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１．はじめに

介護福祉士養成課程が大幅に改正され、平成２１

年４月から新カリキュラムによる教育が実施され

るようになった。新カリキュラムの特色は、各教

育内容の相互連携を重視した包括的・体系的な構

成になっている。また、養成の目標が定められ、

資格取得時（本学では卒業時に資格取得のため、

以下“卒業時”という）の到達目標１１項目が示さ

れた。本学では、２年間の教育により、この目標

に到達させ、介護を必要とする人の尊厳の保持と

自立支援を基本とし、倫理・知識・技術を身に付

けた介護福祉士を養成しなければならない。

今回、新カリキュラムによる教育を受けた初め

ての学生が卒業を迎えるに当たり、卒業時到達目

標の達成状況について、学生の自己評価と教員に

よる評価を行った。

本研究では、�各学生の到達度の総合評価、�
各到達目標項目の到達度の評価、�学生と教員の
評価比較、�貢献した教科や活動内容について把
握し、２年間の介護福祉士養成教育の成果と問題

点を明確にして、今後の教育に反映させることを

目的とした。

なお、まだ、卒業までの期間があり卒業時の最

終評価とはいえないが、この調査結果を一つの指

標として、２月の卒業時共通試験の結果等も踏ま

えながら検証し、効果的な介護福祉士養成教育の

あり方に役立てたい。

２．方 法

２．１ 調査対象

本学生活福祉専攻 ２年生全員 ２７名 （平成

２１年度入学生）

２．２ 調査時期

２０１０年１２月下旬に、学生は、授業（キャリアアッ

プセミナー）時間（所要時間約５０分間）で、教員

は、専攻会議（対象学生全員を所要時間約４時間）

で実施した。

２．３ 調査形式・手続き

調査には、資料１の質問紙（調査票１・調査票

２）を用い、学生は、調査票１・調査票２を、教

員は、調査票１を実施した。教員は、対象全員を

専攻教員４名の合議で実施した。

２．４ 質問紙・調査項目

調査票１は、卒業時到達目標１１項目について、

項目ごとに具体的な内容の質問を各５問あげ、「は

い」、「どちらかといえば「はい」」、「どちらかと

いえば「いいえ」」、「いいえ」の該当するところ

に○を記入する方式とした。各質問は、教育に含

まれるべき内容（参考文献１）２）３））等を基
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に筆者が作成した。１１項目について各５問の計５５

問である。

調査票２は、興味を持って取り組んだ科目、理

解・習得が足りなかった科目、学生生活で役立っ

たこと、自分の課題について、自由記入方式とした。

２．５ 評定値の算出法

調査票１の評定値は、「はい」が４点、「どちら

かといえば「はい」」が３点、「どちらかといえば

「いいえ」」が２点、「いいえ」が１点として、各

項目５点～２０点で、１１項目の合計が５５点～２２０点

となるように設定した。

３．結 果

３．１ 到達度の総合評価

３．１．１ 合計点の平均

調査票１の集計結果合計点平均は、学生の評価

は１６１／２２０点（７３．２％）で、教員の評価は１５７／

２２０点（７１．４％）となっている。合計点平均につ

いては、学生の自己評価と教員の評価には大きな

差はない。

３．１．２ 合計点の人数の分布

合計点を、１０９点（５０％未満）～１９８点（９０％以

上）の間で６区分（１０％区分）し、該当する人数

を示したものが表１・図１である。学生の自己評

価は７０％以上８０％未満の１２人を頂点に、前後に各

７名と平均点近くに集約され、６０％に達しなかっ

たと自己評価した学生１名を除いて、自分の到達

度を平均に近いものと評価していることがわかる。

教員による評価は、７０％以上８０％未満が最も多

いが、より各段階に分散した形になっている。教

員は、９０％以上に達したと評価する学生がいる一

方、合計点６０％に達しなかったとした学生も８人

おり、その割合は２年生２７名の３０％を占めており、

厳しい数値となっている。

３．１．３ 学生の評価と教員の評価の比較

学生の自己評価と教員の評価には、「３．１．２ 合

計点の分布」で示したような傾向があるが、一人

ひとりの学生の自己評価と教員評価を得点１５０点

で区分した散布図（図３）でみると、�学生・教
員とも１５０点以上が１３名、�学生は１５０点以上・教
員は１５０点以下が８名、�学生は１５０点以下・教員
は１５０点以上が２名、�学生・教員とも１５０点以下
が４名であった。�については、特に問題はない
が、���の区分にある学生のうち中心部から離
れたところにある学生については、個別に分析す

