
２０２１ 岐阜市市民活動

ラーニングプラス『about me』

精神・発達支援の記録と一般公開

LEARNING PLUS 発達支援生涯学習
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【目的】

精神・発達支援(成人期支援)において、当事者の希望とする表現活動(自己実現)を専門家と共に創り上げていく事例の一つの

取り組みを介して、その手法プロセスを記録(映像)しながら、その活動記録とフィードバックを一般公開することで、精神・

発達の生きづらさの周知と成人期支援活動理解を目的とした事業。

⇓

【目的 一部変更】

精神・発達支援(成人期支援)において、当事者の希望とする表現活動(自己実現)を専門家と共に創り上げていく事例の一つの

取り組みを介して、その手法プロセスを記録(映像)しながら、その活動過程を、映像記録と記録冊子を作成して関係者とフィ

ードバックすることで、精神・発達の生きづらさと成人期支援手法の向上と活動理解を目的とした事業。

⇓

変更理由 ➡取り組みの発表方法の変更

①市民活動プロセスの発表方法が行政のコロナ感染予防対策に準じて変更。

②活動の継続段階を経て内容DVにおける個人情報及び関わる当事者（相手側も含め）人権擁護を、改めて配慮の必要性。
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【事業内容】＊この活動における当事者の個人情報・活動内容開示の許可、承諾を全て頂いております

・成人期支援（精神・発達支援）に５年前から関わる当事者（DV・女性）

・DV被害当時からの2010年〜2016年の記録を基

・本人の経験・心理を物語表現・サイコドラマ化していく為の台本づくり

・トラウマ等の本人における生きづらさの問題等が軽減していく一つの支援手法の過程

・精神・発達支援の専門家を介して取り組み ↓

・10回のアセスメントアプローチとプロットの創作活動と、それらの実施
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当事者台本 2021.5.15㈯メディアコスモスつくるスタジオVol.1レクチャー
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Schedule および 活動記録の概要                            2021岐阜市市民活動『about me』 

No.1 

 

 

5 月 15 日㈯ 

 

メディアコスモス 

つくるスタジオ 

 

・顔合わせ 

・活動内容説明 

・提案 

  

No.2 6 月 9 日㈬ ぎふの森学園 

・Zoom 

・Zoom の練習 

・内容の確認 

 

No.3 6 月 15 日㈫ ぎふの森学園 ・インタビュー 

・アセスメント 

 

No.4 6 月 23 日㈬ ぎふの森学園 

・Zoom 

・日程調整 

・アンケートの案件 

・主治医確認可否 

 

