
! ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。  
TEL 053-489-9850 　       (9時～18時) 
shop@sprayart-xin.com    (24時間受付) 
静岡大学発ベンチャー企業・株式会社スプレーアートイグジン
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更新研修を受講いただきありがとうございます。このたび、認定研修「ミッケルアート回想療法⼠1級」は、より⼀層愛
されるネーミングを検討した結果、名称を「ミッケル LOVE LOVE 研修」といたします。ぜひこのネーミングにも親しん
でください。  
※認定証は従来通り「ミッケルアート回想療法⼠１級」と表記いたします。
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前回の研修では、DBD13スケールの使い⽅を学んでいただきました。このスケールは、介護の新しい情報システムLIFE
の項⽬として採⽤されました。今後認知機能の程度と介護保険サービスの効果などを科学的に⽴証していく中で重要な評
価スケールとなっていきそうです。皆様が⾝につけた、数値評価する⼒の出番ですね。

さて、今回の更新研修では、ご利⽤者の夢を叶える⽅法を学んでいただきます。コロナ禍で、ご利⽤者や現場職員の皆様
の⾏動や活動が制限されています。しかし、こんな時だからこそ、夢を⼤切にしていただきたい。⼤きな夢である必要は
ありません。ご利⽤者との会話から、⼩さな夢を⾒つけ、チームで話し合い、夢を叶えていきしょう。
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"  研修の⽬的  
  ご利⽤者の夢の叶え⽅を学ぶ

通信教育制です。本研修では、夢のパターンを知り、シミュレーションを通じて、夢の⾒つけ⽅・夢を叶えるため
の準備の進め⽅を学んでいただきます。

#  認定研修の内容

夢のパターン 夢の叶え⽅の練習 夢の⾒つけ⽅

$  研修で使うもの

研修ノート         回答⽤エクセル

※データで⽀給します。 
※回答⽤エクセルを使わず、研修ノートに直接記⼊しても OK です。 印刷したものに⼿書きで記⼊された場合 
 は、PDF 等データ化して提出してください。  
※本研修ノートは、静岡⼤学発ベンチャー企業・株式会社スプレーアートイグジンが製作しています。 
 研修データ・個⼈情報は、個⼈情報保護法に基づき管理します。修了時に提出された研修データは、個⼈情報 
 を除き、弊社HP・学会等に発表する場合があります。

夢を叶えるための準備 チームで夢を叶える
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%  修了までのスケジュール

※本研修は、開始から修了までの期間を約2ヶ⽉と想定しております。 
※弊社から受講開始⽇を指定することはありません。受講者様のご都合に合わせて受講開始してください。

"  合否の基準 

 問いに対し、⾃⾝の考えが的確に書いてあることを合格の前提条件とする。 
 適当に答えている記述や空欄がある場合は、不合格とする。  

&  よくあるご質問 

 Q.1 修了証を紛失した場合、再発⾏は可能ですか？ 
 A.   申し訳ございません。再発⾏は受け付けておりません。 

 Q.2 研修ノートは、受講開始からいつまでに提出すればいいですか？ 
 A.   受講申し込み後、管理者様のメールアドレスに認定研修に関する資料をお送りいたします。 
     送信完了⽇から１年以内に提出して頂く必要がございます。 

 Q.3 不合格になった場合、また受験することは可能ですか？ 
 A.   Q2のメール送信完了⽇から１年以内は、何度でも受験して頂くことが可能となっております。
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⼿順１ 夢の叶え⽅の練習 

 例題を使って、夢を叶える準備の進め⽅を学びます。 

⼿順２ みっけたシートででご利⽤者の夢を⾒っける 

 ご利⽤者2名を選び、会話を通して、みっけたシートを記⼊します。どのご利⽤者を選ぶ 
 かは任意です。 

⼿順３ 夢を叶える準備 

 P13・14 を使い、ご利⽤者の夢を叶えるための準備をします。  

⼿順４ チームで夢を叶える 

 ⼿順３のシートをもとに、チームスタッフと話し合い、夢ご利⽤者のを叶えます。 

⼿順５ ふりかえり  

 P15,16を使い、ふりかえりをします。 

⼿順６ 修了 

 修了に向けて研修ノート(または回答⽤エクセル)とご利⽤者 1 名につき写真 1 枚を添付  
 して提出してください。（写真にはご利⽤者の顔は写らなくてOKです）弊社が受取後、 
 2週間以内に合否判定の上、合格者には修了証を送付致します。 
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まずは、夢には、どのようなパターンがあるのかをみながら、イメージを膨らませていきましょう。夢といっても、⼤
きな夢である必要はありません。ご利⽤者の会話の中から、やりたいこと、⾷べたいもの、いきたい場所などを⾒つ
け、⼩さなことでも、あなたの事業所でできる形で実現していくことが⼤切です。
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Q.1

