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  専 門 職 養 成 教 育 の 理 想 と 現 実  
 

中部学院大学人間福祉学部 宮嶋 淳（岐阜県社会福祉士会会長） 

 

Ⅰ．はじめに 

 

大学の教育力と分野別質保証 

 

社会福祉系大学の位置の問い直しと同系大学教員のアイデンティテイ 

  

わが国の大学の教育力を問い直す施策 

 

本発表では「専門職≒社会福祉士≒日本型ソーシャルワーカー」ととらえる。 

したがって、「専門職養成教育≒日本型ソーシャルワーカー養成のための教育」とする。 

 

Ⅱ．「実践力」をどのように理解するか 

 

１、大学教育における「質（＝実践力）の保障」の考え方 

 

日本学術会議「大学教育の分野別質保障の在り方について」(2010.7.)における「分野別の質保

証の枠組みについて」では、次のような枠組みが整理されている。 

 

１．機関の質保証（設置審査は個別の教育課程の審査も含む） 

  ・大学設置審査～大学としての最低限の質保証 

  ・大学評価（自己点検評価＋認証評価）～教育研究水準の向上努力と公表 

２．分野別の教育内容の質保証 

  ・学士課程教育の一般的な質保証 

    学生の立場を中心に据えた質保証（＝学生が卒業後に働く職場や、市民として参加し

構成する社会に対する間接的な質保証）⇒学士力 

    ↓ 

   橋渡し ・・・ 学士課程の専門分野の教育 ・・参照基準 

    ↓ 

  ・専門職の養成課程としての質保証 

    特定の専門職業人としての、社会に対する直接的な質保証 

     －専門職のアソシエーションによるアクレディテーション(認定) 

     －国によるコアカリキュラムの策定 

     －国による教育課程の認定や指定(国家試験及びその受験資格等) 

図１ 分野別の質保証の枠組み  
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＜参照基準＞ 

 （３）各分野における参照基準の基本的な構成項目 

①当該学問分野の定義 

②当該学問分野に固有の特性 

③当該学問分野を学ぶすべての学生が身に付けることを目指すべき基本的な素養 

④学習方法及び学習成果の評価方法に関する基本的な考え方 

⑤市民性の涵養をめぐる専門教育と教養教育との関わり 

⑥その他当該学問分野の特徴に鑑みた項目 

－③について－ 

1. 基本的な知識と理解～「説明できる」 

2. 基本的な能力～分野固有の能力、ジェネリックスキル～「～できる」 

 

図２ 学士課程の専門分野の教育「参照基準」 

 

 社会福祉士養成課程における演習・実習科目 

中教審・キャリア教育・職業教育特別部会が整理する｢学士力｣「社会人基礎力」「職業人力」

「専門職力」を大学卒業という学位に見合う力量、すなわち、学士課程教育の一般的な質保証

をするために重要。 

一般的な力量と専門的力量を橋渡ししていくためにも欠くことができない。 

具体的にどのような力量を習得することが、上記の「橋渡し」に該当するのかを例示してみる

と、図３のとおりと考えられる。 

 図の解説 

中央の 3つの領域と１２の力量＝社会人基礎力 

学士力に位置づけられる共通する基礎的素養の習得を意味する。 

左右の矢印の先にあるカタカナ専門用語＝ソーシャルワークの専門的スキル 

専門的スキルを社会福祉士養成課程に学ぶ学生は、演習・実習科目で習得 

 

 図３ 福祉士の力量の共通基盤 
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【小括】 社会福祉士養成課程に学ぶ学生は、演習・実習科目の学びで求められる力量を習得し

ていく中で、一般的な力量としての社会人基礎力と専門的力量としてのソーシャルワークとを

橋渡ししていく力量をも習得していくことになる。 

 このように社会人基礎力とソーシャルワークの専門的力量とが連続性があり、その力量がエ

ンプロイアビリティ(被雇用力)とも連続性があるとするならば、社会福祉士養成課程でソーシ

ャルワークの専門的力量を学んだ学生は、当然に、エンプロイアビリティも向上しているはず

であり、職場における即戦力として期待される人材と理解されることになるだろう。 

 

 

Ⅲ、従前の社会福祉士が求められる社会的諸情勢 

 

 １．専門職としての位置づけを求めて 

 

中央社会福祉審議会・職員問題専門分科会「社会福祉専門職員の充実強化方策としての『社会

福祉士法』制定試案」（1971） 

意図 

ソーシャルワーカーを中心とする公私の社会福祉専門職者を包括的にとらえて専門職として

社会福祉士（仮称）制度を設け、その資格基準を明定（同案付属文書） 

 

