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(18) 質問13①（事前調査では質問12①）

小グループ活動（レクリエーション）に関する記録の作成を行っていますか。

① 個人記録の作成

１ 十分行っている

２ ある程度行っている

３ ある程度行っているが、内容が不十分

４ あまり行っていない

５ ほとんど行っていない

、 「 」 、事後調査では 事前調査と比較して ほとんど行っていない が54.8％から10.0％に減少し

「十分行っている」が6.5％から30.0％に 「ある程度行っている」が9.7％から26.7％に増加、

した。

職員質問１３①

6.5%

9.7%

16.1%

9.7%

54.8%

3.2%

30.0%

26.7%

23.3%

3.3%

10.0%

6.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

十分行っている

ある程度行っている

ある程度行っているが、内容が不十分

あまり行っていない

ほとんど行っていない

その他・無回答

事業実施前　n=31

事業実施後　n=30

p=0.000
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(19) 質問13②（事前調査では質問12②）

小グループ活動（レクリエーション）に関する記録の作成を行っていますか。

② 小グループごと（全体）の記録の作成

１ 十分行っている

２ ある程度行っている

３ ある程度行っているが、内容が不十分

４ あまり行っていない

５ ほとんど行っていない

、 「 」 、事後調査では 事前調査と比較して ほとんど行っていない が48.4％から10.0％に減少し

「十分行っている」が12.9％から26.7％に 「ある程度行っている」が12.9％から30.0％に増、

加した。

職員質問１３②

12.9%

12.9%

16.1%

0.0%

48.4%

9.7%

26.7%

30.0%

23.3%

3.3%

10.0%

6.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

十分行っている

ある程度行っている

ある程度行っているが、内容が不十分

あまり行っていない

ほとんど行っていない

その他・無回答

事業実施前　n=31

事業実施後 n=30

p<0.01
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(20) 質問14①（事前調査では質問13①）

小グループ活動（レクリエーション）に関する評価を行っていますか。

① 個人の評価

１ 十分行っている ②を回答後

２ ある程度行っている 質問１５へ

３ ある程度行っているが、内容が不十分

４ あまり行っていない

５ ほとんど行っていない

、 「 」 、事後調査では 事前調査と比較して ほとんど行っていない が32.3％から10.0％に減少し

「十分行っている」が０％から6.7％に 「ある程度行っている」が19.4％から36.7％に増加、

した。

職員質問１４①

0.0%

19.4%

25.8%

16.1%

32.3%

6.5%

6.7%

36.7%

33.3%

6.7%

10.0%

6.7%

0% 10% 20% 30% 40%

十分行っている

ある程度行っている

ある程度行っているが、内容が不十分

あまり行っていない

ほとんど行っていない

その他・無回答

事業実施前　n=31

事業実施後 n=30

p<0.01
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(21) 質問14①で３～５のとき（事前調査では質問13①で３～５のとき）

（質問14①で「３ 「４」又は「５」と回答した場合）」、

なぜですか。 ②を回答後、質問１６へ（個人の評価が不十分又は行っていないのは） →

事前調査で自由に記述された内容を分類すると、主に次のとおりとなった。

1. レクリエーションの内容自体に問題がある。

・その場限りのレクリエーションである。

・レクリエーションのとき全体しか見ていない。

2. 評価方法に問題がある。

・評価の記録をしていない

・他の職員が把握できていない

事後調査で自由に記述された内容を分類すると、主に次のとおりとなった。

一人ひとりの観察・ニーズの把握が難しい。1.

2. 評価の仕方、書き方が難しい。

・いつも同じ内容になる。等
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(22) 質問14②（事前調査では質問13②）

小グループ活動（レクリエーション）に関する評価を行っていますか。

② 小グループごと（全体）の評価

１ 十分行っている

２ ある程度行っている

３ ある程度行っているが、内容が不十分

４ あまり行っていない

５ ほとんど行っていない

事後調査では、事前調査と比較して「あまり行っていない 「ほとんど行っていない」が減」

少し 「十分行っている 「ある程度行っている 「ある程度行っているが、内容が不十分」が、 」 」

増加した。

職員質問１４②

6.5%

29.0%

22.6%

22.6%

12.9%

6.5%

10.0%

30.0%

26.7%

10.0%

6.7%

16.7%

0% 10% 20% 30% 40%

十分行っている

ある程度行っている

ある程度行っているが、内容が不十分

あまり行っていない

ほとんど行っていない

無回答

事業実施前　n=31

事業実施後　n=30

n.s.



- 125 -

(23) 質問14②で３～５のとき（事前調査では質問13②で３～５のとき）

（質問14②で「３ 「４」又は「５」と回答した場合）」、

なぜですか。（各グループごと（全体）の評価が不十分又は行っていないのは）

事前調査で自由に記述された内容を分類すると、次のとおりとなった。

1. レクリエーションの内容自体に問題がある。

・その場限りのレクリエーションである。等

2. 評価方法に問題がある。

・必要と思っていない

・評価の記録をしていない

・他の職員が把握できていない

事後調査で自由に記述された内容を分類すると、次のとおりとなった。

1. 評価方法に問題がある。

・いつも同じ内容になる。

・評価した内容が不十分、不適切である。等
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(24) 質問15（事後調査のみ）

小グループ活動に関する記録、評価の方法は、利用者一人ひとりの心身の状態に応じた援

助を行うのに役立ちましたか。

１ とても役に立った

２ ある程度役に立った

３ あまり役に立たなかった

４ ほとんど役に立たなかった

「ある程度役に立った」が最も多かった。

職員質問１５

6.7%

66.7%

13.3%

3.3%

10.0%

0% 20% 40% 60% 80%

とても役に立った

ある程度役に立った

あまり役に立たなかった

ほとんど役に立たなかった

無回答 事業実施後　n=30
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(25) 質問15で３又は４のとき（事後調査のみ）

（質問15で「３」又は「４」と回答した場合）

なぜだと思いますか。（記録・評価が役に立たなかったのは）

事後調査で自由に記述された内容は次のとおりであった。

・そもそも個別の把握が不十分であったため。

・そもそも明らかな変化を見つけ出すことが少なかったため。

・記録や評価の方法を一切見たり聞いたりしたことがなかったから。


