
長期学外実習を通して学ぶ人間関係: 
ふり返りを支える教員の場づくり

土屋耕治 (南山大学人文学部心理人間学科) 
@大学教育改革フォーラムin東海2015

2015/3/7 13:00~ / セッション1 「長期学外実
習での学生の学びを支える教職員の関わり」

(ES総合館A)



•「本セッションでは、長期学外実習での
学生の学びを教員および関係者がどのよ
うに支援していくかという課題につい
て、２つのユニークな取り組みからその
可能性を探ることを目的とする。」

•南山大学の事例を報告
•主に，教員の動きに焦点を当てて
•まとめとして「場づくりのTips」
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本発表のねらい
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• 6. ジャーナルについて

• 7. 実際のスケジュールと
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• 8. プロセス・レコードに
ついて

• 9. 春学期・最終報告会，
最終レポートについて

• 10. FWでの学びについて
• 11. 場づくりのTips
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0. 自己紹介

• 土屋耕治
• 南山大学人文学部心理人間学科　講師
• 専門: 社会心理学，体験学習，組織開発
• ベースは心理学。
• 授業では，ラボラトリー方式の体験学習 (実習により
自分，他者との関わりについて学ぶ) を多く担当。

• 教職科目も担当。
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人間の尊厳のために



•人文学部
•心理人間学科
•Department of Psychology and Human 
Relations

•一学年約110名
•教員23名

学科説明



• 目標: 現在そしてこれからの社会で求められる、人を理解し、人と関
わり、人を支援する態度と専門的な知識・技能を備えた人間を育成
すること

• 以下のような力を身につけた者に学位を授与します
• 心理学、教育学、人間関係論などを用いて、多様な観点から自分自
身や他者、人間関係、社会を理解する力

• 他者と協働しようとする態度とそれを実践する力
• すぐれたコミュニケーション能力やリーダーシップ
• 実践から学ぼうとする態度と実践から学ぶ力
• 人間関係や社会における多様な課題を発見し、分析し、創造的に解
決する力

学位授与の方針: ディプロマ・ポリシー



•理論学習と体験学習を統合した独自のカリキュラム
•理論学習
•心理学、臨床心理学、教育学、社会学など
•→「人間とは」について，人間の心や行動、心身の発達を
客観的に理解する

•体験学習
•人間関係プロセス論、人間関係フィールドワークなど
•→体験を通して自らの価値観や社会的スキルなどを獲得し
自己成長を図る

•→頭で理解した知識を実体験によってさらに深め，実社会
に対応できる力を養う

カリキュラムの特徴



1. 授業の概要
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• 学びの体系
• 人間関係論を中心に
• 心理学を中心に
• 教育学を中心に
• 主に2年次を対象とし
た　学科選択科目



1. 授業の概要

• 【科目名】
• 「人間関係フィールドワークI」(春学期，4単位)
• 「人間関係フィールドワークII」(秋学期，4単位) 
• ※通年履修を原則とする。
• 【副題】学外活動を通しての人間関係実習
• 【授業概要】
• 春学期は，福祉関係施設において半年間にわたる「人
間関係実習」を行う。秋学期も、春学期と同じ福祉関
係施設に通い、体験学習を通して「生きること」や
「人間」とは何かといった問題について考察する。

• 火曜4限+水曜1~4限 10



• 【対象】: 心理人間学科の2年次を主な対象とした科
目。他学年，他学科生も受講可能。

• 【定員】: 52名。
• 【担当教員】: 5名。内，2名がコーディネーター。ス
タッフミーティングの設定，フィールド先とのやりと
りなど。

• 【実習費】: 保険，報告書など2,000円。交通費は各自
別途負担。
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1. 授業の概要



2. 授業の流れ
• ①水曜日のフィールド先での体験
• ②ジャーナルの記入
• ③学内教員によるジャーナルへのコメント
• ④火曜日の学内授業
• ⑤フィールド先の担当スタッフからの指導（ジャーナルへのコメントも含む。ただし，コメントは任意。）

