否定することは避けなければいけないの

ではないだろうか。実習指導の中で、日常生活での価値観や専門的援助場面での価値観につい

て、十分に話し合い、実習生が自己覚知をする過程で自らが価値観を変化させていけるような
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かかわりが大切であろう。また、実習指導者も自らの価値観を絶対的なものとしないで、改め

て自らを顧みることも大切であろう。そして、実習生が持つ、その人の考え方や価値観を自ら

の価値観の多様性を広げるものの一つとして認めていく姿勢が実習担当者には求められている

のではないだろうか。

 2 ．調査の目的

 2 － 1 ．研究上の問題意識
　わが国の精神医学ソーシャルワーカーにとって、自らの専門職性と存在を問い直すことと

なった「Ｙ問題」事件の経験により、長い時間をかけて、日本精神保健福祉士協会の倫理綱領

が制定された。その前文で、「われわれ精神保健福祉士は、個人としての尊厳を尊び、人と環

境の関係を捉える視点を持ち、共生社会の実現をめざし、社会福祉学を基盤とする精神保健福

祉士の価値・理論・実践をもって精神保健福祉の向上に努めるとともに、クライエントの社会

的復権・権利擁護と福祉のための専門的・社会的活動を行う専門職としての資質の向上に努め、

誠実に倫理綱領に基づく責務を担う」（2003 年 5 月改定）とソーシャルワークの基本的姿勢を

定めている。

　ブトゥリムは、人間の本質に内在する普遍的価値から引き出されるソーシャルワークの基本

的な価値前提として「人間尊重」、「人間の社会性」、「人間の変化の可能性」の 3つをあげてい

る（1986）。また、ソーシャルワークの価値を「個人の尊重」、「人権」、「社会的統合」、「社会正義」

などの根本的価値と、そこから具体的な援助の目標を導く、「主体性」、「自己実現」、「エンパ

ワメント」、「ノーマライゼーション」、「生活の質（ＱＯＬ）」「自立生活（ independent living : IL ）」、

「権利擁護」などの中核的価値に分け、これらの価値から導き出されるソーシャルワーク実践

の望ましい方法を導く手段的価値として「自己決定」、「参加」、「インフォームドチョイス（情

報提供による選択）」、「守秘義務」などをあげる場合もある。

　これらソーシャルワークの価値に基づいた精神保健福祉士の社会福祉援助における原則は、

クライエントの固有の人生を尊重した、生きることのニーズと可能性を実現するための援助者

の態度と基本的な姿勢である。

　わが国では、長い間、精神医学ソーシャルワーカーは、国家資格ではなく、自らの専門職性

と存在を問い続けてきた。わが国の精神障害者の社会復帰のためには、彼らの援助をしている

自分たちの存在を社会的に認識されなければならないのではと、1990 年頃より、国家資格の

議論がなされはじめた。そして、1997 年 12 月に、精神保健福祉士法が国会を通過した。

　精神保健福祉士法が 1998 年 4 月に施行されて、「精神保健福祉士」の受験資格取得のために

「精神保健福祉援助実習」が指定された。「精神保健福祉援助実習」の指定時間数は、270 時間で、

そのうち現場実習は、180 時間である。この科目は、精神保健福祉士の国家試験受験科目の指

定科目としての位置づけだけでなく、精神保健福祉士として、必要な知識および援助技術の実

際を、現場での体験を通して理解を深め修得することを目標にしている。そして、学校で学ん
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できたことと現場での実体験を統合化することを目指し、単なる体験学習ではなく、専門職に

