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　生活場面面接の意図的な活用が多様な援助効果をもたらすことを学んできました。連載の１回目
は、生活場面面接のプロセス（流れ）について、８つのカテゴリー（分類）を用いて説明しました。
２回目は、それぞれのカテゴリー（分類）を構成する概念（意味）の一部について、漫画を用いて
紹介しました。生活場面面接を頭では理解できても、実際に活用するには戸惑いもあるかもしれま
せん。そこで前回、生活場面面接の活用を提案しましたが、いかがでしたでしょうか？　改正予定
の介護保険法のもとで、生活場面面接の活用が利用者の自立支援に大いに役立つことでしょう。
　生活場面面接のいっそうの理解と習得のためには、生活場面面接を意図的に活用した場面の振り
返りが大切です。そこで今回は、「生活場面面接ワークシート」を使った演習方法を紹介します。

　まず、「生活場面面接のプロセス」（連載１回目の図３、連載２回目の図１）を確認いただき、生
活場面面接における流れや相互作用を理解しておきましょう。実践を振り返るには、利用者の言動
とホームヘルパーの言動を、時間的な経過に沿って記録しておくことが有効です。そのために「生
活場面面接ワークシート」を提案しています。
　連載の１回目に紹介した生活場面面接を意図的な活用場面をもとに、「生活場面面接ワークシー
ト」を作成してみると、表１のようになります。

　「生活場面面接ワークシート」は、事例検討のための用紙ではなく、生活場面面接を意図的に活
用できるよう「場面」を検討するためのフォーマットです。そのため、Ａさんの詳しいプロフィー
ル紹介や、１回の訪問介護のすべてを記入する必要はありません。
　とりあげる場面は、生活場面面接を意図的に活用した場面の中で、上手くできた場面でも難しか
った場面でも、いずれでもかまいません。覚えている範囲でやりとり（数分間でも可能）について、
表２を見て記入してみましょう。表３に、「生活場面面接ワークシート」を用意しています（拡大
コピーして使用してください）ので、まずは記入してみることをお勧めします。
　「生活場面面接ワークシート」を記入するだけでも、生活場面面接の振り返りに役立つことでし
ょう。さらに、ロールプレイ（役割演技：コミュニケーションの学習法として有効）にも役立てる
ことができます。

多様な効果をもたらす生活場面面接を意図的に活用するために
～「生活場面面接ワークシート」の作成と演習の方法～

生活場面面接を学ぶ 最終回連 載
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表１　生活場面面接ワークシート（記入例）
生活場面面接ワークシート　　記入日： 2013・5・31 　ホームヘルパー経験： ３年６月 　所属： 太郎 訪問介護ステーション 　氏名： 福祉 花子 

その場面を取り上げた理由：利用者の自己表現が見られ、夫のＡさんへの理解が深まる等多くの効果が得られたため

事例の概要： Ａさん、65歳の女性。全面介護の状態。ほとんど発語なく、叫び声や痛いと訴える程度。夫と息子の３人暮らし。夫のきつい言葉や介護時
に軽く手が出るなどの虐待が見られる。息子は仕事が忙しく家にはほとんどいない。

援助目標： ①Ａさんの自己表現の促進や意欲の向上、②夫のＡさんへの理解促進と介護意欲の向上。

Ａ　まわりの状況・様子（環境）
（話し言葉は「」書き）

Ｂ　利用者の言動
（話し言葉は「」書き） Ｃ　援助者の思い Ｄ　援助者の言動

（話し言葉は「」書き）
Ｅ　意味づけ
（振り返り）

① デイサービスセンターから誕生
日カードが送られてきていた。

⑥ 夫は「どうせ、おまえなんか見
てもわからないと思って黙って
いたんだけど」とバツが悪そう
な様子。
⑧ 夫は誕生日カードをすぐに見せ
てくれた。
⑫ 夫「こいつが笑ったり泣いたり
するなんて。何を言ってもわか
んないと思っていたから何もし
ゃべらなかったのに……」

⑮ 普段は怖い顔をしている夫の目
も潤んできた。

② 全く感情表出や意欲を
示さない

⑤ わずかながら表情が和
らいだ。

⑪ Ａさんの顔がほころ
び、カードを握ってい
たＡさんの顔が思わず
ほころび、握っていた
Ａさんの手に少し力が
入った様子。Ａさんの
目が少し潤んできた。

③ 清拭介護時にＡさんの
興味のありそうな話題
を聞いてみよう。

⑨ デイサービスは楽しい
のかも。夫も正直に話
してくれたのでコミュ
ニケーションを取れな
いだろうか？読めない
かもしれないが、見せ
ながら一緒に読んでみ
よう。