日本社会福祉学会・社会福祉専門職問題検討委員会（1972） 

論点 

① このような法律は必要か、その理由 

② 社会福祉の中心的機能のとらえ方はこれでよいか 

③ 福祉労働の特性は何なのか 

④ 福祉労働者の劣悪な待遇を改善し、質の向上を図るために何が必要なのか 

⑤ 対象となる職種はこれでよいのか 

⑥ 社会福祉の専門性とは何か、専門性をはかりうる客観的基準はあるのか 

⑦ 社会福祉の中味をよくすることとこの法案との関連について 

⑧ 対象者の処遇充実の要求と、福祉労働者の十分な仕事をしたいという要求にこたえるた

めにはどうしたらよいのか 

⑨ 試案の中で肯定すべき点と否定すべき点は 

⑩ 専門性と待遇問題とをどう関連させるのか 

 

福祉労働の観点からの反対論（鷲谷＆田代） 

「試案は行政ペースによる社会事業労働者の待遇改善と資質の向上を意図したものである」 

「従事者の資質や待遇の問題は『専門職者』に限られた問題でなく、また『専門職者』につい

てのみ考えるべき性質のものでもない」i。 

「専門職が対象者を生きる権利をもった人権者ととらえ、専門職がどう具体的に役立つかで評

価されなければならない」ii。 

 

２．期待される社会福祉士像 
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厚生省・福祉専門職の教育課程等に関する検討会「報告書」（1999） 

社会福祉を取り巻く環境の変化に対応し、国民の福祉需要の増大・多様化に適切に対応する

ため、社会福祉基礎構造改革が利用者本位の利用制度への転換、社会福祉事業の推進、地域福

祉の充実と並んで、質の高い福祉サービスの拡充を図るという方向に進んでいる。 

福祉サービスの質の向上を図っていくために人材の質の確保と向上が不可欠である。 

資格制度創設以来 10 年余を経過し、養成施設数及び資格取得者数が大幅に増加するなど量的

には順調に推移しており、その一方で保健・医療との連携の必要性が一層高まり、介護保険制

度の導入に伴う役割が拡大している。    

    

３．あるべき社会福祉士像 

社団法人日本社会福祉士会・特命理事チーム「社会福祉士の将来像と本会の将来構想（第一次

構想案）」(2004) ・・・詳細：後述 

① 社会福祉士が制度的に認知され用いられること＝「制度的任用」 

業務独占の道を組織的に模索してきた政策上の理念iii 

② 「社会的認知」にかかる視点は、利用者や市民、他の専門職からの問いかけに、社会福祉

士は「どこにいるのか」「何ができるのか」「信頼できるのか」という、至極当たり前の、し

かし非常に重要な問いかけ 

社会福祉士の「数と質」「実践場面」「専門的力量と倫理」にかかる認知と「社会的任用」 

    
４．求められる社会福祉士像 

社会保障審議会福祉部会「社会福祉士制度の見直しについて（見直しの方向）」（2006） 

 今後求められる社会福祉士像 

① 利用者の生活に関わる専門職としての自覚と高い専門職倫理を有している。 

② 施設、在宅を問わず、地域において、利用者の自立と尊厳を重視した相談援助をするために

必要な専門的知識と技術を有している。 

③ 人と社会環境との相互作用に関する専門的知識とそのアセスメントをするための技術を有

している。 

④ 利用者からの相談を傾聴し、適切な説明と助言を行うことができる。 

⑤ 利用者のエンパワメント（利用者自らが必要なサービスを利用しながら自立した生活を営む

ための力の獲得や、そのための動機付けの支援）することができる。 

⑥ 一連のケアマネジメントのプロセス（アセスメント、プランニング、モニタリング等）を理

解し、自立支援のためのケアマネジメントを適切に実践することができ、その効果について

評価することができる。 

⑦ 他職種とのチームアプローチをすることができる。 

⑧ 社会資源の調整や開発、ネットワーク化をすることができる。 

⑨ 権利擁護と個人情報の保護のための知識と技術を有し、実践することができる。 

⑩ 就労支援に関する知識と技術を有し、実践することができ、その効果について評価すること

ができる。 

⑪ 福祉に関する計画を策定、実施し、その効果について評価することができる。 

⑫ 組織の管理やリスクマネジメント等、組織や経営に関する知識を有している。 
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Ⅳ．これからの社会福祉士の役割と機能 

 

 社団法人日本社会福祉士会社会福祉士の将来像と本会の将来構造（第一次構想案）」(2004) 

 