• 　という，ステップを踏んでの学習サポート・システム

図1　人間関係フィールドワークでの学び方 12

①　　　　 ②　　　　
③　　　　

④　　　　 ⑤　　　　



3. シラバスより

• ※学生は，先輩からの口コミ，シラバスならびに，3月半ばに行
われる学科の履修ガイダンスによるアナウンス，で情報を得る。

• 【到達目標】
• 人間関係の現場で様々な人々と関わった経験をジャーナルに記述
することを通して，自分が体験した出来事，自分の言動や気持ち
や他者の言動をふりかえることができる。

• 自分なりの目標をたて，現場で新しい言動を試み，他者とのかか
わりにおいて自分を役立てることができる。

• 体験学習の循環過程EIAHE’（体験・指摘・分析・仮説化）のサイ
クルを用い，体験から学ぶことができる。詳細は5で。
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3. シラバスより

• 【実習先】
• 岡崎特別支援学校、名古屋特別支援学校、一宮特別支援学校、小
牧特別支援学校、港特別支援学校、安城特別支援学校、半田特別
支援学校、佐織特別支援学校、春日台特別支援学校、豊田養護学
校、名古屋市子ども適応相談センター、AJU 自立の家、むつみ福
祉会、さわらび園、なごやかハウス福原、愛知たいようの杜、愛
泉館、国際子ども学校

• ※知的障がいの特別支援学校，肢体不自由の特別支援学校，高齢
者施設，障がいの疑いがある児童のための施設，不登校児のため
の施設，外国からの児童のための施設など

• ※1976年，小グループの調査実習で，1つのグループが養護学校
で実習→同校に働きかけ，同校を通して愛知県，名古屋市の教育
委員会に相談→組織的な実習へ
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4. 授業内で提示するねらい

• フィールドワーク先や学内授業で出会う人々とのかかわりを通し
て

• 自分を知り，自分の可能性をひらく。
• 他者を受けとめ，共に生きる可能性をひらく。
• 自分を活かし，かかわりの場を培う。
• 人間，人間の尊厳，愛，生きる，かかわる，援助，など人間関係
の本質について体験を通して考える。

• 1年間を通してプロセスから学ぶ学び方を身につける。
• ※教員がスタッフミーティングで設定。毎年少しずつ異なる。
• ※学内授業も含めて，学習の場と見なす。
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5. 学習理論

• ラボラトリー方式の体験学習に基づく。体験からどう学ぶのか，
については，1年次の必修の授業で履修済み。

•  (1)「コンテントとプロセス」という考え方。
•  (2) Kolbの体験学習のモデルを援用した「体験学習のサイクル 
(EIAHE‘ (イアハ) のサイクル」: 体験 (Experience)→指摘 
(Identify) → 分析 (Analysis) → 仮説化 (Hypothesize) → 体
験’ (Experience’)) を想定する。

• 様々にわき起こる事柄や感情をどのようにふり返り、次の機会へ
活かしていくのかという考え方。

• 「内省的実践家」を目指す: 関係の中での自分，コミュニケーショ
ン，価値観などをふり返りながら。
• Use of Self「ユース・オブ・セルフ」: 自分をどう使うか
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 (1) 「コンテントとプロセス」: 
人と人との間に起こっていることを見る視点

行動

思考

感情

自己紹介を
した

どのように
話しているか
どのように
きいているか

コンテント・内容:
話題・仕事:  What

プロセス・関係的経過: 
かかわりの中で起こっ
ていること: How

今ここで起こっていることに気づく



体験’
Experience’

 (2) 体験学習のサイクル

指摘
Identify

分析
Analyze

仮説化
Hypothesize

何が起こって
いたのか

なぜ起こったか

次に
どうするか

やってみる

体験
Experience



6. ジャーナルについて

• 〈学生への配布物より抜粋〉
• 自分が体験したことを詳細に記述する
ことで，自分の関わり方や考え方，感
情に気づくための1つの方法です。

• 具体的な状況における自分のあり方を
見つめることで，自分がどのように場
と関わっているのかを，ある距離を
もって見つめることができます。

FW先
　月　日 (天気　　　) 学生番号　　　　　氏名

日程
 (時間) 