⑬ Ａさんの気持ちに応え
たい。夫との関係を取
り持つことができるか
もしれない。

④ 「デイサービスの様子は
どうですか？」

⑦ 「Ａさんと一緒に見たい
です」

⑩ カードの言葉を読みなが
らデイサービスの様子を
少し話し、「デイサービ
スのみなさんはＡさんを
大切に思っていらっしゃ
るんですね」と話しかけ
た。

⑭ 「Ａさんはいろいろとわ
かっていらっしゃって、
ご主人とお話しされたか
ったのかもしれないです
ね」と、Ａさんの手を握
り返した。

デイサービスでの様子や興味を確認
→● 意味・方向性の探索

誕生日カードを見ることをうながす
→● 日常生活素材の活用
　　デイでの楽しい記憶を共有
→● 安定や元気を呼ぶ記憶回復の演出
大切にされている実感を呼び起こす
→● 大切な実感の覚醒・強化
→● 世界を拡げる自己表現の促し

Ａさんの喜びを夫にも共有してもらえ
たようだ
→● 家族・生活環境をやんわりと整え

る

⑰ 夫がＡさんに「ヘルパーさんに
手を振らないの？」と勧めた。

⑱ 普段ほとんど動作のな
いＡさんが手を振り上
げた。

⑯ 退出時、「Ａさんの笑顔
が見れたので嬉しかった
です。私も元気が出まし
た」と、手紙を見せてく
れた夫に感謝し、その行
為を賞賛した。
⑲ 「Ａさんには手紙がいい
みたいですね。私もＡさ
んが今日のような笑顔を
見せてもらえるように頑
張りますから」

夫婦間の感情の交流に、援助者として
の率直な感情を表現してみた。
→● 喜楽の醸成・瞬間呼応

今日のやりとりの意味を今後に生かし
たいと考えた。
→● 道筋をつけてつなげる

※「Ｅ　意味づけ（振り返り）」欄の●印は、生活場面面接の概念を示しています。

表２　生活場面面接ワークシート（記入方法）
生活場面面接ワークシート　　記入日：　　・　　・　　　ホームヘルパー経験：　　年　　月　所属：　　　　　　　　　　　氏名：　　　　　　　

その場面を取り上げた理由：　生活場面面接の意図的に活用との関連が分かるように記入します。

事例の概要：　年代、性別、要介護度、主な傷病名や障害名、大まかな家族構成等、利用者や家族をイメージできる程度の内容でかまいません。
　事例検討を目的としているわけではありませんので、必要な情報だけ記入します。

援助目標：　取り上げた場面に関連する援助目標を記入します。援助目標のすべてを記入する必要はありません。

Ａ　まわりの状況・様子（環境）
（話し言葉は「」書き）

Ｂ　利用者の言動
（話し言葉は「」書き） Ｃ　援助者の思い Ｄ　援助者の言動

（話し言葉は「」書き）
Ｅ　意味づけ
（振り返り）

　ホームヘルパーと利用者との
コミュニケーションの内容に関
連する、まわりの状況や様子を
記入します。
・ 利用者のまわりにある家具調
度品、飾り物、スイッチの入
ったテレビで放送されている
番組内容、ペットなどの様子
・ 家族や来客などの言動

　時間的な順序を示すために、文頭に、①②③・・・と、数字を振っておくとよいでしょう。

　利用者の言葉のほ
か、動き、表情、態度、
言葉のニュアンスなど
を記入します。
　話し言葉について
は、「」書きで示しま
す。

　援助者の思いについ
て記入します。

　利用者の言葉のほか、
動き、表情、態度、言葉
のニュアンスなどを記入
します。
　話し言葉については、
「」書きで示します。

　ホームヘルパーと利用者とのコミ
ュニケーションにどのような意味が
あったかを、現時点で振り返って、
その意味を記入します。
　「生活場面面接の概念」のなかで
あてはまる項目を選んでみましょ
う。ぴったり一致する項目が見当た
らない場合には、自分の言葉で表現
してみましょう。
　どのような援助効果をもたらした
かについて、他の場面にも当てはめ
て生かしていけるよう、できるだけ
抽象的に表現してみましょう。

⬆
　ホームヘルパーと利用者とのコミュニケーションに、合間があれば、このようにワークシートの途中を
点線で区切っておけばわかりやすいでしょう。
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　「生活場面面接ワークシート」を用いた振り返りは、個人でもグループでも活用することができ
ます。自己覚知や実践力を高めるための基盤ともなります。ここで紹介する演習方法はロールプレ
イにより、グループで実施するものです。ここでは４人のグループを想定しています。
⑴　事前準備（個人作業）

