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資料１ソーシャルワークのグローバル定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                               

                                         

                                     

                                                     

                                                      

               

                                              

                                              

                                                    

                                      

                                                  

                                                         

    

ソーシャルワーク   会  と 会開   会   
お    の ン ワ ン と      る   
  り学   る 

 会 義          お       の
 原理  ソーシャルワークの中     

ソーシャルワークの理   会 学   学 お  
 域・    の    と   ソーシャルワーク  
    に り    ルビー ンング  める   
          に  かける 

ソーシャルワークのグローバル定義
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資料２国際ソーシャルワーカー協会（ International Federation of Social Workers 

(I.F.S.W.)） 

 

International Federation of Social Workers (I.F.S.W.)ホームページ 

 

 

 

         

 

       ソーシャルワークと 何か？ 

       ソーシャルワーク ゲーム・チェンジャー（ 会  ）  る  

ソーシャルワーカー    に向 合い挑戦 積極 に前   

 いく道  いだそ と る  とともにコミュニティの中  

 く ・・・ 
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資料３アジア・環太平洋領域の日本ソーシャルワーカー連盟 
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資料４国際ソーシャルワーク学校連盟（The International Association Of Schools Of 

Social Work (I.A.S.S.W.)） 

 

ホームページ 
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資料５アジア・環太平洋ソーシャルワーク教育連盟（ＡＰＡＳＳＷＥ） 

 

 

    

 

    ＡＰＡＳＷＥと 何か？ 

    ・約２０カ国・ 域からのソーシャルワーク学校 約２８３校の会員 

から る  

    ・ＡＰＡＳＷＥ ノンプロフィッ   り 国・ 域にかかわらず 

参加  る  

    ・ソーシャルワークと 会の ェルビーング  展 せるための 

ソーシャルワーク教育 推  るアジア環太平洋 域における 

 織  る  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ＡＰＡＳＳＷＥソーシャルワーク学校登録名簿（一部） 

 

 

（以下１２４～２４７番の日本の学校名が記載 れ いるページ 省略 れ い   ） 

 

 

 国際ソーシャルワーク教育学校連盟のアジア領域におけるソーシャルワーク学校  総

数４０２校   その内 日本のソーシャルワーク関連大学と関連教育機関  上記の名簿

の１１５番から３６３番  記載 れ その数 ２８０校   我が国の学校に りアジア

領域の国際ソーシャルワーク学校連盟の７０％ 占め い    
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資料６国際ソーシャルワーカー協会と国際ソーシャルワーク学校連盟（ＩＡＳＳＷ））

と合同のグローバル・ソーシャルワーク・コングレス（Global Social Work Congress） 

 

         例：オース ラリア国際合同会議アブス ラク  

          

 

               ブース会場に  
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資料７ソーシャルワークにおける倫理原則のグローバル声明 Global Social Work 

Statement of Ethical Principles 

  

 

Global Social Work Statement of Ethical Principles (IASSW)1) 

 

This Statement of Ethics Principles (hereafter referred to as Statement) is designed to 

facilitates social workers1) aspirations towards the highest possible standards of ethical 

practice, through processes of constant debate, self-reflection, willingness to deal with 

ambiguities, and to engage in ethical acceptable processes of decision-making to achieve 

ethical outcomes.  

この倫理原則の声明（以下 声明）  不断の自己省察のプロセスと不明確 に対応 る

意欲に るソーシャルワーカー１）の可能 限り い水準の倫理  実践に向けた志 実現

 るために  た倫理  目標の達成に向けた倫理 に許容 れる意思決定プロセスに参

加 るために 想 れたもの  る  

1) The concept “           ” is used to be inclusive of social work educators, students, 

researchers, and practitioners; and to categories of social workers, community 

development practitioners, childcare workers, probation officers and social welfare 

officers, except where such categories are separate and independent of social work and 

might have their own codes of ethics. 