これからの社会福祉士の役割と機能 

 社会福祉法制下において、社会福祉士が役割を果たす場面は地域社会において拡大する方向

にある。その際、社会福祉士は[24 時間 365 日、地域社会／コミュニティでソーシャルワーク

を実践する]という姿勢で利用者及びその家族等や市民からの期待を受けとめることを基本と

する。また、社会福祉士のジェネリックな力量は、相談・援助を中核としたソーシャルワーク

の力量であり、次の三つの実践分野で発揮していく。 

(1) 第一実践分野 

第一実践分野は社会福祉施設である。この分野における社会福祉士は、社会福祉施設の

機能の社会化とそこに暮らす利用者の生活の社会化を進める中心的役割を担う。 

(2) 第二実践分野 

 第二実践分野は地域社会である。 

１） この分野を担う社会福祉士は、利用者が自立支援のために契約社会における利用者

と援助者の対等な立場を確立し、行政サービスにおける役割とともに民間の発想に

基づく福祉サービスを展開する役割を担う。また、地域住民の主体的な参加による

地域でソーシャルワークが展開できる社会的なシステムづくりを進める。 

２） この分野の社会福祉士は、利用者及びその家族等、市民、地域社会が本来もってい

る力量を見出していくという視点から捉え、その力量を強めていくことやソーシャ

ルワークを基盤とした仕事の創造や起業に関する精神を醸成し、独立・開業等の形

態により新しい課題に対応するソーシャルワークを担う。 

(3) 第三実践分野 

 第三実践分野は上記以外の実践分野。この分野における社会福祉士は、社会福祉士の養成課

程や生涯研修における場面で、後継者の育成という理念に基づき、質の高い教育・訓練を担う。 

＊ 独立・開業等の形態により新しい課題に対応するソーシャルワーカーとしての 

「独立型社会福祉士」の定義、態度・姿勢、仕事 

定義 

独立型社会福祉士は、地域を基盤として独立した立場でソーシャルワークを実践する者 

 態度・姿勢 

・独立型社会福祉士は、ソーシャルワークを実践するにあたって、職業倫理と十分な研修と

経験を通して培われた高い専門性にもとづき、あらかじめ利用者と締結した契約に従って

提供する相談援助の内容及び、その質に対し責任を負い、相談援助の対価として直接的に、

もしくは第三者からの報酬を受ける。  

仕事 

(1) 個人との契約によるもの 

・ 個別相談・援助、見守り、家族支援、任意後見、任意代理、移送サービスの提供、

レスパイトサービスの提供など 

・ 公的サービスや行政からの委託などによるもの 

・ ケアプランの作成、認定調査の委託、認定審査会委員、自治体の福祉関係委員、成
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年後見の受任、介護保険法や障害者自立支援法に基づくサービスの提供、研修によ

る福祉・介護従事者の育成、福祉サービス利用援助事業など 

・ 社会福祉法人・企業・学校などとの契約によるもの 

・ 福祉サービスの第三者評価、施設や事業所の苦情解決のためのオンブズマンや第三

者委員、コンサルタント、アドバイザー、スーパーバイザー、福祉などに関する企

画・立案、専門調査の実施、教育機関の講師、施設などの職員研修講師、団体など

の講演会講師など 

(2)ボランタリーなもの 

・地域でのネットワーク形成、当事者組織支援、地域啓発活動、社会資源開発、ホーム

レスの支援など 

出所：社団法人日本社会福祉士会ホームページ（http://www.jacsw.or.jp/） 

 

今後も、契約社会の一層の進行と、市民の権利意識の芽生えと成長、さらに「私事」を「社会

化」していくという欧米型の生活スタイルを追求する方向にわが国が向かう 

 

社会福祉士の現実 

最近の社会福祉士の活動分野を朝日新聞の報道から抽出。「聞蔵Ⅱ」を活用。 

領　域 2008 2009 2010 2011
管理・運営 適正化委員会
地域 福祉交流の拠点 子どもの権利擁護講座包括ケア
相談 福祉なんでも相談
ボランティア ＮＧＯ
イベント 園児と交流 地元で働く ソーシャルワーカーデー

