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第V部 パーソナル・アドバイザー採用後の研修 

 

第１章 パーソナル・アドバイザー養成プログラムの概要 

 

PA の養成方法は大きく分けて実務の現場で行われる“On the Job Training”と，実務とは切

り離した形で講習会の形で実施される“Off the Job Training”があるが，本章では“Off the Job 

Training”の事例を紹介する。 

コネクションズの“Off the Job Training”は講習会の形で実施されるが，その講習会（以下

トレーニング）の呼称については，現地の資料において“Session”や“Module”等の語が平行し

て使用されている場合があるが，本報告書においては極力原語をそのまま用いている。 

本報告書では，文中の語について便宜的に下記のとおり定義し，説明する。PA の養成を目的と

したトレーニングの集合体をプログラム（Programme）とし，「PA ディプロマ」のようなトレーニ

ングの 1 セットをコース（Course），そのコースを構成しているテーマごとの講習をセッション

（Session）若しくはモジュール（Module）と表記している。 

PA は，NVQ レベル 4 相当の資格の保有状況にかかわらず，業務に対応するために養成プログラ

ムの受講が指定されている。この PA の養成プログラムは，かつてはコネクションズの全国組織で

ある CSNU が全英共通で提供していたプログラムと，地方組織であるコネクションズ・パートナー

シップ主催により各地域で提供されているプログラムが存在する。 

これらの養成プログラムは連続性を考慮されている上に，個々のプログラムの内容も構造化さ

れており，受講者は必要に応じてこれらのプログラムを部分的に受講することが可能となってい

る。 

DfES が 2003 年に発行した“Diploma for Connexions Personal Advisers Programme Guide”

によれば，PA の養成プログラムは，以下 8つの原則に基づいて提供されている。 

① 若者のアスピレーション（意志）を向上させる 
② 若者個人の希望を満たす 
③ 若者の見方を理解する 
④ 若者を受け入れる 
⑤ パートナーシップの意義を理解する 
⑥ コミュニティの関与と地域のリニューアルに努める 
⑦ 機会の拡大と機会の平等を目指す 
⑧ 実践重視で業務を行う 

 

また，PA 養成のためのプログラム受講費用については，2001 年のコネクションズのサービス開

始後 3年間は英国政府が負担していたが，サービス開始から既に 5年を経過した 2006 年現在，こ
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れらの費用は各コネクションズ・パートナーシップが負担する状況となっている。 

CSNUによって全国共通的に定められていた PA養成プログラムとして，次のものが挙げられる。 

・コネクションズ入門（Introducing Connexions） 

・コネクションズ APIR8フレームワーク（The Connexions APIR Framework） 

・コネクションズの理解（Understanding Connexions） 

・PA ディプロマ（The Diploma for Connexions Personal Advisers） 

 

さらに，上記以外にもコネクションズ・パートナーシップが各地のニーズに合わせた形で個別

に提供するプログラムが存在している上，全国共通の PA の監督者向けのトレーニングも提供され

ている。 

CSNU が定めていた PA 養成プログラムにおいては，集中的なサポートを必要とする若者を担当

するターゲット PA（Target PA）を希望する者は高度なスキルが要求されるため，入門的な「コ

ネクションズ入門」からより専門的な「PA ディプロマ」までの一連のコースを受講することが必

須となっている。一方でこうした若者への積極的な支援は担当しない，コネクションズ事務所や

学校で主に情報提供を行う教育 PA（Educational PA），キャリア PA（Career PA），ユニバーサル

PA（Universal PA）などの PA になるためには「コネクションズの理解」までの三つのコースを受

講すればよく，「PA ディプロマ」は必須とされていない。 

今回の現地アンケート調査の結果，アンケートに回答した PA86 人中，コネクションズに採用後

何らかのプログラムを受講したと答えたのが 54 人，現在受講中と答えたのが 10 人，間もなく受

講する予定であると答えた者が二人，受講していないと答えたのが 18 人，そして無回答が二人で

あった（図 V－1参照）。 

 

図 V-1 コネクションズ採用後の PA 養成プログラムの受講状況 

受講中,

10人, 11.6%

受講予定,

2人, 2.3%

未受講,

18人, 20.9%

無回答,

2人, 2.3%

受講済み,

54人, 62.8%

 
（注）小数点第 2 位を四捨五入しているため数字の合計は 100%にならない場合がある。 

 

                                             
8 コネクションズAPIRフレームワークに関しては「第３章 CSNU制定による全英共通の養成プログラム」を参照。 

N=86（SA） 
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「採用時 NVQ レベル 4又はそれに相当する資格を有していなかった」と答えた 28 人のうち，「採

