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とき：2018.11.17.（土）13:30-14:40（） 
場所：上智大学 12 号館 301 教室（社会福祉学科同窓会セミナー・交流会） 
テーマ「上智で教えて 30 年：教員生活をふりかえって」 

      岡 知史 
 
内容 
1. 学生たちにお世話になりました 
2. 生きてきた道を話したい 
3. 大阪市立大学から上智大学へ 
4. 着任してから松本先生に言われたこと 
5. バブル経済のときに就職した 
6. 「大学教授の俸給は、学者として支払われをるに非ず」 
7. 赤波江先生のこと 
8. 1990 年ごろの私の授業 
9. 「わけのわからない授業」 
10. 教科書をつくる 
11. 楽しかったスーパービジョン、ゼミ 
12. ゼミや演習に学生がこなくなる 
13. なぜ嫌がられたか 
14. 学生といっしょに学べばいい 
15. 反転授業 
16. 10 年周期で変わった 
17. 今後のこと 

                                 
ただいま紹介していただきました岡と申します。本日は、このような機会をいただきま

して、ありがとうございます。 

 去年、少しお話させていただいたので、もういいんじゃないですかと奥田会長に申し

あげたのですが、私も数ヶ月前に還暦を迎えることになりまして、記念になるかなと思

い、このお話を受けさせていただくことにいたしました。 

 

それでタイトルですが、「上智で教えて 30 年」というものでして、サブタイトルは「教

員生活をふりかえって」となっていますが、石綿さんからは「すべって、ころんで 30

年」というのは、どうかとご提案いただきました。まあ、ただ「すべって、ころんで」

というのは、あまりにもリアルだということで、やめました。 

 とにかく上智で教えて 30 年。正確には、31 年と 7 ヶ月になります。母と娘が二人と

も上智大学の社会福祉学科出身というかたがいらして、そのお母さんが学生のころ、私
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は教員として会ったことがありまして、その娘さんが、私のゼミをとってくれて「いや

あ、あなたのお母さんは、学生のころ・・・」なんて話をしたことがあります。 

 まあ、それくらい長くこちらに勤めたことになりまして、いろいろお世話になったな

と、心から感謝しています。 

 このセミナーのお話としては、私の研究についての話をしてくださいというご依頼も

あったように思いますが、研究の話は、他でもできるんですね。私は研究者としても、

そんなに有名ではないけど、そういう講演の依頼も、あることはあるんですよ。 

 でも教員生活を振り返って、どうだったんだという講演の依頼は、まず、ないです。 

ありえないというか、だいたい教員生活をふりかえって、というようなタイトルで、ど

こで話せますか？ 話せないでしょ。 

 たとえていえば、自分の子どもの自慢を他の人の家ではできないですよね。「うちの

子は、とてもいい子でね」なんて、よそのおウチでできないです。それと同じで、ウチ

の大学の、上智大学の学生さんは、みんないい学生さんばっかりでね・・・なんて、他

で言えないですよね。つまり実家のおじいちゃん、おばあちゃんの前では「うちの子は、

こういうことをしてくれたんですよ。とってもいい子でね」と言っても、それは孫の話

だから、ニコニコとして聞いてくれますよね。それと同じように、この同窓会では「い

やあ、上智の学生さんは、みんな、とてもいい人たちで」と言っても、同窓会のみなさ

んにとっては、かわいい後輩のことが褒められているということで聞いてくださると思

うのですよ。 

 
 学生たちにお世話になりました 

 

たとえば、今年の夏休み、ゼミで江ノ島の旅館で泊まったんですが、夜、カラオケの時

間になりまして、「先生、なにか唄ってください！」なんて言われて、「おじょうずです

ね！」とか言われて、ハイハイハイなんて手拍子してくれて、もう完全に高齢者のデイ

サービスのノリですよね。あ、そういえば、この子は高齢者のデイサービスで実習して

いたなとか思いながら、実習で学んだことを、さっそく実践しているんじゃないかとか、

思いながら唄わせてもらいました。 
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 そんなこんなで私には学生たちに、すごくお世話になっているという気持ちがあるん

です。そのお礼を言いたいというのが、今日のお話のひとつの目的なんです。 

 もちろん謝恩会のときなんかにね、「ありがとうございました」というチャンスは、

ありますよ。でも、あれは、いろいろモノをもらってから「ありがとうございました」

というわけであって誤解されますよね、「ああ、いろいろもらったから、ありがとうっ

て言っているんだ」と、みんな思うと思うんですよ。 

 でも花束とか、もらったから「ありがとう」じゃなくて、本当にお世話になりました

という「ありがとう」というチャンスが、実際には、なかなか無い。 

 それで、この会場にいらっしゃる 50 歳未満のかたは、どこかで学生さんとして教員

としての私に会っているはずなので感謝の言葉を伝えたいというのが、私の、ここでの

目的です。 

 じゃあ、50 歳以上の、奥田会長のように私よりも年上のかたには、いまからの私のお

話に何の意味があるのかというと、まあ、あんまり意味がないかもしれませんよね。 

 ただ今年の 7 月ごろでしたか、うちの社会福祉学科の大塚晃先生に、講演を御願いし

たんですね。実習指導者の研修会のようなものを、うちの学科では年に 1 回、過去は 2

回開いているんですが、そこで大塚先生にお話してもらったんです。 

 大塚先生は、今年定年を迎えられて、いまは特別契約教授として勤務されているわけ

ですが、そういうことも意識されてだと思いますが、いままでの長い施設現場での実践

の話とかを、大塚先生の若いころの写真を見せてくださりながら、お話されて、私は、

とっても興味深かったです。それを知って、私の明日からの仕事にどう役立つか、なん

ていうことは、ないんですが、施設の現場で 20 年いらして、それから厚生労働省で法

律づくりに携わって、そのあと上智の教員になってと、こう人生の流れが見えてきて、

とても良かったと思いました。 

 
 生きてきた道を話したい 

 