②

③ ④

人間関係フィールドワーク　ジャーナル　No. 1

その時体験したこと
 (主な出来事，自分の言動
や気持ち，他者の動きなど)

今ふりかえってみ
て感じること，気
づくこと

一日をふりかえって /
私の学びは

次回にむけて / 私の課題は

①
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6. ジャーナルについて

• 〈ジャーナルを書くのは〉
• 自分の関わりの現状をより緻密に把握
するために。

• 自分自身や他者，及び他者との関わり
や場を，より成熟したまなざしをもっ
て見つめるために。

• 自分自身の内的ダイナミズム (感情や起
伏や思考パターン) を理解することで，
新しい対応，行動，関わりの仕方を開
拓するために。

• 関わりの試みの実行を促し，関わりの
変化，深化の実際を継続的に追うため
に。

FW先
　月　日 (天気　　　) 学生番号　　　　　氏名

日程
 (時間) 

②

③ ④

人間関係フィールドワーク　ジャーナル　No. 1

その時体験したこと
 (主な出来事，自分の言動
や気持ち，他者の動きなど)

今ふりかえってみ
て感じること，気
づくこと

一日をふりかえって /
私の学びは

次回にむけて / 私の課題は

①
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6. ジャーナルについて
• 〈ジャーナルを書く際の留意点〉
• 体験 (外的事実を) 記す。場の状況，出
来事，自分や他の人々の言動などを，
できるかぎり事実に沿って具体的に記
述する。

• その体験に対する自分の反応 (内的事
実) を記す。考えたこと，感じたこと，
したかったこと，などをできるかぎり
率直に記述する。

• それらを分析して，気づいたこと学ん
だことを記述する。

• 守秘義務，秘密保持について留意す
る。記述には「Aさん」などと個人が
特定されないようにすることに加え，
扱いには注意すること。

FW先
　月　日 (天気　　　) 学生番号　　　　　氏名

日程
 (時間) 

②

③ ④

人間関係フィールドワーク　ジャーナル　No. 1

その時体験したこと
 (主な出来事，自分の言動
や気持ち，他者の動きなど)

今ふりかえってみ
て感じること，気
づくこと

一日をふりかえって /
私の学びは

次回にむけて / 私の課題は

①
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6. ジャーナルについて

FW先
　月　日 (天気　　　) 学生番号　　　　　氏名

日程
 (時間) 

②

③ ④

人間関係フィールドワーク　ジャーナル　No. 1

その時体験したこと
 (主な出来事，自分の言動
や気持ち，他者の動きなど)

今ふりかえってみ
て感じること，気
づくこと

一日をふりかえって /
私の学びは

次回にむけて / 私の課題は

①

①の欄：ＦＷ先での体験や自
分の反応，その時考えたこと
やその時の気持ちを記す。
・忘れてしまわないうちに，
少し冷静になって。
・自分にとって大切だと感じ
られたこと，印象的だったこ
と，難しく思ったこと，もう
少し考えてみたいことなどを
中心に。

②の欄：記入しながら，ふりかえって感
じたことや気づいたこと，考えたことな
どを記す。
・その時の自分や他者の様子や，自分の
関わり方について様々な角度から見直す
ことで，体験学習のサイクル（指摘→分
析→仮説化）を深化させる。
・その時の自分や相手の気持ちや思いは
どのようなものだったのか？その時の関
わりを「今」どのように捉えるのか？自
分がある行動をとった（あるいはとらな
かった）のはなぜか？次に同じような状
況になったらどうしたいのか？他にはど
のような関わり方があるだろうか？など
を考えてみる。