用後何らかの養成プログラムを受講した」と答えたのは 17 人おり，現在受講中又はその予定があ

ると答えたのが 5 人，残り 6 人はまだ受講していないと回答している。「養成プログラムを受講

していない」と答えた 18 人のうち，過半数は既に NVQ レベル 4又はそれに相当する資格を有して

いる。 

コネクションズ採用後に受講したコース，現在受講中のコース，取得中の資格は以下のとおり

である（重複回答あり）。 

・PA ディプロマ（29 人） 

・コネクションズの理解（9人） 

・コネクションズ入門（2人） 

・NVQ レベル 4 アドバイス及びガイダンス（NVQ level4 Advice and Guidance）（17 人） 

・NVQ レベル 4 学習，発達及び児童・青少年及びその保護者に対する支援サービス 

（NVQ level4 in LDSS）（4人） 

・NVQ レベル 3 アドバイス及びガイダンス（NVQ level3 Advice and Guidance）（5人） 

 

この他には，NVQ レベル 4トレーニングと発達（NVQ level4 in Training and Development），

教員資格（Certificate in Teaching Basic Skills），キャリアガイダンス資格（Certificate in 

Guidance），キャリア教育ディプロマ（Diploma in Careers Education），ユースワーク及びコ

ミュニティーワークディプロマ（Diploma in youth and community work），薬物乱用に関するコ

ースレベル１（Substance Misuse Level1）などの多様な回答が寄せられた。「PA ディプロマ」

は，PA 採用後に何らかの資格を取得したと答えた 54 人のうち半数以上に当たる 29 人が取得して

いる。 

 

第２章 パーソナル・アドバイザーの養成主体 

 

全英共通の PA 向けのトレーニングは，従来はコネクションズの全国組織である CSNU が提供し

ていた。しかし今回の現地アンケート調査から，最近はこれらの全英共通のトレーニングについ

ても，各コネクションズ・パートナーシップで開催しているという話が聞かれている。 

全英レベルの共通トレーニングとは別に，コネクションズの地方組織である各コネクション

ズ・パートナーシップが提供している養成プログラムもあり，さらに養成プログラムの一部は，

コネクションズ・パートナーシップの業務委託先の組織（Sub-contractor）が提供していること

が現地アンケート調査の結果判明している。 

 

第３章 CSNU 制定による全英共通の養成プログラム 

 

第 1 章で述べたとおり，かつては CSNU 主催の形により全英共通レベルで提供されていた PA 養
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成コースが 4種類存在する。それぞれのトレーニング・コースの詳細を以下に記す。 

 

第１節 コネクションズ入門（Introducing Connexions） 

コネクションズが発行している“The Introducing Connexions Course Guide”によれば，本コ

ースは，コネクションズの原理，価値観，原則，構造そして役割について理解を深めることを目

的としており，受講者がコネクションズのサービスを通じてどういった形で若者の生活に役に立

つかを考える機会を提供するものである。「コネクションズ入門」の受講対象は，第一線で活躍

する PA というよりも，コネクションズのサービスを間接的に支えるスタッフやコネクションズ・

パートナーシップ組織のメンバーとされている。 

「コネクションズ入門」は四つのセッションで構成され，コネクションズ全国組織の事業戦略

やそのサービスについて，また地方コネクションズ組織の構造と役割について，学ぶ機会を提供

している。 

また，「コネクションズ入門」は地方のコネクションズ・パートナーシップが柔軟にプログラム

を提供できるようにとの取り計らいの下に構造化されており，「コネクションズ入門」の受講に必

要な時間はコネクションズ・パートナーシップによって異なっている。標準的な受講時間は，各

セッション 1時間半から 3時間程度となっている。 

「コネクションズ入門」で使用する教材は，最初のセッションで手渡される「ハンドブック」

のみであり，このハンドブックは以下の四つのセッションを通して使用される。また“The 

Introducing Connexions Course Guide”では，各セッションの目的と期待される成果として以下

の項目を掲げている。 

 

・セッション 1：コネクションズの戦略（The Connexions Strategy） 

目的：①コネクションズ戦略の背景を理解する 

   ②コネクションズの原則と意義の概要を把握する 

期待される成果：①コネクションズ戦略の背景の理解 

②コネクションズの原則と意義の理解 

 

・セッション 2：PA の役割（The role of the Connexions personal adviser） 

目的：①PA の役割を説明できること，ユニバーサルサービスとターゲットサービス

の違いを明確に説明する 

   ②PA が提供するサービスを支えるパートナー組織の機能を説明する 

   ③PA が若者を効率よくサポートするために何ができるかを検討する 

期待される成果：①PA の役割の理解 

②いかに若者を効率よくサポートしていくかの理解 
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・セッション 3：コネクションズのサービス（The Connexions Service） 

目的：①全国レベルでのコネクションズの組織，機能，目標を説明する 

   ②地方レベルにおけるコネクションズが提供するサービスの概要を説明する 

期待される成果：①コネクションズ全国組織の構造とその役割の理解 

②最新のコネクションズ地方組織の構造とその役割の理解 

 

・セッション 4：コネクションズと組織横断的な活動の機会 

（Connexions and the opportunities for interagency working） 

目的：①全国レベル，地方レベルの組織横断的な活動において，コネクションズに 

よって改善可能なサービスを検討する機会の理解 

②コネクションズの活動を通じて職業人として成長する機会を模索する 

期待される成果：①コネクションズが提供する全国並びに地方レベルの組織横断的 

なサービスを改善する機会の理解 

②コネクションズにおける更なる成長の機会の理解 

 

