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II. 成果の概要（総括研究報告） 
 

 研究開発代表者による報告の場合 
  
和文 

2016年度は、リカバリーカレッジ運用において必要な要素について、(1)国内の先進事例の視察およ

び聞き取り、(2)英国のリカバリーカレッジ実践の視察とインターネットウェブ上に公開されている情

報からの情報収集を行い考察した。 

(1) 国内のリカバリーカレッジ実践での視察および聞き取りにより明らかになったこと 

現在日本国内で英国リカバリーカレッジ実践の原則にならって実践を行っているリカバリーカレッ

ジは東京都三鷹市および東京都立川市の 2つである。これらのリカバリーカレッジの実践の視察およ

び聞き取りから、精神健康の困難を経験した人が専門職者と共にリカバリーカレッジの企画や運営に

関わっているということがリカバリーカレッジ実践に際して重要であることがわかった。 

(2) 英国のリカバリーカレッジ実践での視察および公開されている情報より明らかになったこと 

英国のリカバリーカレッジの運営と実践に関して、視察および聞き取りによる詳細な情報収集を行

った。視察は、英国で 2番目（2011 年）に開設されたリカバリーカレッジである Nottingham 

Recovery College、3番目（2012年）に開設された Central and North West London Recovery & 

Wellbeing College、地域の第三セクターと NHSで共同運営している Sussex Recovery Collegeを訪

問し、そこでの運用や実践について説明を受け、聞き取りを実施した。 

また、英国で開設されてから 1年以上が経過していることを確認できたリカバリーカレッジ全 14

校の講座シラバスを入手し、それらを概観した。 

その結果、下記項目がリカバリーカレッジにおいて必要な要素であることがわかった。 

１． Co-production（共同創造） 

 ピア講師と専門職講師が共に講座を提供する 
 受講生の意見を聞く 

２． 講座設計（シラバス）にリカバリーの要素を反映させること 

 パーソナルリカバリーに関する講座 
 症状や疾患についての知識を深める 
 マインドフルネスや瞑想 

３． 講座提供体制を整えること 

 セッションプランを作成する 
 講師（ピア講師、専門職講師）のトレーニング 
 講師やスタッフを支える 

４． カレッジごとの特色 

 若者向けの「Discovery College」 
 地域資源を活用する（自然の中での講座など） 
 卒業式 

 
 
 
 
 



英文 
Key elements of recovery college operation were gained through (1) visiting and learning from 
Japanese pioneer recovery colleges and (2) visiting the recovery colleges in England and reviewing 
the information collected via recovery college websites and database. 
(1) Key findings from Japanese pioneer recovery colleges: 

To our knowledge, in Japan, there are two recovery colleges in Mitaka city and Tachikawa city, 
Tokyo, that are operated following English recovery college principles. After visiting and hearing 
from these recovery colleges, we determined that the key element for recovery college operation 
seemed to be “people with experience in mental health difficulty participating in recovery college 
planning and operation with practitioners.”  

(2) Key findings from recovery colleges in England: 
We visited Implementing Recovery through Organisational Change (ImROC), Nottingham 
Recovery College (the second recovery college in England; opened in 2011), Central and North 
West London Recovery & Wellbeing College (the third recovery college in England; opened in 
2012), and Sussex Recovery College (opened in 2014).  
Also, we reviewed the prospectus for courses offered in those recovery colleges in England that 
had been run for more than one year (14 recovery colleges). 
The key elements we found are listed below: 

1. Co-production 
 Peer trainers and practitioner trainers collaborating on planning courses and 

facilitating the class. 
 Integrating feedback from recovery college students. 

2. Recovery-oriented courses, which were included in all recovery college prospectuses we 
reviewed: 
 Courses for personal recovery. 
 Courses for deepening the knowledge about symptoms and diagnosis. 
 Courses for mindfulness and meditation. 

3. Organising system to offer recovery college courses 
 Preparing session plans. 
 Training the trainers (peer trainers and practitioner trainers). 
 Supporting the trainers and staff. 

4. Recovery colleges having their own distinctive features, some examples of which 
include: 
 “Discovery College” for youth. 
 Utilizing local resources (Getting into the nature, etc.). 
 Graduation. 
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