③の欄：気づきや学びの
エッセンスを記す。 ④の欄：次回のフィールドワークでのね

らいや行動目標を記す。（できるだけ具
体的に！）
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6. ジャーナルについて
• ジャーナルの提出をもって，出席とみなすことで高い提出率。
• ※フィールド先との葛藤があって，書けないときには，学生と大
学教員の間でのみのものを書いてもらうこともあるが，これは
稀。口頭で聞く場合 (火曜日の授業で) も多い。

• コメントは，評価的ではなく，内省を促すように，かつ，元気づ
けるようなコメントを心がける。

• 例，「xができてよかった。」→xxができることがAさん (学生) 
にとって大事にしたいことだったのですね。

• 「yができなかった。」→次に同じ状況の時には，どの部分が変
更できるでしょうか。

• ※毎週，2-8枚×10名。コメントに2-3時間。
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6. ジャーナルについて

• 子どもが自分 (学生) をダンスに誘えずにいたときに，先生が
子どもに対して「最後だから記念に踊っとけ!」と背中を押し
た，という場面

• 「(略) 背中をおされたので，子どもと踊ることもできた!」
• →「そっと，背中を押すということの教育としての大切さを思
いました。」

• ※Kちゃんとのやりとりがこれまで何度も出てきていた。ここ
では，Kちゃんが学生を一瞥してすぐに自分の仕事に戻ったと
いう場面。

• 「Kちゃん，僕の顔に飽きたのか。」
• →「すこしさみしかったですか？」
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7. 実際のスケジュールと教員の動きについて
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7. 実際のスケジュールと教員の動きについて
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7. 実際のスケジュールと教員の動きについて
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日程 テーマ・概要 内容・授業の進め方 教員の動き

全体会 ・授業登録者全員がD51教室 (120名定員の絨毯教室)
に集合

・前年度，3月にFW先との交渉を開始。年間スケ
ジュールをお送りし，受け入れ可能人数を確定してお
く。

「授業のねらい」 ・人間関係フィールドワーク（以下、FWとする）の
ねらい、日程、FW先紹介、FWに関する情報の説明

・ねらいなどをスタッフミーティング (スタミ) にて策
定しておく。この後，必要に応じてスタミを開く。

「FW先概要紹介」 ・学び方，年間スケジュールの紹介 ・プリントの作成と準備
「FW先の希望に関する予備調査」 ・複数の候補を持つことを勧める
「過去のFW受講生の体験談を聞
く」 ・FW体験者の体験談を聞く (3~5名) ・昨年の受講者へ声掛けし，1年間の見通しや変化に

ついて紹介をしてもらう。

「FW先の紹介とQ & A」 ・学内担当教員によるFW先の紹介と質疑応答 ・質疑により，疑問や過度の不安の払拭へ努めると同
時に，続けていくという覚悟を持ってもらう。

・現時点でのFW先希望の人数確認

「相談コーナー」 ・各FW先からFW体験者による相談コーナーを設けて
の相談会

・18のフィールド先から先輩に来てもらう。この時間
終了時まで履修中止可能。

「FW先選択・決定」
・FW先の選択と調整（D51教室の中にFW先の場所
を作り、その場所に移動→他に移動できる学生は動い
てもらい、調整）

・話し合いによるFW先決定をサポートする。学生が
決定次第，FW先にFaxと郵送にて連絡をする。

4月16日 (火) 4限 全体会「支援について考える」 ・愛知県教育委員会特別支援教育課の先生から、特別
支援教育に関する講演を聞く ※3~4月に教育委員会へ講演の依頼にうかがう。