る必要がある。なお、学生の自己評価が教員の評

価より５０点以上高かった学生が２名、学生の自己

表１ 合計点得点区分別人数

１０９点以下
（５０％未満）

１１０～１３１点
（５０％～）

１３２～１５３点
（６０％～）

１５４～１７５点
（７０％～）

１７６～１９７点
（８０％～）

１９８点以上
（９０％～）

合計

学生の自己評価 ０人 １人 ７人 １２人 ７人 ０人 ２７人

教員による評価 ２人 ６人 ４人 ７人 ３人 ５人 ２７人

図１

（図２ 各学生の自己評価と教員による評価の散布図）
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評価が教員の評価より５０点以上低かった学生が１

名いた。

３．２ 各項目における到達度の評価

３．２．１ 項目別平均点

表１・図２のとおり、調査票１の各項目の平均

点は、学生が１４．６点／２０点、教員が１４．３点／２０点

であった。学生の自己評価が高かった項目は、項

目９「円滑なコミュニケーションの基本を身につ

ける」の１６．１点／２０点で、最も低かった項目は、

項目６「介護に関する社会保障の制度、施策につ

いての基本的な理解ができる」の１１．９点／２０点で

あった。

各項目についての学生と教員の評価の差が大き

かった項目は、項目１「他者に共感でき、相手の

立場に立って考えられる姿勢を身につける」で、

学生の自己評価が教員の評価より２点高かった。

学生は、人に対する態度や人との関係など、一

般的な社会生活における行為等については、求め

られる基準に到達していると判断する傾向にあり、

制度や施策など知識や理論については、授業や成

績などを通じて理解や習得の基準が客観的に示さ

れるため、自分の不足するところを把握しやすく、

理解が十分でないと評価する傾向にあると思わ

れる。

表１

項目１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ 平均

学生 １５．９ １４．８ １３．７ １３．８ １３．５ １１．９ １５．７ １４．９ １６．１ １５．０ １６．０ １４．６

教員 １３．９ １４．７ １３．６ １４．６ １３．９ １２．４ １４．７ １４．３ １５．１ １５．０ １５．３ １４．３

図２

図３ 項目別得点の人数（学生・教員比較）
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３．２．２ 項目別得点の人数

学生・教員の評価の項目別得点の人数は、図３

のとおりである。学生は、項目６以外のすべての

項目で１４～１６点の評価が多い。教員による評価は、

１１～１３点・１４～１６点・１７～１９点に分散している。

総合評価と同様、項目別評価についても、学生は、

平均的評価となり、教員は、分散した評価となっ

ている。

３．３ 教科や学生生活に関する意見

３．３．１ 興味をもって取り組んだ科目

調査票２により、自由記入によるアンケート調

査を行った。

「１ あなたが、特に興味をもって取り組んだ

科目は何ですか。また、それはなぜですか。」に

対する回答結果は、�生活支援技術（１９）、�生
涯スポーツ（８）、�コミュニケーション技術（人
間関係とコミュニケーションを含む）（６）、�情
報処理演習（４）、�歌唱実技（４）、�書道概論
（４）で、実技や演習の科目に興味を持って取り

組んでいる。なかでも、生活支援技術は、介護福

祉士としての専門的技術の習得という理由もあり、

関心が高く、積極的に取り組んでいる。

３．３．２ 理解・習得が足りなかった科目

「２ あなたが、理解・習得が足りなかったと

思う科目は何ですか。また、それはなぜですか。」

に対する回答結果は、�社会の理解に関する科目
（社会保障制度・障害者の福祉他）（２８）、�ここ
ろとからだのしくみ（１４）、�介護過程（６）で、
制度や理論の科目が難しく、理解・習得が足りな