また，現地アンケート調査の結果から「コネクションズ入門」で提供される内容は地域によっ

て異なっており，実際の受講期間も半日から 2日と幅があるとの情報を得ている。 

 

第２節 コネクションズ APIR フレームワーク（The Connexions APIR Framework） 

コネクションズ APIR フレームワークの詳細を学ぶコースであり，コネクションズ・パートナー

シップ所属の PA やマネージャーを対象として開催される。また，「コネクションズの理解」の受

講を希望する PA に対しては受講が必須とされる。2004 年 4 月から，若者に 1 対 1 の対面方式に

よるサービスを提供する PA には必須科目とされている。 

受講期間は 1日ないしは 1日半のコースであり，コネクションズ APIR フレームワークを実践す

る立場にある者，コネクションズ APIR フレームワークを実践する者を監督する立場にある者を対

象として開催される。 

“The Connexions APIR Framework”とは”The Connexions framework for Assessment, Planning, 

Implementation, and Review”の略であり，Assessment＝若者をよく知る，Planning＝個人のア

クションプランを共に作成，Implementation＝若者が計画を実行することを支援，Review＝過程

の振り返り，という四つのステージに分けられる。 

コネクションズが公開している資料“Guidance on the Mandatory use of the APIR Framework”

によれば，Assessment とは若者のニーズを具現化することであり，例えば学習に当たっての障害

の有無や，その若者の持つ長所の確認などが Assessment ステージに含まれている。Planning と

は，若者の目標達成あるいは学習や就業に当たっての障害を克服するサポートの内容について，

サービスの対象である若者と合意することである。Implementation とは，先の Planning ステー

ジで合意したアクションを実行するために若者をサポートすることである。そして Review ステー
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ジにおいては，若者の成長を見守りつつ，その成長に応じて計画を再考することになる。 

このようにコネクションズ APIR フレームワークは，PA が 1 対 1 で若者に接する際の基本的な

考え方になるとされる。また，現地調査の結果から，「コネクションズ APIR フレームワーク」コ

ースは以前 CSNU のスタッフによって実施されていたが，現在は各コネクションズ・パートナーシ

ップのスタッフが実施しているとの情報が得られている。 

 

第３節 コネクションズの理解（Understanding Connexions） 

PA を目指す職員には必修とされるコースであり，コネクションズについてより知識を深めるこ

とを目的としている。受講の目安として 10 日ほど要するコースである。コネクションズで働く者

並びにコネクションズと協力して実務を行う者を対象としているが，集中的なサポートが必要な

若者を扱う PA は除外するとされている。 

「コネクションズの理解」はあくまでも標準的なサービスを提供する PA 向けのコースであり，

より専門的なサービスを提供する PA には「PA ディプロマ」の受講が求められている。 

本コースは，以下項目の理解が受講の前提となっている。 

・コネクションズ戦略の背景 

・コネクションズの価値と原則 

・コネクションズにおける PA の役割 

・若者に対する PA の効率的なサポートについて 

・コネクションズ APIR フレームワークの概要 

・コネクションズ全国組織並びに地方組織の組織体系並びに機能分担に関する理解 

・全国レベル並びに地方レベルにおけるコネクションズが提供する組織横断的な活動の改善の

仕方について 

・コネクションズにおけるスキルアップの機会について 

 

これらのトピックは「コネクションズの理解」で教えるものではなく,事前に「コネクションズ

入門」を受講するか，コネクションズにおける日常の業務から知見を得るかのどちらかが必要と

されている。 

「コネクションズの理解」は，業務の質を高めていく意欲のあるコネクションズ・パートナー

シップの実務担当者（Practitioners）を対象として，若者を中心に置いたアプローチを十分に理

解させること，事業戦略とそのサービスについて理解を深める場を提供し，コネクションズで働

く人々に共通の知識と必要なスキルを認識してもらうことを目的としている。 

また，「コネクションズの理解」は，コネクションズの事業戦略とそのサービスについて理解

を深める場を提供し，コネクションズで働く人々に共通の知識と必要なスキルを認識してもらう

ことを目的としている。 

「コネクションズの理解」で使用する教材は，「コースの手引き」と「コースガイド」，「モジュ

ール・ハンドブック」，「読本（Readers）」，「リファレンスガイド（Reference Guide）」「行動学
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習の評価ガイド（A guide to assessment and the action learning set）」となっている。 