実習「私の旗」
・実習「私の旗」：①呼ばれたい名前、②今の気持
ち、③私のふるさと、などを画用紙に描き、担当者ご
とにグループでわかちあう。

・学内グループの場づくり。グループ実習の設定と
ファシリテーション。

実習「ボランティア」
・コンセンサス実習「ボランティア」：担当者グルー
プで実施、ふりかえり用紙記入をして、その後わかち
あい

・実習に関する準備: 課題，ふり返り用紙の準備，タ
イムキーパー，ファシリテーターとして。

「事前訪問について」 ・あいさつに関する説明 ・昨年度の報告書 (3月に，授業概要，資料，学生の最
終レポートをまとめたもの) を持っていってもらう。

4月9日 (火) 4限

4月10日 (水) 1-3限

4月17日 (水) 1-3限

春学期 1/3



7. 実際のスケジュールと教員の動きについて
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日程 テーマ・概要 内容・授業の進め方 教員の動き
4月23日 (火) 4限 全体会「ジャーナルの書き方」 ・FWジャーナルの意味と書き方の説明 ・「ジャーナル」に関する説明と準備。

「フィールド先の下見」 ・フィールド先グループでフィールド先に出かけ、行
き方の確認をする（昨年度の最終報告書を持参）

・訪問に関して教員からFW先の担当者に連絡をい
れ，下見の時間をお伺いし，オリエンテーションをし
ていただく。

ジャーナル記入 ・その時の体験をジャーナルに記入し、提出

・ジャーナルへのコメントが開始する。学生はA4の記
録用紙に，2~8枚程度記入を行う。教員は，評価的で
なく，リフレクションが促されるようなコメントを返
す。詳細は，ジャーナルについて参照。

4月30日 (火) 4限 全体会「初めの一歩」 ・「初めの一歩」に記入を行い、グループ毎にわかち
あいを行う

・半期を振りかえるA3の用紙を，始まる前の動機やね
らいなどを記入してもらうように準備。

・FWに出かけるにあたって、服装、持ち物、交通機
関等についての注意事項の確認

・最近は，FWの開始は5月の連休明けとしている。こ
れは，学級がまだ不安定な4月は避けて欲しいという
要望から。

・4/24（水）のジャーナルを返却
・FW初日に向けての確認

・ここからは全員が1つの教室で過ごすが，学生10名
+教員1名を1つの単位として活動を行う。
・体験について車座になり話す，小グループでジャー
ナルを見ながら話す，など。
※特別支援学校の校長会へ学科長とともに，ご挨拶に
伺う。概要と学生のレポートを持参し，説明。

5月14日，21日，28日，
6月4日 (火) 4限 各担当教員グループでの授業 ・FW体験のわかちあいと意味づけ

4月24日 (水)
※一部5月1日に実施

5月7日 (火) 4限 「フィールドワークに出かけるに
あたって」

※2014年度は，フィールド先毎に，テーマを決定し，調べて発表をするという回を追加した。
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7. 実際のスケジュールと教員の動きについて
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日程 テーマ・概要 内容・授業の進め方 教員の動き

6月11日 (火) 4限 全体会「ていねいにかかわる」 ・センサリーアウェアネスの実習
・学生の様子を見て，全体で行うプログラムを策定す
る。この時は，ノンバーバルな情報へも目を向けても
らうため，そうしたワークを実施。

6月18日 (火) 4限 各担当教員グループでの授業 ・FW体験のわかちあいと意味づけ
※各フィールド先の担当者と学内教員が連絡を取り，
それぞれのフィールド先へ見廻りに行き，様子を見る
とともに，学生への要望，授業への要望などを伺う。

全体会 ・「春学期報告会」の概要の提示 ・春学期の最後に，FW先毎に発表を行う。詳細は，
報告会について。

「春学期報告会について」提示 ・担当教員グループが異なるメンバー（４名グルー
プ）で、FW体験を語る実習を実施

・教員グループを横断したワーク。自分の体験を言葉
にして伝える練習。

「私のフィールドワークを語る」 ・春学期レポートの提示
・学期の学びとともに，学内グループで起こっていた
ことについてもふり返る。また，教員の関わりに関す
るフィードバックも。

