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Human Rights in Society (Page 130 – 156) 

社会の中の人権（１７２－２０５ページ） 

 

メアリー・ベス・キャノンにとって、この月曜日は特別な、記念すべき日だった。メアリ

ー・ベスは鏡に映った自分に、顔をくしゃっとさせて微笑み、名札に手を触れた。青い名札

には「ミス・メアリー・B・キャノン」と刻まれている。新しい青いスモックがとても素敵

だと思った。人は彼女を見て、身繕いのきちんとした、衣服の細部にまで気を使っている人

だと思うかもしれない。だが、メアリー・ベスがスモックを見ながら考えていたのは別のこ

とだった。今日、メアリー・ベスが着ているのは、試用期間中の研修生の制服ではない。ハ

ートランド保険の支社内にあるコピーセンターの、一人前の正社員用の制服なのだ。 

メアリー・ベスは２か月前に、、障がい者向け保護作業所(sheltered workshop)における

職業訓練プログラムを無事に修了した。彼女は勤勉に働き、よい労働習慣を身に付け、同僚

やスーパーバイザーとの関わり方について学んだ。職員は彼女の成果を称賛し、信頼性を認

めた。修プログラムの修了後、ハートランド社のマネジャーは、社内印刷室でのコピー機担

当者として、メアリー・ベスを採用した。仕事に必要な事項を覚える間、傍らに指導員が付

いて支援した。今日、メアリー・ベスは自信を持って、コピー取り、用紙補充および用紙サ

イズの変更をこなした。ただし、用紙詰まりの際には、都度、彼女がこれを復旧できるよう

にスーパーバイザーが手を貸した。 

 ハートランド社では、秘書や営業担当者たちが印刷室に原稿を持参してコピーを取りに

来る。注文用紙には、コピー機上の色分けされたキーパッドに対応させて色分けされた小さ

な絵が記載されている。注文主はこれらの絵を丸で囲むことで、コピー部数や並び順、ホッ

チキス止めや折り畳みの要否等の必要な情報を示し、メアリー・ベスに渡す。注文用紙が依

頼内容を絵で示せるようになっているのは、メアリー・ベスが字を読めないからである。メ

アリー・ベスは、精神障がいを抱えているのだ。メアリー・ベスは、個々の作業が終わる都

度、コピーを注文主に渡す。注文主はいつも微笑んで「有難う、ミス・キャノン」と礼を言

う。 

 メアリー・ベスは、居間の窓から、ポーリーが外で彼女を待っているのを見つける。ポー

リーもまた、精神障がいを抱えており、メアリー・ベスと同じ管理者付のアパートに住み、

ハートランド社のメール室で働いている。二人は一緒にバスに乗って通勤している。ポーリ

ーはメアリー・ベスの恋人なのだ。ポーリーはメアリー・ベスに手を振り、二人分の乗車証

を持っていることを伝える。「ポーリーは私のことが好き。彼と私はいつか結婚するかも！」 

 メアリー・ベスは仕事で給与を得、税金を納め、アパートの家賃を支払い、友人たちとの

交際を楽しんでいる。彼女は自分の人生の方向性に対する支配を得つつある。しかしながら、

この自己充足感と独立を獲得するまでの道のりは、悪戦苦闘の日々だった。障がいを抱えた
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多くの人がそうであるように、メアリー・ベスは知的な発達障がいを抱えることに伴うステ

ィグマに耐えてきた。幸い、メアリー・ベスは、雇用と住居に関する機会構造を切り開くた

めの支援を得ることができた。 

 メアリー・ベスの職業訓練プログラム、OJT研修、管理者付アパートへの入居、およびコ

ミュニティ適応プログラムに関わったソーシャルワーカーは、メアリー・ベスを有能で価値

ある人として扱った。このエンパワー・プロセスの期間を通じて、彼女が受けたサービスは、

彼女に合わせた個別の支援を要するものだったが、メアリー・ベスは自己充足感の獲得と社

会への融合に最大限の成功をおさめた。メアリー・ベスは、自分に自信を持ち、自らの成果

を誇りに思っている。 

 

Mary Beth participate fully in all aspects of community life and contributes her own 

resources to the community. She meets the definite of a competent human system. 