「コネクションズの理解」はコネクションズの PA になるためには必須のコースであるものの，

コネクションズ所属若しくはパートナー組織からコネクションズに派遣されているマネージャー

や実務担当者など，本コースの終了認定が必須とされていない者も受講可能である。そうした受

講者は，評価対象コースを選択しないことで，本コースで課せられる課題の提出が免除されてい

る。 

コネクションズが 2002 年に発行している“Understanding Connexions Course Guide”によれ

ば，「コネクションズの理解」の受講で得られる結果として以下が期待されている。 

・コネクションズが行っている若者を中心としたアプローチの定義付けと分析ができる 

・コネクションズの事業戦略とサービスが若者や他の公共機関並びに社会に与える影響を理解

し，かつ説明できる 

・コネクションズにおける，反復と事実の確認に基づく業務の重要性について理解し，かつ説

明できる 

・コネクションズにおける，有効な組織横断型の協力作業についての定義付けと分析ができる 

 

「コネクションズの理解」は，各コネクションズ・パートナーシップでスケジュールを自由に

調整することができる。よって「コネクションズの理解」については，受講期間 5～6日間の講習

であった，ワークショップ（研究集会）4 回のコースであった，筆記課題の提出を含めて 6 週間

のコースであった等の回答が寄せられ，受講期間にばらつきが見られる結果となっている。 

さらに，現地調査の結果から，コネクションズ・パートナーシップでの職務には，政府より「コ

ネクションズの理解」を受講することが最低条件とされていたため，一部のコネクションズ・パ

ートナーシップでは PA 全員が「コネクションズの理解」を受講している状況が確認されている。 

しかしこのトレーニングは，コネクションズの成り立ちの経緯など概念的なものを学ぶもので

あり，若者とのインタビュー技術，グループワークなど実用的な技能を習得することを目的とし

たコースではない。したがって実技を補うために，コネクションズ・パートナーシップが PA に

独自のトレーニング・プログラムを提供する必要があるとの意見も聞かれている。なお，他のコ

ネクションズ組織での就業経験がない PA は全員「コネクションズの理解」を受講することになっ

ている。 

 

第４節 PA ディプロマ（The Diploma for Connexions Personal Advisers） 

「PA ディプロマ」は，複雑な問題を抱えた若者を担当することになる PA には受講が必須とさ

れるコースである。また受講に際しては「コネクションズの理解」を修了していることが条件と

されている。 

「PA ディプロマ」は，複合的な問題を抱える若者に対応する PA のために設定された課程で，

コネクションズにおける養成プログラムの中で最上位に位置付けられている。 

「PA ディプロマ」は学習に対して著しい課題を抱えている若者に重点的に取り組むための内容
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となっており，事前学習，通信教育，研修，グループワークなどの手段で学ぶ。 

「PA ディプロマ」は以下の五つのモジュールから構成されている。 

① コネクションズの理解（Understanding Connexions） 

② 任務と効果的な実践方法（Engagement and effective practice） 

③ 若者との変革に向けた共同作業（Working for change with young people） 

④ 外部機関や地域社会との共同作業（Working with other agencies and the community） 

⑤ 内省に基づく行動のトレーニング（The reflective practitioner） 

 

「PA ディプロマ」においては，第一のモジュールとして「PA ディプロマ」版の「コネクション

ズの理解」が提供されている。この「PA ディプロマ版コネクションズの理解」は，開講回数が少

なく通信教育の比率が高くなっており，単独のトレーニング・コースとして開催される「コネク

ションズの理解」とは異なり，自学自習を基本としたモジュールとなっている。なお，「PA ディ

プロマ」の受講者が既に「コネクションズの理解」を受講済みの場合，「PA ディプロマ版コネク

ションズの理解」の受講が免除され，「PA ディプロマ」のモジュール 2「任務と効果的な実践方

法」から受講を開始することができる。 

受講期間については DfES が 2003 年に発行した“Diploma for Connexions Personal Advisers 

Programme Guide”によれば，およそ 8か月のコースとされているものの，各地域のトレーニング・

プロバイダーによって変更が加えられる場合があり，受講期間は一定ではないとされている。実

際に，今回のアンケート調査から 10 か月間受講した例，週 1日で 6か月間受講した例が挙げられ

ている。 

モジュールの内容であるが，2～4 に関しては“Diploma for Connexions Personal Advisers 

Programme Guide”によれば，25 時間の通信教育と 12 時間の講習，3 時間の行動学習と個人指導

に関する小規模グループによる実習が計画されており，受講者自身がコネクションズにおける職

務環境の中で得たものや時間を費やしたものに関して，最大限活用することを求めている。 

モジュール 5 に関しては，より実務や高度な分析を要するため，受講期間が長めのモジュール

となっている。ここでは通信教育と反復学習で 46 時間前後必要である上，実地訓練に 12 時間，3

時間の行動学習と個人指導に関する小規模グループによる実習が計画されている。 

「PA ディプロマ」は，通信教育が中心になっているものの，大人数グループによる集合学習に

より，対面方式による学習機会も設けられている。なお，集合学習の日程は各コネクションズ・

パートナーシップが指定する場所での講義となり，二人の講師の授業を 20 人ほどの集団で受講す

る形式である。 

また行動学習については，10人の行動学習チームに対し，一人の進行役が付く形となっている。

この進行役は，集合研修で講師を担当した人物の中から選出されている。 

「PA ディプロマ」の評価基準であるが，モジュールごとに一つ与えられる課題の評価と義務と

なる反復学習用日記の内容に加え，評価のしおり（Assessment booklet）に記載されているその

他の評価基準や評価の考え方により実施されている。 
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最新の状況として，現地アンケート結果によれば，Hertfordshire や South London などでは，

