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　介護福祉でも保育でも事前のガイダンスに力を注いだのが大変良かった。高校生に無理なく協力・理解
させることができたと思われる。一言で言えば、高齢者や幼い子どもたちとの接遇マナーであるが、言葉遣
い、笑顔、身だしなみ、接する姿勢・態度などの他、挨拶や言葉掛けについても具体的に示すことが大切
と考える。
　当初の目的であった「介護福祉の職業への理解と関心を深めること」は、参加した四校の高校生のアン
ケート調査から十分達成できたといえる。更に、実際に施設に行って高齢者や障害者と交流した高校生に
は、とても貴重な体験ができたと好評であった。担当者の言によれば、その中から、将来、介護の仕事に就
きたいと思える生徒が増えてくれるという手応えがあったという。

理 事 長 竹 澤 勝 志

平成１９年度「専修学校・高等学校連携等職業教育推進プラン」成果報告書

　介護福祉士養成施設である本校の機能を活かし、講義や簡単な介護実習、およびバリアフリー住宅や職
場（介護施設）見学などを織り交ぜた、実践的な職業体験講座を実施し、高校生の介護福祉関係の職業
への理解と関心を深めるとともに、この職業に就くために必要な知識・技術・技能の学習意欲と職業意識を
高めることをねらいとした。

【実施内容】
　高校生を対象に、介護福祉の職業への理解と関心を深めることを目的に実施した。講座の内容は、学校
内での講義および簡単な介護実習、また、介護施設（特別養護老人ホーム、グループホーム等）やバリア
フリー住宅の見学などを通して、実際に介護の現場で必要とされる実践的な知識・技術を体験できるもの
である。さらに、保育園にて０歳から５歳までの保育体験や障害者支援施設にて見学と作業の手伝いをす
る講座を加えた。

　２．事業の評価に関する項目

 少子高齢化といわれる現代において、高齢者のニーズに量的にも質的にも適切に対応していくことが強く
求められ、現場の人材不足は深刻化してきている。また、日常の中で幼い子どもたちや障害児と関わる経
験も少ないと考えられる。今年度の体験講座に参加した高校生を見ていて、職業教育という枠を超えて意
義深いものであったと思う。

学校法人アリス国際学園

専門学校アリス国際学園

高校生を対象とした介護福祉実践体験講座事 業 名

法 人 名

学 校 名
（ （ ２ ） の み ）

　１．事業の概要

　　①目的・重点事項の達成状況

　　②事業により得られた成果



（テーマ、期間、受講者の属性・受講者数、場所、受講者の反応）

　　①職業体験講座、講演会の実施

　３．事業の実施に関する項目

　体験講座の中から、２つ以上を組み合わせて、見学・説明に加えて実体験ができるようにアドバイスして
いくことが大切である。
　半日程度の講座であれば、普通科の高校生でも有意義に参加できるので、もっとＰＲをして広めていきた
い。

〇事前の計画と準備に十分時間を掛けたい。
〇各高校への周知徹底を図る。
〇ボランティア、体験講座の事前マニュアルを作成したい。

　  ④次年度以降における課題・展開

　　③今後の活用

 高校名 

体験講座名 
体験 

時間 Ｔ校 Ｈ校 Ｋ校 Ｆ校 
その他 摘要 

① バリアフリー体験 

バリアフリー施設の 

見学と説明・体験 

120 分 
10/18

21 人
  

1/25 

38 人 
  

② 福祉器具体験 

福祉用具の説明と実体験 
120 分 

10/18

21 人
  

1/25 

38 人 
  

③ 介護疑似体験 

高齢者疑似体験器具を使っ

た体験 

50 分     
10/21 

5 人 
学園祭 

④ 介護入門 

車椅子体験 

自助具体験 

介護食の調理 

 

100 分 

 

