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福祉教育をどう進めていますか？『先生がんばれ』特集！
「総合的な学習の時間」に精一杯取り組んでいる先生方・・・。生徒にとって意味のある学習にするために、日々
格闘されていることと思います。今回は、そういった先生方に対して応援の意味を込めて内容を計画しました。
内容は、「対談」、「収集活動の案内」、「学校における福祉教育のＱ＆Ａ」などです。参考にしてみてくださ
い。

対談
「学校における福祉教育ワンポイントアドバイス」
（話して）特定非営利活動法人自立センター新潟
事務局長
遁所 直樹 さん
＜介護支援専門員、社会福祉士 等＞
（聞きて）新潟市社会福祉協議会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
所
長
高橋 桂子
総合学習のゲストティーチャーとして様々な学校で
お話をされている遁所直樹さんに「学校における福祉教
育のワンポイントアドバイス」についてお聞きしました。
（高橋）小学校以外にも、大学生や短大でもお話しされ
ていますが、大学生と小学生では伝える内容も異なると
思いますが、どんなことに気をつけていますか。
（遁所さん）
基本的には同じですよ。小学生の皆さんには「障がい
とは何か？」という事を話すより、車椅子のおじさんと
してのお話しで良いと思います。中学生になったら「バ
リアフリー」という言葉の内容を知ってもらいたい。高
校生は「権利擁護、差別とか偏見」という点について教
えていきたいと思っています。大学生は「障害学」とい
うところまでまとめて欲しいと思います。大学で話す場
合も、基本的には小学生に伝えている初心者の内容を深
めて行っているだけです。

下手に専門用語ばかり話していると、学生さん達は睡眠
学習になってしまう。紙芝居として用意するパワーポイ
ントの内容についてはどの年代でも同じです。
（高橋）
学校でのお話の組立方について教えてください。
（遁所さん）
１０年前は「車椅子利用者が生きるとは」という自分
や家族の話をしていました。その後、アメリカにいった
り、様々な方々との出会いの中で、「まちづくりに関す
る話し」、「障がいを持った人々の関わりの中で感じた
バリアフリー」、自分が日々学んだことを書き出して、
そのまま組み立て話していました。その後、高齢者施設
での相談業務に携わる中で、「高齢者は障がいを受容し
ていない」「人は高齢になると、みんな障がい者になる
んだよ」という話しをした時期もありました。
その後は「偏見・差別」ということを福祉教育の中で

伝えるようにしています。これには理由があって、以前
は知的障がい者について、「彼らはトイレも食事も自分
でできるから、身体障がい者より障がいが軽い」という
考えを持っていました。しかし、彼らと実際につきあっ
てみて、
「私たち身体障がい者は重度障がいだけれども、
見守りというところから考えると、もっと見守りが必要

こういうプログラムを提案したい、一押しというもの
がありましたら、教えてください。
（遁所）
ボランティアセンターと一緒にやる取り組み。パター
ン化されたけれど、崩せない部分ですよね。

な人たちがいるんだ」という事に気付き、この部分を話
しの中に取り入れるようにしています。
（高橋）
学校から来た依頼について、困った事例についてお聞
かせくださいませんか。
（遁所さん）
困ったというか、何故こうなるんだろう？という例に
ついてお話しします。特別支援学級（当時は特殊学級）
がある学校から依頼を受けてお話ししたことがありま
す。同じクラス内に障がいがある生徒がいるのに、何故、
私とか、外部の障がい者を呼んで学習する必要があるの
だろう、ということです。
私のことを知っていて依頼していただくのは嬉しい
のですが、ボランティアセンターに講師依頼する前にま
ず考えていただくことがあるのではないでしょうか？
私の思いは、総合学習の時間に外部講師を呼ぶよりも、
同じクラスの仲間とどう関わっていったら良いのか、い
うことをみんなで考えて頂きたいと思うのです。
そうはいっても、先生方は総合で何をどのように取り
組んだらわからないわけですしね。こういった依頼の場
合でも、学習を２回・３回と重ねていく中で、先生方も
発見していただきたいと思います。それが大切なのであ
って、そのためなら喜んで行きます。
（高橋）
遁所さんのお話に対して、生徒さん反応はどうです
か？
（遁所さん）
反応は色々ですが、「遁所は働いている」とことに対
する驚きが一番ですね。生徒さんから「どんな仕事をし
ているんですか？」と質問がでると、あー障がい者が働
くいうことは、まだまだ当たり前になっていないんだな、
と感じます。
また、学習の中で、子ども達が質問してくれると、自
分自身の中で気づきが生まれます。次回はそこに重点を
置いて話せば良いとかがわかります。だから先生から
「あーしてください。こうしてください」という計画さ
れたプログラムよりも、アドリブというか、そういった
ことが気づきとなり、自分の勉強になると思います。
（高橋）

