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資料１：ソーシャルワーク研究会のホームページ『便り』記載原稿

ソーシャルワーク研究会便り
APRIL 19, 2020

１．二人の会話
Ａ：
「ソーシャルワーク研究会って、なにをするところなの？」
Ｂ：
「さあ～」
Ａ：
「ソーシャルワークの理論や技術を研究するとこなんじゃないの？」
Ｂ：
「ちがうよ」
Ａ：
「え？ちがうの・・」
Ｂ：
「だって、“ソーシャルワーク”というのは、どこにもないよ・・・」
Ａ：
「“ソーシャルワーク論”というのが、あるじゃん」
Ｂ：
「そんなものどこにもないよ」
Ａ：
「“その名”の＜本＞を見たことがあるよ」
Ｂ：
「“パイプ（Ｐｉｐｅ）”というのは、どこにもないんだと言った人がいるんだ」
Ａ：
「パイプって、ちゃんとあるじゃん・・・」
Ｂ：
「それは、ある国のひとが＜あるもの＞を見て“パイプ”と＜言った＞だけだよ」
２．“ソーシャルワーク”って、いったいなに？
これは、フーコーのテーマを少しアレンジしたものです。わたしたちは、グローバルな世
界のなかで、今まさに歴史的に未曾有の体験を共有している真っ最中です。“この体験”は、
わたしたちひとりひとり、ユニークなものなのでしょう。その見方や感じ方も千差万別なの
ではないでしょうか。＜私＞の“この体験”を、医療的に、経済的に、あるいは政治的に考え、
あるいは、“不安”を感じ、電話やメールで他のひとと＜語り合い＞をして日々をすごしてい
ます。
フト、見るようになった新聞の＜記事＞から
私は毎朝、Japan Times と New York Times (International)を見てすごしています。も
ちろん、日本の新聞やテレビを見て、どのようにウイルスが広がって、自分はそれにかから
ないようにするにはどうすればよいか、といったことから、新聞を読みテレビを見ています。
それだけではなく、多くのウイルスに関する“記事”の中においても、フト、目にとまる“記
事”があるのに気付きました。それらを切り取ってあつめたうちの二つの記事だけですが、
その一部をとりだしてみました。
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（１） Thursday, March 26, 2020 (The Japan Times)
Abuse activist fear an ‘explosive cocktail’: As virus confinement measures
keep families at home, fear of domestic violence rise. “As the world’s
families hunker down, there’s another danger, less obvious but just as
insidious, that worries advocate and officials: A potential spike in
domestic violence as victims spend day and night trapped at home with
their abusers, with tensions rising, nowhere to escape, limited or no
access to friends or relatives – and no idea when it will end. (Jocelyn
Noveck, AP)
（２） Thursday, March 12, 2020 (The New York Times International Edition)
Virus puts America’s homeless at special risk: Those living on the streets
are doubly vulnerable, as many have medical issues. As the head of a
shelter for the homeless in San Diego, Bob McElroy know firsthand how
epidemic can turn deadly for people living on the streets. Three years ago
an outbreak of hepatitis A, an otherwise preventable and treatable
disease, killed 20 people in San Diego County alone, most of them
homeless. Now as the coronavirus spreads across the United States, Mr.
McElroy is faced with a new threat, one that he can only hope to ward off
with a stockpile of hand sanitizer. Under a single tent in downtown San
Diego, his shelter sleeps more than 300 people most of them over 50 years
old. Numbered bunk beds are spaced just two feet apart. (by Thomas
Fuller)