120 分 

10/17

21 人
     

⑤ 介護施設体験ツアー 

老人施設・障害者施設 
150 分 

10/16

21 人
 

1/15 

20 人 
   

⑥ 保育園体験 

保育園にて保育体験 
120 分 

10/18

21 人

11/15 

10 人 
    

⑦ 障害者支援施設体験 

軽作業の手伝い 
120 分 

10/16

10/17

21 人

11/15 

9 人 

1/15 

20 人 
   



（高校生のアンケート調査）

【　津幡高等学校　】 ２００７/１０/１６実施

保育 介護

１、印象に残ったもの １、印象に残ったもの

①エイブルラベンダビィ 6 地域支援センタークオレ

②カード作り 4 ①はこおり 8

③絵本読み聞かせ 0 ②爪楊枝作り 5

④ゲーム 2 ③お世話（ふれあい） 1

⑤学校見学 0 ④その他 1

⑥その他 0 ・高齢者用の運動器具での運動

２、印象に残った理由 デイサービスセンター愛寿苑

・①お店の中に入った時にどこかのスタジオみたいだと ①利用者とのお話 11

　思った、ホワイトルームも落ち着いていて良いと思った。 ②誕生会（カラオケ） 3

・①色々なお話を聞かせて頂き、ためになりました。 ③その他 0

・①日本に３つしかない施設の１つがこんな近くに

　あってすごいと思った。 ２、印象に残った理由

・①ホワイトルームがびっくりするくらい気持ちが クオレ

　落ちついた。 ・①１円の価値を改めて知ることができた。

・①障害者の方が、いきいき働いているのを見て、 ・①楽しかったから。

　すごく良い施設だと思った。 ・①②健常者と障害者とが助け合い生きているな。

・②絵を書いたのが楽しかった。 　と思いました。

・②大変だったが楽しかった。 ・②大変だったが、楽しく作業できた。

・④自分で絵を書いてトランプをしたのが楽しかったです。 ・②私たちには簡単な作業でも、障害者の方々には

　集中力が大変かかると知った。

３、体験を終え、感じたこと ・③利用者が楽しそうにしていたから。

・１日楽しかったです。 ・④なかなか体験できないことで、

・いろんなゲームをしたり、学校の中を見学できた 　特に周りにそのような施設が無いため

　ことがよかった。

・エイブルラベンダBeのホワイトルームには癒された。 愛寿苑

　（光ったり、泡が出てくるのがきれいだった。） ・①なかなか体験できないことなので。

・知識を学ぶだけの場所だと思っていたが、実際 ・①楽しかった。（会話ができたことｅｔｃ）

　に体験して学ぶ良い学校だと思った。 ・①お年寄りと会話を長く続けることが大変だった。

・保育学科でやったゲームが楽しかった。 ・①利用者が楽しそうで印象に残った。

・アリス国際学園に来たのは2回目だが、1回目より ・②とても楽しかった。

　楽しかった。 ・②利用者が元気でおもしろかった。

・障害を持った人の仕事ができるような会社

　が増えるといいと思いました。 ３、体験を終え、感じたこと

・手作りエプロンがすごいと思った。 ・１日慣れないことをして疲れてが、すごく楽しかった。

・本を読むのは恥ずかしいし、絵を描くのは苦手なので ・なかなか体験できないことばかりで、将来

　保育士は無理だと思った。でも楽しかった。 　ためになる１日だった。

・学校が広く迷いそうになった。 ・先生方が優しかった。

・アリス国際学園では、色々なことが学べていいなぁ ・1日目でたくさんのことを学び、とても充実した

　と思いました。 　1日でした。２・３日目が楽しみです。

・お会いした先生がみな親切で、優しく教えてくれて ・お昼がとてもおいしかった。

　嬉しかった。あと2日間も楽しみです。 ・障害者の方はとても元気で素直だと感じました。

・逆に元気をもらった気がします。

・高齢者の方々もとても明るく元気で、楽しかったです。

・ダンスや歌を歌っている時が、とくに楽しそうで、

　高齢者の方々からも元気を頂いた気がします。

・高齢者の方ともう少しお話をしてみたかった。

・大変だと思うこともたくさんあったが、

　たくさんのことを学べ、良かったと思います。

・老人と何について話をすればよいのか

　わからなかったが、老人から話かけてきてくれた

　ことが嬉しかった。

・とても疲れました。

・お年寄りと接するのが難しいと思いました。

・障害があるから、高齢者だからといって