なるための動機付けとなるものである。

　実習生には、実習は知識と実践を結びつけるための生きた学習の場である。そこでは、精神

保健福祉士として必要な知識・技術・関心・態度・倫理・価値などがクライエントと直に接す

る中で、実習指導者から実習生に伝えられる。

　荒田・牧野田（2002）が、精神保健福祉機関・施設における実習の目的と課題を、柏木（2002）

が精神保健福祉現場実習の目標と達成課題を示しているが、実習中の実習指導者やクライエン

トとのかかわりが、実習機関・施設によって異なる。それは、当然起こりうることであろう。

それでも、充実した実習だったという学生の声は多い。しかし、実習指導者との相性や指導の

仕方によって、実習への意欲を失ったり、精神保健福祉士への希望を失う学生もいる。実習生

に問題が無いとはいえないだろうが、現代の若者気質を理解できない実習指導者の指導や、職

員の仕事の態度に問題がある場合もある。実習機関や施設の運営のあり方や精神保健福祉士の

援助のあり方などに疑問や不信を抱く学生もいる。実習担当教員として、実習指導者に会い、

学生の話を聞いてみると、実習生だけを問題視できないと感じることがある。

　実習が実りあるものになるかどうかは、実習指導者と学生の相性の問題といわれることがあ

る。その根底には、実習指導者のいままでの生活体験から培われてきた価値観と、学生のいま

までの生活体験から培われてきた価値観とのくいちがいがあると考えられる。そこに、人間は

それぞれに、さまざまな価値観をもって生活している。対人援助職として現在働いている人、

これからその職に就こうという者としては、人は多様な価値観を持ち、それらを認めることが

大切であるという視点が欠けているように思われる。このような相互理解や共通認識が得られ

ないまま、指導が行われれば、実習本来の目標を達成できないものとなってしまうであろう。
　　注）以下、本論文では「精神保健福祉士」を「ＰＳＷ」と略して記述する。

 2 － 2 ．研究目的
　学生は実習を終えると一回り大きくなって帰ってくるといわれている。実際、多くの学生が、

実習をやり遂げた達成感とさまざまな人との出会い、多くの学びからたくましくなって帰って

くる。

　しかし、その一方で、実習を終えて、実習はただ辛いものだったとしか答えない学生がいる。

精神保健福祉士の現場実習は、約 1ヶ月の期間に及ぶものである。それだけの期間の中には、

たくさんの学びがあり、発見があり、つらいことがあり、楽しいことがあり、色んなことがあ

るはずである。自分たちの実習を振り返り、肯定的にとらえる学生と否定的にのみとらえる学

生の差は何であろうか。

　実習指導者の価値観と実習生の価値観のくいちがいが生じ、実習生が実習指導者の価値観を

一方通行的にぶつけられてしまったときに、実習が辛かったものとして帰ってきているように

考える。
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　実習では、実習生は、実習指導者の価値観に大きく影響をうける。また、学生は「人は多様

な価値観を持ち、それらを認めることができない」ようにも考えることができる。実習生と実

習指導者との間に、相互理解、共通認識、実習中に起こった体験の共有化ができた場合には、

学生も実習指導者も実習に成果を感じる。実習生と実習指導者との間に、相互理解、共通認識、

実習中に起こった体験の共有化ができなかった場合には、学生も実習指導者も実習に成果を感

じることができない。そこで、問われるものが、実習指導者が、「人は多様な価値観を持ち、

それらを認めることができない学生」を自己覚知まで導くことができるかどうかということと、

実習生との関わりに中で、実習指導者が自らも自己覚知に結び付けていくことが大切であると

いうことを明らかにしていきたい。

 3 ．調査方法

 3 － 1 ．調査対象者
　筆者が実習担当教員として実習指導を担当したＡ大学福祉学部福祉心理学科精神保健福祉専

攻の学生 4名に調査対象者になってもらった。彼ら 4名は、筆者が実習の事前指導・実習巡回・

事後指導にあたった学生たちである。

氏名 性別 学年（年齢） 実習機関・施設種別

Ｂさん 男性 4年生（22歳） Ｆ精神障害者授産施設

C さん 男性 4年生（21歳） Ｇ精神科病院

Ｄさん 女性 4年生（21歳） Ｇ精神科病院

Ｅさん 女性 4年生（22歳） Ｈ精神障害者地域生活支援センター

 3 － 2 ．調査期間
　2006 年 11 月 1 日と 2006 年 11 月 8 日（2日間）

 3 － 3 ．調査方法
　調査対象者４名全員に集まってもらい、「自分自身の実習を振り返って、実習でどのような

ことを学び、実習でどのようなことを感じたかを思いつくまま、できるかぎりたくさんカード

に書いて下さい。だたし、１枚のカードには、ひとつの事柄だけ書いて下さい」と説明した。

そして、各自、自分の実習をふりかえってもらい、自由にカードに記述していってもらった。

そして、1週間後、再度全員に集まってもらい、加筆修正があるかどうか見直してもらった。

　学生たちの作業途中、筆者はデータを操作することがないように、「実習中、指導者と相性

の問題はあったか」「価値観のくいちがいはあったか」については一切触れなかった。

　記述されたカードを筆者がＫＪ法によってまとめていった。
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 3 － 4 ．倫理的配慮
　① 調査対象者がわからないように匿名として、プライバシーに配慮した。