じゃあ、私もマネして、こういうスタイルで話してみようかということになりましてね。

もちろん私の教員生活 30 年の経験を話すことが、みなさんにとっては何の意味もない

でしょうが、でも、私はソーシャルワークにかかわりたいという理由には、いろいろな
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人の人生を知りたいという気持ちがあるんですよ。「ああ、この人は、こんなふうに考

えて、こんなふうに生きてきたんだな」と、それを知って明日からの仕事に直接、役立

つとか、そういうことはないんですよ。でも、なんか好きなんですね。 

 私は現場でアルコール依存症のかたの話を聞くことがよくあります。「こうやって、

こうやって、こんなことをして、ここまで生きてきた」という話を聞いて、別に、そこ

で私が援助するとか支援するとかは無いんですが、何か人の世の深いところを見ること

ができたような気がして、私は好きなんですね。 

 ですので、ここに集まっているみなさんは福祉に関心をもっていらして、私と同じよ

うに誰かが「私は、こうやって生きてきました」という話をするのを聞くのは、きっと

嫌いではないんじゃないかなと期待して、私のお話をさせていただきたいと思います。 

 

さて私の授業では、かなり前から、10 分ぐらい話したら、ちょっとみなさんに考えても

らうようなクイズみたいなものを出しています。そのペースに慣れてしまって、もう 15

分以上ずっと話すということが、できなくなってしまっているのですね。そこで今回も

こういうものを作ってみました。ちょっと読んでみます。 

 問 1. 私の研究室の壁に、ずいぶん前から貼ってある新聞記事のコラムがあります。

そこには、私が大学の教員をしていて忘れないようにしたいことを書いてあります。さ

て、どんな記事だと思いますか。みなさんが私の立場なら、どんな記事を貼るかを考え

てみてください。 

 適当に想像して、ちょっと話しあってもらえますか。その間、私、休みますので。す

みません、よろしく御願いします。 

 
 大阪市立大学から上智大学へ 

 

はい、じゃあ、続きをお話します。まあ、どんな記事があったかは、あとでお話するこ

とにして、まず、私がどんな感じで上智に来たかということをお話ししたいと思います。

私は上智大学に着任する前は、大阪市立大学の大学院生でした。 
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これは上智大学で助手として採用されたときに、大阪の研究者のみなさんが、お祝いを

してくれたときの写真です（1987 年 3 月ごろでしょうか）。ここの左にすわっている白

髪のかたが、かの有名な岡村重夫先生です。 

 岡村重夫先生といっても、あんまり上智の卒業生のかたはご存じないかもしれません

が、社会福祉の事典なんかには必ず「岡村理論」というのが載っていると思いますし、

社会福祉士の試験問題にも出てくると思うのですが、それは、この岡村重夫先生が築い

た理論だったわけですね。 

 私は、このときは 28 歳でしたけど、28 という若さで上智大学の助手になれたという

のは、こちらにいらっしゃる松本栄二先生のおかげですけれども、それと同時に、この

岡村重夫先生のお力添えがあったからかなと思っています。 

 そして、これが、上智に入ってすぐのオリキャンのときに撮った写真だと思うのです

ね。（注：講演では、ぼかしを入れずに使いました。以下の写真も同じ。）東山荘だった

と思います。 
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こちらが、このあいだ亡くなられた余語先生ですね。そして松本先生、そして、私、こ

ちらが春見先生です。 

 これは、たぶん余語先生が撮ってくれた写真じゃないかなと思います。余語先生は、

オリキャンとか謝恩会とかで写真をたくさんとって、いろいろ下さっていました。余語

先生から写真をもらったときは「こんな写真なんていらないのになあ」と思っていまし

たが、30 年たったら「ああ、ありがたいなあ」と思いますね。他に写真は、これしかあ

りませんから。人の好意は 30 年たって初めて理解できることって、あるんですよね。 

 
 着任してから松本先生に言われたこと 

 

さて上智に来たときには助手ということだったんですが、こちらにいらっしゃる松本先

生の指導を受けて、いろいろ学ぶようにということだったんですね。 

 それで、これは昨年の同窓会のセミナーでもお話したのですが、松本先生には着任し

て最初に二つのことを言われまして、ひとつは「有名人になろうと思うな」みたいなこ

とだったと思います。「上智の教員になったら、いろんな会議とか講演とかで呼ばれる

ようになるだろう。でも、それは、あんたの実力があって呼ばれるのではなくて『上智』

という名前があって呼ばれるんだからね。あんたは関西から来て、よくわからないと思
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うけれども、上智大学というのは、関東では非常に有名な大学だから、その上智の名前