7月2日，9日，16日
(火) 4限 各担当教員グループでの授業 （基本的に春学期報告会の準備） ・発表のリハーサルとフィードバックなど。

・FWでの体験と学びについて報告（1グループの発表
時間：施設の概要2分＋個人発表3分×人数＋質疑応答
3分）

・用紙を配布し，他の発表へのフィードバックを交換
させる。

・報告会終了後に、ふりかえり用紙を記入。シェア。 ・印象に残った発表，準備に関して，秋へ向けてなど
を記入し，グループでシェア。

・夏休みの自由課題の提示 ・FWの学びを別の角度から位置づけるように提示。
教員は，関連する書籍やイベントを紹介。

6月25日 (火) 4限

7月17日 (水) 1-4限 全体会「春学期報告会」
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日程 テーマ・概要 内容・授業の進め方 教員の動き
・秋学期のスケジュールを提示
・その後、担当教員グループごとに集まり、夏休みの
体験や課題、秋学期に試みたいことをわかちあう

9月24日，10月1日
 (火) 4限 各担当教員グループでの授業 ・FW体験のわかちあいと意味づけ ・ねらいの再設定，秋学期の学内グループの進め方に

ついて話題にする。

全体会 ・もう一つのジャーナル記述形式「プロセスレコー
ド」について説明

「プロセスレコードによるジャー
ナルの記入方法」提示

・その後の数回のフィールドワークの体験を、プロセ
スレコード形式のジャーナルを用いて記入してみる

10月15日 (火) 4限 各担当教員グループでの授業 ・FW体験のわかちあいと意味づけ ※適宜，教員でスタッフミーティングの実施。
全体会 ・施設のスタッフの方のお話を聴く
「FW講演会 (1)」 ・感想記入

10月29日，11月12日
(火) 4限 各担当教員グループでの授業 ・FW体験のわかちあいと意味づけ

全体会 ・障がい者の保護者の方のお話を聴く
「FW講演会 (2)」 ・感想記入

11月26日 (火) 4限 各担当教員グループでの授業 ・FW体験のわかちあいと意味づけ
全体会 ・「最終報告会」の概要の提示
「最終報告会について」提示 ・最終報告会へ向けての心構え
「FWⅡまとめ」に向けて ・その後、各グループでわかちあい。

10月22日 (火) 4限 ・講演の交渉と，ご講演後，学生の感想のコピーを送
付。

11月19日 (火) 4限 ・学校を通じたり，知り合いを通じてご講演の交渉。
ご講演後，学生の感想のコピーを送付。

12月3日 (火) 4限
・最終報告会で大切にしたいこと，チャレンジしたい
ことなどを，書き出す用紙を配布し，グループでシェ
ア。

9月17日 (火) 4限 全体会「秋学期オリエンテーショ
ン」

・春学期のレポート，夏期休業の自由課題を題材に，
学生の様子をうかがう。

10月8日 (火) 4限 ・プロセスレコードについては，別途参照。1つの場
面を取り上げて，より詳細に検討する方法を紹介。

7. 実際のスケジュールと教員の動きについて

30
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7. 実際のスケジュールと教員の動きについて
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日程 テーマ・概要 内容・授業の進め方 教員の動き
・発表レジュメのチェックポイント
・その後、各グループで活動

・プレゼンテーションを充実させるための留意点説明 ・プレゼンテーションを充実させるために，として意
見を模造紙に書き出し，グループ横断的にシェア

・「最終レポート課題」の提示 ・最終レポートは，報告書としてFW先に配布される
こと留意点としてあげる。

1月7日 (火) 4限 最終報告会リハーサル ・担当教員グループごとに、プレゼンテーションのリ
ハーサル ・発表のリハーサルとフィードバックなど。

・FWでの体験と学びについて報告（1グループの発表
時間：施設の概要1分＋個人発表4分×人数＋質疑応答
とコメント5分）

・用紙を配布し，他の発表へのフィードバックを交換
させる。

・FW先のスタッフをお招きして最終報告会を実施
・参加についてお伺いする。発表後にそのフィールド
のスタッフがいらっしゃっていればコメントをいただ
く。

・報告会終了後に、ふりかえり用紙を記入 ・お菓子をお渡しする。

・最終報告会のふりかえりをグループ毎に実施 ・1年を通して，体験をふり返り，シェアする。

・「介護等体験」実習の認定について

・介護等体験」として認められることが教育委員会と
の話し合いで決定しているため，その手続きについて
説明する。教職志望者は，5-8名程度。FWの受講を
きっかけとして，教員を目指す場合もある。

