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特特特特    集集集集： 

 

 2013 年 10 月 6 日(日)、本会主催の社

会福祉士等福祉専門職のための実践研

究セミナーを中部学院大学にて開催しま

した。 

 参加者は遠く鹿児島県からもおいでに

なり、非常に熱のこもった一日となりまし

た。参加者は学生を含めて、10 数名でし

た。 

 具体的な内容は以下のとおりで、実践

研究として大切なスーパービジョン体制

を、社会福祉士が社会福祉士を育てると

いうスタンスで組織化し、論文の作成・投

稿・修正のフォローまで行うこととしています。 

 なお、本企画には「東海・北陸ブロック社会福祉実習研究協議会」と「日本社会福祉教育

学会」から後援を頂きましたことをあわせて報告します。 以下、具体的な内容を報告しま

す。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

１、 ソーシャルワーク実践研究概論ソーシャルワーク実践研究概論ソーシャルワーク実践研究概論ソーシャルワーク実践研究概論    

                                                                        中部学院大学、本会中部学院大学、本会中部学院大学、本会中部学院大学、本会前前前前会長会長会長会長        宮宮宮宮    嶋嶋嶋嶋        淳淳淳淳    

 (1)(1)(1)(1)    はじめにはじめにはじめにはじめに    

皆さんおはようございます。このようなイベントに足をお運び頂いた皆さんにまずは敬意を表

したいと思います。 

福 祉 専 門 職 の た め の 実 践 研 究 

福祉専門職のための実践

研究スキルアップセミナー

日日日日時時時時：：：： 2013年年年年10月月月月6日日日日（（（（日）日）日）日）

10:00~15:00
場所場所場所場所 ：：：： 中部学院大学中部学院大学中部学院大学中部学院大学

関キャンパス関キャンパス関キャンパス関キャンパス同窓会室同窓会室同窓会室同窓会室

２０１３年度２０１３年度２０１３年度２０１３年度

主主主主 催催催催 ：：：： 一般社団法人岐阜県社会福祉士会

中 部 学 院 大 学 宮 嶋 研 究 室

℡＆Fax：0575-24-9384 E-mail：miyaji@chubu-gu.ac.jp
後後後後 援援援援 ：：：： 東海・北陸ブロック社会福祉実習研究協議会、日本社会福祉教育学会

専門職らしさを証明し信頼さ

れるために、患者・利用者・市

民に対してインフォームド・コン

セントやアカウンタビリティを、

エビデンスに基づき果たす。

その方法の一つは、実践の

「言語化」「記録化」です。

言語を操る専門職として、ス

キルアップしませんか。

１、10：00～ ソーシャルワーク実践研究概論

中部学院大学 宮嶋 淳

２、10：45～ ソーシャルワーク現場から発信する研究

岐阜県社会福祉士会 千葉 忠道

３、12：30～ なぜ？ 研究の出発点！

岐阜大学 小木曽加奈子
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今日 1 日、「福祉専門職のための実践研究スキルアップセミナー」を、本会としましては初めて