で認められているのにすぎないのに、それを自分が認められたというようには誤解しな

いように」と言われました。まあ、こういう話は、上智の同窓会でしかできないですよ

ね。他の大学で、こんなことを言ったら冷たい目で見られてしまうと思いますけどね。 

 もうひとつは、これが衝撃的で「岡君、君は、まだ若いんだから、兄貴分として学生

の話をよく聞いてやってください」と言われたんですね。 

 これは、上智の人から見れば、何でもない一言かもしれませんが、大学も大学院も国

公立の大学を出た私にとっては驚きの指導でした。というのは、私自身は、大学生活、

大学院の生活のなかで、先生に話を聞いてもらったという経験は、ほとんど無かったん

ですね。また、そういうことを期待したことも無かったです。 

 私の大学教員のイメージは、自分の研究をして「余った」時間で授業をして、そのま

た「余った」時間で少し学生たちとおしゃべりをするという感じで、大学の教員が、積

極的に学生たちと話をするとか、そんなこと正直いって考えたこともなかったです。こ

れは、やはり私立の大学と国公立の大学の違いかもしれませんね。 

 それで、これが上智で働き始めた最初の年度の謝恩会のときの写真ですね。こちらは

役員会でも活躍されている宗方さん。司会をされているのは、関川慶太さんですね。関

川さんとは、いちども直接、お話したことがないんですが、彼の卒論発表の内容がユニ

ークで、それで 30 年たっても、まだ覚えているんですね。 
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 バブル経済のときに就職した 
 

上智にはいった最初の 1 年は、先生方の授業を見て学べ、見学だ、ということで、授業

は担当しませんでした。授業がゼロで給料をもらっていたんですからね、時は、バブル

経済の絶好調のときですよ。いまだったら絶対にありえないことですよ。日本が世界一

のお金持ちの国だったころでね、アメリカの国土ぜんぶを金で買えるだけのお金が日本

にあるんだと新聞の一面に大きく書いてあったのを記憶しています。 

 

これが上智にきて 2 年目に担当した実習スーパービジョンのグループの学生たちです

ね。実際には 19 人担当していたので、そのうちの 7 人ということですよね。 
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私も、まだ 30 になったばかりの独身で、こんな若い女性たちの学生ばかりを前に何を

考えていたんだろうと思いますよね。助手だったので通常のゼミは担当してなかったん

ですよ。ですから、私にとっては、この学生たちがゼミ生みたいな感じでした。 

 

さっきの問 1 ですけど、私が昔から研究室に貼ってある新聞のコラムなんですけど、こ

れなんですね。 

 

 「大学教授の俸給は、学者として支払われをるに非ず」 
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「大学教授の俸給（ほうきゅう）は、学者として支払われをるに非ず」というのですね。 

大学の教員の給料というのは、学者として、もらうわけではないんだよということです。 

 これは福田恆存（つねあり）という有名な評論家の言葉を引用して、竹内洋（よう）

先生が書かれたコラムで、どこの新聞で、いつごろの新聞なのかも、メモしていなかっ

たので、まったくわかりません。ただ新聞記事は、かなり変色してしまうくらい、ずい

ぶん以前から私は研究室に貼っていたんですね。 

 つまり、私は上智に来る前は、教育は研究の合間にやるものだというくらいにしか思

っていなかった。それは私自身が学生だったころの経験から、そう思っていたんですが、

上智に来て考えが変わったわけですね。私は研究をして給料をもらっているわけではな

くて、教育をして初めてお給料をいただけるのだということですね。 

 

それから、このレジュメでは、1993 年が私の教員生活の一つの節目になっていますが、

偶然なのかもしれませんが、1993 年というのは赤波江先生が亡くなった年なのですね。 

（注：ここで赤波江先生の写真を映す。） 
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 赤波江先生のこと 
  

先生のお顔、なつかしいでしょ。赤波江春海先生の名前をご存じなのは、卒業生でも 40

代後半より上のかただけだと思いますが、社会福祉学科とは非常に深い関係があるかた

で、この写真は「教職員アルバム」といって、いまでは、こういうものはありませんけ

れども、昔は各教員の写真が職員全員に配付されたんですね。そこからとってきました。 

 上智大学の教員で神父さまだったのですが、神父さまだから、どの学科の学生も平等

に接するというのが原則なんでしょうけれども、社会福祉学科の学生を特別に愛してく

ださったというか、そういうかたでした。 

 これは赤波江先生が編集されていた「世紀」という雑誌に、赤波江先生の追悼号が出

されたときのものですが、そこに社会福祉学科の春見静子先生が寄稿された文章がある

んですね。 

 

 
 



上智大学社会福祉学科で教えて 30 年                                         2018.11.17. 

 