・FWを終えるにあたって一言 ・クラス全体としてのまとめもする。
※最終報告書の作成と，来年度の交渉。

1月14日 (火) 4限 最終報告会のふりかえり・全体の
まとめ

12月10日 (火) 4限 最終報告会の準備 (1) ・レジュメ作成に関する注意点などを配布。

12月17日 (火) 4限 最終報告会の準備 (2)

1月8日 (水)1-4限 全体会「最終報告会」
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8. プロセス・レコードについて

•  秋学期に実施
• 1つの場面を取り上げ
て，より詳細に検討す
る方法を紹介。

• 数回は，実施してみる
ように指示。

場面
時間・状況

※その時
フィールド先の
人々の言動・反応

私が感じた・気づ
いた・思ったこと

私の言動・反
応

※いま考えると
私の考察

今後同じような状況があったときの言動 (代案) は
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9. 春学期・最終報告会，最終レポートについて

• 春学期報告会: 各自400-600字でレジュメ
を作成。FW先毎に約10分程度の発表。

• 最終報告会: レジュメを作成，発表。FW先
の方にもできれば来ていただく。

• 最終レポートは，「フィールドワークにお
ける，この１年での，学び・変化・成長
や，これから活かしていきたいこと」を
テーマとしてA4版2枚にまとめて提出。こ
のレポートが最終報告書に掲載される。
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10. FWでの学びについて

• 学生は，どのようなことをFWでの学びとして得ているのか
• 2008~2010年の最終報告書の128名のレポートから何を学んだ
のかを汲み取り，ラベルにし，KJ法にて整理した。

• 6つのカテゴリーを抽出
• ※戸本真由 (2012). 南山大学人文学部心理人間学科研究プロジェ
クト論文「フィールドワーク体験からの学びを整理する」未公刊

• ※歴史なども含めて詳細は「グラバア俊子・土屋耕治・戸本真由 
(2013). 人間関係領域におけるフィールドワークの教育プログラ
ムとしての可能性　-南山大学『人間関係フィールドワーク』を
例として (その1) -　南山大学紀要『アカデミア』人文・自然科
学編, 5, 1-21.」HPよりDL可。
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10. FWでの学びについて

• a. ふり返りによって今後の自分の展望，生き方を見つけることが
出来た。

• b. 人間関係の輪が広がり，「喜び」を感じることが出来た。
• c. 自分らしさを出すことが大切であることに気づいた。
• d. 新たな気づき，知識を得ることが出来た。
• e. 人間関係に築き方を改めて学んだ。
• f. 相手を見守ること，尊重することが大切であることに気づい
た。
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10. FWでの学びについて
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11. 場づくりのTips
• 学生が各自で学べるようなジャーナルの存在とそこへのコメン
ト。ジャーナルを通した，学生，フィールド先スタッフ，教員の
コミュニケーション。 

• 学内グループが，不安や迷いなどもシェアできる場所として機能
することで，安心・安全を確保。

• 場へのエントリーということも含めて，学習の場と捉える発想。
そのフィールドには，学内グループ，教員，FW先の方々，FW先
のスタッフと多層的なものが含まれる。

• 学内教員による定期的なスタッフミーティングの実施。危機対
応，全体会の対応，グループ状況のシェア。

• 半期毎のレジュメ作成，発表会，レポート作成，最終報告書の作
成など，体験をふり返って言語化する機会を多く設定。

• 各ステークホルダーへの説明と調整。
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