行なわせていただきます。チラシにも書きましたけれども、その趣旨は専門職としてわれわれが

何をやっているのか、社会福祉士って数は増えたけど、どこで何やってる人なのか、分からない

っていう現状を打開したいということです。制度が出来て 25 年経ちました。ある意味で「期待外

れ」だったというふうなことを言われ始めているというのも、非常に危機感を持っているところ

です。 

ずいぶん前に日本社会福祉士会として『実践事例集』を出したことがあります。会ができた当

初でしたから、1995 年か 96 年頃です。そして 2000 年頃に 2 つ目の『実践事例集』を出してい

ます。それから 10 年たって、そういうものが全く発行されていないという現実があります。中央

がやらないのなら、岐阜から発信しようと大それたことも考えながら、今回こういうセミナーを

やらせていただいています。 

それから『ソーシャルワーク岐阜』という冊子が毎年、会員の皆さんのところには届いている

かと思います。一昨年、18 号から ISSN を取り、この冊子を一般に公開することにしました。書

いたものを公開するという形で進めさせて頂いています。昨日、国立国会図書館のホームページ

を見まして、『ソーシャルワーク岐阜』っていうふうに検索コードを入れますと、18 号に載った

論文と 19 号に載せている論文報告が全部、ちゃんと検索コードに乗っかってくる形になっていま

す。ですので、日本社会福祉士会は『社会福祉士』という雑誌があり、投稿してもなかなか採用

されないのですけど、実践系じゃないと載らないみたいなこともいわれてますけれども、それに

対抗するような（？）ものをつくって公表しています。全国の社会福祉士会を見ると、岐阜県と

岡山県だけが ISSN を取って公開するような形で今、進めているところです。 

 中身的にいろいろなレベルはあろうかと思

いますけれども、本会としては体裁がちゃんと

整っていることを条件に基本的には皆さんの

思い、皆さんの実践を紹介できる場として活用

していただければなあという思いで作らせて

頂いています。 

 皆さん方の執筆活動をお手伝いするコーチ

ャーとして、4 名の方を登録させて頂いていま

す。このメンバーで掲載まで、お手伝いさせて

頂きます。 

    ((((２２２２))))    実践研究って何実践研究って何実践研究って何実践研究って何    

 「実践研究」っていう言葉がどこに出てくるかというと、社会福祉士会がこんな本をつくって

いるのをご存じだったでしょうか。『社会福祉援助の共通基盤』、新版の第 2 版（中央法規出版）

で、上下に分かれて「6 領域」っていう基盤があり、その中にあるのです。 

 今日これからお話しするのは、この本の中に入っている「実践研究」いうところを、つらつら

と皆さんと共に読んでいこうということです。 

私のほうで読んだものをまとめ、スライドショーにしましたので、それをご紹介していこうと

思っているところです。「6 領域」と呼んでいますけども、昔、社会福祉士の全国統一研修ってい

うのがあった頃を覚えていらっしゃいますか？そんな時期にはまだ会員じゃなかった？その頃を

知ってらっしゃるのは、千葉先生ぐらいですね。私もそれを知ってる 1 人なんですけども、その

実践研究の学びのポイント

1. 実践事例を通して、実践理論を学ぶ。

2. 記録の方法を習得し、言語化の意義を学ぶ。

3. 実践を検証する事例研究法を学ぶ。

4. 効果的な実践評価法を学ぶ。

5. 実践研究を客観化するスーパービジョン実践研究を客観化するスーパービジョン実践研究を客観化するスーパービジョン実践研究を客観化するスーパービジョン

6. ソーシャルワーク実践の調査研究法を学ぶ。

7. 成果のまとめ方、発表の仕方を学ぶ。
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実践研究とは何か

日本社会福祉士会の定義日本社会福祉士会の定義日本社会福祉士会の定義日本社会福祉士会の定義

理論の具現化としての社会福祉実践の担い手である社会

福祉専門職が、自らの実践に学ぶことを前提として、言語化

することを通して実践課題を明らかにし、日々のその実践を

客観的に検証し、課題解決に臨み、知見を積み上げるなか

で専門的知識と実践方法の統合と普遍化をめざす一連の又

は循環する取り組みである。

＊＊＊＊ 如何に「利用者のニーズ」に即して、根拠のある適切な「実

践」が提供できたのか、を研究すること

ときから始まって、社会福祉士の生涯研修制度

の中で、共通研修課程というのがあり、3 年間

で 60 単位を取っていくという仕組みになって

いました。まず「社会福祉士なら共通に知らな

きゃいけないことって何か」というところでセ

ットされたものなのです。その中身が「権利擁

護」。成年後見制度を中心にした権利擁護を、

やはり社会福祉士なら誰でも知っているだろ

うということにしていこうじゃないかという、

一つの運動が展開されたということなのです。

その成果を今の学生さんたちは新しいカリキ

ュラムで 2009 年度以降は受けているという話になったのです。 

 それから、社会福祉士は人を見ていく(観察し、面接し、アセスメント)という専門職になるので、

2 つ目には「生活構造」という科目が立ち上がりました。生活って一体何なんやろうか。どうい

う側面で捉えていったら事実って理解できるんだろうかと。最近はもうライフサポートなんてい

う言い方をされてたりします。生活を構造的に見て、人が悩んでいることっていうのは、社会と

の接点の中で悩みが起こっているという理解をし、エコロジカルアプローチと関連させ、生活を

構造的に捉えていこうという科目です。 

 それから、もう当たり前なんですけども、「相

談援助」という、ソーシャルワークの基本です

ね。そこをしっかり学びましょうというものが

セットされました。権利擁護、生活構造、ソー

シャルワーク。さらに「地域支援」という科目

があります。コミュニティーソーシャルワーク

だというふうに思います。地域で我々は暮らし

て生きているのだ。それを支えるために社会福

祉士は何ができて、何を記録していけるのかと

いう話です。 

 そして、5 つ目が「福祉経営」です。福祉の

現場でただただ働くだけじゃなくって、どういう仕組みの中で我々は働いているのかと。経営し

ていくってどういうことなのだろうかと。運営

ってどういうことなのだろうかというものを

知っていく科目です。 

 そして、最後に「実践研究」ということで、

6 領域ということになります。6 領域のうちの

今日は、実践研究の部分についてざっくりと、

どういう考え方を実践研究だというふうにい

っているのかというのを、この後見ていきたい

と思います。 

 

