
本事業はReadyfor株式会社が運営するクラウドファンディングにより資金調達を行いました



はじめに

NPO STARSが２０１９年度事業として行ったSTARSセミナーの結果について以下の通り報告します。

＜開催結果（概要）＞

東日本会場（東京） 西日本会場（大阪）

開催日 2019.7.6（土） 2020.2.22（土）

開催時間 10：00-17：00 10：00-17：15

開催場所 汐留FSビル８階 資生堂大阪ビルB2階

テーマ
挑戦☆子育て家庭を孤立させない

～施設の多機能化を考える～

ケースカンファレンスのファシリテーター

養成講座

ねらい

貧困、外国籍、若年出産、里親家庭など、
子育て家庭の姿は多様であり、そうした家
庭が抱える支援ニーズもまた多様である。
こうした地域社会の状況から、子育て家庭
を包括的に支援し、信頼できる人との出会
いや、地域社会での多様な人間関係の構築
などによって子育て家庭の孤立を防ぐため
の取り組みが実践されている。
本セミナーは、子育て家庭の多様性と施設
や機関等による多様な実践を知り、その意
義とともに実践に向けた具体的な方策を考
える機会となるよう企画した。

本セミナーは、全国児童養護施設協議会並
びに全国乳児福祉協議会が示す研修体系領
域の“知識”“子どもの支援技術”“チー
ムアプローチと機関協働”をターゲットと
して構成した。日々迷いながら、常に子ど
もたちと向き合っており、その暮らしの中
にある実感と確かな裏付けをつなぎ、実践
の後ろ盾となるケースカンファレンス。本
セミナーでは、ケースカンファレンスのあ
り方、また活発なディスカッションにより、
エンパワメントできるファシリテーターに
求められる役割について学ぶ機会となるよ
う企画した。