ＳＳＷ ＳＳＷ 学校福祉ワーカー ＳＳＷr
不登校対策 不登校対策 不登校対策
学校支援
子ども支援 子育て相談 被災児童支援
家族支援 家族外支援

若者支援
社会的養護 養子縁組 養子縁組 養子縁組

里親 里親
赤ちゃんポスト
児童自立援助ホーム 児童養護施設 要ケアの子ども

児童虐待 虐待児の居場所
子どもシェルター

障害者 障害者虐待
障害者支援 障害者支援
知的障害者の罪
知的障害者モデル施設
矯正教育

高齢者 高齢者支援
終の棲家
認知症支援 認知症支援
認知症サポーター講座

高齢者虐待 高齢者虐待ネット 高齢者虐待 高齢者虐待
成年後見 成年後見 成年後見

後見人の役割
市民後見 市民後見人 市民後見人

第三者ケア
貧困 福祉事務所の専門性 生活援助制度

生活保護 就労支援 生活保護
ワーキングプア 失業外国人 失業者支援

離職者支援
ホームレス支援 ホームレス支援

司法福祉 司法制度改革
司法面接

出所後の支援 出所後の支援 出所後の生活定着
保健・医療 がんサロン

生活ケア
被害者 被害者遺族支援 被害者遺族支援

性犯罪被害者相談
自殺防止

国際 ドイツの成年後見 ソウルの福祉
学会 福祉文献学会
養成 国家試験

社会福祉士養成 資格制度
社会人入学
将来の夢～社会福祉士 きつい現場
CSWがＣＤデビュー 就活
全盲乗り越え社会福祉士 正職員募集 分け合う賃金

犯罪 わいせつ行為
社会福祉士が飲酒運転
成年後見人の横領 成年後見人の横領 成年後見人の横領
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Ⅴ．社会福祉士の新たな社会的制度的認知を求めて 

 

日本学術会議社会学委員会社会福祉学分科会「近未来の社会福祉教育のあり方について－ソー

シャルワーク専門職資格の再編成に向けて（提言）」（2008） 

日本学術会議社会学委員会福祉職・介護職育成分科会「提言 福祉職・介護職の専門性の向上

と社会的待遇の改善に向けて」（2011.） 

 

報告書の要旨から 

１．作成の背景 

  福祉職・介護職の現状を分析 社会的待遇の改善 キャリアパス 

  人材養成の基盤づくり   ・・・・ 基盤づくりの方向性が妥当なのか？ 

２．現状及び問題点 

  福祉職・・職域での資格取得者配置が極めて低い。相談職としての採用が厳しい 

３．提言等の内容 

  １．社会的待遇の改善 

２．キャリアアップ 

    専門社会福祉士資格 管理社会福祉士資格 

３．提言 

    ①国、地方自治体は、関係機関・施設等に対して、必要とされる職種に専門職資格をも

つ福祉職・介護職の人材を充てること、労働条件の改善に努めること 

         ・・・これが実現したら、資格がとれない学生への対応を 

大学はどうする？ 

         ・・・｢メーディ｣「労働組合」を知らない学生たちに、 

運動性、連帯性をどのように育むのか？それが必要か？ 

    ②教育機関、専門職団体は、現行の専門職資格を見直し、スペシフィックな専門職資格

やスーパービジョンや組織のマネジメントを担う管理的な専門職を創設すること 

         ・・・「専門社会福祉士認定機構」による取り組みが、社会的認知を得られる

か？ 

         ・・・現場の、正規職員である職能団体の構成員である社会福祉士にも、仕

組みが浸透していない。｢自己研鑽に金が出せない｣現実がある。どう

する？ 

    ③福祉職・介護職を雇用する立場にある各種の機関・施設・事業所は、賃金の引き上げ、

労働時間、労働環境などの労働条件の改善に努めるとともに、福祉職・介護職のキャ

リアアップのニーズに対応する職務体系を整備し、それに相応しい賃金体系を構築す

ること 

         ・・・「キャリアアップのニーズ」と「雇用者のニーズ」が乖離していないか？

そもそも雇用者は職員のニーズに対応しなければならないのか？ 

         ・・・「雇用される」ということは、被用者力が必要になる？≒「エンプロイ

ヤビリティ」の追究ということでよいのか？他の職種との競争に勝

つ必要があるのではないか？他の職種がいかなる仕組みで、専門性

で職域と地位を確立してきているのかを研究する必要があるのでは

ないか？ 
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報告書の本文から 

１．はじめに－福祉職・介護職の必要性－ 

 福祉職とは、いわゆるソーシャルワーカーと呼ばれている専門職を指す。 

 福祉職が扱う対象者は、社会福祉、保健・医療、住居、雇用、養育等の複合的な課題を有した

人々であり、（（（（福祉職福祉職福祉職福祉職はははは））））個々人の生活課題の課題を図りながら、地域社会での生活課題を解決す

ることで、地域社会の改善に努めている。今後も、福祉職や介護職の必要性が高まってくる。 

① 高齢社会のもとで、介護を要する高齢者が急増している。 

② 家族機能の低下により、養育を必要とする子どもや子育てに不安を感じている家庭が増加

している。 

③ リーマン・ショック以降、派遣切り等で、職や住居を失った人々が増加している。 

      ・・・対象の捉え方が狭すぎないか？権利の主体者や権利の主体者になり得る者(＝

未来世代、胎児、外国籍の人々)も対象の範疇に入れて考えるべきではない

か？ 

      ・・・②は、子どもを権利の主体として捉え、その権利を擁護すると捉えると、異

なる表現、異なる認識になるのではないか？ 

２．福祉職・介護職の現状 (割愛) 

