全 学 横 断 型教育 プログラム

子 どもた ちとの 出 逢 い が あ な た を 変 え る

附属研究所

スペシャルオリンピックス2014において、
選手村の一つを、
本
学学生が主となって運営しました。
不登校・ひきこもりサポート
センターの専門研究員が副村長としてコーディネートしまし

不登校・ひきこもりサポートセンター

た。
400名を超えるアスリートの選手村生活に際し、
臨機応変に
対応を行い、
大学としては唯一、
スペシャルオリンピックス2014

Topic ❶ 県大子どもサポーターの 86.4 % が対人援助職として活躍しています！！

サポセン
トピックス

Topic ❷ 県大子どもサポーターの 36.4 % が子どもを対象とした専門機関に就職しています！！

66.7%となっており、全国の
Topic ❸ キャンパススクールに在籍する子どもの学校への登校開始率は、

（平成26年度実績）

適応指導教室や小中学校等による取り組み結果
（30.4%）
と比べて高い数値となっています！
！

実行委員会より表彰いただきました。

２年次

first year

ケアリング論／教育学概論B／相談援助の基盤と専門職／
発達心理学／心理学／心の科学の現在 など

看護学科

看護学部

両学部で学ぶ
専門的
連携科目

教育方法論／家族社会学Ⅰ・Ⅱ／教育心理学概論／
相談援助の理論と方法 など

third year

学校保健学／福祉社会学／臨床心理学／
学校ソーシャルワーク論 など

県大こどもサポーターは、
不登校やひきこもりなどの問題を抱える子どもたちを多

様な場で支援するボランティアです。
全員が福岡県立大学で福祉・保健・心理などを学

不登校・ひきこもり

公共社会学科

県大子どもサポーターとは、
学校に行くこ

こもり援助論」
（ 15回）を受講するとサポー

援助応用演習

Activity of Support

イベント活動型では、
「国立夜須高原青少年自然の家」
や
「福岡県立英彦山青年の家」
な

サポーター活動には、
イベント活動型と継続支援型の２種類の活動形態があります。
どで行われる子どもたちとの生活
（活動）
を通して、
集団での役割を遂行する力を身に
つけます。
また、
継続支援型では地域の学校や教育委員会などからの要請で現地に派遣
国際どろんこドッジボール大会