ソーシャルワークのグローバル定義に見る
その他にも、移民や難民の人たちの記事として、Crowded in camps, Rohingya Muslims
vulnerable to virus といったものもあります。このような記事に、目がフトむいてしまう
のは、その記事の中にでてくる共通の“ことば”があるからなのでしょう。それらのひとつに、
“vulnerable”という“ことば”があります。その“ことば”を、
『ソーシャルワークのグローバ
ル定義』の中にも見ることができます。いや、むしろ、その『定義』の「中核となる任務に
ついて」の中に「不利な立場にある人々」や「脆弱で抑圧された人々」、つまり、社会の中
の“vulnerable people”のことを知っていたから、フト、そのような“記事”に目がむくように
なったのだと思います。
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１９００年代、世界が変わろうとしているとき、膨大なひとびとが移民として、アメリカ
へとわたり、ニューヨークやシカゴに住み着きました。その“新移民”と言われるひとたち
は、差別や排除を受けることがあり、社会の中の“vulnerable people”でした。そのひとたち
に対する慈善協会（ＣＯＳ）で働く友愛訪問員の活動を、リッチモンドは“サイエンティフ
ィク・チャリティ”と呼び、その後、
“ケース・ワーク（Case Work）”と＜言った＞のです。
先に、“ソーシャル・ケースワーク”や“ソーシャルワーク”があったのではありません。
先に、“vulnerable people”がいて、そのひとたちに対する＜プロとしてのプラクティス＞が
はじまり、それを“ソーシャルワーク”と＜言った＞のです。（北島英治）
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資料２：ブレンダ・デュボワ／カーラ・マイリー著『ソーシャルワーク』
（監訳者原稿から）
「ソーシャルワーク教育協議会のコア・コンピテンシー」は、２００８年に承認され、２０
１０年３月に改訂されたソーシャルワーク教育協議会（CSWE）の『教育方針と認可基

準（Educational Policy and Accreditation Standards（EPAS）』の中の「教育方
針２．１－コア・コンピテンシー（Educational Policy 2.1 ― Core Competences）」に明
記してある１０項目（教育方針２．１．１～２．１．１０）の「the core competencies
（コア・コンピテンシー／専門的力量の核（コア）
）
」を意味している