「PA ディプロマ」に代わるものとして NVQ レベル 4相当の「学習，発達及び児童・青少年及びそ

の保護者に対する支援サービス」（NVQ level4 in LDSS）の採用を検討していることが判明して

おり，「PA ディプロマ」の重要性が失われてきているようである。 

さらに，アンケートに寄せられたコメントの中には「過去には 2年ほどのごく短い期間，PA デ

ィプロマの学習が義務付けられた時期もあったが，現在は全国的に見ても PA ディプロマを提供し

ているコネクションズ・パートナーシップは少ないのではないか」との意見も存在する。 

「PA ディプロマ」の重要性が失われてきている理由としては，今後コネクションズが他の組織

と合併するなどにより，各コネクションズ・パートナーシップが独立した機関ではなくなる可能

性もあるため，専門性の高い「PA ディプロマ」よりも，より多様な職務に対応できる養成プログ

ラムが必要とされているためと考えられる。 

 

第４章 パーソナル・アドバイザー監督者向けの養成プログラム 

 

PA 向けの養成プログラムとは別に，PA の監督者（Supervisor）向けのプログラムも全国共通の

ものとして「PA 監督者の管理能力」（Supervisory skills for supervisors of Personal Advisers）

という形で提供されており，コネクションズ・サービスにおける PA の監督者として，業務上必要

な技術や知識に特化したトレーニングが実施されている。 

 

第５章 コネクションズ・パートナーシップで提供される養成プログラム 

 

DfES が発行している“Connexions Personal Advisers Information Guide”によれば，前述の

CSNU が制定した全英共通レベルのトレーニング以外にも，各コネクションズ・パートナーシップ

が独自で実施しているトレーニング・プログラムが存在するとしており，ローカルレベルで実施

されているトレーニング・コースの例として以下が挙げられている。なお，これらのコースの原

文表記については，アンケートに対する回答をそのまま記載している。 

・麻薬に対する認識（Drugs awareness） 

・機会均等（Equal Opportunity） 

・安全衛生（Health and Safety） 

・カウンセリング（Counseling） 

・児童保護（Child Protection） 

・特殊教育の必要性（Special education needs） 

 

また，今回の現地におけるアンケート調査の結果から，各コネクションズ・パートナーシップ

の PA がこれまでにローカルレベルで受講したコースとして以下が挙げられている。 

・個人情報保護及び情報共有（Confidentiality and Information sharing） 
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・児童保護（Child Protection） 

・労働市場情報（Labour Market Information） 

・データの扱いについて（Data Handling） 

・情報技術（IT） 

・麻薬とアルコールの問題（Drugs and Alchohol issues） 

・機会均等（Equal Opportunity） 

・安全確保（Personal Safety） 

・若者のメンタルヘルスニーズの理解（Understanding mental health needs of young people） 

・学習障害・身体障害を持つ若者への対応（Working with children with Learning and Physical 

Disabilities） 

・教育継続手当（Education Maintenance Allowance training） 

・HIV とエイズについて（HIV+AIDS） 

・セクシャルヘルスについて（Sexual health, sexuality） 

・平等と多様性（Equality and diversity） 

 

さらに，現地アンケート調査にて，各コネクションズ・パートナーシップ独自のトレーニング

と回答があったものを以下に記載する。ただし，これまでに受講したコースをすべて列挙するの

は不可能との指摘もあり，以下のリストは主要なコースを列挙したもので，網羅的にとらえたも

のではないことに留意する必要がある。 

 

第１節 Connexions Cornwall and Devon の例 

トレーニングの実施主体は，大部分がコネクションズ・パートナーシップであるが，自傷行為，

麻薬，妊娠中絶に関するトレーニングは外部組織への委託によるものとの回答である。これらは

主に 1 日のトレーニング・コースで，経験年数や配属先などによって，特定の分野のコースを数

種類受講している PA も多い。 

・マニュアル参照法（Manual Handling） 

・安全衛生（Health and safety） 

・洞察力のトレーニング（Insight training） 

・学校勤務の PA 向けトレーニング（Working effectively as a PA in schools） 

・キャリア教育及びガイダンス（Careers Education and Guidance） 

・MAPS9及びその他若者のアセスメントツール（Training on MAPS and other assessment tools 

for young persons） 

・個人とのかかわり方（Interactions with individual） 

・案件管理（Caseload management） 

・内省に基づく行動のトレーニング（Reflective practitioner） 

                                             
9 MAPS（Make A Picture Story）人格投影法。心理テストの一種。 
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・制度変更の学習（Working for system change） 

・1 対 1業務のガイダンス（One to one guidance） 

・組織横断的な活動について（Interagency working） 

・攻撃的な行動，感情コントロール（Anger Management） 

 