３．福祉職の現状と課題 

(1) 福祉職の現状 

 ① 社会福祉士等の国家資格の現状と資格取得状況 

  2010年 3月現在で 122,138人が登録 2009年養成校は 277校 

  ～が、実際の相談業務に従事する者には国家資格取得者が極めて少ないのが現状。 

      ・・・資格者の責任としての「専門性の向上」や「有用性の向上」。その一方で、抜

本的な産業構造の変革が必要ではないか？ 

      ・・・今後、公的サービスのアウトソーシングの進展が予想される。それへの対応

をいかに準備するのか。 

      ・・・例えば、職能団体で言えば、法人としての力をいかに高めるか。 

      ・・・｢自己研鑽（自己のコンピテンシーの向上）｣から「組織力（経営力）」 

 ② 社会福祉士等の国家資格取得者の現状 

  「給与・諸手当が低い」「業務の負担や責任が重過ぎる」「社会的な評価が低い」 

  「昇給等将来の見通しがない」「自分の能力を伸ばすゆとりがない」「仕事と家庭の両立が難

しい」 

      ・・・「専門職」とは何かを問い直す必要があるのではないか？ 

      ・・・これらの回答は「意識」であり、「思い込み」である可能性を否定できない。

｢勝負して勝つ！｣ことで得られる地位や立場があるのが、現在の日本の社会

であろう。 

・・・客観的な比較尺度を用いて、これらの回答がどれほど妥当なのかを点検する

必要があるのではないか？ 

 (2) 職場環境からみた福祉職の課題 

 ① 職場環境の課題 

 ② 社会福祉士等の資格取得者採用での課題 

   福祉職は、公務員として従事する場合等も一部あるが、圧倒的多数は社会福祉法人や医療
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法人で雇用されており、一方、最近の福祉事業の民営化・多元化を受けて、株式会社などの

営利法人や民間非営利法人（NPO）に従事する場合も増えてきている。 

      ・・・「起業」。アントレプレナーシップの醸成が必要ではないか？ 

 ③ 求人・求職状況と人材の供給での課題 

      ・・・福祉系大学における学生の現状をより深く分析する必要があるのではないか？ 

      ・・・『アホ大学のバカ学生』であり、かつ“正直”“まじめ”“やさしい”が福祉系

学生の特徴か？⇒“応用力・思考力の乏しい人材”？ 

４．介護職の現状と課題 (割愛) 

５．福祉職・介護職育成についての今後の方向 

 １．専門職に対しての社会的待遇をいかに改善するのか 

 ２．専門職としてのキャリアアップをどのように実現するのか 

(1) 社会的待遇の改善 

 ① 賃金等の改善と非正規雇用職員・非常勤職員の制限的活用 

 ② 有資格者配置要件の拡大と加算 

 ③ 職域の拡大 

    社会的評価の向上 

    スペシャリストの技官としての採用 

       ・・・2007年の法改正で、社会福祉士養成課程における科目が充実されたが、ス

ペシャリスト養成という段階には至らなかったのではないか？ 

       ・・・実習時間の短さ、実習内容の質の低さ、実習指導教員のレベルの低さ、巡

回指導や帰校日指導の内容の不備など。 

・ ・・支援対象の拡大に比べ、学習内容・時間の拡充が不十分ではないか？ 

④ 労働市場の普遍化 

   社会福祉人材センターの拡充など、社会福祉に関わる求職・求人システムをより一般的、

普遍的な労働市場に改善する。 

・ ・・「拡充」では、普遍化できないのではないか？ 普遍化するのであれば、「廃止」

を見越すべきではないか？ 
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図４ 社会福祉士のジェネリック性の変化 
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(2) 福祉職・介護職のキャリアアップ 

① 福祉職のキャリアアップ 

4年制大学卒業と資格試験合格による社会福祉士をジェネリックな社会福祉士として位置づけ、

そのうえにスペシフィックな知識や技術をもつスペシフィックな専門社会福祉士として位置づけ

ることになる。この専門社会福祉士の資格については、社会福祉に関わる職能団体や養成施設に

よる認定が考えられる。認定については、社会福祉に関わる職能団体や養成施設による認定が考

えられる。医療領域における専門医資格にならえば、学会による認定ということも。 

・ ・・「キャリアアップ」が、雇用者・被用者・養成機関の戦略的な職域拡大につながっ

てこなかったのが、福祉業界の構造ではないか？ 

 

