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2月 9日と3月8日の二日間、渡辺先生をお迎
えして相談面接技術研修を行いました。相談支援
専門員に必要な技術の一つである面接技術の研修
は、ＳＳＡとして大切にしている研修の一つです。 
1 日目は、15名の方にご参加いただき、面接
の基本についての講義と、エゴグラムを用いてグ
ループワークを行いました。
講義では、面接の基本である、「人をありのま
まに受け止める事、相手の人格を尊重すること」
や、面接時の姿勢について教えていただきました。 
エゴグラムでは、自分の性格の傾向を知ることで、
面接場面や職場での自分の態度を振り返り、相手
に与える影響・自分が受ける影響について知るこ
とが出来ました。
2日目は 11名の方にご参加いただき、応答の
原則についての講義と、ミニカウンセリングとし
て、約 8分間の面談をテープにとり、会話のや
り取りを書面におこして、面談のポイントなどを
実際のテープを聞きながら振り返りました。
ミニカウンセリングでは、今回は 6名の方が
テープ起こしを提出してくださいました。
実際に書面に起こした面談の流れを見てみる
と、相談者の言いたいことのポイントがよくわか
り、普段の面談で気を付けることを学ぶことが出
来ました。

初めて相談員になった時、密室の中で行われる
面接に自信がなく、とても不安でした。終わった
後に、“あの面接は大丈夫だったのだろうか…”“相
談者はどんなふうに思って帰ったかな…”“ また来
てくれるかな…” と、いつまでも自分の面接を思
い出していました。でも日々の業務の中でだんだ
んと慣れてしまい、きちんと振り返ることは少な
くなっていました。今回の研修で、自分の性格の
特徴や傾向を知ることができ、面接に来る方の気
持ちや、相談員としての姿勢を考えなおす機会と
なりました。 
参加者の方々からも、「テープをだして、自分

の特徴がわかった」「面接を聞かれるのは緊張し
たけれど、自分の欠点がわかったので今後に活か
したい」「去年もこの研修を受けた。今日の研修
でまた、自分の 1年間の面談を振り返る機会に
なった」「また 1年後に受講して面接に対する姿
勢を正したい」との感想をいただきました。

講師：臨床心理士　渡辺　満子先生 
第 5回　相談面接技術研修

第５回　相談面接技術研修
相談支援基礎講座

～学校では教えてくれないインテークのコツ～

研修報告
相談支援基礎講座2012のお知らせ

2012年2月9日　彩の国すこやかプラザ 
2012年3月8日　坂戸市文化施設オルモ 

次回の相談面接技術研修は、平成25年1月12日

（土）に開催いたします。実際の面接場面を振り返

る内容を予定しています。再度ご案内いたしますの

で、皆様のご参加をお待ちしております。
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相談支援基礎講座は初任者研修の前段階の研修
として、経験年数 5年目までの方を対象に行わ
れました。学校で習うインテークの知識と実際の
相談場面に必要な知識と技術が直結していないこ
とや、現場でのコンサルテーション体制の弱さを
指摘し、それを補うための講座としてインテーク
に焦点が当てられました。
講座の冒頭では「初心者にありがちな面接場面
のあれこれ」として、話を聞くことが中心で必要
な情報が抜けてしまうことや安易な情報提供な
ど、普段の面接場面で不安に思っていることばか
りで、思わず「 そうそう！！」と声をあげたく
なるようなものでした。受講者の方達の心ががっ
ちり掴まれたところから、相談支援とは何かとそ
の中で重要になるインテークの基礎についてお話
しいただきました。
広沢氏は相談支援に必要な基礎力として利用者
の想いや生活に対する「想像力」と利用者が望む
生活を実現するアイディアや社会資源を創造する
「創造力」をあげ、後半はこの 2つを重視したグ
ループワークが行われました。
グループワークでは、出された事例のインテー
クをするという想定で質問を出していきました。
ただ質問をしていくのではなく「何を想定してそ
の質問をするのか」も併せて考えましたが、ここ

でこの講座の重要なポイントである「想像力」が
必要になります。ただなんとなく質問するのでは
なく、エピソードや本人 ( または家族や関係者 )
の話から「 この人はこんな人なのではないか」
「 この人はこんなライフストーリーを持った人な
のではないか」といった仮説を持ちながら質問し
ていきました。始まる前は「 なんて難しいこと
をするんだ！」と思っていましたが、慣れてくる
と具体的な質問がどんどん出てくるようになって
きて、明日からの自分の面接場面に生かせること
を各々持ち帰れたのではないかと思います。
グループワーク後のワールドカフェでは講座を