それから、ひとつ関心したことがあるのですが。ある学
校では「自分たちはこれから何を中心に学習していった
ら良いのか」という問いかけに対し、丁寧に対応してく
れた先生がいました。学びたいテーマをしっかりと考え
させ、それを自分たちの力で学ばせ、実践していったの
です。私の話は「福祉が核」だけれども、生徒さんそれ
ぞれ色んな核をもっていて、福祉と関係なく、「鳥屋野
潟の水質調査したい」「清掃センターに行きたい」「消
防署にいきたい」という希望が出てきたのです。生徒に
対し「そうだね。みんなの考えたことは全て福祉につな
がっているよ。福祉は障がいのある人のお世話をするこ
とだけではなく、みんなが幸せになることだよ。」と伝
えました。この投げかけに対し、先生が実践してくれて、
一冊の本にまとめてくれたのです。
私が答えたことに対して、生徒や先生がどこまで取り
組んでいくことができるのか。
（高橋）
最後になりますが、「かならずこれだけは話しの中に
入れている」ことがありましたら、教えてください。
（遁所）
そうですね。「感性を豊かにし、人を思いやる気持ち
を持ってください。」ということですね。
（高橋）
大変参考になりました。本日はお忙しい中、ありがと
うございました。これからもよろしくお願いします。

収集活動の案内

２．「割り箸回収活動」

アルミ缶、使用済み切手、書き損じハガキ、使用
済みプリペイドカードの他にも色んな収集活動があり
ます。注意したいことは、この収集活動を何のために始
めるのか、「活動目的」やどこでどんなことに役だって

これまで廃棄物として扱われた「箸」を紙資源として
リサイクルしている企業をご紹介します。
＜ポイント＞
ゴミを減らすと同時に、これまで「廃棄物」として扱

いるのか「活用方法」などをよく調べてから始めること
が大切です。

われた「箸」も、大切な資源として生まれ変わります。
（換算すると）
割り箸だけで紙製品を作ったと仮定した場合の換算
値はおおよそ下記のとおりです。
○割り箸 １０㎏（約２，５００膳）

１．「エコキャップ運動」
普段飲み慣れているペットボトル飲料がありますが、
それらに使用されているキャップは良質なプラスチッ
クで作られているため、リサイクルする事が可能です。
ペットボトルキャップ８００個を集め、リサイクル団体
に送ると、ポリオ（小児麻痺）のワクチン１人分を購入
することができます。
＜ポイント＞
○小さなキャップでも、分ければ資源
リサイクルして価値のある材料に・・・。
ゴミとして焼却処分されますと、キャップ４００
個で3,150gのCO2が発生します。
○ペットボトルのキャップをみんなで集めよう
キャップは４００個で１０円になります。
○ポリオワクチンは１人分２０円
２０円で子どもの命が救えます。
○ごみが減らせます。（資源になります。）
＜収集方法＞
①収集団体に「キャップ」を送る。（要送料負担）
②リサイクルメーカーに「キャップ」の購入を依頼
③「キャップ代金」をワクチン日本委員会（ＪＣＶ）
（寄贈団体）等に寄付
④ワクチン日本委員会（ＪＣＶ）等から「ワクチン」
を必要としている子ども達へ
＜連絡先＞
まず、ホームページで「エコキャップ」を検索して下
さい。各団体ともお問い合せが殺到しており、電話の
前にホームページでご確認ください。
①グループMATE（マテ）代表
大久保さん
②（株）熊谷環境サポート ｴｺｷｬｯﾌﾟ埼玉流通ｾﾝﾀｰ
③エコキャップ推進協会 （担当）永田さん
④新潟市役所ボランティア研究会 代表 三林さん
★収集の拠点となる団体も求めているようです。