参加者状況

総勢８８名

参加者属性

児童養護施設 ３９名

乳児院 １３名

母子生活支援施設 １名

児童家庭支援センター ８名

大学・専門学校等教職員 ８名

里親支援センター １名

自立援助ホーム １名

NPO法人 ２名

民間企業 ２名

県職員 １名

学生 ６名

その他 １名

資生堂財団 ５名

総勢102名

参加者属性

児童養護施設 65名

乳児院 16名

母子生活支援施設 3名

児童家庭支援センター 10名

大学・専門学校等教職員

里親支援センター １名

自立援助ホーム

NPO法人 １名

民間企業 １名

県職員 １名

学生

その他

資生堂財団 2名



東日本会場（東京） 西日本会場（大阪）

開催内容

【基調講演】

法政大学現代社会学部教授 岩田美香 氏

「多様化する子育て家庭 その支援を考え

る」

【実践報告】

①中日新聞社会部 斎藤雄介 氏

「児童養護施設の外国人」

②同人会児童家庭支援センター

センター長 芳賀英友 氏

「社会的養護の力を社会に～外国人母子家

庭への支援から」

③児童養護施設一宮学園 副施設長

山口修平 氏

「児童養護施設の取り組み～ケアの高度化、

施設の高機能化・多機能化」

④NPO法人ピッコラーレ 相談支援員

松下清美 氏

「１０代の妊娠葛藤相談から見える社会課

題」

⑤二葉乳児院 施設長 都留和光 氏

「乳児院の取り組み」

【海外研修報告】

第４４期資生堂児童福祉海外研修団

イギリス・ロンドン

【講義Ⅰ】１２０分

子どもの虹情報研修センター

研究部長 増沢高 氏

「アセスメントとケースカンファレンス」

【講義Ⅱ】 ９０分

同人会児童家庭支援センター

センター長 芳賀英友 氏

「ケースカンファレンスの運営と進行」

【演習】 １２０分

ケースカンファレンスの実際

架空の事例を使い模擬演習。全１３グルー

プに分かれ（一つのグループは概ね７～８

名で構成）実施。

成果

社会的養護施設に多機能化が迫られる中、
多様化する子育て家庭を地域でいかに支え
るかという課題に正面から向き合う企画。
岩田教授の基調講演では、現代社会におけ
る家族にまつわる世論や価値観、さらに子
育て家庭が抱える困難さなどについて具体
的な例を用いながら解説いただいた。その
うえで、子育てする人を、制度としてケア
し、保護することの重要性を学ぶ機会と
なった。また、子育て支援実践者の報告で
は、子育て家庭が抱える支援ニーズの多様
性や届ける支援（アウトリーチ）について
知る機会となった。アンケート結果による
と参加者の満足度も高く、良い成果が得ら
れた。

新型コロナウイルスの影響で、直前にキャ
ンセルされる人が多数いたものの、セミ
ナーの申込者は100名以上であり、早々に
定員を超えた。テーマとニーズが合致した
結果だと思われる。ケースカンファレンス
について、増沢氏より具体的で実践に即し
た講義があり、それを受け芳賀氏より、運
営・進行する役割のファシリテーターに
とって必要な力、陥りやすいディスカッ
ションのパターンについても解説され、多
くの参加者が頷いている姿が印象的であっ
た。その後の事例検討では、ファシリテー
タ―役の人は、講義の内容を意識し進行し
ていた。13グループに分かれての事例検討
であったが、どのグループも活発に意見交
換をしていた様子であった。



STARSセミナー2019 in 東京
2019.7.6＠汐留FSビル

基調報告 法政大学 現代社会学部教授 岩田美香 氏

実践報告

開催報告

岩田教授の基調講演は家族や子育てをめぐる様々な状況を統計資料や具体例
を用いてわかりやすい内容でした。シングルマザー、同性パートナーとの暮
らし、児童養護施設での暮らし、夫婦とペットの暮らし、一人暮らしなど、
生き方、暮らし方が多様化しているなかで、従来からある家族をめぐる世論
や価値観とのはざまで困難を抱える子育て家庭が多く存在しています。例え
ばワンオペ育児、子育て不安、児童虐待、DV、ひとり親家庭、ヤングケア
ラー、在日外国人等々が挙げられます。子育て家庭が抱える困難さが軽減、
解消されない現状の中、子育てをしている人を制度化された社会資源によっ
て支援することが必要となっています。今この時も困難な状況にある子育て
家庭があることに思いを馳せる時間となりました。

中日新聞社会部 斎藤雄介 氏

「児童養護施設の外国人」

同人会児童家庭支援センター センター長 芳賀英友 氏

「社会的養護の力を社会に～外国人母子家庭への支援から」

児童養護施設一宮学園 副施設長

山口修平 氏

「児童養護施設の取り組み

～ケアの高度化、施設の高機能化・多機能化」

NPO法人ピッコラーレ 相談支援員

松下清美 氏

「１０代の妊娠葛藤相談から

見える社会課題」

二葉乳児院 施設長

都留和光 氏「乳児院の取り組み」

挑戦☆子育てを孤立させない
～施設の多機能化を考える～

それぞれの立場でご活躍中の5名の方々から、実践報告
して頂きました。児童養護施設に在籍している（い
た）外国籍を有する児童を取り巻く課題、外国籍を有
する母子世帯への支援および機関連携の重要性、児童
養護施設がこれからも地域に根差した専門機関として
あり続けるための具体的な提言、10代の妊娠葛藤相談
から見えた課題、地域の利用者を中心に置いた視点で
子育て支援を実践し続けている乳児院の取り組み等、
分野や立場を超えた実践者達の熱い報告に、会場の雰
囲気は非常に熱気を帯びたものとなりました。

2018年度に実施された資生堂児童福祉海
外研修第44期生による、イギリス・ロン
ドンの視察報告を行いました。私たち、
NPO STARSが行うセミナーでは、海外
の最新の福祉事情を学べる機会も設けてい
ます。