特別支援学校運動会

社会福祉学科

人間社会学部

して招き、
サポーターに必要な専門的な知識
を学んでいきま

Campus School

す。
毎年、
1年生240
名のうち200名を

学習支援

超える学生が履修
業の一つです。

餅つき

ひきこもり援助応用演習」
を開講しています。
授業では、
これまでの活動報告や事例検討、

能力やソーシャルスキル等の向上を図ることを目的とし、土日祝日等を除く毎

さらには専門的な援助方法の習得に向けた演

日、夏休み期間や冬休み期間中も開校しています。スクールの時間割と大学の時

習が盛りだくさんの内容となっています。

間割をリンクさせているので、サポーターはちょっとした空き時間を使ってス

卒業を迎える３月に

クールに来ることができます。身近なお兄さん、お姉さんとしての存在を活用し

は、サポーター修了式

て、子ども達の集団適応能力を高めるための援助方法を身につけます。

が執り行われ、学生は

スクール（学校）
ソーシャルワーカー
児童福祉司

サポートセンターから

Campus Kids Program

子どもの個性を育む創造力

業後に子どもと関わる専門職として、
福祉、
看

して生かしていくため、
４年次後期に
「不登校・

です。子どもたちへの学習支援や心理的サポートとともに、コミュニケーション

キャンパス
スクール

官公庁職員
学校教職員

す。
サポート活動で培った援助力を専門職と

キャンパススクール（以下、スクール）は、全国で唯一の大学内フリースクール

講義では、
大学教員以外に子どもたちの支

県大子どもサポーターとしての活動を通じ
て多くのことを学んだ学生は、
その多くが卒
護、
教育などさまざまな領域で活躍していま

Campus School

ターとして登録することができます。

する人気の高い授

され、
それらの活動から継続的な支援を行うためのマネジメント能力を身につけます。

卒業後
の私

養護教諭
看護師・保健師

両学部で学ぶ
専門的
連携科目

不登校・ひきこもり

子どもの集団適応能力を伸ばすスキル

援に関わるさまざまな専門職を外部講師と

教職実践演習／学校ソーシャルワーク実習／
家族心理学 など

なって、
子どものよき理解者となります。

たちを多様な場で支援する専門ボランティ
アです。
1年次前期に開講される
「不登校・ひき

fourth year

ぶ学生で、
寂しさや孤独に悩む子どもたちの支えになるために、
遊び相手や話し相手と

❷継続支援型

などの理由で、
家にひきこもりがちな子ども

４年次

サポーター
活 動

❶イベント活動型

とができない、
友達とも遊ぶことができない

社会に向けて羽ばたい
ていきます。

キャンパスキッズとは、
不登校の子どもたちがセンターに来て、
大学生のボランティ

人間形成学科
看護学科

３年次

Activity of Support

子どもを協働して支えるパートナーシップ

援助論

30

second year

■ 援助力養成プログラム

１年次

履修オススメ
科目

全学横断型教育プログラム

援 助 力養成 プ ロ グ ラ ム

アである県大子どもサポーターと一緒に活動するプログラムです。
基本的に1対1の個

キャンパスキッズ
プログラム

自信をなくしていることが多い不登校の子どもにとって、
特定の人が自分を待って
くれているということは、
次の一歩を踏み出すための大きな力となります。
このような

Campus Kids Program

サポーター活動を通して一人ひとりの子どもに寄り添いながら、
信頼関係を形成する
個別支援

The voice of supporters ❶

保育士・幼稚園教諭
認定心理士

別の対応で、
年齢の近い子どもサポーターと二人だけの話しやすい空間で過ごします。

軽スポーツ

公共社会学科 The voice of supporters ❷

ためのコミュニケーションスキルを身につけます。

社会福祉学科 The voice of supporters ❸

人間形成学科 The voice of supporters ❹

キャンパススクールでは、子どもたちと

サポートセンターに行くたびに、子ども

私は、1年生の後期から小学校へボラン

授業ではできない経験ができて何より

共に考え、学習を進めたり、休み時間には

達に勉強を教えるはずが教えられたり、卓

ティアに行っています。基本は週1回4時間

楽しい！！ ということが魅力だと思いま

一緒に遊んだりします。子ども達と過ごす

球や鬼ごっこで負けたりしますが、
「 今度

程度の活動ですが、子どもが悩んでいたら

す。子ども達が私の顔と名前を憶えてくれ

なかで元気をもらうことも多く、私の励み

いつ来るん?」ときいてきたり、作文に自分

一緒に悩んだり、昼休みは本気になって遊

て、
「また来てね」と言ってくれたことがと

になっています。また、子ども達との関わ

たちのことを書いてくれたりするのが嬉

んだり、充実した時間を過ごしています。

ても嬉しかったです。キャンパススクール

りを通して、新たな自分を発見することも

しかったです。

教師や保護者とは異なる立ち位置だから

やキッズ活動以外にも様々なイベントが
あります。毎週の活動がすごく待ち遠しく

できました。キャンパススクールでは、子

また子ども達と接することで学ぶこと

こそできるサポートをしたいと考えてい

上 檔 菜 々子 さん

どもたちや他学科の友達、先輩など多くの

もたくさんあります。今後もしっかり子ど

ます。この活動で私は新しい居場所とかけ

看護学部 看護学科 ２年
鹿児島第一高校［鹿児島］出身

実した時間を過ごすことができます。

人との出会いがあり、そのなかで楽しく充

手嶋 陽宏 さ ん
人間社会学部 公共社会学科 2年
近畿大学附属福岡高校［福岡］出身

も達から学んでいこうと思います。

松 尾 葉 さん
人間社会学部 社会福祉学科 ３年
県立筑前高校［福岡］出身

がえのない経験を得られました。

西 田 佳 那 子さん

てわくわくしています。私にとってサポセ

人間社会学部 人間形成学科 ３年
県立田川高校［福岡］出身

なっています。

ンは大学生活の中でとても大切なものに
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