Q.2

Q.3

Q.4

「お寿司を⾷べたい」というご利⽤者がいました。どのような条件であれば、お寿司を
⾷べることができますか？ 

・ 

・

Q1で想定した条件でご利⽤者がお寿司を⾷べる際、⾝体機能、認知機能からみて、ど の
ようなリスクがありますか？  

・⾝体機能 

・認知機能

この夢を叶える場合、必要な費⽤とスタッフの負担感を考えてください。 

・費⽤ 

・スタッフの負担感

この夢を叶えるには、どのような⼿順が必要ですか？ 

夢を叶えるためには、認知機能、⾝体機能、費⽤、スタッフの負担の４つの点を考慮する必要があります。以下のQに対して、
あなたの事業所の特定のご利⽤者をイメージしてから、⽂章に答えてください。ただし、回答欄に具体的に⼈物像を説明する
必要はありません。また、夢を叶えるといっても、⼤掛かりにする必要はありません。この取り組みが継続的にできる現実的

なシュミレーションをしましょう。

※Q欄にある「・」の数だけ、あなたの考えを記⼊してください）
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Q.5

Q.6

Q.7

Q.8

「家の花壇にはお花をたくさん植えていたのよ」と⾔うご利⽤者がいました。このご利
⽤者は、どんな活動が好きだと思いますか？お花に関する活動を考えてみましょう。 

・ 

・ 

・

個別活動にするとスタッフの負担感が増加します。Q５で想定した活動の中で、グループ
で楽しめそうな内容はどれですか？集団活動で夢を叶える⽅法を考えてみましょう。 

・ 

・

Q６の夢を叶える場合 、この活動を通して、ご利⽤者にはどんな役割が⽣まれますか？ 

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
・

Q６の夢を叶えるには、どのような⼿順が必要ですか？
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Q.9

Q.10

Q.11

Q.12

「銭湯に⾏きたい」と⾔うご利⽤者がいました。どのような条件であれば、この夢に近
いことを叶えられますか？もし実際に銭湯に⾏けない状況でも、銭湯に⾏った気分を味
わえる⽅法を考えましょう。 
・ 

・ 

・

あなたがQ９で想定した⽅は、⾝体機能、認知機能からみて、どのようなリスクがありま
すか？ 

・⾝体機能 

・認知機能

Q9の夢を叶える場合、必要な費⽤とスタッフの負担感を考えてください  

・費⽤ 

・スタッフの負担感

Q9の夢を叶えるには、どのような⼿順が必要ですか？ 
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お名前              様

⾒つけたニャン♪

★私が好きな話題 ★私が興味を持った話題

★私が⼤切にしている思い出

★私がやりたいこと 
（⾏きたい、⾷べたい、○○したい）

★私が興味のあること

今回は、どんな夢を叶えますか？

ミッケルアートを何度か繰り返し、
みっけたシートが１枚完成したら、
ご利⽤者の夢を１つ叶えましょう。

夢を叶えよう！
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★私が好きな話題 ★私が興味を持った話題

★私が⼤切にしている思い出

★私がやりたいこと 
（⾏きたい、⾷べたい、○○したい）

★私が興味のあること

今回は、どんな夢を叶えますか？

お名前              様

⾒つけたニャン♪

ミッケルアートを何度か繰り返し、
みっけたシートが１枚完成したら、
ご利⽤者の夢を１つ叶えましょう。

夢を叶えよう！
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★私が好きな話題 ★私が興味を持った話題

★私が⼤切にしている思い出

★私がやりたいこと 
（⾏きたい、⾷べたい、○○したい）

★私が興味のあること

今回は、どんな夢を叶えますか？

お名前              様

⾒つけたニャン♪

ミッケルアートを何度か繰り返し、
みっけたシートが１枚完成したら、
ご利⽤者の夢を１つ叶えましょう。

夢を叶えよう！
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★私が好きな話題 ★私が興味を持った話題

★私が⼤切にしている思い出

★私がやりたいこと 
（⾏きたい、⾷べたい、○○したい）

★私が興味のあること

今回は、どんな夢を叶えますか？

お名前              様

⾒つけたニャン♪

ミッケルアートを何度か繰り返し、
みっけたシートが１枚完成したら、
ご利⽤者の夢を１つ叶えましょう。

夢を叶えよう！
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Aさんの夢は何ですか？また、どのような条件であれば、その夢を叶えることができますか？ 
・夢 