No.5 

①  

7 月 7 日㈬ ぎふの森学園 

・15:00 

・活動内容再確認 

・サイコドラマ導入・体験 
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No.5
①

7月7日㈬ ぎふの森学園
・15:00

・活動内容再確認・サイコドラマ導入・体験

No.6
①

８月11日㈬ ぎふの森学園
・15:00〜

・ダサい服パーティー
・シンデレラパロディ
・プチお誕生日会
・岐阜市市民活動センター浅井様参加

No.7
①

9月22日㈬ ぎふの森学園
16:00〜企画打合わせ

・コロナ感染予防対策中の為宇野、丹羽、加藤
のみ

No/８
① ⑤

10月20日㈬ ぎふの森学園
・14:00〜④
・15:00〜⑤
・17:00〜18:00④

・④座学：台本確認
・⑤実演
・フィードバック

No.９
⑥ ⑦

11月24日㈬ ぎふの森学園

No.10

⓽
2022年
1月13日㈬

ぎふの森学園 ・セミナー内容の確認➡実施は可能か？

No.11

⓾
2月2日㈬ 岐阜県発達障害支援センター所長室 ・市民活動全体のフィードバック

・映像撮影・インタビュー他

10



　　　　　　　　　　　　　　　2021岐阜市市民活動『about me』

回 日時 場所 目的 内容 経過 感想

0 4月18日 e-mail 依頼 概要の説明 DVの被害について扱う トラウマ内容であること

~4月24日 ラーニングプラスの概要 本人の記録がある 技法の問題

2021年度の活動 ドラマとして表現 対象者に体制があるか

対象者

No.1 5月15日(土)
メディアコ

スモス
顔合わせ ・顔合わせ 初顔合わせ テーマは断捨離

つくるスタ

ジオ
活動内容説明 ・活動内容説明 自己紹介 冊子の厚みとおとなしい本人との印象のギャップ

概要確認 ・提案 DV記録をつけることが支えだった

サイコドラマを希望し、イメージが先行

ドラマ的技法は「今、ここで」を扱うので先入観があり

そうで不安

No.2 6月9日㈬
ぎふの森学

園
ZoomでDVの共通理解を深める ・Zoomの練習 Zoomのボタンを確認 対象者と団体のデータ不足

・Zoom DVの回復プロセスを考える ・内容の確認 DV被害を学ぶ DVをどうとらえているのか

本人にとってのベストは何か PPT 「DV被害からの回復プロセスから現在 PPTを見る DVの被害にあうことと発達障がい

終了後の見通しを立てる 発達障がいがあってもプロセスには入るだろう

No.3 6月15日㈫
ぎふの森学

園
対象者にインタビューし ・インタビュー

インタビューガイドを中心にインタ

ビュー

アセスメント 主役のみ 自分の障がいへの悩みと

本人は自分の障がいをどうとらえ

ているか
・アセスメント DV被害への悩み

何を表現したいのか DV被害を断捨離することで新生?

No.4 6月22日㈬
ぎふの森学

園
日程調整 ・日程調整 月1-2回で スケジュール確認

・Zoom アンケートは却下 ・アンケートの案件 アンケートは却下 不手際のお詫び

トラウマを扱うドラマの為主治医

への許可を確認
・主治医確認可否 主治医許可? 危険性への理解

発達障害とDV被害は切り離せない

(ラーニングプラス)
リソースの少なさ

自分の障害を発達障害が中心で、鬱

と統合失調症のような症状は二次障

害として理解していること

No.5 7月7日㈬
ぎふの森学

園
主治医の許可について ・活動内容再確認

スケジュールの変更がある。7月と

8月は1回ずつ減る。

・15:00 主治医の許可は本人の負担
社会資源の手続き中でさらに負担が

加わる
現実的な動きが出てきた

ドラマをするにあたり注意 ・「自傷・他害」をしないこと 本人「先のことは不明」

①     17:20 •第1段階　劇遊び ・ドラマセラピー導入・体験 DVの記録を形にして、会話や活動が進行する
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【効果】
事業を実施して活動記録とフィードバックすることで、精神・発達の生きづらさの成人期支援活動の困難さへの

理解と、表現活動それらの有効性。

①これらの表現活動を取り組むことで一つの事例とした表現活動の有効性

②当事者の問題軽減と自己実現の可能性

③これらを一貫して精神・発達支援における一つの事例とした支援手法の発表

④成人期スタッフ…映像制作チームの強化

【DV被害者(当事者)への効果・反映】

・長年気持ちの中で整理したかったDV記録をまとめ集成することができた。

・DV被害を何故自分が受けたかわからない、理解できなかったことが多少軽減されてきた。

・社会的活動が以前よりも出来るようになってきた。

【成果物・助成金】

・映像記録 ・冊子(制作中) ・関係者への対価支払い ・専門書の購入

ラーニングプラス事業的には2019年度に取り組んできた『ラーニング道場』の集大成(通算10回)となる。

市民活動事業として実施してきた、自己表現(アート・音楽・演劇・映像制作等)活動支援が、これからの活動へ向けて、

障害の有無に関係なく生きていく力を育んでいくための『表現力・コミュニケーション』の大切さを、専門家と共に社会の

理解へと周知されていける事例の一つとなる。
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岐阜県発達支援者センター所長精神科医 丹羽伸也先生

東京サイコドラマ協会認定ディレクター
北米ドラマセラピー協会ATトレーニー
作業療法士 社会福祉士

宇野寛子先生
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２０２１年度もお世話になりました。
ありがとうございました。

ご静聴ありがとうございました

Thank you so much foｒ your attention.

2021 LEARNING PLUS 発達支援生涯学習
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