いなむら市長の
「ひと咲き まち咲き あまがさき」
１月２３日(火) 放送分
放送時間
再放送

８:００〜、12:45〜、16:00〜
１/２５(木) 8:00〜、12:45〜、16:00〜
１/２７(土)、１/２８(日)

17:00〜

テーマ 「福祉探求科について」

(武庫荘総合高等学校放送部)
〈市長〉皆さん、こんにちは。尼崎市長の稲村です。今回も、元気いっぱい、市内の高校生
の皆さんによる番組をお楽しみいただきましょう。それではさっそくスタートです。
どうぞ！
<全員> みなさん、こんにちは！
<尾崎> ＭＳＢＣ☆ＲＡＤＩＯの時間です。
<武田> 今回のこの時間は、武庫荘総合高校放送部がお送りします。お相手は、2 年武田れい
らと。
<尾崎> １年尾崎由佳と。
<大谷> 大谷彩菜です。
<全員> よろしくお願いします。
<武田> さて今回は、武庫荘総合高校、略して「武庫総」の新しい学科について取り上げてい
きます。
<大谷> 武庫総は名前のとおり総合学科の高校ですが、今年 4 月から新しい学科が出来ます。
<尾崎> 気になるその学科はというと…。
<武田> 介護福祉士の資格取得を目指す、
「福祉探求科」です！
<大谷> ラジオをお聞きの皆さんにも、武庫総の福祉探求科について知っていただけたらうれ
しいです。それでは早速、いきましょう！

<大谷> まずは、福祉探求科についてどんなイメージを持っているのか、武庫総生に聞いてみ
ました。
<インタビュー１> 進学がとてもしやすそうで、将来的に安定しそうなイメージです。
<インタビュー２> 新しい試みっていうのはいいと思います。
<インタビュー３> 専門的な知識が高校生のときから学べて、とてもいい学科だと思います。
<大谷> なるほど〜。結構好意的な意見が多いですね。
<尾崎> 総合学科とはまた違った知識が学べるというのも大きいみたいですね。
<武田> そうですね。さて、ここで質問です。なぜ武庫総に福祉探求科が出来たのか、2 人は
知っていますか？
<大谷> そういえば、どうしてなのでしょうか？
<尾崎> 総合学科にも、福祉の授業はありますよね。
<武田> 理由としては、2025 年問題を見据えて、阪神地区の高校にも福祉探求科の学校を設
立しようということからだそうです。
<尾崎> ２０２５年問題ってなんですか？
<武田> ２０２５年問題とは、高齢化が進んでいる事が原因で、2025 年には 4 人に１人が
75 歳以上の高齢者になると予想されている事です。
<大谷> ４人に 1 人ですか？
<武田> そうです。そのためには、介護の仕事をする人がやっぱり必要ですよね。
<尾崎> そのなかでも介護現場のリーダーとなる介護福祉士を育てるのが、福祉探求科なんで
すね。
<武田> そうですね。専門的な知識や技術を身につけ、地域の福祉を支える人材を育てること
も目標としています。
<大谷> 先輩、総合学科で受けられる福祉の授業と、福祉探求科での授業って何が違うんでし
ょうか？
<武田> まとめると、大きな違いが 2 つあります。1 つめは内容です。総合学科では、教養と
しての福祉を学び、一般的な知識を学びます。それに対し福祉探求科では、介護や医療
に関する専門的な知識をより深く学び、高齢者福祉施設などでの現場実習なども長時間
行います。
<尾崎> では総合学科でやる授業の量よりも、もっと増えるということですよね。
<武田> もちろんです。なんと福祉探求科の時間割には、丸 1 日福祉の授業の日もあるんです
よ。
<大谷> とっても忙しそうです。
<武田> また、座学だけでなく、実習や実際の介護施設への訪問もします。
<大谷> なるほど。もう 1 つはなんですか？
<武田> ２つ目は設備です。設備ですが…。
<尾崎> 先輩、私たち設備については予習してきました。
<武田> えっ、本当ですか？
<大谷> はい。

<大谷> ここがすごい！
<尾崎> 福祉探求科の〜
<１年> 設備〜！
<尾崎> 1 つ！
<大谷> プロジェクター電子黒板とホワイトボードで板書！
<尾崎> 1 つ！
<大谷> 先生の動きはモニターで確認！
<尾崎> 1 つ！
<大谷> 訪問介護、在宅介護の実習もある！しかも〜、福祉についての本もたくさんある！
<尾崎> 実習、学習がのびのびと出来る環境が整っていて〜
<１年> すっごーい！
<武田> 設備については 2 人が言っていたとおりです。２人ともしっかり予習できていました
ね。
<大谷> はい。校舎も外見が丸型のガラス張りでオシャレですよね。
<尾崎> 外見もオシャレだと、ちょっとうらやましいです。総合学科の校舎も福祉探求科の校
舎みたいにかわいくしてほしいです。
<武田> 総合学科の福祉の授業にも実習はありますが、福祉探求科は総合学科では学ばない事
もたくさん学びます。そのためには、しっかりとしたカリキュラム、より学びやすい環
境が欠かせませんよね。
<尾崎> そういえば先輩、冒頭に「介護福祉士の資格取得を目指す」とおっしゃっていました
が、介護福祉士の資格ってなんですか？
<武田> その説明がまだでしたね。福祉探求科の一番の狙いでもあるのが、卒業後に国家資格
である介護福祉士の資格を取得することなんです。
<大谷> 介護福祉士の資格って、卒業してから自分で取得するんですよね？
<武田> ブッブー！違います。
<尾崎> なら、いつ取得できるんですか？
<武田> 高校３年次の１月に国家試験が受けられます。つまり、この試験に合格すれば 4 月か
ら介護福祉士として働く事ができるんです。
<尾崎> 高校を卒業してすぐ働けるんですか？とても早いです。
<武田> その代わり、国家試験なので文部科学省や厚生労働省が定めた時間数勉強する必要が
あります。そのため 7 時間目があったり、テストの日もテストの後に普通の授業があ
るんです。
<大谷> なかなかハードなスケジュールですね。服装などは厳しいのでしょうか？
<武田> 風紀面ももちろん厳しいですよ。
<尾崎> じゃあ先輩、今の私たちはどうですか？
<武田> ん〜、2 人ともアウトー！