・叶える条件

⾝体機能、認知機能からみて、どのようなリスクがありますか？ 
・⾝体機能 

・認知機能

必要な費⽤はどうですか？※この取り組みにかかるスタッフの時間も考慮しましょう。

スタッフの負担感はどうですか？※準備に必要な時間も考慮しましょう。

この夢を叶えるための⼿順を考えましょう。※役割もイメージしましょう。

⾃由欄（事前に関係者に確認をとっておく、リスクが⽣じた場合の対応⽅法など）

Q.13

Q.14

Q.15

Q.16

Q.17

Q.18
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Bさんの夢は何ですか？また、どのような条件であれば、その夢を叶えられますか？ 
・夢 

・叶える条件

⾝体機能、認知機能からみて、どのようなリスクがありますか？ 
・⾝体機能 

・認知機能

必要な費⽤はどうですか？※この取り組みにかかるスタッフの時間も考慮しましょう。

スタッフの負担感はどうですか？※準備に必要な時間も考慮しましょう。

この夢を叶えるための⼿順を考えましょう。※役割もイメージしましょう。

⾃由欄（事前に関係者に確認をとっておく、リスクが⽣じた場合の対応⽅法など）

Q.19

Q.20

Q.21

Q.22

Q.23

Q.24
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Q.25

Q.26

Q.27

Q.28

Q.29

Q.30

⾝体機能の⾯ではどのようにしてリスクを軽減しましたか？

認知機能の⾯ではどのようにしてリスクを軽減しましたか？ 

必要な費⽤は想定通りでしたか？ ※それにかかったスタッフの時間も考慮しましょう。

スタッフの負担感はどうでしたか？※準備に必要な時間も考慮しましょう。

夢を叶えたあと、ご利⽤者の様⼦に変化はありましたか？

⾃由欄(関係者の反応、夢を叶えた感想など) 
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Q.31

Q.32

Q.33

Q.34

Q.35

Q.36

⾝体機能の⾯ではどのようにしてリスクを軽減しましたか？

認知機能の⾯ではどのようにしてリスクを軽減しましたか？ 

必要な費⽤は想定通りでしたか？ ※それにかかったスタッフの時間も考慮しましょう。

スタッフの負担感はどうでしたか？※準備に必要な時間も考慮しましょう。

夢を叶えたあと、ご利⽤者の様⼦に変化はありましたか？

⾃由欄(関係者の反応、夢を叶えた感想など) 
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Q37、ミッケル研修を楽しんでいただけましたか？ 
 １、とても楽しかった ２、少し楽しかった ３、あまり楽しくなかった ４、全く楽しくなかった 

Q38、ご利⽤者の会話から夢を叶えるまでの流れがイメージできるようになりましたか？ 
 1、できるようになった 2、少しできるようになった 3、あまりできない 4、全くできない  

Q39、この研修を通して、ご利⽤者の⾝体機能、認知機能を踏まえて、夢を叶える視点の⼤切さを実感できましたか？ 
 １、とても実感できた  ２、少し実感できた  ３、あまり実感できなかった ４、全く実感できなかった 

Q40、この研修を通して、費⽤やチームスタッフの負担を踏まえて、夢を叶える視点の⼤切さを実感できましたか？ 
 １、とても実感できた  ２、少し実感できた  ３、あまり実感できなかった ４、全く実感できなかった 

Q41、この研修を通して、ご利⽤者のやりたいことを、できる形で叶える視点が⾝につきましたか?  
 1、⾝についた 2、少し⾝についた 3、あまり⾝についていない 4、全く⾝についていない  

Q42、この研修のボリュームはどうでしたか？ 
 １、少なすぎる ２、ちょうどよかった ３、少し多い ４、多すぎる 

Q43、この研修は業務の参考になりましたか？ 
 １、とても参考になった  ２、少し参考になった  ３、あまり参考になかった ４、全く参考にならなかった 

Q44、あなたの介護経験年数 
 １、１年未満  ２、１〜２年⽬  ３、３〜４年⽬  ４、５年⽬〜１０年⽬  ５、１１年以上 

Q45、あなたの職種 
 １、介護⼠  ２、看護師  ３、ケアマネージャー  ４、相談員  ５、管理者  ６、セラピスト 
 ７、その他（              ）

※本アンケート内容は、合否の結果に影響ありません。

ここれで研修終了となります。お疲れ様でした！ご記⼊いただいた研修ノート(または回答⽤エクセル)のデータ
は、管理者の終了報告メールに添付してご提出ください。※みっけたシートは引き続きご⾃由にご活⽤ください。
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