これからの実践に求められること

1. 専門性を明らかにする

• どのような理論に基づく知識・技術・姿勢による

利用者並びに地域支援であるのかを説明する

2. 活用されている理論の有効性を蓄積し、他

の専門職と共有化する

• エビデンス・ベースド・プラクティスの蓄積

3. 実践知（経験知）と理論知の乖離の克服

• 社会が求める「実践力のある社会福祉士」へ

実践研究の視点と方法

1. 視 点 ・・・EBPによる、以下の実践

• 利用者へのインフォームド・コンセント

• 社会へのアカウンタビリティ

2. 方 法

– 実践的課題への最適な対応が不可欠

– 最適なサービス提供のための質的向上

そのために

– 研究の場や研究者との連携を行い、

– サービス提供の担い手(専門職)の力量向上に資する

研修等を受講する
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社会福祉士の力量形成と実践研究

社会的

要　因

⇒ 問題の生起 ←実践＝知識や技術・価値を用いて行為・行動する

↓ ←どのように活用するのか、どのような方法で対応するのか

思　　考

↓ ←得られるべき成果（目標・ねらい・到達点）は何か　　　

検　　証

↓ ←如何にそれを測定し、評価するのか

蓄積・形成

↓ ←そこにどのような法則性（一般性、普遍性）があるのか

再 実 践

社会福祉士にとっての実践研究の意義は、

実践力の向上 である。

1. 自分の実践は、客観的だろうか。

• どのような尺度に基づいて客観的か。

• ソーシャルワーカーの倫理綱領≒価値と原則

• 国際標準≒ＩＦＳＷの標準的実践ガイドライン

• データに基づく

2. 客観性をどのように他者に伝えているのか。

• 客観的であることの意味づけができているか。

• 最適性

• 公平性

• 妥当性

((((３３３３)))) 学びのポイント学びのポイント学びのポイント学びのポイント    

実践研究の学びのポイントとして、テキストの中にはこれら 7 つが書き記されています。自分が

やっている実践とは何なんだろうか、というのを理論的に説明するというために、学ばなければ

いけないことってたくさんあるだろうなあというふうに思うわけです。    

いろいろな記録を見ていて、ああ、これってエンパワーメントの話やなあとか、ストレングス

の話やなあとか、こんなものが普通の日常会話で書いてある。これを大学の授業の中でも学生に

聞いてみるのです。「これってどういう技術が使ってあるの？」「これを専門用語でいったら何な

の？」って。読み替えをしていく。そういう力があるのかどうなのかというところになります。

出発点は実践だよと。ですから、実践から理論にしていくという登り方をするので、演繹的に下

ろしていくわけではなく、帰納的に登っていくという方法です。ある一つの事例から始まって、

それを普遍化していく、一般化していく、理論化していくという方向性で研究していくのが実践

研究という方向性なんだろうなあというふうに、私は理解をしています。 

    ((((４４４４))))    記録記録記録記録し、説明し、説明し、説明し、説明することすることすることすること    

 ですので、やっていることを何でもいいからまずはこれをこうして、ああして、こうしてって

いうことを記録に残すという言語化に意味がある。出発点をないがしろにしたら、もう先に進め

ないわけです。そこを大事にしていくということだろうと考えます。 

記録の仕方って、いろいろあるっ

ていうのはご存じのとおりと思いま

すけども、時系列に並べていくだと

か、逐語記録にしていくだとか、さ

まざまあろうという話ですけども、

また後でも見ていきたいと思います。 

 そして、実践を検証するためには

事例研究法があります。事例をいか

に研究するのか。援助をした、その

援助が、いかに効果があったのかな

かったかをはかる。どうやって示す

のかという話です。本当にその人の

暮らしが何かの尺度に対して、よくなったといえる根拠は何なのかっていうのを、「私」の思いだ

けじゃなくって、みんなに共通に理解してもら

えるように書き記していくために、他の人たち

からもアドバイスをもらって知恵を交換し合

いながら、この関わり方をしたら、こう変化し

たなあっていうのを明確に、文字にしていくと

いうことが必要だろうということです。 

 うまくいった、うまくいかなかった、という

ことは、普段の会話でも普通に話題にすること

ですし、私もかつて社会福祉協議会にいた人間

なので、「うちの町変わったんだよね」「今、元

気なんだよね」って、福祉の人間同士で言うと
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実践研究の方法と関係性