　② 実習先がどこであるかわからないように匿名として、プライバシーに配慮した。

　③ 調査協力者には研究論文として公表することについて了承をもらった。

 4 ．調査結果

４－１．小項目（ブレーンライティングにより提出された意見）
　　注）学生達の書いた通りに記述した。

 1 ．カラオケな各レク、バランスボールとストレッチの日々

 2 ．レクリエーションを通じての関わり、3 ．てぶくろ野球、4 ．ウオーミングアップ

 5 ．ピア・カウンセリング＆ＳＳＴ、6 ．作業に対する利用者の価値観

 7 ．社会に出るためには・・・、8 ．甘え、9 ．意欲と現実、10．話を聞いて欲しい親

11．家族の方からの話がはがゆい、12．暗い家族会、13．親の偏見

14．アルコール依存の親子の共依存について、15．パン販売を通して地域の人との交流

16．地域の人の理解、17．エスケープ、18．精神障害者の方の生活の実態

19．他機関との連携、20．盆踊りについて、21．夏祭りの効果

22．就労支援（社会適応訓練事業・協力事業所・就労トレーニング）

23．社会資源の開拓、24．就職先事業所の開拓、25．施設同志の連絡のとり方

26．地域の人との関わりについて、27．家族会について

28．地域生活支援センターの事業内容、29．居住支援市民の会について

30．福祉ホームに入居している人の生活の様子、31．引越しの手伝い

32．自分のことを褒める幻聴、33．正常と異常の差、34．年齢を超えた人間関係

35．拘束の意味、36．クリニカルパスについて、37．食事指導、38．退院促進

39．デイケアの流れ、40．チームアプローチ、41．病院での長期入院患者の現状

42．入院している患者さん、43．各病棟の違いについて、44．芸能知識の必要性

45．共通の趣味があることによって話が盛り上がる

46．メンバーさんはアイドル好き、47．病院と施設の違い

48．入院している人と施設入所している当事者さんについての違い

49．当事者さんの失敗体験について、50．ストレスに対する対処法

51．「生活のしづらさ」について、52．前駆症状について

53．（メンバーさんの）なりきりＰＳＷ

54．メンバーさんの生活改善（食生活など）について、55．ＰＳＷの立場

56．できる人とできない人を知る、57．アルコール依存症の特徴

58．当事者の方の声（病気でなくなった生活がイメージできない）

59．車の運転、60．障害者自立支援法について、61．実習担当教員が来るという安心感
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62．輝く実習指導者、63．面接のとき戸が少し開けてあるのはなぜ？