Ⅵ．高度化・専門化の方向(例示) 

 

① 福祉 ITの活用 

 福祉士が利用者の相談援助にあたる際、２１世紀の新しい動きとして福祉工学の動向を見逃せ

ない。例えば福祉工学の活用は、利用者にとって単なる ADL や IADL の充足のためではなく、

快適な生活（アメニティ）の確保や社会参加・生きがいの創造につながるものであり、QOLの向

上に欠かせなくなってきているiv。 

 なお、ニュージーランドのスクールソーシャルワーカーのコア・コンピテンスには、以下のよ

うに、ITその他の記述がある。 

 

Social work standard core competencies 

スクールソーシャルワークの成功のための重要な要素は、ソーシャル・ワーカーが専門性を維持し、子ども

たちとその家族/whanauとの良い関係を築き、効果的に働く能力にある。そして、それらが担保される時、目

標に合意する。したがって、ソーシャル・ワーカーは高度に熟練して、コア・コンピテンスを有していること

を実証することが求められる。ソーシャル・ワーカーが実証するべきコンピテンスは、次のとおり: 

１．ソーシャルワークのプロセス、役割およびモデル 

２．子ども/人間としての成長および開発 

３．家庭内暴力と力の問題を含む家族/whanauの力学 

４．子どもおよび家族/whanauとの関係性の変更を促進するための仕事 

５．専門ソーシャルワークの価値 (受理、非審判的態度、自己決定、文化的に敏感な反応、説明責任) 

６．ワイタンギ条約に含まれる特別の言及を含む、マオリに文化的に敏感で反応するサービスを提供できるこ

と(マオリ語の流暢さはクライエントがマオリ語を話す場合、最も利点になる)。 

７．環太平洋の民族に文化的に敏感で反応するサービスを提供できること。 

８．他の文化の人々に文化的に敏感で反応するサービスを提供できること。 

９．学校という場で、これらを活用するための能力とともに、チームメンバーとして有効に協力的に働くこと。 

10．コミュニティーにおける文化的背景と人びとを結びつけ、よりよいコミュニティー・ネットワークおよび

経験の開発および維持ができること。 

11．グループ活動を促進するプロセス 

12．スクールソーシャルワーカーを補強する価値と原則 
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13．児童虐待とネグレクトの問題。 

14．家庭内暴力、精神保健、アルコールおよび薬物依存症の問題。 

15．クライエントおよび労働者保安を含む保安問題。 

16．実践を促進するためのスクールソーシャルワークと他のサービス・提供機関とのネットワーキング。 

17．人間関係におけるコミュニケーション技術。 

18．時間管理、取扱いの立案および管理。 

19．すべてのソーシャル・ワーカーはニュージーランドのドライバーのライセンスを必要とする 

20．時間外での労働で働き、かつ呼び出しに対しての柔軟性の保持。 

21．マイクロソフトの単語および電子メールを使用するので、コンピューター・リテラシー・スキルを持って

いること。 

スクールソーシャルワーカーの特定の能力は、SWiS Toolkitに詳細。 

＊ SWiS toolkit とは、スクールソーシャルワークのための 

ツール・キットとトレーニング・プログラムを提供しているサイト。 

Source: Social Workers in Schools Service Description November 2008 （2/25/2011.検索） 

 

②新たな福祉人材の活用 

福祉 ITの専門職として、障害者（高齢者を含む）のためにコンピュータによる支援技術と、補

助機材をその障害に応じて結びつけ自立をサポートできるように、操作技術を教える指導者とし

ての能力を有する福祉情報技術コーディネーターという認定資格があるv。 

環境と福祉を考える時代にマッチさせた新しい福祉人材として園芸福祉士という取組みがある。

「花や野菜を育てて、みんなで幸せになろう。」が園芸福祉の根幹とされる。日本臨床美術協会が

提唱する臨床美術（クリニカルアート）が各地で拡がりつつある。臨床美術士（クリニカル・ア

ーティスト）として認定された者が、芸術療法（アートセラピー）と臨床美術を実施している。 

 