Societal responses that maximize the full potential of people with mental retardation or 

other disabilities are based on the social justice principle. 

 

メアリー・ベスは、コミュニティでの生活のあらゆる側面に十分に参加し、自らの資源をも

ってコミュニティに貢献している。彼女はコンピテントな人的システムの定義に合致して

いる。社会の対応が、知的な発達の障がい等を抱える人々の潜在能力を最大限に発揮させる

とき、その基礎には社会正義の原則がある。 

 

Social work may aptly be described as society’s conscience. Our professional conscience 

derives from an affirmation of the inherent dignity and worth of people, a belief in the 

tenets of social justice, and an appreciation and celebration of diversity. Because people 

are not perfect, nor do they live in perfect societies, we must continually strive for 

harmony throughout our lives. Social workers are in a pivotal position to reconcile the 

challenges of living and provide a vision for social betterment. 

 

ソーシャルワークは、社会の良心と表現するのが妥当かもしれない。私たちの専門職的良心

は、人間の固有の尊厳と価値に対する承認、社会正義というテネッツに対する信念、そして

ダイバーシティに対する理解と尊重を基盤としている。人は完璧ではなく、私たちが住む社

会も完璧ではないから、私たちは一生を通じて、調和を求めて努力し続けなければならない。 

 

Social workers share responsibility for championing the general welfare of societal 

members and achieving social justice. To detail the relationship between social work and 

social justice, this chapter: 
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ソーシャルワーカー達（social workers）は、人が人生で陥る困難を緩和し、社会の改善の

ための視座を提供するという重要な役割を担う。ソーシャルワーカー達は、社会の構成員全

体の福祉を擁護し、社会正義を実現する責任を共有する。本章では、ソーシャルワークと社

会正義の関係を詳述する。 

 

・Examine the concept of human rights, including civil rights, civil liberties, and the  

right to social welfare 

公民権、市民的自由、社会福祉への権利を含む、人権の概念を精査する。 

・Defines social justice as a foundational social work value 

ソーシャルワークの基礎を成す価値としての社会正義を定義する。 

・Presents social insustices such as racism, sexism, elitism, ageism, heterosexism, and  

handicapsm 

レイシズム、セクシズム、エリーティズム、エイジイズム、ヘテロセクシズム、ハンディ 

キャッピズムのような社会的不正義について解説する。 

・Surveys the philosophical, sociological, and psychological bases of socia injustice 

社会的不正義の哲学的、社会学的、心理学的基礎(***原因、理由)を概観する 

・ Describes the effects of social injustice, including oppression, dehumaniation, and  

victmization 

抑圧、非人間化、迫害等、社会的不正義がもたらす影響について述べる。 

・ Expores the interrelationships among opportunities, obstacles, and empowerment 

機会、障害、エンパワメントの相互関係について探究する。 

・Discusses the profession’s mandate for social justice and human rights 

社会正義と人権に対する専門職の責務について議論する。 

 

Equality and justice ensure that all members of society share in the benefits that society 

offers and have opportunities to reciprocate with their own contributions. A just social 

order accords every societal member the same basic social rights, opportunities, and 

benefits. 

 

平等と正義は、社会がもたらす便益を社会の全構成員が分け合い、自ら社会に貢献すること

でこれに報いる機会を得ることを保証する。正しい社会秩序は、社会の全構成員に同じ社会

的権利、機会、便益を与える。 
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[6-1]HAUMAN RIGHTS IN SOCIERY（Page 132 - 135） 

社会における人権 （１７５－１７８ページ） 

 

 

Human rights, civil rights, and citizens’ right to social welfare promote social justice. 

Human rights are those intrinsic rights that protect human life, ensure freedom, and 

secure personal liberty. Civil rights protect citizens from oppression by society or from 

subjugation by societal groups. Citizens’ rights promote quality of life through citizens’ 

rightful access to the resources of society. 