→ＢＯＸテッシュ（１５箱）
○割り箸 ３膳（６本）
→はがき（１枚）、またはＡ４サイズのコピー用紙
＜流れ＞
○回収企業に送る。（要送料負担）
段ボール箱にまとめて下さい。
①段ボール箱（内側に、ポリ袋は使用しない）
並べ入れ、極力空間ができないようにする。
②特に汚れていなけば洗浄はしないで結構です
が、カビ発生現象のためには行ってください。
この場合、よく乾かしてください。
↓
③企業で他の製品に生まれ変わります。
＜連絡先＞届ける前に、まず、お問い合せください。
①北越製紙（株）新潟工場 パルプ課
ＴＥＬ：㈹ ０２５－２７３－１１４１
★下記については、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで確認してから、お問い
合せください。（※実際の送り先 ※印のところ。）
②王子製紙（株）環境経営部
〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-6
ＴＥＬ：０３－３５６３－７０２０
※新潟県から一番近い工場を紹介します。
「中越緑化（株）」原材料部 原料課 宛
〒933-8533 富山県高岡市米島282 ℡0766-26-2409

福祉教育についてのご相談は、
社会福祉協議会が承ります。
新潟市社会福祉協議会、各区社会福祉協議会では学校
における福祉教育に関する相談を受けております。

学校における福祉教育についての Ｑ&Ａ
（Ｑ）車椅子体験、アイマスク体験ではなく、もっと
違うことをやりたいのですが。
（Ａ）車椅子体験をアレンジすれば効果的な学習に。
「障がいって何？」というテーマでスタートし、

具体的な計画をたてる前からで構いませんので、どん
な目的で、どのようなことをしたいのか、社会福祉協議
会に相談してみてください。
また、車椅子、点字練習機、白杖・アイマスク・ボラ
ンティアかるた、視聴覚教材等の貸し出しも無料で行っ

このテーマに対して事前学習（お話・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ）
→体験→振り返り（お話・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ）→実践活動
（車椅子で買い物したり）→体験の振り返りの中
で、社会には様々な「障がい」があることに気づ
き、普段の生活の中でまわりとの関わりを見つめ

ておりますので、お気軽にご利用ください。
（注：貸し出しできる備品は、各区で異なります。）

直せます。大事なことは「充実した振り返り」で
す。

社会福祉協議会が対応できるものの例
各区によって内容が異なりますので、ご了承ください。
○福祉教育に関する企画から実施迄のトータル的な
相談。
○社会福祉協議会職員の派遣。
講義、ボランティア講座、車椅子体験、手話講座
アイマスク体験、高齢者疑似体験、ワークショップ
など
○社会資源の情報提供、紹介
社会福祉施設、障がい当事者等の講師、ビデオ教材
など
○その他
各区社会福祉協議会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ連絡先一覧

北区社会福祉協議会 ０２５－３８６－２７７８
東区社会福祉協議会 ０２５－２７２－７７２１
中央区社会福祉協議会０２５－２４３－５０９９
江南区社会福祉協議会０２５－３８５－４３２１
秋葉区ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
０２５０－２５－３７４０
南区ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
０２５－３７３－３２２３
西区社会福祉協議会 ０２５－３７７－７７８８
西蒲区ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
０２５６－７３－３３５６
新潟市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
０２５－２４３－４３７０

（Ｑ）福祉教育というのは福祉のみをテーマにして学習
することですか？
（Ａ）もっと福祉について、ひろく考えてみませんか。
環境に関する学習から食糧問題へ、それが福祉課
題へ。防災に関する学習をする中で、地域の福祉
課題が学べたり、人権問題を学習する中で人々の
幸せについて学べたりします。どんなテーマを選
んでも全は福祉につながっていますから。
（Ｑ）「福祉学習」って言われても、どんなことからは
じめたら良いのかわかりません。
（Ａ）特別なことをしなくても構いません。
例えば、「福祉」とい言葉から連想する事柄を挙
げていき、生徒一人一人の抱いているイメージを
共有します。並べた言葉からさらに浮かぶ言葉を
つなげましょう。
その後、自分は今までどんな人に支えられてき
たかを出し合い、「福祉」は生徒自身にとっても
関わりのある事に気付いてもらう。人は色々な人
に支えられて生きていることを学びます。
（Ｑ）取り組みについて、具体的な方法を教えて。
（Ａ）学校を会場に地域の方々に呼びかけて防災訓練を
やってみまんか？訓練といっても、レクリエーシ
ョンを取り入れ、楽しく学習することもできます。
また、身近な「福祉」課題を取り上げ、それを劇
に仕上げ、地域で発表してみませんか？
などなど・・福祉教育に関して、私達社会福祉協
議会の職員と一緒に考えてみませんか。