STARSセミナー2019 in 大阪
2020.2.22＠資生堂大阪ビル

講義Ⅰ アセスメントとケースカンファレンス
子どもの虹情報研修センター 研究部長 増沢 高氏

講義Ⅱ ケースカンファレンスの運営と進行
同仁会子どもホーム 施設長

同仁会児童家庭支援センター センター長 芳賀 英友氏

模擬演習 架空事例の検討

「ケースカンファレンス」言葉には馴染みがあっても、実際に機能し、有

効に活用できている施設は少ないのではないでしょうか？ 増沢氏からは、

「ケースカンファレンス」とは何か、また「ケースカンファレンス」をす

るために必要な「アセスメント」について明快かつ、具体的な説明をして

いただきました。児童相談所が平成30年度に対応した児童虐待相談件数

(159,850件:速報値)の内、社会的養護に関わる子どもたちはたったの2.9%。深刻なダメージを受け

てきた子どもたちが見せる行動や言動に対し、あらゆる角度から想像し考え、様々な情報を出し合い、

それをもとに支援方針を具体的に決める。更なる傷を負わせないためにも「ケースカンファレンス」

「アセスメント」は大切であると力強く話してくださいました。

講義Ⅰを受けて、芳賀氏からは、有効なケースカンファレンスを進めてい

くためにファシリテーターが求められる力、また陥りがちな4D（「ダメ」

「できない」「（情報を）出すだけ」「黙る」）ディスカッションについ

て、具体的な説明がありました。増沢氏の話とつながる部分も多く、進行

役であるファシリテーターが目的や話の展開を意識し、誰もが意見を言い

やすくなる雰囲気づくり、偏重ないバランスの取れた意見を引き出すことに加え、ニュージーランド

のファミリーグループカンファレンスの紹介も入れながら、最終的にエンパワメントされる議論が望

ましいと話されていました。心当たりのある参加者が多かったのか、深く頷きながら聞いておられる

人が多かったのではないかと思います。

講義Ⅰ・Ⅱを受け、2題の事例を13グループに分かれて検討してもらい

ました。各グループ1題の事例につき、1名のファシリテーターを決めて

もらい取り組んでもらいました。講義が具体的であったため、ファシリ

テーターは講義内容を意識した進行を心掛け、活発に意見交換されていま

した。

開催報告



クラウドファンディングへの挑戦

Readyfor株式会社が実施している「子どもギフトプログラム第二弾（２０１９年６月）」に参加。
『すべての大人に「子どもとともに生きること」を考えるきっかけを』というテーマを掲げ、社会的養護
に携わる職員へのサポートを全面に押し出し、STARSセミナーの開催費用の調達に挑戦した。
目標額１００万円に対して、8４名の方々から1,344,000円の出資をいただき、本ミッションは無事達成
した。

＜会計報告＞

（注）支出科目について
会場利用料・・・セミナー会場の賃借代
旅費交通費・・・講師およびスタッフの宿泊、移動に係る交通費
通信運搬費・・・セミナー開催に係る文書発送等

リターン送付に係る文書発送料金については未計上
講師謝礼・・・・セミナー講師に対する謝礼（源泉徴収税別）
印刷製本費・・・セミナー開催広告印刷・資料印刷

クラウドファンディング実施報告書印刷費用は未計上

残金について

1,140,768円（収入）－1,225,723円（支出）＝-84,955円（残高）

事業活動の結果生じました不足額の84,955円につきましては、セミナーの参加費収入によって対応いた
しました。

内訳

科目 予算額 決算額

収入 クラウドファンディング
1,000,000円

（目標額）

1,140,788円

（達成額）

支出 会場利用料 200,000円 343,605円

旅費交通費（講師・スタッフ） 500,000円 532,448円

通信運搬費 100,000円 648円

講師謝金 170,000円 160,706円

印刷製本費 30,000円 188,316円

合計 1,000,000円 1,225,723円

下記内訳は、クラウドファンディングの公募時に示した予算額に対して、令和2年3月末時点における収
支を抽出したものである。なお、クラウドファンディングの決算額は、達成金額1,344,000円から、
Readyfor株式会社への手数料203,212円を差し引いた額を記載。