受けての感想や普段の相談の不安についてお菓子
を食べながら話をしました。普段は言葉にする前
に流れていってしまうようなささいな疑問や不安
についても話すことができ、とても充実したもの
でした。初心者だから感じる不安や疑問を直球で
上司や職場の人に相談するということは意外と難
しいのかもしれません。2年目、3年目と年数を
重ねるほどケースの数も増え、インテークもでき
るものとして仕事を任されるようになっていきま
すが、実は不安も多く面接場面でいつも緊張して
いるという話も多く出ていました。「 こんなこと
不安だよね？」ということを講師側から投げても
らうことでとても話しやすくなったし、その不安
を共有できたこともこの基礎講座とワールドカ
フェの大きな成果ではないかと思います。

講師：ＳＳＡ　　広沢　昇氏

相談支援基礎講座
～学校では教えてくれないインテークのコツ～
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インターンシップ研修として、2月 6 日～ 9
日まで長野県上田市に行ってきました。
自分の相談支援事業所以外で、知らない土地、
知らない事業所の中で 4日間過ごすという事で、
楽しみと緊張を抱えて研修を迎えました。
内容としては、最初に相談支援事業所の取り組
みの説明を受けて、その後は個別の相談、ケア会
議、初回面談、自立支援協議会、グループスーパー
ビジョンといった相談支援専門員の活動の様々な
場面に同席させていただきました。
地域性や相談支援体制の違いに感嘆と驚きを感
じながら、あっという間に 4日間が過ぎました。
4日間を過ごさせていただく事で、そこでの相
談支援事業の取り組みについて、頭で理解するだ
けでなく、実際に取り組みの現場を見たり、個別
の相談を見ながらどのように現場に影響している
のかを感じたり、現場の相談員がどういう思いで
相談事業を行っているのかを聞いたり、仕事が終
わった後に飲みの席で語り合ったりすることで、

色々な角度からその地域での相談支援体制を聞く
事ができ、深い理解に繋がりました。
また、地域の中で意欲を持って相談事業を行っ

ている人たちの空気を生で感じる事で、研修中か
ら自分も地元を活性化する為に出来ることはない
かとワクワクして考え始めたのを覚えています。
そのワクワク感を持ち続けながら、今後も相談

支援業務を行っていきたいと思います。

研修報告
相談支援専門員連携・育成強化のための

インターンシップ（実務研修ＯＪＴ）事業
独立行政法人福祉医療機構　社会福祉振興助成事業

実施日 実施場所
12.4.13 東上バールビルヂング（川越）
12.5.25 大宮ソニックシティ
12.6.3 大宮ソニックシティ
12.7.6 東上パールビルヂング（川越）
12.8.3 大宮ソニックシティ
12.9.21 キムラヤ八幡通りルーム（川越）

企画委員会実施状況

川越市障害者相談支援センター：相談支援専門員　山内智史
研修先：長野県上小圏域・上小圏域障害者総合支援センター

企画委員会に参加してみませんか？
県内の他地域の状況や業務上の悩みを
話す機会にもなります。会員なら誰で
も参加できますので、お気軽にご参加
ください。委員会会議の開催日時等の
詳細は、事務局までお問い合わせくだ
さい。
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当法人では、会員になって共に活動していただける方を随時募集しています。
会の活動にご興味があり、自分自身のスキルアップや仕事の方向性等に迷っていて、それを考え
るきっかけが欲しい方はぜひご連絡下さい。ご連絡先は、表紙にございます。メール等でご連絡下
さい。
＜個人＞入会金 1000円　年会費 5000円

☆会員募集☆

埼玉県障害者相談支援専門員協会では相談支援の経験が概ね 3 年
未満の方を対象に、相談面接の基礎であるインテークの取り方を中心
とした研修会を企画しました。

 『面接がうまくできず、相談支援が進まない…』『初回面談のイン
テークがうまく取れない…』『関係機関への繋ぎ方がわからない…』
など、日々の実践で必要な技術を今回の研修で身につけてください！

相談支援基礎講座 2012
～学校で教えてくれなかったインテークのコツ～の

お知らせ

日　時　平成 24 年 11 月 17 日（土）9：30 受付　16：30 終了予定
場　所　大宮ソニックビル 802 会議室
　　　　さいたま市大宮区桜木町 1-7-5（ＪＲ大宮駅西口より徒歩 3 分）
対　象　相談支援経験年数概ね 3 年未満の方
講　師　埼玉県障害者相談支援専門員協会スタッフ
参加費　会員 500 円（当日入会も可能）・非会員 4000 円
定　員　30 名（先着順の為お断りする場合あり）
申　込　ＳＳＡホームページより申込書をダウンロードし、必要事項を
　　　　記載しＦＡＸにて。
締　切　平成 24 年 10 月 31 日（水）
問　合　埼玉県相談支援専門員協会　担当：日野原
　　　　　電話 080-6680-0720　ＦＡＸ●● - ●●
　　　　　ＳＳＡホームページ　http://www.muse.dti.ne.jp/ssa/　