さらに，現地アンケート調査の結果，Connexions Cornwall and Devon では各 PA に対し，それ

ぞれ 27 日間の勤務外（off the job）トレーニング及び学習時間を設けており，その学習時間を

他の人々との共同学習，情報に関する学習，コネクションズの方針に関する学習など，幾つかの

ブロックに分けていることが判明している。こうして必要な資格を取得した PA は，それぞれ関心

のある分野で更なる研修を進めていくことになる。これらには，コネクションズあるいは外部の

組織が実施するトレーニング・コース，会議，書物，DVD，CD-ROM 又は経験の豊富な PA の業務を

観察するジョブシャドウイングなどが含まれる。これらのトレーニングは，PA 全員を対象として

通年実施されており，基本的なトレーニングを終えた新規 PA は，更に継続的専門能力開発（以下，

CPD：Continuing Professional Development）プログラムに進む。CPD プログラムは，各 PA のニ

ーズや興味・関心に基づき設計されており，特定のグループや個人を対象としたものである。 

PA に対しては多様なトレーニングが通年で提供されており，ほぼすべての PA が何らかのトレ

ーニングを受講している状況にある。イングランド南西部は田舎で，町と町との距離がある上，

公共交通機関が十分に整っていないことが多い。このため，Connexions Cornwall and Devon で

は若者に適切な就労の機会を見付けるのが困難であり，地方の貧困問題に対する政府の対応は十

分ではないと感じている。PA のトレーニングにはこういった地方特有の問題を反映させており，

若者が自らの可能性を最大限に引き出すことができるよう，その支えとなるようなプログラムに

焦点を置きたいとしている。これらのトレーニング・コースに使用される資料の多くは，

Connexions Cornwall and Devon 内で作成している。 

 

第２節 Connexions Hertfordshire の例 

Connexions Hertfordshire からのアンケート回答によれば，大半のトレーニング・プログラム

はキャリアサービス，又は Connexions Hertfordshire が計画している。さらに，ユースサービス

のローカル・オフィスに配属されている PA の例を挙げると，トレーニングはすべてユースサービ

スにて受講し，Connexions Hertfordshire が実施するトレーニングには参加していないと答えて

いる。受講したトレーニング・コースとして以下が挙げられている。 

・サービス品質の維持（Quality assurance） 

・Ascent10データベース入力について（Ascent） 

・E2E11導入トレーニング（Entry to Employment training） 

                                             
10 Connexions Hertfordshire の若者情報データベースの名称。 
11 E2E とは，就業の前段階として職業訓練が必要と思われる若者に対し，実務に必要な基礎知識や業務上必要な能

力について学ぶ機会を提供するプログラムである。その内容には NVQ レベル 1やレベル 2相当の資格の説明など

も含まれる。 
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・インタビュー技術（Interview skills） 

・若者の厚生（Promoting Wellbeing of young people） 

・キャリアガイダンス協会年次講習会（ICG 12Annual Conference） 

・児童法について（Children Act） 

・影響力と交渉技能（Influencing and negotiating） 

・マネジメント研修（Management training） 

・経験者からのアドバイス（Supervision） 

・キャリアガイダンス理論とモデル（Theories and models of guidance） 

・認知行動療法13（Cognitive Behavioural Techniques） 

・禁煙の推進（Smoking cessation） 

・性教育並びに若者の受容と関係構築（Sex, relationships the Inclusion of young people） 

・課題の明確化とアドバイス（Clearing and student advice） 

・若者と福祉手当（Young people and benefits） 

・ソーシャルケア後の方針（Leaving care policy） 

・ユースワークにおけるリスク評価（How to assess risk in youth work） 

・応急手当（First Aid） 

・指導者トレーニング（Mentor training） 

・いじめへの対処法（Bullying training） 

・問題解決のための短期療法（Solution focused brief therapy） 

 

Connexions Hertfordshire ではトレーニングは通年実施しているが，継続して実施しているも

のと，要請がある場合に実施されるものとがある。これらのトレーニング・コースの対象は主に

PA だが，参加枠に余裕があれば地元の教員やソーシャルワーカーなどの参加を呼びかけることも

ある。Connexions Hertfordshire のトレーニング・プログラムは，Ofsted からも高く評価されて

おり，コネクションズ・パートナーシップのメンバーだけでなく，可能であれば他の職業に就い

ている者も受講の対象に含めるよう依頼されている。 

Connexions Hertfordshire では，PA 全体を対象としたトレーニングのほか，若年妊娠や保護

者のいない 10 代の難民申請者など，特別なケースを扱う PA を対象としたトレーニングも実施し

ている。Connexions Hertfordshire では若者の失業率の高さと失業する可能性が高いことが問題

となっているため，若者のニーズ分析に時間を掛け，提供するサービスもこれを反映したものに

することで，失業を未然に防ぐよう努力している。また同時に PA の職務遂行に貢献できるよう，

PA のニーズも考慮してトレーニング・プログラムを作成している。今後は，若者の学習や勤労に

対する精神的な障壁を克服できるような療法の理解に重点を置いていきたいとしている。 

 