上智大学 岡 知史 12 
 

読んでみますと「社会福祉学科の学生は、なぜだかわからないが、ちょっと違うんだよ

ね。とてもいいんだよ。いつも人のことを気にかけていて、気のいいやつが多いんだよ

ね。だから、ぼくは福祉学科の学生が好きなんだ」と赤波江先生は、いつもおっしゃっ

ていたと、春見先生は書かれているわけですが、私は赤波江先生とは、ほとんどお話し

たことがないのですが、こういう赤波江先生の言葉は、実際に聞いて印象に残っている

んですね。「福祉学科の学生は、他の学科の学生とは違って、とてもいい子が多いんだ

よ」というメッセージは、ずっと私の心に残っているんです。 

 この赤波江先生への学生たちの信頼感というのは、たいへんなものでして、まあ、た

ぶん、いまの学生たちに言っても信じてもらえないほどだと思います。その赤波江先生

が、まだ 56 歳という若さだったんですが、心筋梗塞で急に亡くなられて、そのお葬式

がイグナチオ教会でありました。もう学生たちが大泣きしていましたね。○○君なんて、

いつも朗らかでニコニコしている身体の大きな男子学生でしたが、彼なんか、もう身体

を、こんなふうに揺すりながら大泣きしていたのが、とても印象に残っています。 

 それで、そのとき思ったのが、「ああ、これは、僕がこれからどんなに教員として、が

んばっても手が届かない世界だな」ということでした。やはり神父さまですからね。愛

に生きるということに人生を捧げているかたですからね。それは、私とは住む世界が違

うんですね。 

 だから上智に来たばかりのころ、松本先生には「学生の話を聞いてください」と言わ

れましたけれども、学生たちとの信頼関係の深さという点では、神父様にかなうわけが

ない。そして、それは私の領域ではないと思ったんですね。 

 つまり、自分が教員として学生たちと、かかわることができるのは、何かというと、

それは、愛とか人格とか、そういう領域ではないんだなと。それはもう神父様にまかせ

ておいたらいいんだと。 

 そうではなくて、私の領域は、ソーシャルワークに限定した専門的なことを伝えると

いうところなんだということを、私は赤波江先生のお葬式に出席して真剣に考えたんで

すよ。 

 

さて、ちょっとしんみりした話になってしまいましたが、この時期に私の教育観を変え

るできごとが、2つあるのですね。それが何だったのか想像していただきたいのですが。 
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 問 2. 私の講義についての考え方は 1990 年度の受講生の言葉から、ゼミや演習につ

いての考え方は 1992 年度の受講生の言葉から変わりました。それはどんな言葉だった

と思いますか。ヒントですけど、それはどちらも私にはショッキングな言葉でした。み

なさんが私の立場なら、どんなことを言われたら自分の考え方が変わると思いますか。 

ということなのですが、また少し考えていただけますか。では、どうぞ。 

 
 1990 年ごろの私の授業 

  

はい、みなさん、どのようなことを想像されましたか。最初に 1990 年ごろの私の授業

というのが、どういうものだったのかをお話しないといけないですよね。私は、その当

時、グループワークとコミュニティワークという 2 科目を講義としては担当していまし

て、そのとき使った教科書が Garvin, C. D. (1987). Contemporary group work (2nd 

ed.). Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. アメリカの一流大学、ミシガン大学の大

学院で、たぶんテキストとして使われていたんじゃないかなという本ですね。これが、

グループワークの教科書。 

 じゃあ、もう一つの科目のコミュニティワークでは、どういう教科書を使っていたか

というと、これです。Taylor & Roberts. (1985). Theory and practice of community 

social work. New York: Columbia University Press. アメリカの名門大学、コロンビア

大学の大学出版社から出されたコミュニティワークのテキストです。1985 年出版だか

ら、やはり、その当時は出版されて数年という感じでした。これもアメリカの大学院生

が読む本なんですよね。前のグループワークの本もそうだけど、この本にも日本語の訳

本は出ていません。 

 どうでしょう。アメリカの一流大学の大学院生が読むテキストを、英語のまま 200 ペ

ージ以上、学部の 3 年生に読ませて、それで期末には記述式のテストをするわけですか

ら。しかも、グループワークもコミュニティワークも当時は必修科目でした。これをと

らないと卒業できない科目だったんですね。はっきりいって無茶苦茶ですよね。これが、

私のコミュニティワークの授業でした。 
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 「わけのわからない授業」 
  

こんな英語のテキストを使って、いったいどんなふうに授業をしていたのか、ほとんど

覚えていないんですが、ある日、授業が終わって研究室にもどると、トントンとノック

されて出てみると、女子学生が一人いて 1990 年のことですね、学生さんの名前も、し

っかり覚えていますけれども、その彼女が「先生、いま、いいですか」と。「ああ、いい

ですよ」と部屋に入ってもらい、話をしました。細かいことは、よく覚えていないので

すが、彼女は、こう言ったんですね。 

 「先生、私は、このあいだアメリカに一人で行って、すごく自信がついたんです。そ

して大学に帰ったら、がんばって、すごく勉強するぞ！と、ワクワクして日本に戻って

きたんです。でも、大学にもどってきたら、こんなに、わけのわからない授業を聞かさ

れて、もう悔しくて、悔しくて、しかたがないんです」と言って、ボロボロと泣き出す

んですね。「こんなにわけのわからない授業を聞かされて！」という一言が、もう強烈

に耳に残っていましてね。「ああ、自分は学生たちには、わけのわからない授業をして

いるんだな」ということを痛感したわけですよ。 

 あとは、授業中にサッと手をあげた男子学生がいまして、この方は、みんなの見てい

る前で発言されたので名前を出してもいいと思いますが、○○君という人で「先生、何

をおっしゃっているのか、さっぱりわからないです」と、発言されて、まあ、怒ってい

るふうでもなく抗議しているふうでもなく、淡々と、しかし、しっかりと「さっぱりわ

からない」とおっしゃっていて、クラスみんなの前で、そういうことを言うというのは、

みんなもわからなくて困っているということを代表しておっしゃっていたわけですね。 

そんな、こんなで強烈に反省しまして「そうなんだ、学生たちは、わかりやすい授業を

求めているんだ」と思って、つくったのが、これです。 

 
 教科書をつくる 
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「わかりやすいグループワーク」A5 サイズで、151 ページ。うすっぺらくて小さな冊