かったとしている。この結果は、項目別の学生評

価で、項目６「介護に関する社会保障の制度、施

策について基本的な理解ができる。」が最も低い

項目であり、項目３「介護実践の根拠を理解す

る。」が３番目に低い項目となっていることにも

表れている。

３．３．３ 授業以外の学内・外の活動

「３ 授業以外の学内・学外活動で取り組んだ

（おこなった）ことは何ですか。それは、あなた

にとってどのように役立ちましたか。」に対する

回答結果は、�ボランティア（８）、�手話サー
クル（８）、�アルバイト（７）、�音楽ボランティ
ア（６）、�自治会活動（５）となっている。手
話サークルや音楽ボランティアの活動は、回答に

「人に感動を与えられるということを知った。」、

「介護を行っていく上での気持ちを再確認するこ

とができた。」、「全員で協力することの大切さを

学んだ。」、「施設にボランティアとしていくこと

で、実習とはまた違った思いをもって臨むことが

でき、貴重な体験をすることができた。」などが

記入されており、学生生活の貴重な体験として、

人間性の醸成に貢献していると思われる。

３．３．４ 社会に出るにあたっての課題

「４ あなたが、来春、社会に出るにあたって

のあなた自身の課題はありますか。それは何です

か。」に対する回答は、「利用者や家族、職員との

コミュニケ－ションに関するもの」「介護を行う

に当たっての基本的な知識や技術に関するもの」

「社会人としての自覚と責任に関するもの」など

であった。専門職として社会に出るにあたっての

一般的な不安や課題と考えられる。

４．考 察

今回の調査では、�多くの学生は、自分につい
て、ほぼ、平均的な状態と評価している。�学生
と教員の評価に大きな開きがあった学生がいた。

�教員の評価は、各段階に分散しており、その中
で、６０％に達していないと評価された学生が３０％

いた。�理論や知識に関する科目の理解・習得が
低い。�部活動は学生の貴重な体験になっている、
などがみられた。

この結果から、当面の課題として、教員の評価

が低い学生については、通常の学業成績や態度な

どを併せて検討し、各学生の課題を把握したうえ

で、卒業までの間に改善をはかる必要がある。ま

た、学生と教員の評価に大きな差があった学生に

ついては、自己評価が低い学生には自信を持たせ、

自己評価が高い学生には、課題を認識させ、改善

の支援を行っていく必要がある。
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今後の課題としては、到達度の低い学生・高い

学生双方について、通常の授業や態度等も併せて

その理由を検証し、各学生の到達度を高めるため

の授業内容や授業以外の関わりを検討していく必

要がある。

また、今回の調査における質問（５５問）内容は、

国が示している「新しい介護福祉士養成カリキュ

ラムの基準とされる教育内容の例」、「介護福祉士

養成新カリキュラム 教育方法の手引き」（参考

文献１）２）３））を参考に筆者が作成したもの

であり、各項目の測定基準としての質問の妥当性

について検証したものではない。国は、この到達

目標について、具体的な内容や解釈を示していな

いため、この結果が、卒業時到達目標についての

適切な評価となっているかどうか十分とは言えな

いが一つの指標にはできるものと考える。

なお、この質問項目は、通常の授業においても、

到達目標の具体的な例示となるものであり、各教

科のシラバスに示された目標や、ディプロマポリ

シーと連動させながら、１１項目に含まれる具体的

な内容を明確にし、より妥当性が高い内容となる

ようにしていきたい。

５．おわりに

新カリキュラムは、相互連携の包括的な教育体

系としているが、各科目の内容が不明確で各科目

独自の基本的な理解が深まらず、教員にとっても、

学生にとっても分かりにくく、手探りでの授業展

開となった。

そのような中で、今回の調査は、学生の介護福

祉士としての養成の成果を確認する一つの指標と

して行ったものであるが、改めて、学生の修得レ

ベルを上げていく必要があることなど、当面の課

題、今後の課題等が示される結果となった。一方、

手話クラブや音楽ボランティアのサークル活動は、

活動を通じて感動を得、協力の素晴らしさを実感

し、介護福祉職としてのモティベーションを高め

ることに貢献しており、授業以外の活動への取り

組みも、学生主体で活動できるような環境づくり

を図っていかなければならない。

今後は、この結果を参考にしながら、豊かな人

間性を備えた介護福祉士の養成に取り組んでいき

たい。

また、本研究は、今後の学生についても、何ら

かの形で継続的に行っていきたい。
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