64．ハローワークへの登録、65．ＰＳＷの心得について

66．ＰＳＷと他職種の違いについて、67．当事者の人の思いについて

68．スタッフ会議、69．病院と社会復帰施設でのＰＳＷの役割の違い

70．ＰＳＷの責任と役割、71．ＰＳＷのかかわり

72．ＰＳＷの患者さんに対する接し方、73．利用者と運営体制についての話し合い

74．患者さんの家族との関わり方、75．所内研修会、76．当事者の方の就労について

77．マンウオッチングについて、78．自虐ネタを持つ

79．かゆい所に手が届くワーカー、80．（利用者の）名前が覚えられない

81．病気についての基本的な知識不足

82．実習生としてどこまで関わるか？　83．妄想状態の人への関わり方

84．自分の関わりについて、85．ありのままを受容とはどういうことなのか？

86．自分自身について知ること、87．沈黙の時の気持ちの持ち方

88．コミュニケーションの取り方、89．沈黙

90．患者さんとの接し方について（必ず何かしなければいけないわけではない）

91．地域の運動会にメンバーさんと一緒に参加した

92．いろんなところに貼ってあった注意書き

93．実習日誌の字は見やすく書く、94．実習日誌の書き方に疲れた

95．幻覚や幻聴のとらえかたについて、96．「～しなきゃ」、「～すべき」という考え

97．何かしなくちゃとか思う、

98．ワーカーは自分の幸せについて考えないと他人を援助できない

99．当事者の幸せについて考える、100．生活者って何？　101．本当の自立とは何？

102．利用者さんの声が聞き取れないときは、どうするべき？

103．その人らしくって何？　104．受容と共感について、105．メンバーさんを褒める

106．自己決定について、107．他の学校の実習生との交流

108．他大学の実習生との関わり、109．職員さんに質問するタイミング

110．他の人（担当者以外の人）に聞いていいのかどうか？

111．実習はトラウマになった、112．気疲れした、113．看護師さんが怖かった

114．どこまでが妄想なのか判断できない、115．プライベートとの線引き

116．オープンな会話、117．どこまで話すか、118．自分のことをどこまで話すか？

119．どこで線を引くか、120．利用者とどう関わるか

121．麻薬をやっている人がいてショックだった、122．一緒に買い物して楽しい

123．病気が激しい時の部屋の写真を見てショックを受けた

124．目の前で泣かれて、どうしていいか、わからなかった、125．新薬について

126．保護室の話を聞いて悲しかった、127．パンが美味しかった
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128．メンバーさんから「頑張って下さい」って言われて嬉しかった

129．看護部長のマシンガントーク、130．福祉ホームの世話人さんの思い

131．ＰＳＷの毒舌

132．「事件は会議室で起きてるんじゃない。現場で起きてるんだ！」by院長

133．スタッフさんが会話を流して聞いていた、134．理事長よりも強いスタッフ

135．訪問販売で買い物しすぎたメンバー、136．1 対 1 の作業

137．利用者ミーティング、138．社会のルールを注意するときどうするのか

139．地域で暮らす人が「入院が地域で暮らすきっかけ」と言っていた

140．カラオケなどの各レクリエーション、141．ＰＳＷの業務内容（役割）

 4 － 2 ．中項目の抽出（サブカテゴリー）

 1 ．輝く実習指導者
62．輝く実習指導者、65．ＰＳＷの心得について、77．マンウオッチングについて、78．自

虐ネタを持つ、79．かゆい所に手が届くワーカー、130．福祉ホームの世話人さんの思い

 2 ．患者さんとの接し方について（必ず何かしなければいけないわけではない）
71．ＰＳＷのかかわり、72．ＰＳＷの患者さんに対する接し方、84．自分の関わりについて、

87．沈黙の時の気持ちの持ち方、88．（質問に対する）コミュニケーションの取り方、89．沈

黙、96．「～しなきゃ」、「～すべき」という考え、97．何かしなくちゃとか思う、120．利用

者とどう関わるか、124．目の前で泣かれて、どうしていいか、わからなかった、136．1 対

１の作業

 3 ．症状や障害の出ている時の患者さんとの接し方が難しい
83．妄想状態の人への関わり方、95．幻覚や幻聴のとらえかたについて、102．利用者さん

の声が聞き取れないときは、どうするべき？　114．どこまでが妄想なのか判断できない、

83．妄想状態の人への関わり方

 4 ．チームアプローチ
40．チームアプローチ、55．ＰＳＷの立場、70．ＰＳＷの責任と役割

 5 ．（利用者に直接的な）ＰＳＷのかかわり
１．カラオケな各レク、バランスボールとストレッチの日々、２．レクリエーションを通じ

ての関わり、３．てぶくろ野球、22．就労支援（社会適応訓練事業・協力事業所・就労トレー

ニング）、31．引越しの手伝い、37．食事指導、38．退院促進、49．当事者さんの失敗体験

について、サポートし失敗から学んでもらい社会技能を身につける支援する、54．メンバー

さんの生活改善（食生活など）について、64．ハローワークへの登録、76．当事者の方の就

労について、91．地域の運動会にメンバーさんと一緒に参加した、92．いろんなところに貼っ

てあった注意書き、99．当事者の幸せについて考える、105．メンバーさんを褒める、132．「事

件は会議室で起きてるんじゃない。現場で起きてるんだ！」by院長、135．訪問販売で買い
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物しすぎたメンバーへの対応、140．カラオケなどの各レクリエーション