その他データ

＜STARSセミナーの運営に関する年間の動向＞

開催日 場所 内容

4/4 東京 幹部会議

5/11 成田 プロジェクト会議

6/9 成田 事務局会議

6/1-6/30 クラウドファンディング挑戦

6/30 東京
子どもギフトプロジェクトイベント参加

（Readyfor関連イベント）

7/6 汐留FSビル 2019年度第1回STARSセミナー in 東京

7/31 二葉乳児院 事務局会議

10/23 成田 事務局会議

11/16 東京 幹部会議

12/17 東京 幹部会議

1/18 成田 プロジェクト会議

2/22 大阪 2019年度第2回STARSセミナー in 大阪



その他データ

＜２０１９年度STARSセミナー東京プロジェクトメンバー一覧＞

氏名 所属（種別） 役割

太田一平 八楽児童寮（児童養護） 代表

越川和久 蛍雪学園（児童養護） 記録

砂山真喜子 あすなろ子育て広場（児童家庭支援センター） 外部講師担当

芳賀英友 同人会子どもホーム・児童家庭支援センター 全体管理

片根志雄 誉田養徳園（児童養護） 司会

石濱 実 窓愛園（児童養護） 誘導・記録

山口修平 一宮学園（児童養護） 会場設営・設備

松原恵之 FAHこすもす（母子生活支援施設） 会場設営・設備

高田牧子 東京恵明学園（児童養護） 受付

中道亜希子 六踏園皐月（母子生活支援施設） 資料

藤野 智 国府台母子ホーム（母子生活支援施設） 誘導・会場

三宅 愛 日本赤十字医療センター付属乳児院（乳児院） 受付・アンケート

都留和光 二葉乳児院（乳児院） 実践報告担当

浜本慶浩 あゆみ学園（児童養護） 誘導・記録

松井智子 麻布乳児院（乳児院） 受付

麻生信也 杉並学園（児童養護） 外部講師担当

中村淳平 こうのだい（児童家庭支援センター） 誘導・会場

坂井 勉 道しるべ～人育ち研究所（その他） 誘導



その他データ

＜２０１９年度STARSセミナー大阪プロジェクトメンバー一覧＞

氏名 所属（種別） 役割

太田一平 八楽児童寮（児童養護） 代表

側垣一也 三光事業団（児童養護） 会場

麻生信也 杉並寮（児童養護） 司会

吉川昭代 NPO法人キーアセット（里親支援機関） 受付

高田牧子 東京恵明学園（児童養護） 受付

芳賀英友 同仁会子どもホーム・児童家庭支援センター 講師（講義Ⅱ）

林 康次郎 湘南学園（児童養護） リーダー

春田真樹 鹿深の家（児童養護） 会計・クラウドファンディング

茂崎啓典 宝田寮（児童養護） 会場

平岡菜穂子 京都聖嬰会（児童養護） 受付



～スタッフ一同から皆様へ～







資料（アンケート結果）
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アンケート結果

STARSセミナー2019 in 東京
2019.7.6＠汐留FSビル



STARSセミナー2019 in 東京
2019.7.6＠汐留FSビルアンケート結果

• 明日からの活力になりそうです。
• 具体的な事例があってよかったです。
• 様々な視点が、一度にたくさん広がった気がします。
• 基調講演（岩田教授）は期待以上の内容だった。
• 基調講演（岩田教授）は伝えたいメッセージが明確でとてもわかりやすかった。
• 基調講演（岩田教授）では、「二次的依存者」という視点が参考になった。
• 実践報告は一つ一つがとても良い内容だったので深める時間があるとよかった。
• 基調講演、実践報告共に充実した内容でした。
• 一般の人が外からできることが増えるといいなと思いました。
• 山口氏（一の宮学園）の話が興味深かった。
• 山口氏（一の宮学園）と芳賀氏（同仁会児童家庭支援センター）の報告が良
かった、施設内研修で講師として呼びたい。