 

人権、公民権、社会福祉に対する市民権は、社会正義を推進する。「人権」は、人の生活を

守り、自由を確保し、個人的解放を保証する、生来の権利である。「公民権」は、社会から

の抑圧や社会的集団による支配から市民を保護する。「市民権」は社会資源に対する市民の

正当な権利に基づくアクセスを通じて、クオリティ・オブ・ライフを促進する。 

 

 

[6-1-１]Human Rights (p. 132) 

人権（１７５ページ） 

 

The United Nations defines human rights as “those rights which are inherent in our 

nature and without which we cannot live as human beings. Human rights and 

fundamental freedoms allow us to fully develop and use our human spiritual and other 

needs” (UN, 1987 as cited in Reichert, 2003, p.4). Because these basic human rights are 

inherent, human rights cannot be granted nor can they be taken away – they can only 

be violated.  

 

国連は人権を「我々に本質的に備わった、人として生きるために不可欠の権利」と定義した。

人権と基本的自由は、私たちが、人としての資質、知性、才能、良心を十分に発達させ、精

神面およびその他のニーズを充足することを可能にする(UN, 1987 as cited in Reichert, 

2003, p. 4)。これらの基本的人権は生来のものであるため、これを付与したり、奪ったり

することはできない。ただ侵害され得るのみである。 

 

On the tenth anniversary of the adoption of the United Nation’s Universal Declaration 

of Human Rights (1948), Eleanor Roosevelt (1958) commented: 
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国連の「(***斜体)世界人権宣言(Universal Declaration of Human Rights, 1948)」の採択

10周年にあたり、エレノア・ルーズベルト(Eleanor Roosevelt, 1958)は、次のように述べ

た： 

 

Where, after all, do universal human rights begin? In small places, close to home – 

 so close and so small that they cannot be seen on any map of the world. Yet they 

 are the world of the individual person: the neighborhood he lives in; the school or 

 college he attends; the factory, farm, or office where he works Such are the places 

 where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, and 

 equal dignity without discrimination. Unless rights have meaning there, they have 

 little meaning anywhere. Without concerted citizen action to uphold them so close 

 to home, we shall look in vain for progress in the larger world. 

 

結局のところ、普遍的な人権はどこで生まれるのでしょう？身近な小さな場所です。 

あまりに身近で小さく、地図の上には見つかりません。その場所は個人的な世界です。 

すなわちあなたの自宅の近隣であり、あなたが通う学校や大学であり、あなたが働く 

工場や農場、あるいはオフィスです。これらの場所で、すべての男性、女性、子ども 

が、差別のない平等な正義、平等な機会、平等な尊厳を追求するのです。これらの場 

所で、普遍的な人権が意味を持たないならば、それはどこでも意味を持ちません。ご 

く身近な場所で、市民が意識を高く持ち、普遍的な人権を支える活動をしなければ、 

より大きな世界における進歩を求めても無駄なのです 

 

人権は３つのカテゴリに分類される。すなわち、市民的および政治的権利、社会的および経

済的権利、そして、連帯の権利あるいは「人々の」権利の３つである(Lightfoot, 2004; 

Reichert, 2003)。 

 

しばしば第一世代の権利と呼ばれる「市民的および政治的権利(CP)」は、国連の市民的およ

び政治的権利に関する国際規約(International Covenant on Civil and Political Rights, 

ICCPR)に定義されている。米国憲法および権利章典(Bill of Rights)において保証された

権利と同様、これらの市民的および政治的権利(Civil and political rights, CP)は、社会

の構成員の政治的地位に関わる政府の役割を制限するものである。これらの権利には、適正

手続の権利、公平な裁判を受ける権利、言論の自由、信仰の自由、集会の自由、ならびに、

差別・奴隷的拘束・拷問を受けないことの保証が含まれる。 

 

第二世代の権利と呼ばれる「社会的および経済的権利(Social and economicRights, SE)」

は、クオリティ・オブ・ライフに対する権利である。経済的、社会的及び文化的権利に関す
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る国際規約(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR）

において詳述されたこれらの権利は、健康とウェルビーイングを保証するために十分な生

活水準に関わるものであり、衣食住、医療、社会保障、教育、ソーシャルサービスといった

基本的な人間のニーズを充足するための規定がこれに含まれる。 

 