１）「ソーシャルワーカー」とい 概念  ソーシャルワークの教育者 学  研究者 実

践者 含むものと  使われ いる  た ユースワーカー コミュニティ開 実践者 児

童福祉従事者 保護観察官  会福祉行政 員 ど 異 る 脈におい    呼 方  

れるが ソーシャルワーカーの らゆる 種 含む ただ  これらの 種がソーシャルワ

ークと 分離お  独立  おり 独自の倫理綱領が る場合 除く  



10 

 

 

 

 

 

 

Principles （原則） 

1. Recognition of the Inherent Dignity of Humanity 

 間  の 厳の承認 

2. Promoting Human Rights 

    の   

3. Promoting Social Justice 

   会 義の   

4. Promoting the Right to Self-determination 

  自己決定 の   

5. Promoting the Right to Participation 

  参加 る 利の   

6. Respect for Confidentiality and Privacy 

  守秘とプラ バシーの   

7. Treating People as Whole Persons 

  全   個 と  の  への対応 

8. Ethical Use of Technology and Social Media 

  技術とソーシャル ディアの倫理  用 

9. Professional Integrity 

     誠実 
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資料８ＩＡＳＳＷ－ＩＦＳＷ ソーシャルワーク教育・養成のためのグローバル・スタン

ダード Global Standards for Social Work Education & Training 
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Global Standards for Social Work Education & Training 

ソーシャルワーク教育・養成のためのグローバル・スタンダード 

 

Table of Contents（目次） 

Members of the Joint Tasks（共同タスクフォースの ンバー） 

Preamble（前 ） 

Rationale（背景と意義） 

The School（学校） 

1. Core Mission, Aims and Objectives（中 と る使命 目  目標） 

2. Resources and Facilities（資源と設備） 

3. Curriculum（カリキュラム） 

4. Core Curricula（コア・カリキュラム） 

Social Work in Context（背景と  のソーシャルワーク） 

Social Work in Practice（プラクティスと  のソーシャルワーク） 

Practice Education (Placement)（プラクティス教育（実習配属）） 

5. Research and School Activity（研究と学校行事） 

The People（  ） 

1. Educator（教育者） 

2. Students（学 ） 

3. Service Users（サービス利用者） 

The Profession（   ） 

1. A shared understanding of the Profession（   に関 る共通理 ） 

2. Ethics and Values（倫理と価値） 

3. Equity and Diversity（公平 と   ） 

4. Human rights and Social, Economic and Environmental Justice（  と 会  経

済  環境   義） 
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3.  Curriculum（カリキュラム） 

With regard to standards regarding curricula, schools must consistently ensure the 

following: カリキュラムに関 るスタンダードについ  学校 一貫  以下のこと 保

証  ければ ら い  

a. The curricula and methods of instruction are consistent wi             ’  

programme objectives, its expected outcomes and its mission statement. 

カリキュラムと指導方法が 学校のプログラム目標 期待 れる成果 使命に関 る

声明と一致  いる  

b. Clear mecha                    z     ’                     evaluation of the 

theory and field education components of the programme exist. 

理 と実習教育プログラム 成要素の実施・評価 行 明確 仕  が その 織に

備わっ いる  

c. Specific attention to undertaking constant review and development of the curricula. 

カリキュラムの継続  見直 と開  行 特別の配慮が れ いる  

d. Clear guidelines for ethical use of technology in practice, curriculum delivery, 

distance/blended learning, big data analysis and engagement with social media. 

プラクティス カリキュラム配分 遠隔／ハブリッド学習 ビッグ・データ分析 実

施 るに たり ソーシャル ディア 用いる技術の使用に関 る倫理 ガ ドラ 

ンが明確に れ いる  

School should always aspire to develop curricula that: 

学校 カリキュラムの開  常に奨励 べ   る  

e. Help social work students to develop skills of critical thinking and scholarly 

attitudes of reasoning, openness to new experiences and paradigms and 

commitment to lifelong learning. 

ソーシャルワークの学 が クリティカル・シンキング  理  学究  態度 新

 い経験  ラダ ムに対 る開かれた関心  涯 通じ 学ぶことにコミッ  る

スキル 育むこと 支援  いる  

f. Are sufficient in duration and leaning opportunities to ensure that students are 

prepared for professional practice. Students and educators are given sufficient 

space and time to adhere to the minimum standards described herein. 

プロフェッショナル・プラクティスが  る  に る訓練 行 期間と学習の機会

が充分に学 に与えられ いる  

g. Reflect the needs, values and cultures of the relevant populations. 

かかわろ と る  のニーズ 価値  化に対 る省察が行われ いる  

h. Are based on huma rights principles and the pursuit of justice. 

  の原則と 義の探求に  が置かれ いる  