子でした。でも、それがテストになると、もう表紙がボロボロになるほど読んできてく

れるのですね。それが嬉しくて、それ以降、ずっと使って書き足して、いま使っている

のが、これです。 
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「わかりやすいグループワーク」ver.11、B5 サイズで大きくなって 388 ページありま

す。現在は ver.11 ですけど、ver.10 が、かなり余っているので興味のあるかたは差し上

げますので、今日もって帰っていただければと思います。これが、グループワークで、

一方のコミュニティワークが、これ。 

 

「やさしいコミュニティワーク」。これは Ver.2 なんですけど、A5 サイズで 139 ページ

の、やっぱり薄っぺらい小冊子です。これも毎年つくりなおして、現在つかっているの

は 5 年前につくったもので ver.9 で B5 サイズ、220 ページあります。 
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学生さんのなかには、「これを売って、もうけているんじゃないですか」なんて言って

いたひともいましたけどね、実は、すごいリスクがあって、これなんかそうですよ。 
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「社会福祉演習教材」。社会福祉演習という科目が社会福祉士養成課程のカリキュラム

が法律の改正で変わってしまったために無くなってしまったんですね。現在は、社会福

祉演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳという 4 つの科目に分かれて社会福祉演習という単一の科目は無

いんです。ですから、社会福祉演習のために作ったテキストは ver.5 まで作ったのです

が、突然使えなくなって大量に余ってしまって、私としては印刷代だけで何十万円かか

っていますから、すべて赤字ですよね。けっこう、みなさんに無料で配ってきたのです

が、まだ 60 冊近く余っているので、ぜひ、みなさん、良かったら持ってかえってくだ

さい。御願いします。 

 テキストが売れなくなるのは、科目が無くなってしまうことだけではなくて、科目の

担当から外れるということも売れなくなる事態になるんですよ。それが、これですね。 

 

「わかりやすい地域福祉」。これは、地域福祉論の担当が栃本先生になって、テキスト

が大量に余ってしまってしまいました。かなり無料で学生たちに、もって帰ってもらっ

たんですが、まだ余りがあるので、これも、ぜひ持って帰ってください。ただ言ってお

きますけど、古いので、あまり役にはたたないと思います。 

 あとは、これですね。卒論を書く人のための冊子も作りました。 
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「ゼミ論・卒論を書く人のための 12 の小話」というタイトルで A5 で 33 ページの薄

い冊子でしたが、現在は、ゼミ論、レポートの書き方という B5 サイズで 116 ページの

冊子を作っています。 
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話は戻りますが、講義については、こんなふうにテキストを作って変わったのですが、

演習、ゼミ形式の授業のほうですけど、これも学生さんの言葉で大きく変わりました。 

 1992 年の実習スーパービジョンのときでしたが、「スーパービジョンがうまくいくた

めには、どうすればいいかな」と学生たちに聞いたら、ある学生から「先生、おくちに

チャック！」と、言われましてね。それが、すごいショックで。「教員として、学生に対

して何か少しでもいいことを言わなければ！」と思っているところに「先生、おクチに

チャック！」ですからね。ああ、そうか、演習とか、ゼミとかは、学生たちが議論する

場なんだから、教員は、できるだけ黙っていなければいけないんだな！と学んだんです

ね。それで作ったのが、この「実習のヒント 24」という A5 サイズ、78 ページの薄っ

ぺらい冊子でした。 

 
これは、現在「実習のヒント Ver.9」ということで、A4 サイズ 176 ページの冊子になっ

ています。 
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それから、これは、そういう冊子をつかってやったスーパービジョンのグループの写真

で当時は実習スーパービジョンで年に 2 回ぐらいだったか、上智短大のキャンパスで、

合宿をやっていたんですよね。それが、そのときの写真です。みんな、楽しそうでしょ。 

 
 楽しかったスーパービジョン、ゼミ 
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次は、その当時のゼミの写真ですね。こちらに、今年から社会福祉学科の准教授になら

れた笠原先生がうつっていますけどね。これも上智短大のキャンパスで合宿をしたとき

の写真です。この 1994 年前後というのは、ゼミもスーパービジョンも、けっこううま

く行っていて楽しかったんですね。 
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これが次の 1995 年度のゼミの写真。 
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これが、その次の 1996 年度のゼミの写真。 
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 ゼミや演習に学生がこなくなる 
 

まあ、こんなふうに楽しい時期が続いたのですが、1999 年あたりから少しずつ私のゼ

ミをとる人も減ってきて、実習とか福祉演習も、学生たちは、あまり取らなくなってく

るんですね。それ、なぜだと思いますか。で、次の問題です。問いの 3 ですね。 

 1999 年ごろからしだいにゼミに人が集まらなくなり、ゼミや福祉演習、実習の授業

で学生たちとの関係がギクシャクすることが多くなりました。何が原因だったのでしょ

うか。まあ、ちょっと想像していただけませんか。 

 

はい、みなさん、どのようなことを想像されましたか。1999 年から 2008 年ごろまでで

すが、そのころの写真がこれです。 
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2002 年ですね。真ん中にいるのが、2 歳のときの私の長男です。いまは、大学 1 年生で

小学校の教師になりたいということで教育学を勉強しています。長男の手をにぎってい

て前のほうにすわっている女性が、私の奥さんです。 

 このときのゼミ生は 7 人でしたかね、まだ多いほうで、他の年度は、ゼミは 3 人だけ

とか 4 人だけとか、そういう年が続きました。 

 