第三世代の権利と呼ばれる「連帯の権利」は、環境保護や社会的・経済的開発、人道支援、

国際安全保障、そして平和維持といった地球規模の課題に対処するための国家間の連帯や

政府間の協力に関わるものである。 

 

人権は、個人の発達と人間の潜在能力発揮のために不可欠な、根本的な権利である。まさに

「人権は社会正義の基盤」である(Wronka, 2008, p. 428)。基本的人権は、家柄、性別、性

的指向、人種、肌の色、言葉、国籍や社会的出自、財産、知力、イデオロギー、政治的条件

により区別されることのない、自己決定、生活における自由、拘束からの自由、思想・言論

の自由、および安全に対する権利である。基本的資格の付与を拒否する行為は、人権侵害に

あたる。 

 

 

[6-1-2]Civil Rights and Civil Liberties (Page 133) 

公民権と市民的自由（１７６ページ） 

 

公民権および市民的自由は、差別と抑圧から市民を保護する。公民権と市民的自由は英国法

において創始され、、米国の法制度の中で２世紀に渡って洗練を遂げてきた。改革運動は 20

世紀後半の公民権法案の可決においてクライマックスを迎えた。法による雇用慣行の統制、

教育と住宅の利用、その他の重要な機会の平等に関する課題に対処するために、より強力な

権利の保証と、差別的慣行に対する制裁が規定された(Pollard, 2008)。 

 

公民権は、政府と個々の市民間、あるいは市民同士の公正で正義にかなった平等な取引をも

たらす。市民的自由は、自由に対する憲法上の保証であり、現状に疑問を投げかけ社会変革

を目指す活動に従事する市民の権利を含む。公民権と市民的自由を組み合わせることで、社

会の調和と秩序、および個々の市民の尊厳と自由が保証される。差別は人々を分離し、社会

における機会と資源の利用を制限する、公民権の問題である。 
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人権は、個人の発達と人間の潜在能力発揮のために不可欠な、根本的な権利である 

 

 ソーシャルワーカーは、数十年にわたり、人権運動の先導者として、差別に対抗する法制

度をアドボケイトし、ソーシャルワーク・プラクティスの中心的関心を人権へ向かわせると

いう役割を果たしてきた。歴史的に社会から差別されてきた人々が、彼らの社会的ウェルビ

ーイングを保護・促進することを目的とする専門職により、その尊厳をさらに傷つけられる

ことがあってはならない！ソーシャルワーク専門職は、その構成員に対し、プログラム提供

の改善とダイバースな人々の固有のニーズに配慮された政策の支援を通じて、公民権を確

実なものにすることを要求する。 

 

 

（人権と正義） 

演習の例： 

社会的地位に関わらず、あらゆる人が、自由、安全、プライバシー、十分な生活水準といっ

た基本的人権を持つことを理解せよ 

クリティカル・シンキングの訓練： 

国連世界人権宣言の 22章から 26章には、教育、勤労、保険に関する権利について述べられ

ている。ソーシャルワーク専門職は、このような人権の擁護のために、日々のプラクティス

において、また公共政策の領域において、いかなる役割を果たすか？ 

 

 

 [6-1-3]The Right to social Welfare (Page 134) 

社会福祉に対する権利（１７７ページ） 

 

米国において、産業化と社会福祉の発展は同時期に起こった。産業革命における技術革新は、

社会と経済に革命的変化をもたらした。これらの変化は、経済状況、家族生活、個人のウェ

ルビーイングと健康に大きな影響を及ぼした。その結果、政府はこれらの変化への対応とし

て、経済的に不安定な状況に対処するための社会福祉プログラムを開始した。教育、勤労、

健康における権利平等の原則は、ソーシャルワークの指針となった。米国の「世界人権宣言

(1948)」には、次のように、これらの権利が盛り込まれている：（***以下、国連広報センタ

ーの日本語訳を引用, http://www.unic.or.jp/files/abc_jinken_appendix.pdf） 

 