 6 ．（利用者に間接的な）ＰＳＷのかかわり
15．パン販売を通して地域の人との交流、16．地域の人の理解、19．他機関との連携、20．

盆踊りについて、21．夏祭りの効果、23．社会資源の開拓、24．就職先事業所の開拓、25．

施設同志の連絡のとり方、26．地域の人との関わりについて、29．居住支援市民の会につい

て、75．所内研修会

 7 ．家族について
10．話を聞いて欲しい親、11．家族の方からの話がはがゆい、12．暗い家族会、

13．親の偏見、27．家族会について、74．患者さんの家族との関わり方

 8 ．授業での理解から抜け出して、体験的に理解できたこと
４．ウオーミングアップ、５．ピア・カウンセリング＆ＳＳＴ、14．アルコール依存の親子

の共依存について、   18．精神障害者の方の生活の実態、   28．地域生活支援センターの事業

内容、30．福祉ホームに入居している人の生活の様子、36．クリニカルパスについて、39．

デイケアの流れ、41．病院での長期入院患者の現状、42．入院している患者さん、43．各病

棟の違いについて、47．病院と施設の違い、48．入院している人と施設入所している当事者

さんについての違い、51．「生活のしづらさ」について、52．前駆症状について、57．アル

コール依存症の特徴、60．障害者自立支援法について、66．ＰＳＷと他職種の違いについて、

69．病院と社会復帰施設でのＰＳＷの役割の違い、81．病気についての基本的な知識不足、

125．新薬について、141．ＰＳＷの業務内容（役割）

 9 ．実習で発見したこと
32．自分のことを褒める幻聴、44．芸能知識の必要性、45．共通の趣味があることによって

話が盛り上がる、46．メンバーさんはアイドル好き、50．ＰＳＷは自分なりのストレス対処

法を持つことの大切さ、56．できる人とできない人を知る（無理させることの酷さ）、59．

メンバーさんの中には車の運転が出来る人もいる、63．面接のとき戸が少し開けてあるのは

なぜ？　98．ワーカーは自分の幸せについて考えないと他人を援助できない

10．ミーティングを大切にしている

68．スタッフ会議、73．利用者と運営体制についての話し合い、137．利用者ミーティング

11．学校で習ったことを実践でどのように理解していったらよいのか

33．正常と異常の差、85．ありのままを受容とはどういうことなのか？　100．生活者って

何？　101．本当の自立とは何？　103．その人らしくって何？　104．受容と共感について、

106．自己決定について

12．当事者の人の抱いている思いについて

６．作業に対する利用者の価値観、７．社会に出るためには・・・、８．甘え（自己肯定感

の低さ）、９．意欲と現実、17．エスケープ（自信の無さ）、58．当事者の方の声（病気でな

くなった生活がイメージできない）67．当事者の人の思いについて
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13．メンバーさんに対する印象（メンバーさんはやさしい人）

34．年齢を超えた人間関係、53．（メンバーさんは実習生を助けてくれる）なりきりＰＳＷ、

122．一緒に買い物して楽しい、127．パンが美味しかった、128．メンバーさんから「頑張っ

て下さい」って言われて嬉しかった、   139．地域で暮らす人が「入院が地域で暮らすきっかけ」

と言っていた

14．自分自身について知ること

86．自分自身について知ること

15．精神保健福祉分野の現実（ショックな出来事）

35．拘束の意味、121．麻薬をやっている人がいてショックだった、123．病気が激しい時の

部屋の写真を見てショックを受けた、126．保護室の話を聞いて悲しかった、131．ＰＳＷの

毒舌、133．スタッフさんが会話を流して聞いていた

16．実習担当者の実習生に対する“こだわり” 
93．実習日誌の字は見やすく書く、94．実習日誌の書き方に疲れた

17．実習生としての気疲れ

80．（利用者の）名前が覚えられない、   109．職員さんに質問するタイミング、   110．他の人

（担当者以外の人）に聞いていいのかどうか？　111．実習はトラウマになった、   112．気疲

れした、113．看護師さんが怖かった、129．看護部長のマシンガントーク、134．理事長よ

りも強いスタッフ

18．比較されることの辛さ

107．他の学校の実習生との交流、108．他大学の実習生との関わり

19．自分のことをどこまで話すか

82．実習生としてどこまで関わるか？　115．プライベートとの線引き、116．オープンな会

話、117．どこまで話すか、118．自分のことをどこまで話すか？　119．どこで線を引くか

20．実習担当教員が来るという安心感

61．実習担当教員が来るという安心感

 4 － 3 ．大項目の抽出（カテゴリー）
 1 ．実習指導者は実習生のモデルである

 1 ．輝く実習指導者

 2 ．ＰＳＷのさまざまなかかわりを学ぶ
 2 ．患者さんとの接し方について（必ず何かしなければいけないわけではない）

 3 ．症状や障害の出ている時の患者さんとの接し方が難しい

 4 ．チームアプローチ

 5 ．（利用者に直接的な）ＰＳＷのかかわり

 6 ．（利用者に間接的な）ＰＳＷのかかわり
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 7 ．家族について