社会福祉演習の授業などは、もっと少なくて、ある年のことでしたが、第一回目の授業

で「何人ぐらい学生さんが履修してくれているかな」と楽しみにしながら教室にいくと、

電気もついていなくて薄暗くて誰もいないんですよ。「教室を間違ったかな？」と思っ

て、確かめても間違っていないわけですよ。「ああ、みんな、遅刻してくるのかな」と思

って「遅刻したらダメでしょう！」と言ってやろうと思って待っていたんですね。その

ときは、曇りの日だったためか、教室が、もう暗いわけですよ。でも、学生たちを驚か

せてやろうと思って、わざと電気もつけないで、そのまま教室にじっと一人で座ってい

たんです。 
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 でも、一人で黙って、ただひたすら暗い部屋にすわっていると、だんだん不安になっ

てきまして「え？ ひょっとして、誰も履修してくれないのかな？」と思って、悲しくな

ってきましてね。 

 そしたら、なんと突然、教室のドアが、ガラッと開いて「あ、やっと来てくれた！」

と思ったら、見たこともない男子学生が、ひょいと顔を出して「あのお、すいません、

この教室、空いていますか？」って、聞くんですよ。困ってしまいましてね。 

 まあ、空いているっちゃあ、空いていますよね、学生さん、誰も来ていないわけです

から。でも、空いていないっちゃあ、空いていないわけですよ、だって授業をする教室

なんですから。 

 それで、なんて答えていいのかわからなくて、しばらく言葉が出てこないんですね。 

結果として、じーっと黙って、その男子学生を見てしまうことになってしまって、そし

たら、その学生も、たぶん怖くなってきたんじゃないですか、薄暗がりの教室に一人、

教員らしい男が座っていて、黙って、こっちを見ているわけですからね。 

 で、「すいませんでした！！」って、男子学生が、あわててドアを閉めたということ

は、覚えているんですね。それから 20 分ぐらい一人で、さびしく教室にいましたが、

結局、誰も来なかったものですから、自分で時間をかけて作ったテキストを山のように、

こんなふうにかかえてね、1 号館の廊下と階段を、ひとりでトボトボと歩いて帰ったこ

とを、いまでも覚えています。 

 

なんで、こんなに人が来てくれなくなったのか、よくわからないんですね。実習スーパ

ービジョンのグループも、うまくいった学年もありますけど、すごくうまくいかない年

もありました。うまくいかないというより、学生たちから「嫌がられている」「避けられ

ている」というか、そういう印象もありましたね、正直いって。 

 スーパービジョンなどは、私を希望する学生が誰もいなくて、本当は、たとえば春見

先生を希望していたのに人数のバランスをとるために、私に無理やりに配置させられた

という気の毒な学生たちがいるわけですよ。そういう人たちは、露骨に私のことを嫌が

っている様子でしたね。 
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 なぜ嫌がられたか 
 

それは、どうしてだったんだろうと、いまから振り返ってみますと、簡単にいえば、押

しつけがましい教員だったのかなと思うんですね。で、どうしてそうなってしまったか

というと、ひとことでいうと「成功体験」があったからだったと思うわけです。 

 つまり、たとえば、ゼミでいえば、以前にすごくいいゼミができた。素晴らしいスー

パービジョンができた。だから、もういちど同じようなアプローチをしたら、またいい

ゼミ、いいスーパービジョンができるはずだと思うわけですね。 

 私は昔から職人に憧れているところがありまして、たとえば、そば打ちの名人とか、

カッコいいなと思うわけですよ。長年の経験と修行で、すごくうまいそばを客に出して、

「はい、どうぞ」と。「ああ、これは、うまい」と客が言ってくれる。いいなあ、と思う

んですね。 

 私も授業は、職人技でできると思っていたわけですよ。自分でテキストを作って、授

業の仕方を工夫してやっていけば、学生たちが、すごく満足できる授業をつくりだすこ

とができると、そんなふうに信じていたんですね。 

 だから、そば打ちの名人が出したそばで、あんまり喜んでくれない客がいたら、「お

れのそばが、うまくないなんて、あんたの舌がどうかしているよ」と言ってしまうよう

な態度を、私は学生たちにしていたように思うわけです。 

 つまり、過去に、いい授業をしてね、学生たちがすごく高く評価してくれたと、いい

授業でしたと言ってくれたと。だから同じ授業をすれば、また高く評価してくれるはず

だと思うわけですね。 

 逆に、その授業をいいと思わなければ、それは、君たちにやる気がないからだとか、

君たちに問題があるんだとか、そんなふうに、クチに出しては言わないまでも、そうい

う態度をとっていたように思うのですね。 

 

じゃあ、最後の問題です。問 4. 2009 年ごろからゼミに人が集まるようになりました。

学生との関係も以前より良好になってきたようです。その理由は、私の学生たちへの態

度が変わったからだと思っています。どんなふうに変わったと思われますか。ちょっと、

いろいろ予想していただけますか。では、どうぞ。 



上智大学社会福祉学科で教えて 30 年                                         2018.11.17. 