第 22条 

すべての人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的及び国際的

協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展と

http://www.unic.or.jp/files/abc_jinken_appendix.pdf）
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に欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。 

 

第 23条 

1. すべての人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び

失業に対する保護を受ける権利を有する。 

2. すべての人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受

ける権利を有する。  

3. 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する

公正かつ、有利な報酬を受け､かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を

受けることができる。 

4. すべての人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権

利を有する。 

 

第 24 条 すべての人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余

暇をもつ権利を有する。 

 

第 25条 

1. すべての人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び

福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢そ

の他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。 

2. 母と子は、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると

否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。 

 

第 26条 

1. すべての人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段

階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教

育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応

じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。 

2. 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければ

ならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友

好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければなら

ない。 

3. 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。 

 

社会福祉に対する権利に関し、ソーシャルワーク専門職は、十分な衣食住、保険、雇用、教

育、そして、人種・年齢・性別・性的指向・肉体的精神的制約のために必要とされるあらゆ
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る特別な保護に対する権利を擁護する。失業手当や、障がい者給付金、生活保護、退役軍人

手当、政府の助成金やプログラムを利用するためのクライエントの公民権保護のために、資

源の開発と分配におけるアドボカシーが必要とされる。 

 

 

[6-7]SOCIAL WORK AS A HUMAN RIGHTS AND SOCIAL JUSTICE PROFESSION(Page 154) 

人権と社会正義の専門職としてのソーシャルワーク(２０３ページ) 

 

 

ソーシャルワークの倫理綱領は、専門職に対し、社会的・経済的正義の促進、人権と個人の

自由の保障、すべての人の重要性、尊厳、独自性といった価値を支える社会的環境作りの促

進を義務付けている。NASW (2008)の「倫理綱領」は、ソーシャルワーカーの社会に対する

責任を明確にしている。「倫理綱領」によれば、ソーシャルワーカーは以下のような努力を

すべきである： 

 

・包括的な社会福祉と社会正義の実現を促進すること 

・民主主義的プロセスへの市民の参加を促進すること 

・適切なソーシャルサービスにより公共的な緊急事態に対応すること 

・すべての人が必要な資源と機会を利用できるように保証すること 

・すべての人のために、その中でも特に、不利な状況にいる人と権利を奪われた人のために、

選択肢と機会を拡大すること 

・あらゆる形態の搾取と差別を撤廃すること 

 

国際的領域におけるソーシャルワーカーは、個人的差異や文化的相違、社会への貢献の有無

に関わらず、すべての人類の独自の価値を尊重する。 

 

IFSW(2004)の「ソーシャルワークにおける倫理―原理に関する声明(Ethics in Social Work, 

Statement of Principles)」は、ソーシャルワーカーが人間のニーズを満たし、人権を保護

するにあたっての一連の理想について述べている。国際的領域におけるソーシャルワーカ

ーは、個人的差異や文化的相違、社会への貢献の有無に関わらず、すべての人類の独自の価

値を尊重する。同様に、この声明は、すべての社会に対し構成員に最大の利益を提供する責

任を果たすように指示する。 

 NASWと IFSWの価値と倫理綱領は、人権と社会正義をプラクティスにおける責務として明

確に定義している。人権と社会正義のアプローチに従事するためには、エンパワメントを通

じた抑圧的状況の変革が必要になる。この人権に関わるプラクティスへの急進的なコミッ

トメント（解放ソーシャルワークと呼ばれることもある）を、ソーシャルワーク専門職は包
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含しつつある(Cemlyn, 2008)。歴史的に見て、ソーシャルワークにおけるコミュニティ・オ

ーガニゼーションの手法は、社会正義と人権を基盤としていた。すなわち、既存の権力構造

の体制に疑問を投げかけ、社会的援助と経済的正義をアドボケイトしてきたのである

(Jewell et al., 2009)。近年、エンパワメントの手法は社会正義と人権という課題を、ミ

クロ・メゾ・マクロの各レベルがある広範なゼネラリスト・プラクティスの基盤に統合して

いる。地域的なプラクティスや政策に加えて、ソーシャルワーク専門職は、この課題を国際

的な対話やグローバル規模の社会開発取り組みへと拡大している(Ife, 2009; Healy, 

2008; Midgley, 2007; Reichert, 2007)。 

 