• 松下氏（ピッコラーレ）の報告を聞き、出産には理解があっても中絶には理解
がない、相談できない、いい出せないという風潮がなくなってほしいと思った。

• 施設に入所している子どもとその家族にとって施設が第二の実家となれるよう
に地域と協力していきたい。

• 施設の強みを生かして、地域に眼を向け、また、地域のニーズに応えていこう
と再認識できました

【自由記述】

【今後取り上げてほしいテーマ（自由記述）】

• 複数のテーマでの発表や報告でより楽しかったです。次回もぜひ複数テーマで。
• 課題が多い、または克服が困難な家庭への可能な限りの早期家庭復帰について、
関係機関との連携や協働体制について。

• アセスメントや児童養護施設における人材育成
• 施設の多機能化、地域支援について、今回の続きをやってほしい。
• 18歳以上を対象に支援している方のお話が聞きたいです。
• 内容を掘り下げたテーマでの開催に期待したいです。
• アセスメントや地域連携について
• トラウマ治療を施設内でどのように行うか。そのための職員育成。
• 児童養護施設や里親リクルートなどの発信方法、PR方法
• 知的障害児、発達障害児の対応、トラウマ対応
• トラウマケアの方法論と実践例
• 施設における自立支援
• 良い取り組みを実践するための工夫や具体的なノウハウ、人材確保と育成
• 職場内でのチーム連携のあり方、多機関との連携のあり方
• 包括的アセスメントについて



【自由記述】

アンケート結果

STARSセミナー2019 in 大阪
2020.2.22＠資生堂大阪ビル

・非常にわかりやすく説明していただきました。
・エピソードを交えながらだったので、現場と繋がって理解しやすかった
・とてもわかりやすかった
・具体的な例が多く、イメージしやすいものだった
・自分が理解する前にどんどん進んでいってしまった
・実践できるような内容だった
・アセスメントの重要性、その気付きとなるポイントがよくわかった
・字が小さくて読みづらい（複数回答）
・項目をレジュメに入れてもらえてわかりやすかった
・内容はとてもわかりやすかった
・アセスメントシートの字が小さくて見にくかったので、もう少し大きい資料で
見たかったです

・わかりやすかった



・施設内でのCC内容を期待しましたが、FGCの内容が多かった
・ニュージーランドの手法より、４Dにならないための具体策を詳しく
聴きたかった

・もう少し実践例や具体的なテクニックを知りたかった
・基本的な考え方から発展的な考え方を学べた
・講義Ⅰに準じた内容でわかりやすい
・具体的な進め方をもう少し知りたかった（複数回答）
・４Dをあまり気負いなくやっていきたい
・話し方が丁寧でわかりやすかった
・まだ理解には至っていませんが、今後も学んでいきたいです
・字が小さく読みづらい（複数回答）
・もう少し字を大きくして頂きたいです

STARSセミナー2019 in 大阪
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アンケート結果

【自由記述】



・ケース内容が初めて見たものだったので、そこからカンファレンスするのは難
しかった。ただ、仮説でも話し合えたのは有意義でした。

・実際にファシリテートしてもらったり公開SV的なものかと思っていた
・グループワークの時間が足りないくらい、とても良い話し合いができた
・実際に演習することでよい経験になりました
・CCの進め方についてはあまりわからなかった
・２ケースあったので、書式も違うし、わかりにくいと初めは思ったが、
比べることで逆に活用しやすいポイントを掴むことができた

・事例①の目標がわからなかった
・事例②の内父、父とバラバラでわからなかった（複数回答）
・書式が揃っていた方がわかりやすかった（複数回答）
・時間中に読むのが大変でした
・文章がわかりづらかった
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アンケート結果

【自由記述】



・実際にあるような事例だったので勉強になりました
・様々な職種の意見を聞けたので有効的でした
・学びの意欲が出た
・グループディスカッションでは様々な立場の人の意見を聞き、自分では気付け
なかった視点に気付くことができた