1. 活動の記録

• メモ→記録→明確化→精緻化→理論化

2. 事例検討・研究の方法

3. 評価の方法

4. スーパービジョンの方法

5. 調査の方法

6. 発表の方法

＊ これらの循環で「理論と実践」相互の向上をめざし、

実践を「共有できる形」にする

「実践の言語化」の方法

• 記録化

• 事例化

• プロセス・レポート

• 研究レポート ・・・資料、調査報告、実践記録、研究ノート

• 口述発表

• 論文

＊ 実践研究は、システムである。

ソーシャルワークは、価値・理論･実践が相互に

関連しあうシステムである（IFSW）

記録はどう活かされるのか

• 専門職としてのアカウンタビリティ

– 学生であれば、実習中に「何ができたのか」「残さ

れた課題は何か」を説明し、点検・評価する

• 記録の用途

– 専門的援助契約の締結

– 同上 の継続性の確保

– 所属機関・組織のサービスの質の「証明書」

– スーパービジョンの素材

きにはとても分からない。「うん、そうそうそう、そうしたら絶対うまくいくよ、キーパーソン見

つけりゃうまくいくよ」みたいな、話をしてるんですけど、他の分野の方から見たら（聞いたら）

何も分からへんっていう話なんだろうなっていうことになります。「元気が出た」っていうのはど

ういうことなんだっていうのをちゃんと説明することが、われわれには必要だと思います。その

ためにスライドの 4 つ目が、効果的な実践の評価方法を知っておく必要がありますよというふう

に述べられています。 

    ((((５５５５))))    実践研究のためのスーパービジョン実践研究のためのスーパービジョン実践研究のためのスーパービジョン実践研究のためのスーパービジョン    

 5 つ目は、赤にしましたけど、ここがポイン

トかなあと思います。実践を研究として客観化

していくためにはスーパービジョンを受ける

必要があるだろうと。今回は、コーチングって

いうかたちにしました。とにかくゴールが決ま

っていて、文章としてのかたちを整えていくと

いうところに焦点化しましたので、コーチャー

っていうかたちで講師をつけるというかたち

にしましたけれども、実践現場ではやっぱりス

ーパービジョンというかたちになるんだろう

なあというふうに思っています。 

 加えてスーパービジョンって、すっごい聞き

慣れた言葉でしょ？ でも、受けたことってあ

りますか。基本的にはスーパービジョンのトレ

ーニングにおいては、同じ職種の方が後輩を育

てていく。指示的に、教育的に、管理的になん

て、教科書的にいえばそうなんですけども、そ

んなものって皆さんどうですかね。受けられる

のが今まであったんでしょうか。いかがですか。

上司に社会福祉士がいますか？という話なん

ですけども、ようやく皆さんご存じの認定社会

福祉士制度が始まりました、去年から。その中

で初めてスーパービジョンを受けなければ、認

定社会福祉士になれませんっていう項目が入

ってきたのです。 

認定社会福祉士制度においてスーパービジ

ョンという項目を作ったはいいが、スーパーバ

イザーがいないっていうのも現実なんです。当

面 5 年間は、今年から 5 年間については、ある

講習会を受けてスーパービジョンのやり方を

学んだ人が、スーパーバイザーになれますよと

いう話になっているのです。 
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ＳＷr＝反省的実践者

• 反省≒行為の中の省察（ふりかえり）

≒状況と行為とを考慮した対話

• 研究に基づいた理論と技術の使用を意識しているときでも、有能な実践家は暗黙

の認知と判断、そして熟練した振る舞いに依存している。

• 現在では、「暗黙知」を脱皮する必要がある。

• 実践行為の中で、瞬時に形成された理解や意味を問い、実践行為の構造

や問題を捉える自らの「枠組み」を発見する

• 自己覚知

（自身の「癖」「傾向」、得意・苦手なこと、自身の認識の仕方を把握する）

先達の英知

• 坪上 宏： 自己覚知は、それまで気づかなかった

自身の姿に気づくことであり、その由来に気づくこと

である。その為には、自分自身を対象化して眺めて

みることを必要とする。そして記録化とは対象化に

他ならないので自己対象化の方法の1つが、自らの

実践の記録化であるということになってくる。そこで

は第1に記録すること自体を通して、自分自身であ

る程度まで自己覚知に至りうるだろうし、第2に、記

録化したものを媒介に、他者の目を通して更に自己

覚知に至ることが可能であろう。

現場の会員の人がなるというパターンと、大学等の先生方が登録して、取りあえず経過措置と

してスーパーバイザーになるということが今出されている最中です。ちょうど私も来週ですね、

東京でそのスーパーバイザーの研修会を受けてきますので、それ以降、またホームページにスー

パービジョンやりますよというのを出しますけども、そんなところにようやく来たのが現実だと

いうところですね。 

((((６６６６))))    研究の手順研究の手順研究の手順研究の手順    

 6 番目です。ソーシャルワーク実践の調査・

研究方法を学ぶということで、この点について

は午後のワークショップで、非常に丁寧に行っ

て頂けるというふうに思いますので、皆さん、

宿題をお持ちになっていると思いますので、そ

れを活用してこんな研究がしたいんだってい

う、演習ができるんじゃないかなというふうに

思っています。 

 7 番目にですね、成果のまとめ方、発表の仕

方ということです。だいたい学会って論文を投

稿してですね、発表するまでにいったん口頭発表とか、プレゼンテーションとかする機会をつく

って、学会という場で聴衆の反応を踏まえて、手直しして論文に仕上げ、投稿するみたいな順序

があります。いきなり投稿したら、「何やこれ、こんな話聞いてねえよ」みたいな、誰も見てくれ

ないみたいなことが起こったりもするので、まずは話をしておくというのが通常なんです。そん

な手法についてもこの中には述べられているということになります。これが実践研究の学びの進

み方だというふうに社会福祉士会は言っています。 

 私の後の講義は、千葉さんがお話しされます。そして、小木曽さんがお話しされます。それぞ

れのやり方(研究方法)は若干違うかもしれませんけども、それも合わせて勉強していっていただけ

ればというふうに思っているところです。 

((((７７７７))))    自らの自らの自らの自らの専門性を語専門性を語専門性を語専門性を語れれれれる力る力る力る力    

 これからの実践に求められること。専門性を

どういうふうに証明するのかと。私の専門性は

こうなんだよというふうにどうやって言うの

かが問われています。「自分のアプローチは○

○だ、と言えますか、皆さん」って問われてい

るという話です。 

私は一応ですね、ナラティブ・アプローチを

するソーシャルワーカーだというふうに自負

をしています。人のライフストーリーを聞いて、

その方の中につくられているナラティブ、物語

がありますので、それにアプローチをしていくということを心掛けて、人の話を聞いていくとい

う手法を専門にするソーシャルワーカーだというふうに自負をしています。 

かつて平成元年の頃、私は「社協マン」でした。そのころ「愚痴を聞きますよ」という、「ぐち

コール」という電話相談をやっていまして、金曜日の夜は何時まででも電話をかけてきて OK で 
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先達の英知