 8 ．授業での理解から抜け出して、体験的に理解できたこと

 9 ．実習で発見したこと

10．ミーティングを大切にしている

 3 ．将来につながる問題意識の発見
11．学校で習ったことを実践でどのように理解していったらよいのか

12．当事者の人の抱いている思いについて

13．メンバーさんに対する印象（メンバーさんはやさしい人）

14．自分自身について知ること

15．精神保健福祉分野の現実（ショックな出来事）

 4 ．実習指導者の価値観と実習生の価値観のぶつかり
16．実習指導者の実習生に対する“こだわり” 

17．実習生としての気疲れ

18．比較されることの辛さ

19．自分のことをどこまで話すか

 5 ．実習担当教員は学びよりも心理面のサポーター
20．実習担当教員が来るという安心感

 5 ．考察

 5 － 1 ．実習指導者は実習生のモデルである
　多くの実習生にとって、実習担当者をはじめとする実習先の職員の人たちは、初めて出会う

現場で働くＰＳＷである。実習生は直接ＰＳＷと出会い、180 時間以上、約 1ヶ月の実習を通

して、彼らたちから指導を受けることによって、様々な知識を学ぶだけでなく、学校で知識と

して習っていたぼんやりしていたＰＳＷのイメージが、はっきりとしたＰＳＷ像として認識で

きる機会を持つことになると思われる。つまり、実習指導者は実習生にとって、将来を左右す

るかもしれないモデルになるといえるのではないだろうか。その実習指導者が持つ倫理観、視

点、洞察力、自分を活かした援助、センスなどが、実習生に与える影響は大きいと考えられる。

 5 － 2 ．ＰＳＷのさまざまなかかわりを学ぶ
　実習生は学校で、「精神保健福祉論」、「精神医学」、「精神保健福祉援助技術」などの科目で、

精神保健福祉に関する知識、ＰＳＷの業務や精神障害のある人たちとの関わりを学んでいる。

学生たちは実習の中で、よく理解できていなかった事柄について理解を深めることができたり、

点であった知識が線でつながっていくような体系的な学びができているようである。しかし、

実習に出ると、自分が勉強していた以上にＰＳＷの業務が多岐に渡っているということを学ぶ

ようである。ＰＳＷの仕事の幅が広いことを体験することになったようである。実感として、
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ＰＳＷは精神障害のある人やその家族のためには何でもするというイメージを持ったのではな

いだろうか。さらには、自分自身の勉強不足を反省したりということにもなったようである。

　また、当事者との接し方についても、必ず何かしなければいけないわけではなく、寄り添う

ことの大切さなども学ぶことになったようである。

　