　何もできないわけじゃないことを今日1日を通して

　知りました。

・私もいつまでも元気でいたいと思いました。

・福祉のことをたくさん学ぶことができ、

　いい勉強になりました。

・障害のある方々がいきいきしていて、

　すごいと思いました。



【　津幡高等学校　】 ２００７/１０/１７実施

保育　・　介護
１、印象に残ったもの
①調理実習 12
②自助具体験 4
③車椅子体験 11
④疑似体験（視聴覚障害） 10
⑤その他 0

２、印象に残った理由
・①難しかったが楽しかった。

・①協力しあいできたことが楽しかった。

・①久しぶりの調理実習で楽しかった。

・①ハンバーグが上手にでき嬉しかった。（ハンバーグのレシピがわかった）

・①普段料理をしなので、周りのみんなの手際の良さに驚いた。

・②利き手の逆で食べると、難しいかった。

・③車椅子の操作は、健常者でも大変だと思った。

・③想像以上に車椅子の乗り心地が良かった。

・③車椅子体験は初めての経験で楽しかった。

・③④貴重な体験ができ、印象に残った。

・③④障害者の方の気持ちがわかった。（怖さ・大変だということ）

・④自助具体験で目隠しをして歩くのが怖かった。（特に階段・エレベータ）

・④私達は普段なにげなく生活しているが、障害者の方は普段の生活も困難だと思った。

・すべてなかなかできない体験なので、楽しかった。

３、体験を終え、感じたこと
・目の不自由な人はすごく大変な生活をしているのだと思った。

・車椅子体験から、足に障害があるのは大変だと思いました。

・車椅子体験がとても楽しかったです。

・調理実習も楽しかったが、車椅子・疑似体験がいい体験になった。

・障害者の大変さがわかり、障害者の方に親切にしたいです。

・一日中楽しく、時間があっというまにすぎた。

・良い学校だと思いました。

・アイマスク体験を通して手をひっぱてくれる人がいるだけで、とても安心でき、大事だと感じた。

・車椅子は思っていたより、簡単だった。

・疑似体験はとてもドキドキして、不安だった。

・体のどこか一部分でも不自由になると、生活がこんなにも大変になることがわかった。

・障害者の方が困っていたら、今日の体験を思い出して、助けたいと思いました。

・見るより、実際に体験したほうが、勉強になるし、障害者の気持ちも理解できた。

・２日目も充実していて、介護福祉のことをたくさん勉強できました。

・最初から最後まで慣れることができなかった。



【　津幡高等学校　】 ２００７/１０/１８実施

保育 介護
１、印象に残ったもの １、印象に残ったこと
①保育園（泉が丘保育園） 7 バリアフリー住宅体験
②おりがみ　こま　 1 ・エレベーターに感激しました。

③放課後児童クラブ 3 ・段差がなく、障害者には良いと思いました。

④その他 0 ・バリアフリーの重要性を改めて知りました。

・これからはこのような住宅が増えるのかなぁと思いました。

２、印象に残った理由 ・車椅子に乗りながら、家中どこでもいけるのが

・①園児がすごく元気でとても疲れたが、印象に残った。 　凄いと思いました。

・①みんなすごくかわいかった。 ・家の中にたくさんの工夫がされていて、

・①やりがいのある仕事だと思った。 　ビックリするようなことがたくさんありました。

・①仲良くなれたと思ったらすぐ、お別れで悲しかった。 ・お年寄りに優しい住宅だと思いました。

・①すごく疲れました。 ・初めての体験で、とても良い経験ができました。

・②楽しかった。

・③遊んで楽しかった。 福祉用具体験

・③小さい子がかわいかった。 ・多くの福祉用具があり、とても便利な物ばかりで

　驚きました。

３、体験を終え、感じたこと ・1000種類以上の福祉用具があることにビックリしました。

・今日は本当に疲れました。 ・福祉用具は便利だが、値段が高く気になりました。

・子供と触れ合うことができよかったです。 ・車椅子でも色々な種類があることを知りました。

　ありがとうございました。 ・ベットの多機能に驚きました。

・保育園も児童クラブもとても楽しかったです。アリス国際 ・バイク（電動車椅子）に乗れてよかった。

　学園も楽しそうだと思いました。

・子供達がとてもかわいく、楽しかった。大変な部分も ３、体験を終え、感じたこと
　ありましたが、良い経験ができました。 ・福祉用具の充実を知り、自分の将来が少し安心しました。