• 小林良二： 実践研究とは、自らの実践を理論化

する試みである。 社会福祉の現場で「研究」が必

要であるとされる場合、自分のためであれ、部下の

指導のためであれ、組織の将来のためであれ、現

場における経験やデータの収集だけでなく、それら

をある観点から整理して一般化し、課題の意義を問

い直すことが求められており、そのためには、毎日

の「実務」から距離をとり、体系的・理論的な考察を

行うことで、その「意味」を明確にするということが求

められている。

先達の英知

• 根本博司：

社会福祉実践に関する研究における、質的データの収集

による事例研究法を推奨。

「事例」とは、実践を記録化し、文章化した研究資料のこと。

• 現場で働くソーシャルワーカーは、ある特定の理論モデルを

現場に適応して活用した結果、どのような効果が合ったのか

を整理する演繹的方法、とともに現場実践の中から蓄積した

データから、普遍性を明らかにして理論を形成する機能的方

法を展開できる強みもある。

実践記録に盛り込むべき８条件

1. ワーカーは問題状況をどのように捉えたか

2. 相手にそれをどのように伝えたか

3. 伝えられたことを相手はどう捉えたか

4. その捉え方とそれに基づく相手の動きを、ワー

カーはどう捉えて次の段階に進もうとしたか

5. 実践者に記録化を促す問題意識

6. 所属機関・職員との都合

7. 社会・制度・医療等状況と所属機関・職員との

関係

8. ソーシャルワーク、社会福祉に関する、理論に

ついての自覚

すよ、みたいなことをやっていました。そこが私のソーシャルワーカーとしての出発点だという

ふうに思っています。一人暮らしのお年寄りが、「今日 1 日、この 1 週間、誰とも話をせんかった。

でも、あなたとだけは話ができて、これでゆっくり、すっきり寝られるわ」っていう電話をして

いいですよと。 

それによって「誰にも話ができなかった」

っていう物語が、「ああ、話ができた、私の

思いを伝えられる、安心できる場が持てた、

居場所があった」っていう物語に。物語が変

化するわけですね、寝る瞬間に。そして、少

しでも前向きな物語に変わっていく。そうい

うアプローチをしていこうというふうに考

えていまして、それを明確にこう、記録に残

していくということが、ナラティブ・アプロ

ーチだろうというふうに思っているわけで

す。そんなものを使うソーシャルワーカーだと私は言っています。 

それをさらに突き進めれば、理論的に「ナ

ラティブ・アプローチってどういうものな

の？」 っていう説明ができるかどうかとい

う話だろうなあというふうに思っておりま

す。 

((((８８８８))))    エビデンスを提示するエビデンスを提示するエビデンスを提示するエビデンスを提示する    

 2 番目に書きましたのは、活用されている

理論の有効性を蓄積し、これが理論研究とい

うところになろうかと思っています。エビデ

ンスを先行研究から求めるということもあ

るでしょうし、自分のデータから求めるとい

うことも当然あるという考え方ですね。 

 3 番目が、実践で得られた知識と理論で得られた知識が乖離していないか、隔たりがないかど

うかをチェックしていくという話です。ナラ

ティブ・アプローチでいえば、私がやってい

る実践では、こういう変化があった。そして、

先行研究でもこういう変化があるだろうと

いうのが理論的にいわれている。だいたい一

致しているぞとか、近いぞとか、似通ってい

るぞとかね、そんな言葉で使い分けをして記

していく。近似しているとか、親和性がある

とかいう言い方をしたりするわけですけど

も、そんなものをチェックしていくという話

です。 

 一番下に、社会が求める実践力のある社会福祉士と書きました。これは、理論なんですね。理
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記録化する３状況