展望 

 

不平等・不公正・不正義は、個人的および社会的機能(***personal and social functioning)

のすべての側面に影響を及ぼす。社会正義が広く行き渡れば、個人も社会も社会秩序に従っ

た、構成員の完全な社会参加による恩恵を得ることができる。社会正義が広く行き渡ること

なしに、ファンクショニングのレベルが最適になることはあり得ない。ソーシャルワークの

義務には、ソーシャル・ファンクショニングと社会正義の相補的プロセスが包含されている。

第７章では、ソーシャルワーク・プラクティスにおいてソーシャル・ファンクショニングを

最大化し、社会正義を推進するにあたって、ダイバーシティが持つ意味を精査する。第７章

では、ダイバーシティ（人種的・文化的・宗教的）とライフスタイルに関する視座を提供す

る。 
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表１ 社会的出来事に対する慈善ベース、ニーズ・ベース、人権ベースのアプローチの比較 

(xi ページ) 

目標（Goals） 

(慈善ベース、Charity-based) 

当然受けるべき（deserving）、そして不利な立場（disadvantaged）の人や人々に対し、今

ある困窮（immediate suffering）を救済するために支援（assistance）する 

(ニーズ・ベース、Needs-based) 

無視され（marginalized）、不利な立場におかれている（disadvantaged）集団のために、資

源提供（additional resources）をとおして、個人あるいは地域のなかに見出された不足

（deficit）を満たす（fulfilling）。 

（人権ベース、Rights-based） 

資源（resources）と権力（power）の公平な配分へと導く人権（human rights）を実現し

ていく 

動機（Motivation） 

（慈善ベース） 

裕福な人あるいは寄付をする人の宗教的、あるいは道徳的な信念により、支援を受けるべき

より不幸な人への援助 

（ニーズ・ベース） 

援助が必要だとおもわれる人々を援助するとともに、社会的メンバーの幸福（well-being）

を促進していく 

（人権ベース） 

権利をもつ人々（entitlements）への法的義務（legal obligation）として行う 

責任（Accountability） 

（慈善ベース） 

私的組織に責任があるかもしれない 

（ニーズ・ベース） 

一般的には、ニーズを見つけた人々が責任をもち、その介入を発展させる 

（人権ベース） 

援助コミュニティ、政府間連携組織、国際的ＮＧＯ、国籍を超えた企業といった各政府

（Governments）や世界組織（global bodies）が責任をもつ 

過程（Process） 

（慈善ベース） 

寄付に重きを置いた慈善活動 

（ニーズ・ベース） 

専門家による、政治的対応内でのニーズの発見、その大きさ、そしてニーズを達成する方策 
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（人権ベース） 

個人や集団における彼らの権利がエンパワーされる参加型過程に焦点化された政治的過程 

権力関係（Power relationship） 

（慈善ベース） 

現状の維持 

（ニーズ・ベース） 

存続している構造をおおきくは維持し、変化は増加していくであろう 

（人権ベース） 

変化しなければならない 

働きかける対象者（Target population of efforts） 

（慈善ベース） 

援助の価値ある個人と集団 

（ニーズ・ベース） 

不利な立場の個人と集団 

（人権ベース） 

社会の影（marginalized）いる集団を大切にする社会のすべての人々 

強調するところ（Emphasis） 

（慈善ベース） 

寄付する好意的な活動 

（ニーズ・ベース） 

ニーズを満たすこと 

（人権ベース） 

人権の実現 

対応するかかわり（Interventions respond to ） 

（慈善ベース） 

今現れている問題に対応 

（ニーズ・ベース） 

症状的不足とおそくらく構造的原因への対応 

（人権ベース） 

症状的な現れているものの軽減を行い一方、基本的で構造的な原因に対しての対応 
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資料４Social Work & Human Rights に関する教育・訓練のための国際ソーシャルワーク

学校連盟（ＩＡＳＳＷ）作成パワーポイント 
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