③対象の拡大～生殖ケア 

生殖補助医療技術により形成された「新しい家族」の豊かな育ちと Well-being の獲得を。20

世紀において「新しい家族」とは、養子縁組家庭を指していた。しかし報告者のいう「新しい家

族」とは、21世紀になってその存在が認知されるようになった不妊に悩むカップルと生殖補助医

療技術で生まれてくる子どもにより構成された「21世紀型の『新しい家族』」をさす。 

不妊治療という生殖補助医療技術の進歩は、ヒトの発生に医療の関与を可能とし、「ゆりかごか

ら墓場まで」という福祉の範ちゅうを揺さぶり、出生以前におけるヒトの萌芽の段階から、ヒト

の福祉を捉えていくための明確で説得力のある思想・哲学を必要としている。すなわち、人間の

Well-beingに関する社会科学である人間福祉学の範ちゅうは「ヒトの萌芽（胎生期）」のあり方に

まで及ぶレベルを想定。 

一つの視点として定着した見解に、国連子どもの権利条約の第 7条に「親を知る権利」があり、

これが「子の出自を知る権利」を擁護しているというものである。つまり、わが国が子どもの権

利条約の批准国であるならば、子どもが親を知る権利も子どもの権利の 1 つとして保障しなけれ

ばならない。また、不妊治療を選択したカップルが、子に対して「あなたを心から愛し、あなた

を私たちの家族に迎えたかったから、私たちは不妊治療を選んだの」と、自信をもってテリング

（真実告知）し、ウソのない、安定した安心できる家庭を築ける保障もないのである。現状で唯

一言えることは、ウソが長く続かないほうが子どもの傷つきが少なく、ある情動が生起されても、
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次第に回復し、新しい物語を構築する力が子にも親にも沸いてくるということである。すなわち、

真摯な親子の対話こそ、失われた物語を再構築していく過程で欠かせないといえるのである。「子

どもの福祉」を実現するためには「子どもの声」に耳を傾け、子どもが参画の梯子をのぼれるよ

う、条件・状況を整えることが、私たちにできることではないだろうか。とくにソーシャルワー

カーが担う権利の擁護とは、当事者の声（非言語含）を無私・無知の姿勢（先入観に囚われない）

で聴くことからはじまると考えられる。 

 

生殖ケア・ソーシャルワーク論 

第一にユニセフが提唱する 21世紀型市民の育成の形態として、未来の世代とどのようにつなが

っていこうとしているのかを、遺伝子レベルで問いかけていく。 

第二に保健・医療・福祉・保育の専門家養成のプロセスで、不妊に悩むカップルをサポートす

る［不妊相談］、生殖補助医療技術で生まれてくる子どもを支援する［生殖ケア］、さらには

［新しい家族］が社会的に認知されることをサポートする［生殖ケア・ソーシャルワーク］

の視点やアプローチ。 

第三に人間について科学であることを標榜し、人間についての専門家を養成するプロセスにお

いて、人間とは何か、生とは何か、生殖とは何かを考えていくとき、遺伝子レベルでの問い

かけも当然に必要であるという観点。 

 ④学生の変貌～ユニバーサル化からクライエント化へ 

 

現在の学生・大学に対する石渡嶺司・山内太地からの示唆vi 

・ フェイスブックは「バカ発見器」 

・ 大学関係者は重症であっても風邪薬を飲めば治ると信じている。 

・ 大学は受験生よりも理事長と学長と学内政治が大切。 

・ 大学は理事長挨拶によって受験生が集まると信じている。 

・ 大学は表紙から大学名をなくせば受験生が集まると信じている。 

・ 学部学科紹介ではワケのわからないカタカナ用語を並べておくと、受験生削減に効果的。 

・ 自称・真面目な学生は、「バカ学生」とバカにしていた他大生に負ける。 

・ 「就活難は社会のせい」と言い張る学生は「高い向上心」と自己 PR で内定がもらえると

信じている。 

・ 「社会が悪い」「○○が悪い」で解決できると信じている学生は色々な意味で幸せ。 

・ 大学生でもテント泊が重要な時代。 

・ 友達は自分で作るものではなく大学が作る時代。 

・ カルト宗教対策は、ゴールデンウィーク明けに。 

・ リーダーシップは自ら取るものではなく、大学が教える時代。 

・ 定員割れ大学は、広報が下手なので、いい取り組みをしても外部に伝わらない。 

・ 定員割れの大学の大半は学生・教職員が無気力。 

・ 一部の定員割れの大学は、1年生から徹底的に鍛え直す。 

・ 「留学生を受け入れる」は、言い換えれば「できれば入学させたくない」。 

・ 日本の少人数教育は海外での大人数教育 

・ できる学生をさらに伸ばす「特進クラス」の設置が進む。 
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東大が進める居場所作り 

 「人と人のつながりのなかで、感情が動き、嫌いなものが好きになる」 

 「アクティブ・ラーニング・スタジオ」・・授業に合わせて教室を変化させる 

 「しゃべれる図書館兼教室」 「英語でしゃべランチ」 

 

人間関係が人間の価値を決める指標＝「人間関係の格差化」 

 「対人スキル＝コミュニケーション能力が高い人こそ偉い」という価値観～社会人も 

 