 5 － 3 ．将来につながる問題意識の発見
　学生たちは学校の授業で習ったことを現場でどのように理解したらよいのかというとまどい

を持ったようである。当事者の方と話していけばいくほどに、実習生としても様々なことを考

えさせられたのであろう。実習生が出会った精神障害のある人たちは、きっと彼らより年齢が

年上の方たちばかりであったろう。そのような人たちの障害を抱えながら、様々な思いを持っ

て生きてきた人たちの話は、学生たちにとっては今まで聞いたこともないような重いものが

あったと思われる。そのような中で、実習生として、当事者の話を聞いていて、自分自身とし

て、その人たちの話をどのように受止めて良いのか、実習生らなりのしんどさもあったのでは

ないかと思われる。そうすると「正常と異常の差ってなんだろう」、「ありのままを受容とはど

ういうことなのか」、「受容と共感について」などの疑問が出てくると思われる。そして、授業

でＰＳＷの価値と視点ともいうべき、「生活者」・「自立」・「その人らしく」・「自己決定」など

について、「生活者って何」、「本当の自立とは何」、「その人らしくって何」、「自己決定について」

という疑問が浮かんできたのではないかと思われる。

　しかし、「生活者って何」、「本当の自立とは何」、「その人らしくって何」、「自己決定につい

て」、「正常と異常の差ってなんだろう」、「ありのままを受容とはどういうことなのか」、「受容

と共感について」という問題は、ＰＳＷにとって常に問いながら抱えていかなければいけない

ものなのではないかと思う。学生たちは、実習を通して、将来につながる問題意識の発見して

いったのだろうと思われる。実習の体験を通して、考えたこと、感じたことを働いてからも忘

れないでほしいというのは、上記のような理由であろう。

　また、実習生は実習中に保護室の話を聞いたり、触法精神障害者の人の話を聞いたりという

体験もすることになる。ショッキングな出来事ではあるが、難しい現実とも出会うことになっ

た。ＰＳＷは常に問いを持ちながら働き続けなければならない専門職であることを体験したの

ではないだろうか。

 5 － 4 ．実習指導者の価値観と実習生の価値観のくいちがい
　人はそれぞれ価値観を持っている。価値観は人によって異なるものである。実習指導者も価

値観を持っている。同様に、実習生も価値観を持っている。その価値観は、似ているかもしれ

ないし、大きく異なっているかもしれない。いずれにしても、価値観は人によって異なるもの

であるということが前提である。

　実習においても、実習指導者と実習生との組み合わせにおいても、価値観が異なるというこ
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とは十分にある。価値観の同じもの同士で実習指導者と実習生の組み合わせを作るという問題