• 小状況： 生活の主体(クライエント)と援助実践の

主体(ワーカー)とに関する状況 ミクロミクロミクロミクロ

• 中状況： 小状況の背景となるものであり、小状

況の展開する病院や施設など、運営の主体に関す

る状況。身近な地域の状況 メゾメゾメゾメゾ

• 大状況： 中状況の背景となる地方公共団体や

国など、政策の主体に関する状況。援助に関する制

度のあり方などを通して捉えることが可能 マクロマクロマクロマクロ

良い記録をとるための留意点

観察する技術

→感受性や直感に磨きをかける。「ソーシャルワーカー感覚」

→利用者の多様な側面を観察

→関与しながらの観察を行う

→援助対象となる人を「生活者」と見る

情報収集する技術

→主観的情報と客観的情報を区分して盛り込む

→「情報収集」と「利用者の気持ちの理解」のバランス

文章を書く技術

→何回も読み直し、推敲する。「一読明快」

論としてはこの辺がモヤモヤとしたものとしてあるわけです。実践力がある。何かよう分からん

けど、実践力があるといわれているなあと。 

だけど、本当にあるってどうやって証明するの？と。こういう実践ができるよと。こんなこと

やったよというので、実際のものと、モヤモヤとしたものとを結び付けていかなければ、私たち

はお手伝いする専門家だと言い表せないぞという話になります。 

なので、専門家だって言い張るんだった

ら、証しを見せろっていう話なんですよね。

要するに、求められていることは「これだ

け」なんだというふうに私は思います。「証

しを見せろ」と問われたときに「やってみ

せる」って言えることが大事だと思うので

す。 

しかし、同じ利用者が次にそこにいるわ

けではないので、私たちの周りにそれ(専

門的なアプローチ)を使える機会ってそん

なに何度も何度もめぐってくるわけでは

ありません。何度も何度も起こってきたら、異常ですよね。そんなに助けなきゃいけない人がい

っぱいいるなんていう社会になっているとすれば、その社会、地域を変えていかなければいけな

い話になりますよね。なかなか自分の得意とするアプローチを見せるっていうことができないの

で、記録するという方向に行くんだということだと思います。 

    ((((９９９９))))    利用者との契約利用者との契約利用者との契約利用者との契約    

実践研究の視点と方法とをまとめています。やっぱり「記録にするぞ」といったら、その援助

をした相手方の人が、「それをしてもいいよ」

というふうに言ってくれなければ、前に進み

ません、ということになります。 

ので、ぜひソーシャルワーカー、社会福祉

士の専門性を社会に知らせていくために、あ

なたと私、この場で専門的にかわした援助契

約の一貫の中で、こういうことに使わせてく

れというのを契約していくということが良

いのではないのかなというふうに思います。 

医療の世界では当たり前に契約されてい

るわけですよね。臨床実験っていうと言いす

ぎかもしれませんけれども、新薬を使ってみてくださいよというときでも、一筆書かされるわけ

ですよね。サインさせられている方がありませんか。うちの親なんか、緑内障かもしんないと言

われて、緑内障に効くお薬を投与するから、これ新薬だから、ちょっとサインしてください、同

意してもらわないと駄目なんだよって言われて、同意しているみたいですけど、よくなった、よ

くなったと言っていますけども、さてさてっていうのもあります。が、やっぱり同意を得ておか

なければいけない。 

 さて、同意が得られる相手なんだろうか、われわれの対象者は、というところで立ち止まって
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実践研究 と SV
共通点と相違点

• 日本社会福祉士会の「スーパービジョン研究」における、

スーパービジョンの要点は、「視点の獲得」である。バイザー

のスーパービジョンによって、バイジーが新たな視点を獲得

し、自己覚知することに焦点があてられている。

• 日本社会福祉士会のスーパービジョンという実践の研究は、

バイジーが新たな視点を獲得するという「変化（成長）」を、バ

イザーが促せたかどうか、に焦点が当たる。

• 実践研究 と スーパービジョン研究 は、

実践対象が異なることになる。

実践をどう研究（論文）に落とし込む

のか（発展させるのか）

• こういう条件・状態のもとで、こうしたら、こう

なった。＝実践

• 「こういう条件・状態のもとで、こうしたら、こう

なる。」という見込みに対して、

専門的な見地から「見込み違い（の可能

性）」を指摘し、部分的あるいは全般的に

修正させる＝ＳＶ

きたのが今までだったかもしれません。認知症の人にどうやって同意を得るんやとかね、ちっち

ゃな子どもに同意を得られるんやろうかとか。要するに、立ち止まっていたかもしれません。そ

ういうときにどうするか。これも小木曽先生に

お話をしていただこうと思います。先生は看護

系の研究者ですので、その辺りの専門的に知識

をお持ちだと思っています。 

 やったことをちゃんとアカンタビリティー

する。インフォームド・コンセントとアカンタ

ビリティーとが、説明責任と理解されて、どっ

ちも同じかなみたいに言われることもありま

すけども、私は、社会へ説明するのがアカンタ

ビリティーで、利用者さんへはインフォーム

ド・コンセントだというふうに言葉を分けて使

っています。 

 なので、学生さんに一言言っておけば、ぜひ図書館にこもって調べました、はい。こうやって

考えました、終わりっていうね、レポート的なものじゃなくって、ぜひ現場へ出てですね、現場

ではこうやって仕事をしてるんだというのを見聞きしてきて、それを書き留めて、教科書とどう

ちがうんだみたいな、実践的な研究を卒業論文にしてくれると、うれしいなというふうに私は思

っています。これから考えてくださいね。 

    (10)(10)(10)(10)    実践と研究の重なり実践と研究の重なり実践と研究の重なり実践と研究の重なり    

 実践研究とは何かというところで、日本社会福祉士会は、こんなふうに定義をしています。い

かに利用者のニーズに則して、根拠のある適切な実践が提供できたのか。「根拠のある適切な実践」

というふうにいっています。先ほど私はナラティブ・アプローチだというふうに言いましたけど

も、ほんとにナラティブ・アプローチが妥当だったのかどうなのかということをですね、しっか

りと証明しなきゃいけないという話になります。 

課題解決アプローチが、適切だったというふ

うにいうんだったら、課題解決アプローチがな

ぜ適切なのかという話だろうというふうにも

思います。エコロジカルモデルが最適だったと

いうのなら、そのことを証明しなきゃいけない

ということに尽きるんだろうなあというふう

に思います。 

 構造化してみると、社会福祉士の力量形成と

実践研究というかたちで、図のような仕組みか

なあと思います、今の話は。 

社会的な要因があって、何らかの問題が発生

します。社会的な要因というふうに書いたのは、ソーシャルワークは「人と環境の接点に介入し

ていく」ということになりますので、社会との接点がやはり必要だというふうに捉えています。

社会の何の影響を受けているのかなあ、っていうその影響を捉えておくというところが重要なの

ではないかというふうに思っているわけですね。 
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実践研究上の記録の展開（例）

実践対象

↓

見立て（アセスメント）

↓

ニーズ（求められていること：仮説）

↓

「適切だ」と考えられるアプローチの選択（←この選択にも「根拠」が必要）

↓

基準点（起点≒変数）を明らかにする。

↓

介入（アプローチ）する

↓

実践対象の変化

↓

対象のニーズを満たすことができた≒選択したアプローチが適切であった

事例を書き留めるために必要なこと

• 概要とは何か

• ５W１H（定点的記述）＋時間の経過の記録

• 的確な記録とは、どのような状態か・・・時系

列、逐語録、文脈（コンテキスト）、意味

• バックグラウンド、ライフ・ヒストリー、ナラティブバックグラウンド、ライフ・ヒストリー、ナラティブバックグラウンド、ライフ・ヒストリー、ナラティブバックグラウンド、ライフ・ヒストリー、ナラティブ

