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資料１． 全米ソーシャルワーク教育学校協議会の「教育方針」と「認可基準」（日本語訳） 

 

ソーシャルワーク教育協議会（CSWE） 

教育方針と認可基準（EPAS） 

（２００８年承認、２０１０年３月改訂） 

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 

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、
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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－クリティカルな考え方（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

る。 

                                                      （以下は省略） 
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資料２． Quienton Nichols (2012). Connecting Core Competencies: A Workbook for Social 

Work Students. Allyn & Bacon. 

 

１．表紙 
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２．目次 

 

 

Contents 目次 

1. Professional Identity 専門職アイデンティティ         教育方針２．１．１ 

2. Ethical Practice 倫理的実践                   教育方針２．１．２ 

3. Critical Thinking クリティカル・シンキング        教育方針２．１．３ 

4. Diversity in Practice 多様性への実践            教育方針２．１．４ 

5. Human Rights & Justice 人権と正義            教育方針２．１．５ 

6. Research Based Practice  リサーチ・ベイスド・プラクティス教育方針２．１．６ 

7. Human Behavior 人間行動                 教育方針２．１．７ 

8. Policy Practice 政策の実践                 教育方針２．１．８ 

9. Practice Context プラクティスの枠組み           教育方針２．１．９ 

10. Engage, Assess, Intervene, Evaluate 参画、評定、介入、評価 教育方針２．１．１０ 

 

 

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－クリティカルな考え方（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） 
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３．Core Competencies （コア・コンピテンシー）１０項目の説明 
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４．２つの演習例 

 

1. Professional Identity (専門職アイデンティティ: 教育方針２．１．１) 

 

Your social work education will teach you to understand the profession’s history, 

mission, values, and ethics and will serve as a foundation in the development of your 

professional identity. 

 

Understanding of Knowledge 

Please choose the best answer from among the possible choices. 

 

1. The ability to empower the client and help him or her understand and mange an 

array of thoughts and feelings describes which social work role? 

 

a. Broker 

b. Educator 

c. Counselor/enabler 

d. Organizer                                                           (c) 

                                                                             etc. 

    Master and Assessment of Knowledge of Skills 

    Please chose the best answer from among the possible choices. 

 

1. A social worker organizes a group of families who are indignant because persons 

who live outside the community are using a nearby vacant lot to dump garbage. 

The most effective strategy the social worker can employ is to: 

 

a. Send a list of demands to the city council. 

b. Select representatives to speak with the city council regarding removal of the 

garbage. 

c. Do nothing but continue to complain. 

d. Arrange a “sit-in” at the community center.                            (?) 

etc. 

 

    Reflective Essay Questions 

1. What is the role of the Council on social Work Education (CSWE)? 
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2. Ethical Practice （倫理的実践: 教育方針２．１．２) 

 

Understanding of Knowledge 

Please choose the best answer from among the possible choices. 

 

1. Ethics can be defined as: 

 

a. Values 

b. Moralities 

c. Personal ideas 

d. What is right and correct 

                                                           (d) 

2. Values are: 

 

a. Concerned with “what is good and desirable” 

b. One’s personal viewpoints 

c. What social workers think and feel 

d. What all professionals thin and feel 

                                                           (a) 

                                                                             etc. 

    Master and Assessment of Knowledge of Skills 

    Please chose the best answer from among the possible choices. 

 

1. A social worker is faced with a practice situation that poses an ethical dilemma. 

Who should the social worker contact first? 

 

a. Social work licensure board for the state 

b. Supervisor 

c. National Association of Social Workers 

d. Counsel on Social Work Education 

                           (?) 

etc. 

Reflective Essay Questions 

1. What ethical dilemma(s) have you as a student faced at your agency? How was 

the ethical dilemma handled? Did you agree with how the ethical dilemma was 

handled? Why? 