 

上智大学 岡 知史 29 
 

はい、みなさん、どのようなことを想像されましたか。結局、私が気づいたのは、そば

職人は、そばは自分で作って客に出しますよね。だから、長年の修行で、うまいそばを

作れば、どんな客も納得させることができると思うんです。 

 でも、授業は教員だけで作るものではないわけですね。だから、いくら教員だけで準

備しても自分が意図したとおりの授業にならないわけですよ。まあ、そういうことに気

づいたということが、ひとつあります。 

 それから、私は、教育というのは教員が知っていることを学生に伝えることだと思っ

ていました。でも、そうじゃないんじゃないかと考えはじめたのが、2009 年度で、教

員になってから 23 年目のことでした。 

 
 学生といっしょに学べばいい 

 

じゃあ、教育というのは何をすることかというと、学生さんといっしょに学んでいけば

いいんじゃないかという姿勢に変わったわけですね。 

 具体的には、ゼミでいえば、私は自分の研究分野で自分が知っていることを教えてい

たわけですよ。でも、私の研究分野というのは、きわめて限られていて、私は研究とい

うのは、狭く深くするものだと思っていたところがありましたので、自助グループと福

祉の関係という極めて限定された内容だったわけです。それを、学生さんといっしょに

学べばいいということになると一気に、ゼミで扱う領域が広がりますよね。 
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これが、現在のゼミの風景で、今週の水曜日に撮影したものですが（学生たちの了解は

得ています）、学生さんどうし小グループで話し合っているところです。それで、学び

たいテーマも学生たちから出してもらうわけですけど、それがとても興味深いんですね。 

たとえば、私が印象に残っていることをいくつかお話しますと、 

 まず、性風俗とか売春の問題ですよね。これは、けっこう児童福祉の問題であったり、

女性の福祉の問題であったりするわけですが、あんまり大学では勉強しないと思うので

すよ。で、そういう問題を取り上げるわけです。たとえば、みなさん、JK 産業とか、

ご存じだと思いますけど、女子高校生が男性に膝まくらとかして、お金をかせぐとか、

そういうことが秋葉原とか歌舞伎町なんかにありますよね。そういう秋葉原や歌舞伎町

で女子高校生に声をかけて、その危険性に気づかせるという活動をしている NPO 団体

があって、そこの協力を得て夜遅くの秋葉原や歌舞伎町を歩いて、そこで働く女子高校

生たちに声をかけるとか、するわけですよ。あるいは秋葉原で児童ポルノを売っている

店があって、じゃあ、入ってみましょうということで入ってみるわけですね。ゼミの女

子学生たちは平気でどんどん入っていきましたけど、私は、ちょっと、そんなところに

入って写真でもとられたらどうしようかと一瞬躊躇しましたけどね。 
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 それから、売春をしている女性たちの社会復帰を援助している団体の代表者にゼミに

来てもらうとかしました。そういう売春に従事している人たちは、そんな毎日働いてい

ないらしいんですね。ですから、週のオフの何日かは普通の NPO 法人とか、普通の事

務所で働くことができるように支援しているんですよ。そうすると、売春をやめたいと

思ったときにも経歴に穴が開かないっていうんですよね。そういう店で 10 年働いてい

ました、なんていうことは、履歴書には書けないし、だからといって空白にもできない

ということで、そういう人に見せられる職歴をつくるために働いてもらう、一方で、あ

んまりお金は出せないけれども週に何日か働いてくれる人が欲しいという団体は、けっ

こうあるというのですね。だから、その仲介をすることで売春に従事している人たちの

社会復帰を支援しているんですね。 

 あとは触法障害者の施設に、ゼミのみんなで見学にいきました。「かりいほ」という

全国的にも有名な施設で栃木県にあるんですが、触法障害者の施設ということで、すご

く管理が厳しいところかと思ったら、とても自由というか自由すぎる感じの施設で、び

っくりしました。施設長の石川先生が非常に素晴らしいかただという印象を持ちました。 

 それから、認知症の高齢者に働く機会を提供するというデイサービス施設があるんで

すよ、東京の町田市に。男性の認知症のかたには、デイサービスで遊んでいてもしかた

がない、私は働きたいんだ、社会の役にたちたいんだという人がけっこういるというこ

とで、そこのデイサービスでは認知症のかたが働くことができるわけですよ。で、そこ

のソーシャルワーカーは、認知症のかたが働ける場を探したりするわけですよね。まあ、

すごく新しい発想で、そのソーシャルワーカーと認知症をもっている利用者が 5 人くら

い私のゼミに来てくれて、自分が認知症だということを気づいた瞬間の話を、おもしろ

おかしくユーモアたっぷりに話してくださいましてね。非常に刺激的で感動的でした。 

 あとは、いまよく話題になる LGBT のかたの話ね。LGBT のかたの話は、ふつうに

聞くようになりましたが、LGBT の高齢者の介護の問題をどうするかということで、

LGBT の人というと若い人がカミングアウトして、ということをイメージしがちですけ

ど、高齢者にだって LGBT のかたはいらっしゃるわけで、じゃあ、身体は男だけれど

も、心は女だという高齢者に介護が必要になったとき、男性の介護者では嫌だという気

持ちに、どう応えたらいいのか。そういう問題を自分自身が LGBT であるという介護
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福祉士のかたに来ていただいて、そこらへんの微妙な問題をゼミで話してもらったこと

もあります。 

 まあ、そんなこんなで、私にとっても知らないことばかりを学生たちと新しく学んで

いくというゼミで自分自身とても楽しいんですよね。 

 要するに私の言いたいことは「自分が教えるんだ、自分が知っていることを学生に伝

えるんだ」という姿勢から、「学生さんといっしょに自分も学んでいけばいいんだ」と

いう姿勢に変わったということですね。もちろん「自分が知っていることを学生に伝え

る」というゼミのあり方を否定するわけではありません。ゼミには、いろんなやり方が

あるということですよね。 

 
 反転授業 

 