・アセスメント、CC力を学ぶことはとても有効的だった。もう少し進め方、
ファシリテートについて詳しく教えてもらいたかった

・今の内容に加えて、リーダーの役割や育成の話があればもっといいです
・実際に行うことで有効だと感じた
・このような研修があると言葉にして現場に伝えられるので大変助かります
・育成のところまでは広げられなかった
・できることをしてみようと思います
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アンケート結果

【自由記述】



◆この研修（全体）についての意見・感想など【自由記述】①

・ファシリテーションだけでなく、福祉のベースとなる考え方も学ぶことができました
・内容が濃く、１回の研修では学びきれないと感じましたが、施設に還元できる知識を今後活用していき
たいと思います。

・日頃忘れがちな視点を改めて意識的に取り組まないといけないと感じました。専門職として施設での役
割を果たしていきたいと思います。ありがとうございました。

・FGCの話を聞いてそういえばセンターの面接に母だけとか父母だけなのは何故だろうと思いました。児
家センで使ってみようと思いました。

・久しぶりの研修でドキドキしましたが、とても参考になり、持ち帰って若い職員に伝えたいと思いま
す。本を読んだだけでは理解できなかったところがわかりやすく説明して頂き、すっきりしました。

・日常的に子どもについての話をして、そこから新しい気付きや課題が出てくること、その機会が多い
ほど子どもの理解、よりよい支援、職員育成に繋がることを再認識しました。施設にて還元し、スキ
ルを磨ければと思います。

・質の高い研修を大阪で開催して頂きありがたいです。職場の全スタッフを連れてきたいぐらいです。
・今回学ばせていただいた内容は今まさに必要な情報が多く、実践したことも自分だけの目線では気付
けないことにたくさん気付くことができ、とても良い機会となりました

・児童福祉に意欲をもつ方々とのお話はすごく刺激になりました
・何度も資料、メモを読み返して力にしていきたいと思った
・内容的に期待していたものであったのでよかったです
・わかりやすくてとても勉強になりました（複数回答）
・とてもわかりやすく、子どもの事例を思い浮かべながら聞かせて頂きました。日々の職員間の話もと
ても大切だと改めて感じ、チームメンバーにも伝えながら子どもにとってよりよい支援が広がってい
ければと思いました。

・日々の中で必要と思っていてもなかなか時間に追われ、CCを持つ時間がないのですが、短い時間で
もディスカッションが大切と聞き、難しく考えず実践していきたいと思います

・CCを毎週行っていますが、視点大事にしたいです
・CCの著書を出版なさっている増沢先生の本を拝見したことがあるのですが、実際にお話を聞いて理
解を深めることができた

・CCのあり方について学んだ後に実際の演習があったので、学びを活かしやすかった
・CCまだまだ自信はありませんが、場数を踏んでいきたいと思います
・CCを進行する経験はありませんでしたが、ユニット内で子どもについて検討し、日々アセスメント
をする中で活かしていきたい知識をたくさんいただけた

・CCは誰の為なのか、何を目的にしているのか、持論の展開、意見の一方的な発信にならないように
意識しようと思いました

・CCの進め方などは自分の施設でも内容があってスムーズに行っていくためにどうしていくかは課題
でもあったので、今回の講義はとても学べることが多かったと思います。わかっていたことでも忘れ
ていることも多くあったので改めて確認できました。

・CC、アセスメントの意義など基本的なところからお話が伺えたので、とてもわかりやすかった。思
い込みで「ダメ」「できない」と決めつけてしまうこともあると自身を振り返り、今後アセスメント
会議を行う上で気をつけたいと思いました。

・職場でやっているCCの考え方ではアセスメント力よりも現状把握を重視しています。アセスメント
の大切さ、重要さを学んで職場に伝えていきたいです。

・具体的でわかりやすい講義でとても勉強になりました。普段のアセスメントの薄さを実感し、反省し
ました。私なりの「目のつけどころ」を大切にアセスメントをしっかりとしていきたいと思います。
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アンケート結果