• 的確な記録では、記録者による「価値づけ

（断定・憶測・推論）」を排除する

 利用者さんが風邪引いちゃってるんだ。だから、体がだるいんだということであれば、疾病を

治すというアプローチになるわけで、そこにソーシャルワークが介入するという話ではないです

よね。風邪引いちゃった背景に布団がなくって、茣蓙で寝ている。家もないんだっていうふうに

なったら、これは社会との接点でホームレス状態かなあって想像がつくわけです。そうすると、

社会的要因のところから入って、○○アプローチを活用するという形になります。社会との接点

がどこかなあというのを見極めたところでの問題の見方ということになるのではないかと思いま

す。どのように活用するのか、どのような方法で対応するのか。これがプランニングっていう話

になりますよね。問題を見つけたらアセスメントして、ニーズをつかまえてプランニングしてい

く。まさにソーシャルワーク実践へのプロセスそのものが実践研究のプロセスと重なってくるの

ではないかなというふうに考えられると思っています。 

 得られるべき成果。目標は何なんや。何の目的でサービスを提供するのか。結局、それって論

文書くときも一緒ですよね。この論文、何のために書くのかと。どういう成果が得られるのかと

いうところになっていきますので、目標を立てなければ何も書けませんし、何の成果も出ないよ

という話だというふうに思います。 

目標に向かって、こう動くんだと思ったら、どうやってそれをはかるんや。時間で計るんか、

何がよくなったのかを意識で図るんかとか、見た目で図るとか、いういろいろなものがあろうか

と思います。モサモサの格好をして、靴も履いていない状態から、きれいに髪をそろえて、ひげ

をそって、靴を履いている状態に変わったとい

うのも一つの成果というふうに捉えれば、それ

が定着していったかどうかという時間軸を重

ねて見ていこうとかいうこともあるでしょう。

認知症の方であれば、施設に来た最初のころは

大声を出して暴れ回っていたけれども、次第に

落ち着いて 1 人でいられる時間が増えたよと

いうようなことであれば、それをはかっていく

と。その間に何を提供してきたのかっていうの

をちゃんと、このように記していくということ

で、エビデンスに変わっていくだろうなという

ふうに思いますね。 

    (11)(11)(11)(11)    評価の法則評価の法則評価の法則評価の法則    

 何を評価しているのか。そこにどのような

法則性があるのか。今度はその変化した人、

1 人の人に対しての援助が、他の人でも適用

できるということで、幾つかのケースに対応

して、A も B も C も、でも D は違ったとな

れば、A、B、C の共通点と D の違いという

ところをはかっていくということにもつな

がっていきます。A、B、C、D、E、F、G、

うんぬんかんぬんで、みんな同じような要素

が 1 個でも出てきたとなれば、1 個の要素が
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実践上の仮説・・精度を上げていく