（表 ）１０項目のコア・コンピテンシー（専門的力量の核（コア））
教育方針２．１．１－専門職ソーシャルワーカーとして自覚し、それに相応しい行動が
とれる。
（Identify as a professional social worker and conduct
oneself accordingly.）
教育方針２．１．２－ソーシャルワークの倫理原則を応用し、専門実践を行う。（Apply
social work ethical principles to guide professional practice.）
教育方針２．１．３－改革的考え方を応用し、専門的判断が行える。
（Apply critical
thinking to inform and communicate professional judgments.）
教育方針２．１．４－多様性と個々の違いを尊重する実践が行える。
（Engage diversity
and difference in practice.）
教育方針２．１．５－人権と社会・経済正義を発展する実践が行える。
（Advance human
rights and social justice and economic justice.）
教育方針２．１．６－リサーチに裏付けられた実践と実践に裏付けられたリサーチが行え
る。
（Engage in research-informed practice and practiceinformed research.）
教育方針２．１．７－人間行動と社会環境についての知識の応用が行える。
（Apply
knowledge human behavior and the social environment.）
教育方針２．１．８－社会・経済的ウェルビーイングを発展し、効果的ソーシャルワー
ク・サービスを行き渡らせる政策実践に参加が行える。
（Engage
in policy practice to advance social and economic well-being and
to deliver effective social work services.）
教育方針２．１．９－教育プログラム背景を配慮した実践が行える。
（Respond to contexts
that shape practice.）
教育方針２．１．１０（a）－（b）－個人、家族、集団、組織、地域への参画、評定、介
入、評価する。
（Engage, assess, intervene and evaluate with
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individuals, families, groups, organizations, and communities.）
本書は、この「教育方針２．１－コア・コンピテンシー（Educational Policy 2.1 ― Core
Competences）
」に明記してある１０項目（教育方針２．１．１～２．１．１０）の「the core
competencies（コア・コンピテンシー／専門的力量の核（コア））
」に則って、書かれている。
先述したように、原書の表紙の裏面に、本書を通して修得する目的が書かれ、次の３ぺージ
にわたって「１０項目 the core competencies（コア・コンピテンシー／専門的力量の核（コ
ア）
）
」の全リストと、その細目が記載されている。その各細目には、それに関する内容が、
原書の“何章、何節”に書かれているか、明記されている。そこで、読者は、「１０項目の
コア・コンピテンシー」について、本書の“何処に”、
“何が”書かれているか、予め分かる
ようになっている。そのことに加え、すべての章のはじめのページには、
「１０項目コア・
コンピテンシー」の項目だけの小さな表が掲げられ、各章において、
「１０項目のコア・コ
ンピテンシー」に関する、どの項目が関連しているか、その細目に“×印”がしてあり、各
章ごとに予めわかるようにもなっている。
ソーシャルワーク・プラクティスの専門教育・訓練の発展
ソーシャルワークは、２０世紀の初頭、膨大な移民が主にヨーロッパ各地からアメリカ合
衆国に押し寄せて、北米の各地で貧困問題、社会問題が多発したその時代の慈善組織とその
活動の中から、専門職として誕生してきたと考えられる。その専門職は、ソーシャルワーク・
プラクティスとして、専門サービスを担うようになった。そこで、専門訓練・教育の進展と、
その教育機関の整備が行われていった。専門知識、専門技術が体系化され、専門価値の確認
がなされてきた。専門職団体の発展とともに、全米ソーシャルワーカー協会（ＮＡＳＷ）に
よる「ソーシャルワーク倫理綱領」が確立してきた。教育に関しては、全米ソーシャルワー
ク教育協議会（ＣＳＷＥ）による、ソーシャルワーク専門教育に関する「教育方針と認可基
準」が設定され、教育体系の基準が認識されるようになってきた。国際レベルにおいては、
国際ソーシャルワーカー連盟（International Federation of Social Workers（IFSW）
）と国
際 ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 学 校 連 盟 （ International Association of Schools of Social Work
（IASSW）
）がある。２００１年に、
『ソーシャルワークの定義』が両団体により承認され、
２０１４年に『ソーシャルワークのグローバル定義』が採択された。また、IASSW と IASSW
によって、『ソーシャルワーク教育・養成に関するグローバル・スタンダード（ Global
Standards for the Education and Training of the Social Work Profession）
』と、その中で
「コア・カリキュラムに関する基準」を明記し、２００４年の総会で採択された。
前述した全米ソーシャルワーカー協会（ＮＡＳＷ）による「ソーシャルワーク倫理綱領」
の中の専門価値のひとつに「コンピテンス（Competence）」が掲げられている。この
“Competence”は「専門的力量」と邦訳されている。我が国のソーシャルワーカーの『倫
理綱領』の中にも専門価値（Professional Values）の一つに挙げれている。全米ソーシャル
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ワーカー協会と我が国の『倫理綱領（Code of Ethics）』の専門価値（Professional Values）
を表１．に示しておこう。我が国のソーシャルワーカーの専門価値は、１）人間の尊厳
（Human Dignity）
、２）社会正義（Social Justice）
、３）貢献（サービス、Service）、４）
誠実（インテグリティ、Integrity）
、５）専門的力量（コンピテンス、Competence）である。
その「専門的力量（コンピテンス）
」における倫理原則（Ethical Principle）として、
「ソー
シャルワーカーは、専門的力量（コンピテンス）を発揮し、その専門性を高める」と明記さ
れている。全米ソーシャルアーカー協会の専門価値は、我が国の５つの価値と同じものであ
るが、
「人間関係の重視（Importance of Human Relationships）
」という価値の６つからな
る。
表１．ソーシャルワーカーの倫理綱領の中の専門価値
全米ソーシャルワーカー協会（N.A.S.W.）