                                             
12 Institute of Careers Guidance，詳しくは www.icg-uk.org を参照。 
13 若者に変化を促し動機を高めるインタビュー法，変化を目指したコミュニケーション方法。 
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第３節 Connexions Cheshire and Warrington の例 

Connexions Cheshire and Warrington におけるトレーニングは 1日単位で実施されており，コ

ネクションズ・パートナーシップ提供のトレーニング・プログラムに加え，外部機関のトレーニ

ング・プロバイダーにより提供されるトレーニング・コースも存在する。外部機関には児童・青

少年メンタルヘルスサービス（Children and Adolescent Mental Health Services）などがあり，

家庭内暴力・虐待（Domestic Abuse）などのトレーニング・コースを提供している。他のコース

の例として以下が挙げられる。 

・行動管理（Behavior management） 

・地元組織に関して（On local organisations） 

・家庭内暴力（Domestic violence） 

 

第４節 Northumberland Connexions の例 

Northumberland Connexions では，次のコースが提供されている。 

・CorePlus14データベースを用いた情報管理について（CorePlus） 

・肉親との死別・自殺・自傷行為（Bereavement/suicide/self-harm） 

・学校スタッフ向けキャリア教育（Tutoring for School Staff on Careers Topics） 

・教育資金について（Finance for Study） 

・キャリア教育とガイダンス（Careers Education and Guidance） 

・インタビュー技術（Interviewing skills） 

・安全確保（Personal safety） 

 

Northumberland Connexions ではコネクションズのサービス開始以来 3 年間は，コネクション

ズあるいはパートナー組織がトレーニングを提供していた。「コネクションズ入門」，「コネクショ

ンズ APIR フレームワーク」，「コネクションズの理解」，「PA ディプロマ」の四つの全国的な PA の

トレーニング・コースは必須であり，これらについてもコネクションズあるいはパートナー組織

の協力を受けて実施してきた。必須の 4 コースに関しては，トレーニングは大学で行われ，受講

者は大学からその成果を合否で判定されることになる。 

Northumberland Connexions スタッフの中には「PAディプロマ」のコースを受講した PAもおり，

若者と接する中で PA が必要と感じたトピックなどで，新たな養成プログラムを開発するとともに，

パートナー組織にトレーニングの実施を発注したり，講師を無料で派遣してもらったりしている。 

また，コネクションズ・パートナーシップ以外の組織に発注することもある。例えば，「児童保

護」に関するトレーニングは，全国的な児童保護組織である児童虐待防止協会（National Society 

for the Prevention of Cruelty to Children）に依頼している。トレーニングをコネクションズ・

パートナーシップ外の機関に依頼する理由であるが，パートナー組織もそれぞれスタッフの養成

が必要であり，こうした中で Northumberland Connexions のスタッフの養成をパートナー組織に

                                             
14 Careervision社が提供するCCISの名称。詳細はhttp://www.careervision.co.uk/pages/coreplus.htmを参照。 
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依頼するのは不可能と思われたことによる。 

これらのトレーニング以外にも「振り返りの日」（Reflective Practice Day）が年間 3 日設け

られ，すべての PA はこの 3日のいずれか 1日に出席するよう求められる。「振り返りの日」は PA

のみが対象となる。 

Northumberland Connexions では，コネクションズのサービスを開始した時点では任務に必要

とされる技能を持っていたスタッフがいなかったため，当時から全員を対象にトレーニングを実

施してきており，現在もその慣例を維持している。また，トレーニングへの出席は任務の一つで

あるため，全員が出席すべきものと考えられている。 

 

第５節 Connexions York and North Yorkshire の例 

Connexions York and North Yorkshire では，次の独自のトレーニング・コースが提供されて

いる。 

・感情の制御ができない人々への対応（Working with people with emotional problems） 

・自己防衛法（Self defense） 

・援助技術（Intervention skills） 

・追跡技術（Tracking） 

・犯罪歴のある若者への対応（Working with offenders） 

・データ管理（Profile） 

・求職者手当と児童手当（On benefits including child benefit, Jobseeker's Allowance） 

・ソーシャルケア後の支援（Supporting care leavers） 

・攻撃的行動への対応（Managing aggressive behavior） 

・異人種と異文化の認識（Race and culture awareness） 

・スタッフ業務の理解（Staff awareness） 

・Ofsted 監査への対応（Ofsted/Matrix inspection preparation） 

・実践演習（Real Game training） 

・Rickter15計算機の使い方（Rickter Scale） 

 

上記以外にも「若年妊娠」，「就業の選択や機会について」，「児童の保護」，「麻薬乱用」，

「地域の状況」，「データの記録保存の方法」についてのトレーニングが存在するとの話が聞か

れている。また，特に最近は特殊教育（スペシャルニーズ）関連を中心に受講する PA が多い模様

である。 

 