◆この研修（全体）についての意見・感想など【自由記述】②

・アセスメントについて再度考えさせられる内容でした。できていないところもあったりしたので、自
分にできることから始めていき、CC等で活かせるようにしたいです。

・アセスメントの重要性や気づきのポイントを学ぶことができ、それをCCで共有してチームとして見
立てを立てることの必要性と大切さを再認識できました（複数回答）

・アセスメントのお話が支援に大切なことだと改めて感じました。普段の業務に活かしたいと思います。
・アセスメントの重要性を改めて感じました。仮説に対する想像力を事例検討でつけていきたい（複数
回答）。

・普段何気ないところでアセスメントが行われていることに気付き、これをもって活かしていきたいと
思った

・アセスメントの重要性を改めて学び、児童養護施設の強みを知ることが出来、子どもへの支援、物事
の捉え方が変わった

・アセスメントをして日々の生活場面での対応に活かしていくことが重要と理解できた
・施設でアセスメントに時間を作れるようになり、今、試行錯誤しながら取り組んでいたので今日の学
びは今後行う上で役立つように思いました

・研修前はCCの進行に必要な要素は何か、自身のスキルアップのためにと思っていましたが、講座を
受けて改めてアセスメントの大切さや今自分が目の前にしている子どもの姿に見落としてはいけない
様々なサインがあるということを感じました。また個の意見だけでなく、チームとしてどう動くのか、
どんなチーム作りをすべきなのかを考える機会となりました。

・増沢先生のお話はとてもわかりやすく実践にすぐに繋げたいと思いました。とても面白かったです。
・増沢先生のお話はとても多くの示唆があり、本当に意義あるものであった
・増沢先生の講義は聴きごたえがあり、とても実践的で現場の話も説得力のあるものだった。もっと聴
きたかった（複数回答）。

・研修Ⅰの「支援方針を決める」ところをもっと詳しく聞きたかったです。時間が足りなくてとても残
念です。

・子どもの全体像を把握できるように日々情報集めにアンテナを張っておきたいと思います。
・ファシリテーターの役割は理解できたが、実際にその役割をするのは難しいと思った
・芳賀先生のお話は少し難しいところがあったが、最後の事例検討ではディスカッションの進め方を学
ぶことができました。色んな視点から事例を見て意見をだすことの大切さを学ぶことができました。
”強み”を出すのが難しかった。

・芳賀先生のお話を伺い、施設職員としての心得やあるべき姿の目標が出来ました。具体的でわかりや
すかったです。

・芳賀先生の進行は温かいもので好感が持てました
・小規模施設なので、ティータイムCCを活用できるようにしたい
・現在ファシリテーターを実際やっていませんが、今後必ず必要であるし、やっていかないといけない
と考えさせられました

・ファシリテーターはこれからの施設に大切なものになると思い、今日の講義を受けました
・ファシリテーターをしてみて、４Dになりがちな面があることに気が付いた。周りの意見を取りまと
めたり方向を定めていくのは難しいが、多くの手助けから学ぶことがあった。

・自分の知っている事例でも知らない事例でもファシリテートできるようになりたいと思いました
・CCのファシリテーター養成講座という研修が少ないので、とても貴重であった
・ファシリテーターとして皆の意見を出してまとめていくことの難しさを感じたので、施設内でも続け
てやっていくことができればと思います

・午前午後共にとてもわかりやすく、施設に帰って他の職員と共有したいと思いました。今後も向上に
努めていきたいです。
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アンケート結果



◆この研修（全体）についての意見・感想など【自由記述】③

・今まで学んできたことをより活かすためにはやはり専門的知識が不可欠なんだと思いました。もっと
トラウマや愛着を含め、子ども達の背景にあるもの、親御さんのことも含めて考えていきたいと思い
ました。

・１年目の心理として今後どのように施設で支援していけばいいのか考えることができた。心理士とし
てのアセスメントを今以上にできるよう頑張ろうと思えました。又、ベテランの先生方がいる中で
ファシリテーター役をすることができ、良い経験になりました。