我が国

１．人間の尊厳と価値（Dignity and Worth of the Person）

人間の尊厳（Human Dignity）

２．社会正義（Social Justice）

社会正義（Social Justice）

３．貢献（Service）

貢献（Service）

４．誠実（Integrity）

誠実（Integrity）

５．専門的力量（Competence）

専門的力量（Competence）

６．人間関係の重視（Importance of Human Relationships）

―

表に見るように、全米ソーシャルワーカー協会の６つの「専門価値（Values）」の中の一
つとして「専門的力量（コンピテンス、Competence）」がある。その「価値」の説明として
「倫理原則（Ethical Principle）
」が、それぞれの６つの価値の下に書かれている。全米ソ
ーシャルワーカー協会の倫理原則には、
「専門的力量（コンピテンス、Competence）」の説
明として、「ソーシャルワーカーは、ソーシャルワーク領域におけるプラクティスを行い、
専門職として専門性（professional expertise）を発展させ強化していく」と述べられている。
ソーシャルワーク・プラクティスの教育・訓練に関しては、教育方針とアクレディテーシ
ョンが、全米ソーシャルワーク教育協議会（Council of Social Work Education）によって
提出され、２００８年に承認され、２０１０年３月に改訂された『教育方針と認可基準
（Educational Policy and Accreditation Standards（EPAS）
』は、ソーシャルワーク・プ
ラクティスの専門教育・訓練に関する基準として整備されてきた。その目的は、全米ソーシ
ャルワーク教育審議会（Council on Social Work Education (CSWE) ）がまとめたソーシ
ャ ル ワ ー ク 専 門 教 育 に お け る 「 教 育 方 針 と 認 可 基 準 」（ Educational Policy and
Accreditation Standards (EPAS)）の教育方針２．０に記されている。
教育方針２．０：中心的カリキュラムとは、学部レベルと修士の基礎レベルと上級レベルの
カリキュラムを計画的に実施していくことで、コンピテンス（専門的力量）
（competence）
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を修得するためのものである。学部（B.S.W.）カリキュラムは、コア・コンピテンシー（専
門的力量の核（コア）
）
（the core competencies）を修得することをとおして、ジェネラリ
ス・ソーシャルワーク・プラクティス（generalist practice）
（教育方針Ｂ２．２）のため
の卒業生を送り出すことである。修士（M.S.W.）カリキュラムは、専門分野を特化した行動
と知識を加え、コア・コンピテンシーの修得をとおして、上級・ソーシャルワーク・プラク
ティス（advanced practice）
（教育方針Ｍ２．２）のための卒業生を送り出すことである。
翻訳するにあたっての方針
本書の翻訳と編集をすすめるにあたって、上田洋介が、訳者として原著の全頁にわたり翻
訳を行った。吉澤あきが、編集者として翻訳された全体の編集を行った。その調整と総括を
編集部の大野祐子が行った。そこで、最初に一つの方針が立てられた。英語の専門用語
（technical terms）については、そのことばに対応する日本語の専門用語が定着していな
い場合、たとえば“social work”を、一つの専門語としての日本語（漢字）に対応すること
がむつかしいとして、そのまま「ソーシャルワーク」としたように、カタカナ表記を用いる
ことにした。その理由として、従来、英語の“social work”は、
「社会事業」
、あるいは、資
格取得に必要な科目名称としての「社会福祉援助技術」や「相談援助」という漢字と関連づ
けられてきた。一旦、日本語に“翻訳”されると、その“漢字”と、その漢字本来の意味が
一人歩きを始めることがある。たとえば、「社会福祉援助技術」は、“「社会福祉（social
welfare）
」の「援助（help）／支援（care/support）」の「技術（skills/techniques）」であ
る”と理解されることもあった。その結果、本来の“social work”は、一つの“専門性
（profession）
”
、一つの“専門職（professional）
”、つまり、
“一つの専門性をもった一つの
専門職アイデンティティである”
（本書では、そのことを“competence”、「コンピテンス」
という英語が使用されている。本書では、カタカナ表記としてあるが、ちなみに、日本語で
は「専門的力量」と邦訳されている）ということを意味しているが、その外国語が、その地
で指示している“意味”や“内容”とかけはなれたものになることもある。他方、
“casework”
、
“caseworker”のように、英語の発音をそのままカタカナにして、
「ケースワーク」、
「ケー
スワーカー」とカタカナ表記されたこともある。将来、外国語の専門用語が、それに対応し
た日本語の専門用語として定着するまでは、本書においてはカタカナ表記をするという方
針にならった。