第６節 Connexions Milton Keynes, Oxfordshire and Buckinghamshire の例 

Connexions Milton Keynes, Oxfordshire and Buckinghamshire では，次のコースが提供され

ている。 

                                             
15 Rickter Scale を製造している英国の企業名。 
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・自己信頼感の向上（Self-esteem） 

・摂食障害（Eating disorder） 

・パワーチェンジ・コーチング（Powerchange Coaching course） 

・児童に対する法的援助（Children’s Legal Aid） 

 

Connexions Milton Keynes, Oxfordshire and Buckinghamshire においては，トレーニングは

必要に応じ年に 1～4 回程度実施しており，PA 全員にトレーニング受講の機会を設けている。ま

た，「PA ディプロマ」のコースが，特に若者に集中的なサービスを提供する必要のある PA を受講

対象として提供されている。 

Connexions Milton Keynes, Oxfordshire and Buckinghamshire では委託契約方式を採用して

おり，「個人情報保護」，「専門技能」，「動機付けを目指したインタビュー技術」，「グループワーク」，

「大学及びカレッジ訪問」といったトレーニングについては委託契約先企業が実施している。 

Connexions Milton Keynes, Oxfordshire and Buckinghamshire は都市部及び地方部のいずれ

も含んでおり，問題点としては交通機関が十分に整備されていないことと，一部に貧困地域があ

ることである。さらには他の組織からの支援が十分ではないこと，16 歳以降の若者に訓練の面で

チャンスが限られていること，公営住宅が不足していること，そして若年妊娠率が高いことなど

が挙げられる。トレーニングはこのような地域特有の問題点に対応する目的で実施しており，個々

の PA は必要と志向に応じて異なるプログラムを受講している。 

 

第７節 Connexions South London の例 

Connexions South London で 2005 年 10 月から 2006 年 3 月までの 6か月間に予定されているト

レーニングは 17 コース存在する。以下がその代表的な例である。また年間では 30 程度トレーニ

ング・コースを開講している。 

・コネクションズ入門（Introducing Connexions） 

・10 代の心理学（Teenage Psychology） 

・自閉症及びアスペルガー症候群（Autism and Asperger's syndrome） 

・コミュニケーション障害の若者への対処（Young people with Communication difficulties） 

・10 代のメンタルヘルス問題（Mental Health Issues for teenagers） 

・難民及び亡命申請者（Refugees and Asylum seekers） 

・ホームレス問題及び住宅補助（Homelessness and Housing） 

・グループワーク（Group Work） 

 

Connexions South London のトレーニング・コースはいずれも 1 日単位であるが，これはコス

ト効率を考えた結果である。これらは特に若者と接する機会の多い PA，そして学習障害を持つ若

者と接する機会の多い PA を対象としているが，PA 全員に 1 年に 1 回はトレーニング受講の機会

を設けるよう奨励している。出席率は受講が求められている PA 全体の 8割程度との話であり，そ
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れほど高いとは言えない。この半年で延べ 150 人程度がトレーニング・コースを受講している。 

トレーニングの企画や講師を担当するのは，ホームレス問題の場合はホームレス対象のチャリ

ティ団体やシェルターであり，障害者や学習障害を持つ若者に関するトレーニングは英国学習障

害協会（British Institute for Learning Disabilities），そして移民関係は難民評議会（Refugee 

Council）の専門家が担当と多岐にわたっている。2006 年度からは個人情報保護（Data Protection）

に関するトレーニングも行う予定である。また毎年 7 月には「PA の会合」（PA Conference）を

開催し，Connexions South London 内の PA それぞれが抱える課題や感じていることなどを話し合

う場を設けている。 

サウスロンドン地域における問題は，地区内のパートナー組織における連携だと感じる。少数

移民（Ethnic minority）の問題はロンドン市内のコネクションズ・パートナーシップが抱えてい

る問題に比べれば少ないものの，クロイドン地区やキングストン地区では移民や難民申請者が多

く，特に対応が必要であると考えている。また，地域開発などで状況が急激に変化していること

も問題として挙げられる。Connexions South London で実施されるトレーニングは，こうした状

況への対応が考慮されている。 

 

第６章 今後の養成プログラムに関して 

 

DfES が発行している“Connexions Personal Advisers Information Guide”によれば，PA の役

割は現状のものに留まらずに，若者のニーズとともに進化し続けるものである。この考えに基づ

き，トレーニング・プログラムも変化に見合ったものであり続けなくてはならないとしている。

そこで DfES では長期的な視点に立ち，これらの変化を見通して，コネクションズ・パートナーシ

ップにおいてより広い経歴を持つ PA を雇用し，養成していくことが可能となるような仕組みを検

討している。 

長期的な視点に基づいた人材育成プランの例がコネクションズの業務に適当な全国職業標準

（NOS：National Occupational Standards）の制定であり，これは PA 業務に関連する NVQ レベル

4 相当の資格の位置付けとなって，PA を目指す人々のキャリアパス（その職業に就くための目安

となる資格）になることが期待されている。 

 