• 利用者は「○○ニーズ」を充たしたい（解消したい）≒仮説仮説仮説仮説

• 実践者は「ニーズ」を充たすために、選択した「△△アプロー

チ」を用いた。

↓

• 利用者の「○○ニーズ」を充たすために、実践者が「△△ア

プローチ」を用いることが有効である。（有効であった。）

≒実践者が想定した仮説は正しかった。実践者が想定した仮説は正しかった。実践者が想定した仮説は正しかった。実践者が想定した仮説は正しかった。

↓

• ここでいう「アプローチ」とは、医療でいえば「治療法」のこと。

• つまり、「治療法」にも適応があるように、「アプローチ」にも標

準化された適応がある。

なければ明らかにしていく必要がある。

一般性、普遍性があるんだというふうに主張する。論文って仰々しいなあと思うかもしれません

けど、1 本の論文で新しいことなんて 1 個見つければ十分なのでね。そんなたくさん出てこない

です。2 個も 3 個も新しいものが見つかったなんていったら、それはいいかげんにやったんだろ

うって逆に言われるぐらいです。1 個で十分です。1 つの目的しか掲げてないんだから、1 個にな

るのは当然だというふうに思っていただいていいのではないでしょうか。 

実践研究の意義は、やはり私たちの「実践力を向上させていくために」「自己証明をしていくた

めに」実践記録をつくっていくんだというふうに思っていただくと分かりやすいんじゃないのか

なあというふうに思います。 

実践力をつけたら、やっぱり利用者さんが助かる、社会が変わるというところですよね。究極

的には人権と社会正義を私たちは求めているわけですので、実践で私たちがうまくやったことを

うまく話ができれば、そのぶん利用者さんの人権は擁護されているし、それだけ社会福祉、ソー

シャルワークが求められる社会に変わっていっているというところになろうと思います。ただ、

社会正義ってかなり難しくって、今、自己決定だとか、自己責任だとかいうふうに盛んにいわれ

ています。それを追求しすぎていいのかというところもあって、もう少しつながりだとか、絆だ

とか、地域でとか、地元でとかいうことも加味した形での自分らしさってあるんじゃないかとい

う思いもありますね。ゆり戻しも東日本の大震災以降、出てきているわけですけども、それをど

ういうふうに捉えていくのかということ

が、今、議論されているなあというふうに

も思います。 

自由主義から共和体主義へ、みたいな話

も出てきてるというふうに思ったりもし

ています。そんな大きな思想的なところも

押さえる必要はあろうかと思いますけど

も。自分の実践は、客観的だろうかという

のを押さえていく。そして、尺度として幾

つかここに書きましたのは、ソーシャルワ

ーカーの私たちは倫理綱領を持っていま

す。今言った人権と社会正義っていうのは、

価値に基づいた実践ができているのかという価値意識の問題として話ができるというのは一つの

尺度としてあるだろうというふうに思います。 

 それから、国際標準。ソーシャルワークってこうやって実践するんだよということが、国際ソ

ーシャルワーカー連盟の実践ガイドラインにちゃんと書いてあるわけなので、それに則してみた

らどうなのかということで、世界的に見るという視点もあろうかと思います。 

 データに基づくということですから、データで読み解いていく。意識が向上したとか、脳波の

加減が変わったとかいうのもあるのではないかというふうに思うわけです。客観的にどのように

他者に伝えるのかと、ここは何回も繰り返して言います。 

 実践研究の方法と関係性ということでは、やっぱりまずメモをつくってください。どんなもの

でもいいのです。今日、タロウさんと話をしたら、タロウさんは笑顔を見せてくれたって書くじ

ゃないですか。そうしたら、あれ、いつも笑ってくれないのに何で今日笑顔だったんだろうなっ

て考えますよね。そうしたら、いつも私のほうが忙しくって、後でね、後でねって言っていたの
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に、今日はゆっくり座って、きれいにお化粧してほほ笑みかけたんだよなみたいなね。 

 こちら側の変化があったからこそ、笑ってくれたんだなあっていうのが、エビデンスでしょ。

そういうのを残していくというのが、非常に重要だと思います。そういうふうにすればですね、

ゆっくりと座って化粧をして。でも、ほほ笑みはなかった。むっつりとしてしゃべった。そした

ら、タロウさんは、ほほ笑んでくれなかったと。これも変化ですよね。それから逆に化粧をせず

にほほ笑みかけたら、タロウさんは笑ってくれんかったというふうだったら何でしょう。タロウ

さんは「きれいな私が、ほほ笑みかける」っていうことに反応するんやなあって思いますよね。

そんなのが記録として残っていくということが重要になるんだということになろうかと思います。 

タロウさんの記録が明確になりました。精緻化しました。理論化できたということになります。

すると、男性であるタロウさんは、「き

れいな女性が大好きだ」という現象が

エビデンスとして蓄積できました。こ

れって、一般化できるんじゃないでし

ょうか。そうか、そうか。施設であっ

ても、認知になられても、やっぱりそ

れって該当するんやというふうになれ

ば、認知症の方々が暮らしているグル

ープホームにおいても、やっぱり「き

れいな職員さんが微笑む」ほうが、男

性である利用者さんは元気になると考

えられるんじゃないかという仮説はで

きるわけですね、1 つの事例から。というのが実践研究のよりどころかなというふうに私は思い

ます。で、事例検討です。スーパービジョンを受ける。調査の方法は大丈夫だったのか。研究発

表の方法はどうだったのかというふうに考えていくというかたちですね。これらの循環で理論と

実践、相互の向上を目指していく。実践を共有できる形にしていくということが実践研究の理論

化でしょう。実践の理論化である実践研究の拠り所だというふうに私は考えていますし、共感を

しています。 

    (12)(12)(12)(12)    おわりにおわりにおわりにおわりに    

 だいたい時間になりました。あと後半部分について、スライドは何枚かあろうかと思いますけ

れども、先達の英知というかたちで、いろんな先生方が言ってることも載せておきましたので、

読んでいただければ、分かっていただけると思います。 

皆さんが、しゃべったもの、見えたもの、そして変化として表現されたもの。ほんとに私たち

は利用者さんを記録、観察して、援助して、話しかけてという人間としてのあらゆる器官、機能

を使って接するわけですので、それらを記録していくという手法が、求められているのです。私

が最近思うのは、利用者さんとの関わり方もビデオでも撮って、ビデオで説明していくっていう

手法も、もう外国ではされていることなので、重要だと思います。例えば、赤ちゃんの動きの変

化がどう起こるかっていうのが、ビデオで記録されているんですよね。そういうものを見て、研

究していくという手法もありかなと思っています。 

 皆さんに書いてきて頂いた資料は、フェースシートということで、自分は何を書きたいのかと

いうのを用意して頂きました。そしてチェック項目をお渡ししています。これには研究手法がい
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ろいろ書いてあります。私自身、全部使えるわけではありません。私は質的な研究方法を得意と

する人間なので、文献レビューとか、質的研究の一部を使うという話なんです。下のほうに出て

くる分析の方法。量的研究は、分析の方法が非常に進んでいます。ですので、普遍化していくと

きには、やはり量的研究の分析方法を学んで、それを使ったよとちゃんと言える、書けるように

しておくことが重要だと思い、リストをつくっておきました。 

 それから、実践の、どんな場面を私は書き記していきたいと考えるのかというところで、次の

ページにはソーシャルワーク実践研究、スーパービジョンのためのチェック項目ということで、

これも社会福祉士会と社会福祉教育学校連盟さんがつくっているものを少しアレンジして、リス

ト化しておきましたので、こんなものをチェックしておくと、途中で何書いているのか分からな

くなっちゃったというふうにならないと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