ではない。

　実習生にとっては、実習指導者の価値観が尊敬できると感じるものであったり、納得できる

ものであった場合、実習生はその実習指導者を理想のＰＳＷ像とすることがある。

　しかし、実習生にとって、実習指導者との価値観が異なった場合、実習生自身あるいは実習

指導者自身のどちらかが自分の価値観を相手に押し付けた場合に実習は上手くいかなくなって

しまう。実習生と実習指導者とでは、立場上、実習指導者の方が強い力を持っている。時として、

実習指導者が、自身の価値観を実習生に押し付けた場合に、実習生にとっては、実習がトラウ

マになることがある。実習指導者の側も実習生を担当するにあたって自己覚知が問われるので

はないだろうか。学校では、実習生の評価にあたっては学校として示した項目に関してどれ位、

学生が達成できていたかという評価表を実習指導者に渡して評価してもらう。その際、実習指

導者は自分の価値観にとらわれて評価表をつけていないかという意識を持つことが求められる

と考えられる。

　また、近年、福祉士の養成校が増加しているため、2～ 3校の学校の実習生が重なることが

ある。職員の方は、学校によって比較していなくても、学生の方は比較されているのではない

かという不安の中で実習を行っているようである。

　そして、実習生たちはメンバーさんから何か質問をされた場合に、自分のことをどこまで話

すか常に揺らぎながら、メンバーさんたちと関わっていたようである。実習生たちは、価値と

倫理のジレンマに揺らぎながら実習をしているようである。

 5 － 5 ．実習担当教員は学びよりも心理面のサポーター
　実習生にとって、実習担当教員が来るということは、安心感となっていたようであった。筆

者の学校では、週 1回 1時間程度の実習巡回を行っていた。教員としては、実習の課題が順調

に達成できているか、体調面は大丈夫か、精神面は大丈夫かなどを学生に確認するために実習

巡回を行う。しかし、学生にとっては、学生なりに実習先で気を使っており、気疲れをおこし

ていることがわかった。その結果、実習課題の達成も、もちろん確認を行うが、それ以上に学

生の話に耳を傾けて、心理的支援を行うことが必要であると思われる。

　実習生は実習を通して、クライエント観（精神障害者観）が変化していくことや、かかわり

方、援助の方向性の視野が広くなる体験をするばかりではなく、自分自身の人生観、生活観に

まで考え方の変化が起こっている。実習指導者は、実習生の姿に自分自身を投影することもあ

るのではないだろうか。実習指導者がさまざまな経験をし、時を重ねる中で、いつの間にか置

き忘れてしまった夢や希望、目標といったものや怒り、悲しみ、憤りなどの素直な感情を実習

生に、呼び覚ましてもらっているのではないだろうか。

　しかし、実習指導者の価値観と実習生の価値観のくいちがいがあることも、今回の調査で導

き出された。「実習指導者→実習生」という一方通行の関係もあることは事実である。



三橋　真人 133

 6 ．おわりに

　実習指導者は実習生のモデルである。そこで、実習生は、ＰＳＷのさまざまなかかわりや知

識・価値など多くのことを学ぶことになり、その学んだ中には、将来につながる問題意識の発

見も含まれている。しかし、実習は、実習指導者の価値観と実習生の価値観のくいちがいによっ

て、とても良い実習になる要素と、学生のトラウマになってしまうような実習の要素を兼ね備

えている。実習が学生全員にとって、ＰＳＷが魅力ある職業であると感じることができるよう

な、同時に、実習生が感受性を膨らませ、多くのことを吸収できるように、実習担当教員は動

かなければいけないことが求められているといえよう。

　カテゴリーの中に「実習指導者の価値観と実習生の価値観のくいちがい」というカテゴリー

が抽出された。実習では、実習指導者と実習生の関係は、「教える→学ぶ」という関係になる。

実習指導を行う際は、指導者は、ついつい「正しい」、「間違っている」、「良い」、「悪い」、「･･･

しなさい」、「･･･しないでください」、「・・・は、こういうものだ」というように一方通行的

な教育方法になりやすい。知識や技術の習得に関しては、それでも良いのかもしれない。しか

し、価値・関心・倫理・態度などの教育については、そこには実習指導者の価値観が一番あら

われやすいところであり、一方通行の教育では学生は納得しないであろう。価値などの教育に

関しては、指導者自身の自分の価値・関心・倫理・態度などを取り上げ、実習生がこれまでの

価値・関心・倫理・態度などを振り返ることができて、それらを実習担当者とのやりとりのな

かで、ＰＳＷにふさわしいような相互関係的な教育が必要であろう。価値・関心・倫理・態度

などに関する実習の手引き（実習のガイドライン）を作成できたらいいのかもしれないが、そ

れは大変難しいであろう。ならば、「人間は色眼鏡をかけて、物事や社会をみており、その色

眼鏡は個人の生活体験から来ているものである。その色眼鏡が、価値観というものであり、一

方的に押し付けることを注意しなければならない」という価値・関心・倫理・態度などを実習

の事前指導に取り入れておくことが大切なのではないだろうか。

　実習指導者の価値観と実習生の価値観のくいちがいを生じたときには、その内容を実習担当

者と実習生の共有体験として、自己覚知につなげていけるようなかかわりが、実習担当者に求

められるのではないだろうか。実習指導者と教員にも実習生から「教わる⇔学ぶ」という循環

的で相互作用性を持った関わりが大切である。

　実習指導者は実習指導の中で、日常生活での価値観や専門的援助場面での価値観について十

分話し合い、実習生が自己洞察する過程で価値観を変化させていけるようなかかわりが大切で

ある。同時に実習指導者も自らの価値観を絶対的なものとせず、改めて自ら省みることが大切

である。そして、実習生が持つ、その世代の一般的な考え方や価値観を、自らの世界観・価値

観の多様性を広げるものの１つとして認めていく姿勢が、専門職として重要である。

　実習生は精神障害者について、「何をするかわからない」、「怖い」というような、かなり漠

然とした障害者観を持ち実習に臨む。実習においては、精神障害者の実像やその人が持つ様々

な可能性を理解させる指導が大切になる。
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　現場経験が長くなると、どうしても精神障害者の可能性について悲観的になる傾向があり、

これがそのまま障害者観にも影響を与える。実習指導者も実践を重ねる中で形成されてきた自

分の障害者観について改めて考えてみることが大切である。自分でも気づかないうちに悲観的

な見方が強まっていたり、障害者の可能性に気づかなかったり、目をつぶってしまったりして

いることがあるかもしれない。それを実習生に指摘されることがある。

　一般人として実習生が持っている、肯定的・否定的両方の素直な障害者観を謙虚に受けとめ、

自らの障害者観を顧みながら専門職にふさわしい障害者観を改めて形成していく機会は必要で

ある。

　実習生は実習のなかで様々な価値観に出会う。学歴や地位に価値をおく人、お金に価値をお

く人、人間らしい生活に価値をおく人、家庭生活に価値をおく人、社会のために貢献すること

に価値をおく人など、色々な価値観がある。実習生は自分が何に価値をおき、精神障害者をど

うみているか、そして、実習を通して、自己の価値観や障害者観がどう変化したか、今後、そ

の価値観が仕事にどう影響するか、また、自分と異なる価値観をもったクライエントに適切な

援助ができるかどうかなど、自己を内省することが大切である。

　実習指導者は、実習生の評価をする際に、自分自身の一方的な価値観によって実習生を評価

することを避けなければならない。今後、実習担当者の価値観というバイアスを避けることが

できるような評価スケールを開発できないものだろうかと考える。
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