①本連載のこれまでの内容を十分理解できるまで、繰り返し読んでおきます。
②「生活場面面接ワークシート」を作成し、個人で振り返っておきます。

⑵　ロールプレイの準備（その１：取り上げる場面の選定）

③「生活場面面接ワークシート」を持ち寄ります。グループの人数分用意し配布します。
④ 「生活場面面接ワークシート」の作成者は、書かれた言動を中心に、一人芝居のようにやって
見せます。「意味づけ」については、簡単に説明します。

⑤ロールプレイで取り上げる場面を選定します。
　※「生活場面面接ワークシート」で取り上げる場面は、次のように分類できます。
　　ａ　上手くできたやりとりだったうえ、意味づけも明確にできた場合
　　ｂ　上手くできたやりとりだったが、意味づけが難しかった場合
　　ｃ　上手くできなかったやりとりで、意味づけも難しかった場合
　ロールプレイで効果的な場面は、ｃ＞ｂ＞ａの順となります。

⑶　ロールプレイの準備（その２：環境設定と役割分担）

⑥「まわりの状況・様子」に出てくる環境（居室やベッドまわりなど）を設定します。

表３　生活場面面接ワークシート（記入用）
生活場面面接ワークシート　　記入日：　　・　　・　　　ホームヘルパー経験：　　年　　月　所属：　　　　　　　　　　　氏名：　　　　　　　

その場面を取り上げた理由：

事例の概要：

援助目標：

Ａ　まわりの状況・様子（環境）
（話し言葉は「」書き）

Ｂ　利用者の言動
（話し言葉は「」書き） Ｃ　援助者の思い Ｄ　援助者の言動

（話し言葉は「」書き）
Ｅ　意味づけ
（振り返り）

「生活場面面接ワークシート」を用いた演習方法4
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⑦ロールプレイでは、次のような役割を分担し、役割交代の順番を決めます。
　・利用者役（最初は「生活場面面接ワークシート」の作成者が分担します）
　・「まわりの状況・様子」に出てくる家族などの第三者役
　・ホームヘルパー役
　・観察者役（第三者がない場合には、観察者役は２人になります）

⑷　ロールプレイの実施

⑧「生活場面面接ワークシート」の作成者は、次のような順番で役割交代します。
　１回目（利用者役）→２回目（第三者役）→３回目（観察者役）→４回目（ホームヘルパー役）
　　※ロールプレイのたびに全員が役割を交替し、全役割を経験します。
⑨ ロールプレイは、「まわりの状況・様子」「利用者の言動」「援助者の言動」の部分をもとにや
りとりを行います。それぞれ臨場感あるロールプレイを行ってください。

⑸　ディスカッション

　　※ １回のロールプレイごとに、以下のようなディスカッションをします。時間がない場合には、
キーワード程度のメモを記入しておき、全員の役割交替が終わった後に、まとめてディスカ
ッションします。

⑩ロールプレイ終了後、それぞれの感想を交流します。
　・ 家族などの第三者役や利用者役、観察者役、ホームヘルパー役の順番で、それぞれが、家族

などの第三者役や利用者役や観察者役の言動をふまえ、ホームヘルパー役の言動について、
感じたり考えたことを話します。

　　※批判をしないようにしましょう。
⑪「意味づけ」についての検討
　・ 「生活場面面接のプロセス」（連載１回目の図３や、連載２回目の図１）より、生活場面面接

における流れや相互作用を確認します。
　・ 「意味づけ」については、グループで合意に達する必要はありません。作成者が考えてきた

以外にも、複数の意味づけができる場合もあります。
⑫「生活場面面接ワークシート」の作成者は、改めて感じたり考えたことを話します。

　さらに、上記の⑫をふまえ、どのようなやりとりであれば良かったのかを検討したうえで方針を
決め、シナリオのないロールプレイを実施することで、生活場面面接の展開を予測しながら実践す
る力をつけることもできます。是非、チームや職場で、「生活場面面接ワークシート」を作成し、
さらにロールプレイを実施し、生活場面面接を活用するための実践力を高めていきましょう。

　※ 生活場面面接の理解と普及のために、ホームページを準備中です。「生活場面面接ワークシ
ート」も、ホームページよりダウンロードできるようにする予定ですので、ご活用ください。

　　日本ソーシャルケア研究所　ＵＲＬ：http://socialcarejapan.net/

　※ 連載でご紹介した生活場面面接のカテゴリーや概念は、木下康仁先生（立教大学）が提唱した
Ｍ－ＧＴＡ（修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ）による研究結果です。

【参考文献】　嶌末憲子・小嶋章吾「高齢者ホームヘルプ実践における生活場面面接の研究─M-GTAを用い
た利用者の『持てる力を高める』プロセスの検討─」、介護福祉学、2005年

「生活場面面接ワークシート」をさらに活用するために5