8

資料３：ソーシャルワーク実践と教育に関する教育方針と認可基準
（翻訳）
２００８年承認、２０１０年３月改訂
ソーシャルワーク教育協議会（CSWE）

教育方針と認可基準（EPAS）
目的：ソーシャルワーク実践と教育に関する教育方針と認可基準
ソーシャルワーク教育協議会（CSWE）は、学部（ソーシャルワーク学士号、B.S.W.）と
大学院（ソーシャルワーク修士号、M.S.W.）を認可するため、以下の教育方針と認可基準
（EPAS）を用いる。
（以下省略）
[教育方針]
１．教育の使命と目標
教育方針１．０－使命と目標
各学校のかかげるソーシャルワーク教育プログラムの使命と目標は、専門性（profession）
の修得を目的とすること、専門価値（professional values）（教育方針１．１）を基盤とす
ることを明記し、その地域の教育プログラム背景（Program Context）
（教育方針１．２）
を反映したものである。
教育方針１．１－価値
貢献（service）
、社会正義（social justice）
、人の尊厳（the dignity and worth of the person）
、
人間関係の重視（the importance of human relationships）、誠実（integrity）、専門力量
（competence）
、人権（human rights）、そして科学的研究（scientific inquiry）が、ソー
シャルワークの核（コア）となる価値である。これらの価値は、中心的カリキュラム（Explicit
Curriculum）と補完的カリキュラム（Implicit Curriculum）の基礎であり、すべての人び
とを尊重し、社会的・経済的正義を追求する専門職として遂行する責務の基本である。
教育方針１．２－教育プログラム背景
教育プログラム背景とは、教育プログラムが位置するその地域のもつ使命、その場に関連す
る利点やニーズを意味する。さらに、教育プログラムはそれぞれの地域の歴史、政治、経済、
社会、文化、人口構成、そしてグローバルな背景を反映したものである。
（以下省略）
２．中心的カリキュラム（Explicit Curriculum）
教育方針２．０－ソーシャルワーク・カリキュラムとソ－シャルワーク専門実践
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中心的カリキュラムは、公的な教育制度に基づいた教育プログラムであり、そのコースとカ
リキュラムからなる。ソーシャルワーク教育はリベラル・アーツを基本とし、専門カリキュ
ラムのための基礎となるものであり、その発展を方向づけていくものである。中心的カリキ
ュラムとは、学部レベルと修士の基礎レベルと上級レベルのカリキュラムを計画的に実施
していくことで、専門力量を修得するためのものである。学部（B.S.W.）カリキュラムは、
専門力量の核（コア）
（the core competencies）を修得することをとおして、ジェネラリス・
ソーシャルワーク実践（generalist practice）
（教育方針Ｂ２．２）のための卒業生を送り出
すことである。修士（M.S.W.）カリキュラムは、専門分野を特化した行動と知識を加え、専
門力量の核（コア）の修得をとおして、上級・ソーシャルワーク実践（advanced practice）
（教育方針Ｍ２．２）のための卒業生を送り出すことである。
教育方針２．１－専門力量の核（コア）
教育方針２．１．１－専門職ソーシャルワーカーとして自覚し、それに相応しい行動が
とれる教育を行う。
教育方針２．１．２－ソーシャルワークの倫理原則を応用し、専門実践が行える教育を
行う。
教育方針２．１．３－改革的考え方（critical thinking）を応用し、専門的判断が行える
教育を行う。
教育方針２．１．４－多様性と個々の違いを尊重する実践が行える教育を行う。
教育方針２．１．５－人権と社会・経済正義を発展する実践が行える教育を行う。
教育方針２．１．６－リサーチに裏付けられた実践（research-informed practice）と実
践に裏付けられたリサーチ（practice-informed research）が行え
る教育を行う。
教育方針２．１．７－人間行動と社会環境についての知識の応用が行える教育を行う。
教育方針２．１．８－社会・経済的ウェルビーイングを発展し、効果的ソーシャルワー
ク・サービスを行き渡らせる政策実践（policy practice）に参加
が行える教育を行う。
教育方針２．１．９－教育プログラム背景を配慮した実践が行える教育を行う。
教育方針２．１．１０（a）－（b）－個人、家族、集団、組織、地域への参画（engage）
、
評定（assess）
、介入（intervention）、評価（evaluation）
教育方針２．１．１０（a）－ 参画
ソーシャルワーカーは、
・ 個人、家族、集団、組織、地域への実質的、効果的活動の用意し、
・ 共感と対人関係技術の活用し、
・ 作業（work）とその結果についての相互確認（mutually agreed-on）を発展させ
10