いまゼミのことをお話しましたが、通常の講義についても、いまやっている新しい試み

のことを少しだけお話したいと思います。 

 それが、当事者福祉論というもので、私が自助グループをずっと研究してきたもので

すから、当事者ということをキーワードにして、新しい科目を社会福祉学科でつくって

もらったんですね。その新しい科目を、いま「反転授業」という新しい方法で教えてい

ます。それは Youtube とかに動画を載せて、それで授業するものなんです。私も当事者

福祉論という科目で 1 回の授業で、だいたい 30 分から 40 分の動画を見てもらって感

想文を提出してから、大学の授業に出てもらうという反転授業をやっています。 

 今日は、その授業のオリエンテーションの動画の一部を見ていただきたいと思います。 

2 分 30 秒ぐらいなので、すぐ終わります。（注：動画の一部を流す） 

 そして、これが、その授業風景です（これも写真を用いることは、学生たちの了解を

得ています）。基本的に私の講義は動画ですべて終わっているので、学生たちが 90 分

間、ずっと議論をするという形です。 
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もともとこういうスタイルで授業をするということを説明しているところで集まった

学生たちなので、みんな熱心に議論しているので、これは私としてもとても嬉しいこと

です。 

 

さて、私の上智での 30 年をまとめてみると、こんな感じになると思います。 

 
 10 年周期で変わった 
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これは、わざと 10 年単位で分けたわけではなくて、なんかすごくうまくいかなかった

年度とか、方針をがらりと変えた年度とか、印象に残る年度があるわけですよ。それを

もとに分けてみると、結果として面白いことにだいたい 10 年周期でかわってきたとい

うことで、これは、この講演を準備するプロセスのなかで初めて気づいたことです。そ

の点、ほんとうに今回、自分自身の教員として歩んできた道を振り返る、すばらしい機

会をいただけたと思って感謝しています。 

 
 今後のこと 

 

レジュメでは、今後の 5 年で行いたいことと書いてありますが、私の定年まであと 5 年

なんですね。ただ私の次男が、まだいま中学 2 年生で、5 年後は順調にいっても大学 1

年生なんですね。なので、うちの奥さんからは、とにかく次男が大学を卒業するまでは、

しっかりと働け！と言われていまして、すると 68 歳までは、元気で働かなければいけ

ないわけで、65 をすぎたら、もう沖縄から北海道までどこにでも行きますので就職先

を探そうと思っています。 

 ですので、本日のお話は、その 5 年後の私の就活（シュウカツといっても、終わりの

活動ではないですよ）、就職活動の一環としても、させていただきました。ぜひ 5 年後、

仕事があったら、御願いいたします。 
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最後になりましたが、さっきご紹介しましたテキストの余りがありますので、古くてあ

まり役にはたたないものだと思いますが、良かったらもって帰っていただきたいと思い

ます。 

 長時間になりましたが、私の授業を受けてこられたみなさんに感謝の気持ちをお伝え

しながら、私の拙いお話を終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 

 



2018.11.17.13:40-14:40 上智大学 12 号館 301 教室 

社会福祉学科同窓会セミナー・交流会 

上智大学社会福祉学科で教えて 30 年 

               岡 知史 

 
1. はじめに：このテーマを選んだ理由や思い 
2. 上智に来るまで、そして来てしばらくの話（1987 年 4 月～1993 年） 
3. 若手教員として学生との交流を楽しんだころ（1994 年～1998 年） 
4. 学生たちが私のゼミや福祉演習をとらなくなったころ（1999 年～2008 年） 
5. 新しい方針でゼミを始めたころ（2009 年～現在） 
6. むすび：残りの 5 年で行いたいこと（現在～2024 年 3 月予定） 

 
問1. 私の研究室の壁に、ずいぶん前から貼ってある新聞記事のコラムがあります。そ

こには、私が大学の教員をしていて忘れないようにしたいことを書いてあります。

さて、どんな記事だと思いますか。みなさんが私の立場なら、どんな記事を貼る

かを考えてみてください。 
 
 
問2. 私の講義についての考え方は 1990 年度の受講生の言葉から、ゼミや演習について

の考え方は 1992 年度の受講生の言葉から変わりました。それはどんな言葉だった

と思いますか。（ヒント：それはどちらも私にはショッキングな言葉でした。）

みなさんが私の立場なら、どんなことを言われたら自分の考え方が変わると思い

ますか。 
 
 

問3. 1999 年ごろからしだいにゼミに人が集まらなくなり、ゼミや福祉演習、実習の授

業で学生たちとの関係がギクシャクすることが多くなりました。何が原因だった

のでしょうか。みなさんが私のスーパーバイザーなら、どういうアドバイスをさ

れますか。 
 
 

問4. 2009 年ごろからゼミに人が集まるようになりました。学生との関係も以前より良

好になってきたようです。その理由は、私の学生たちへの態度が変わったからだ

と思っています。どんなふうに変わったと思われますか。 
 
 
 
私の過去のテキスト等は、今後、以下のサイトにアップロードしていく予定です。 
https://researchmap.jp/tomofumioka/ 
（あるいは「リサーチマップ 岡知史」で検索） 