・ケース会議のあり方など園に帰って活かしたいと思いました
・事例検討とても楽しく勉強できました。アセスメントの大切さを日々の業務で見つめ直してやってい
きたいと思います。

・事例検討は皆積極的で、施設種別が混ざっても互いに学び合い、褒め合える時間となってとても有意
義だった（複数回答）

・事例検討の文をわかりやすく書くことが大事だと思った。理解するのにちょっと時間がかかった。
・事例検討では様々な専門職の方々の意見を聞くことが出来、関係機関との連携、施設内の小さなディ
スカッションを増やしていきたいと思った

・事例検討では仮説を立てることの必要性や私自身がまだ知らない”地域資源の活用”についてももっ
と情報や活用法を知っておきたいと思いました

・事例検討をする中で、課題が事例シートに明確に記されていたので、議論が拡散しにくかったと思う。
労力からシート、資料は作らずにすることが多いが、項目は押さえたいと思った。

・事例での話し合いで他の人の意見が知れたり、背景には何があるのか、仮説を想像したりすることの
大切さを改めて感じることが出来ました。トラウマはどんな時に起こるのか、日々の行動観察がどれ
だけ大切か知ることが出来ました。施設でもケース検討で日誌での出来事を振り返ったりティータイ
ムの中での会話を大切にしていきたいと思いました。

・事例を読み込む力をもっとつけていきたいと思いました。様々な視点を持てるよう色々な仮説・見立
てを立てていきたいと思います。

・研修内での”支え合いの体制”や前向きなCC（CCが終わった後に参加者が目を合わせて、前向き
に業務に向かえる）ものができるように組織に帰っても活かしていきたいと思います

・CCの評価が欲しかった
・他施設のベテランの職員さんの考え方、情報をお聞きすることができてよかったです（複数回答）
・大変勉強になりました。次はこの研修を自治体（担当課）、児童福祉司にもやってください。
・レジュメについては１ページに２コマにして頂ければ字が大きくて見やすかったかと思います。紙量
が増えてしまうとは思いますが。

・一度ではまだまだなのでもう一度同じ内容の講義を受けてみたいです
・HPから申し込み、受付終了メールは来ましたが、その後受講できるのか、研修費はいつお支払いす
るのか指示がなかったのでお願いしたいです

・食事できない会場と書いてありましたが、会場で食べられたのでよかったです
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アンケート結果



◆要望、提言、今後受けてみたい研修やセミナーで取り上げて欲しいテーマ【自由記述】

【要望】
・休憩が５分しかなく、トイレも少なかったので休憩時間がもう少し欲しかったです
・会場周辺の食事場所に苦心したので再考を願いたい
・北海道から来たかいがありました。しかし、少し遠いです。

【今後取り上げて欲しいテーマ】
・人材育成（複数回答）
・里親支援について
・里親委託への不調が多い中、里親委託へも繋がるための研修。又施設としての役割を学ぶことので
きる機会を頂きたいです。

・母子が一緒に住んでいる時の子へのアプローチ方法を考えてみたいです
・トラウマへの理解（複数回答）
・アタッチメント（複数回答）
・アセスメントについて（２回目）事例検討は２時間で１ケース行えると嬉しいです
・施設での性の扱い
・働く意欲のない子どもへのアプローチ、支援方法
・今後目指すべき施設像
・学んだことを面接場面や生活の場まで落とし込むこと、またそれを人に説明することに苦労してい
ます

・精神疾患を抱える保護者との面接や関わりについて
・地域支援におけるアセスメント
・保護者の背景を踏まえた上での支援方法
・スーパービジョン研修
・チーム力向上に向けた取り組み方、チーム支援
・子どものために職員が元気になれる研修。施設職員の働き方改革（活き活きと長く働くための教
え）。

・園内研修の取り組み方
・事例を数多く経験したい
・事例検討を他ジャンル、他職種の方々とやってみたい

アンケート結果
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