る。
教育方針２．１．１０（b）－ 評定
ソーシャルワーカーは、
・ クライエントの事実（data）を集め、組織化し、解釈し、
・ クライエントの強み（strength）と限られたもの（limitations）を評定し、
・ 目的と目標の相互理解、確認を発展させ、
・ 適切な介入計画（intervention strategies）を選択する。
教育方針２．１．１０（c）－ 介入
ソーシャルワーカーは、
・ 組織的目標を達成する活動を開始し（initiate）
、
・ クライエントの能力を高める初動的介入を行い（implement）
、
・ 問題をなくしていけるようクライエントを援助し（help）
、
・ その進展とその終結へと支援（facilitate）する。
教育方針２．１．１０（d）－ 評価
ソーシャルワーカーは、
・ 改革的（critically）に分析し、記録し、評価する介入を行う。
教育方針Ｂ２．２－ジェネラリスト・ソーシャルワーク実践（Generalist Practice）
（訳注：ここでは、学部レベルのソーシャルワーク教育（ＢＳＷ）を意味する。
）
教育方針Ｍ２．２－上級・ソーシャルワーク実践（Advanced Practice）
（訳注：ここでは、大学院修士レベルのソーシャルワーク教育（ＭＳＷ）を意味する。）
教育方針２．３－ソーシャルワーク実習（Field Education）
３．補完的カリキュラム（Implicit Curriculum）
教育方針３．０－補完的カリキュラム：学習環境
教育方針３．１－多様性
教育方針３．２－学生指導
教育方針３．３－教授会
教育方針３．４－運営組織
教育方針３．５－資源
４．教育評価
教育方針４．０－教育評価
（以下省略）
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（英文）
Council on Social Work Education
Educational Policy and Accreditation Standards
Copyright Ⓒ 2008, Council on Social Work Education, Inc., all rights reserved. Revised
March 27, 2010 / Updated August 2012.
Educational Policy 2.1 ― Core Competences
Competency-based education is an outcome performance approach to curriculum design.
Competencies are measurable practice behavior that are comprised of knowledge, values,
and skills. The goal of the outcome approach is to demonstrate the integration and
application of the competences in practice with individuals, families, groups,
organizations and communities. The ten core competencies are listed below [EP 2.1.1 –
EP 2.1.10(d)], followed by a description of characteristic knowledge, values, and skills,
and the resulting practice behaviors that may be used to operationalize the curriculum
and assessment methods. Programs may add competences consistent with their mission
and goals.
Educational Policy and Accreditation Standards
Educational Policy 2.1 ― Core Competences
１．専門的アイデンティティ
Educational Policy 2.1.1 ― Identify as a professional social worker and conduct oneself
accordingly.
２．倫理的プラクティス
Educational Policy 2.1.2 ― Apply social work ethical principles to guide professional
practice.
３．批判的思考
Educational Policy 2.1.3 ― Apply critical thinking to inform and communicate
professional judgments.
４．プラクティスにおけるダイバーシティ
Educational Policy 2.1.4 ― Engage diversity and difference in practice.
５．人権と社会正義
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Educational Policy 2.1.5 ― Advance human rights and social justice and economic
justice.
６．リサーチ・ベースのプラクティス
Educational Policy 2.1.6 ― Engage in research-informed practice and practice-informed
research.
７．人間行動
Educational Policy 2.1.7 ―

Apply knowledge human behavior and the social

environment.
８．ポリシー・プラクティス
Educational Policy 2.1.8 ― Engage in policy practice to advance social and economic
well-being and to deliver effective social work services.
９．プラクティスのコンテクスト
Educational Policy 2.1.9 ― Respond to contexts that shape practice.
１０．エンゲージメント、アセスメント、インターベンション、エバリューエーション
Educational Policy 2.1.10(a)-(d) ―

Engage, assess, intervene and evaluate with

individuals, families, groups, organizations, and communities.
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資料４：ブレンダ・デュボワ／カーラ・マイリー著『ソーシャルワーク』の表紙と目次
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