<１年> あれ？なんでですか？
<武田> 大谷さんは髪を下ろしているのと、尾崎さんは爪が伸びてますからね。
<尾崎> 爪はともかく、髪もくくらなきゃいけないんですか？
<大谷> きっと爪や長い髪で利用者さんに怪我をさせてしまうかもしれないんじゃないか
な？
<武田> そのとおり。身だしなみを整えるのも大切です。
<尾崎> それなら納得です。
<武田> 話を戻しますが、介護福祉士の資格とは、専門的技術・知識を持っており、身体上・
精神上の障害で日常生活に支障がある人に食事、入浴、排泄などの介護をしたり、利用
者さんに介護に関する指導を行える資格です。
<大谷> なるほど。その資格を取得すれば、とても将来に役立ちますね。
<武田> ２人とも、介護福祉士の資格について分かりましたか？
<１年> はい！
<大谷> お送りする曲は、back number の瞬きです。
〜<歌>〜
<大谷> 福祉探求科にはどんな生徒が向いているのでしょうか？
<尾崎> 気になります。
<武田> どんな生徒が向いてると思いますか？
<尾崎> さっき先輩がおっしゃっていたように、身だしなみがきちんとできる人とか？
<大谷> 将来、福祉関係の仕事につきたい人は当然だし・・・。思いやりのある人とかも向い
てそうです。
<武田> どちらも正解です。人が好きで思いやりのある人が大前提でしょう。
<尾崎> 私も好きな人がいますよ。
<武田> そういう好きとはちょっと違いますけどね…。
<大谷> 他にはなにがあるんでしょうか？
<武田> あとは、総合学科でも重視している、人前で話せるという技術も必要です。
<大谷> 現場ではスピーチとかもあるんですか？
<武田> スピーチもあるかもしれませんが、実際の施設に行くと人前で自己紹介をしたりしま
すよね。そういった事を踏まえ、福祉探求科での授業でも人前で話す練習はするそうで
す。
<尾崎> 先輩は人前で話したりする事は得意ですよね。
<武田> そうですね。人前で話すことは好きです。
<尾崎> 利用者さんや同じ職場で働いている人とコミュニケーションをとるから、というのも
ありますね。
<大谷> どんな仕事でも、コミュニケーション能力って大切なんですね。

<武田> 最後に、もしかしたらラジオをお聞きの皆さんも見かけたことがあるかもしれません
が、武庫総の福祉探求科の看板をラッピングした阪神バスが走っているのを知っていま
すか？
<尾崎> そんなバスがあるんですか？
<武田> はい。青い背景に福祉探求科と大きく書かれ、左右に男の子と女の子の絵が描かれて
あります。
<大谷> 先生から聞いたんですけど、そのバスって確か 2 台しか走ってないんですよね。
<尾崎> じゃあもし見かけたらラッキーですね！
<武田> ラジオをお聞きの皆さんも、もしそのラッピングバスを見かけたらいいことがあるか
もしれませんよ。
<尾崎> お送りする曲は、ＭＩＳＩＡの君のそばにいるよです。
〜<歌>〜
<武田> ＭＳＢＣ☆ＲＡＤＩＯも、そろそろ終わりの時間が近づいてきましたね。そうそう、
言い忘れていましたが、福祉探求科の生徒は、学科が違っても行事も部活も総合学科と
一緒ですよ。
<尾崎> そうなんですか？てっきり部活や行事も各学科でやるのかと思ってました。
<武田> 私も初めて聞いたときはびっくりしました。
<大谷> 部活が一緒ってことなら…放送部にも福祉探求科の生徒が入れるってことですよ
ね？
<武田> そういうことになりますね。
<尾崎> 嬉しい！福祉探求科の生徒にもぜひ放送部に入ってほしいです。
<大谷> そうだよね。総合学科とは全く違う授業を受けるから、福祉探求科での話も聞きたい
な。行事も一緒なら、友達もできそうだし。あー早く 4 月になってほしい〜！
<尾崎> 本当だね、待ちきれない！
<武田> 私もです。ラジオをお聞きのみなさん、今回のラジオはいかがでしたか？私たちは総
合学科の生徒ですが、福祉探求科の生徒が来ることをとても楽しみにしています。もち
ろん、新たに入ってくる総合学科の生徒も心待ちにしていますよ。
<武田> ここまでのお相手は、武庫荘総合高校放送部 2 年、武田れいらと。
<尾崎> １年、尾崎由佳と。
<大谷> 大谷彩菜でした。
<全員> さようなら〜！
<市長> いかがでしたか？

それでは、次回の放送もお楽しみに！
以

上