・笑顔が絶えず、また子供達に会いたいです。 ・日頃使っている、器具は不便なものが多く、

・子供はとても素敵だと思いました。 　バリアフリーの重要性を改めて知りました。

・バリアフリーの大切さ、福祉用具が1000点以上あることを

４、３日間の体験から、福祉について興味を持ったか 　知り良い体験になりました。

①とても興味を持った 1 ・福祉用具が利用者の事をしっかり考えられていて

②興味を持った 6 　すごいと思いました。

③あまり興味は持てなかった 0 ・バリアフリー住宅に住んでみたくなった。

④興味は持てなかった 0 ・バリアフリーはすべてのひとが使いやすい構造に

　なっていることがわかった。

・3日間ありがとうございました。

・このような機会でないといけない場所へ行けて

　良い経験でした。

・たくさんの福祉用具にふれて感動しました。

４、３日間の体験から、福祉について興味を持ったか

①とても興味を持った 8
②興味を持った 5
③あまり興味は持てなかった 0
④興味は持てなっかた 0
無回答 1



【　金沢北陵高等学校　】　 ２００７/１１/１５実施

保育 介護
1、体験の中で印象に残ったもの １、障害者施設体験をして、感じたこと
①保育園（泉が丘保育園） 8 ・みんながんばって仕事をしていた。

②放課後児童クラブ 3 ・個性が豊かだと感じた。

③その他 0 ・障害者の方は、心が本当にキレイだと思った。

・障害者のための器具や機械などが多く

２、印象に残った理由 　凄いことがわかった。

① ・器具等を発明する人達の話を聞きたいと思った。

・園児が思っていた以上に自分で ・障害者のみなさんが明るく元気でもこっちまで

　自分のことをしていてすごいと思った。 　笑顔になり元気をもらいました。

・元気だった ・明るく元気な方々が多く、びっくりした。

・素直でかわいかった。 ・仕事もちゃんとして、偉いと思いました。

・仲良くなれたから。 ・障害者の人達はとても素直で、

・園児とふれあい、自分たちが相手に対する 　可愛いと思いました。

　礼儀を改めて学べた。 ・障害を持っていても皆さん前向きだと思いました。

② ・設備が調っているので、良いと思いました。

・一緒に遊んで楽しかった。 ・障害者の方も自分たちと同じ生活をしている

　のだと思いました。

３、体験を終え、感じたこと
・保育士の仕事は大変そうだと感じたが、 ２、介護予防運動体験を通して、感じたこと
　子供たちの面倒を看るのは、とても楽しそう ・おもしろかったです。
　でいいなぁと思った。 ・お年寄りが、あのような運動をしていることに

・小さい子供は本当に素直で可愛かった。 　びっくりしました。

・少し保育士さんになりたいと思った。 ・体験してみて、疲れた。お年寄りが凄いと思った。

・子供のイメージが変わった。 ・６５歳以上の方が運動していることが、

　今回の体験でマイナスからプラスになった。 　最初信じられなかった。

・子供の世話が想像以上に大変だと思いました。 ・介護のためにたくさんの工夫がされていて、

・子供たちと話えをする時は目線を合わせること 　良いと思いました。

　を学んだ。 ・使う人の気持ちに答えていると思った。

・機会があればまた来たいと思いました。

・とても楽しかった。 ３、デイサービスを体験して、感じたこと
・礼儀や笑顔など色々なことを学んだ。 ・元気なおばあちゃんがたくさんいて、楽しかった。

・子供と接することは楽しいことだと思った。 　でもお世話をしている人は大変そうだった。

・大変だけど、笑顔になれる場所だと感じました。 ・お風呂なども見せていただいて、いい見学だった。

・学童に通っていたかったと思いました。 ・９０歳近くなのに、とても元気で驚きました。

・疲れました。でも子供の笑顔は素敵でした。 ・とても楽しく、また行きたいと思いました。

・皆さん、凄く元気でびっくりしました。

４、体験から、福祉について興味を持ったか ・紐まわしが楽しかった。

①とても興味を持った 3 ・お風呂の機能に驚きました（意外と深いと思った）。

②興味を持った 7 ・良い雰囲気だったので嬉しかった（歓迎ムード）

③あまり興味は持てなかった 0 ・お年寄りに逆に元気をもらいました。

④興味は持てなかった 0 ・元気がよく、表情も穏やかで、見習うとこがたくあった。

・大変だと思ったけど、やりがいのある仕事だと

　思いました。

・人の役に立つといいうことは本当に素敵なことで、

　私も将来、人の役に立てるように頑張ります。

・お年寄りとの交流が、意外と楽しかった。

４、体験から、福祉について興味を持ったか

①とても興味を持った 4
②興味を持った 6
③あまり興味はもてなかった 0
④興味はもてなかった 0



　  ②その他

　従来、高校と福祉施設の双方において次のような問題点があった。
高校側は施設で何を体験できるのか、何が危険なのかよくわからない。メリットはある程度予想された。
施設側は学校側のメリットがよくわからず、さらに高校生の福祉のレベルがわからないので受け入れること
に恐怖感を抱いてしまう。
この両者を結び付けようとしたのが本事業の一番の特色である。
実情からいえば、これまで主に高校側が負担していた経費が解消されたことが大きい。
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