定員割れの大学の 3つのポイント 

１．ターゲット設定・卒業後の目標  ２．教職員の熱意  ３．学外への宣伝 

学外への宣伝が下手なのは、日本の大学はどこも共通している。 

「セールスポイント」をきちんと宣伝すべき。 

「隠す」イコール「都合が悪いから」と理解される。 

「外部に宣伝するまでが大学改革である。」 

 

文部科学省・経済産業省の共同「グローバル人材育成委員会」2010年 4月報告書 

  企業が求めるグローバル人材は、通常の社会人に求められる社会人基礎力（自主性やチーム

ワークなど）に加えて、「１．外国語でのコミュニケーション能力（特に英語）、２．異文化理

解・活用力：文化や歴史的背景の際を理解・活用する能力」が挙げられている。 

 

日本への留学生は、日本嫌いになって去っていくケースが非常に多い 

原 因 

・住 居 問題～アジア系留学生はアパートで入居を断られる差別が。 

大学がまともな学生寮を用意しない弊害。 

・奨学金問題～国が私立大学にくる私費留学生への奨学金をカット。 

・就職の問題 

 

 

留学生政策の理想 

 

(1) 留学生政策は、国と国とのボーダーレス化を基底に「知的国際貢献」という理念が具現化

され「懸け橋」としての留学生像が明確にされている。 

(2) アカデミズムの観点から、留学生政策は世界的な潮流。その政策の評価は「収斂性、透明

性、互換性、比較可能性」という尺度から。ソーシャルワーク教育においても単位互換制度。 

(3) 留学生政策は大学自体のあり様にも影響を与えている。高等教育の国際通用性。 

「コスモポリタン的国民国家大学モデル」から「地域統合／市場モデル」へ。アジア太平洋地

域を取り巻くトピックは「知の創造の単位としての『アジア』」という理念。 

(4) アジアの留学生派遣大国である中国。改革開放路線は学歴主義社会を国民に浸透させ、国

内で供給しきれない高等教育機関の限界と課題を、留学政策で解決へ。 

留学生の派遣は送出国と受入国の課題。その課題は受入国の高等教育の現場に影響を与えて

いる。当面諸外国の知見を学ぶ必要性が高く、学生も教員も留学という手段を選んでいる。 



日本社会福祉教育学会第 2回春季研究集会 
- 14 -   

 

(5) 受入国(我が国)において、留学生が異文化に接触し、適応していく過程においては「社会的

マイノリティ」という段階を経る。その段階で受入側の学生・教職員が留学生に寄り添うこと

を抜きに、留学生の適応は適わない。 

(6) 留学生の適応を誘う大学教員に求められる力量はＰＤとして高められる必要があり、ＰＤ

による蓄積は個人レベルではなく広く共有されるべき専門性である。このＰＤを留学生問題に

還元すれば、「社会的マイノリティ」等の多様な学生への対応を可能とし、多様性への理解と

配慮、配慮としてのレディネス・アセスメントを教職員間で実践し共有していくことが重要。 

 

送出国送出国送出国送出国 高等教育高等教育高等教育高等教育のののの国際通用性国際通用性国際通用性国際通用性 受入国受入国受入国受入国

国策としての留学生政策 ボローニャ宣言やクアラルンプール宣言 知的国際貢献

研究の蓄積の不足 単位互換制度 研究の蓄積

高等教育ニーズの増大 ジョイント・ディグリー、ダブル・ディグリー 高等教育ニーズの量的頭打ち

　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・質質質質のののの保証保証保証保証とととと評価評価評価評価

自国自国自国自国のののの発展発展発展発展にににに貢献貢献貢献貢献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アカデミズムの保持とボケーショナリズムの抑制

留学生留学生留学生留学生
　・・・・・レディネス・アセスメント

異文化接触・・・ ・・・・・ＰＤの向上

日本人学生日本人学生日本人学生日本人学生

大学教員大学教員大学教員大学教員

高等教育機関高等教育機関高等教育機関高等教育機関

  図５ 留学生政策の鳥瞰 

 

日本の大学が国際的に通用しないという問題。 

日本の大学は勉強しなくても卒業できることが、欧米の大学にバレている。 

日本の学生は自学自習の 30時間を全くやらない。世界標準と大きくかけ離れている。 

日本の大学の「ガラパゴス化」～アジアの新興国の留学生からも選んでもらえない。 

 

 

Ⅳ．社会福祉士養成教育の課題と展望 

 

ここでは社会福祉士という専門職に求められる専門的職務内容とは何かを考えたい。 

 

１．社会福祉士という専門職に求められる専門的職務内容 

  ①社会福祉士成立から積上げられてきたアイデンティティ構築の過程 

＝権利擁護者としての社会的認知 

 

  ②成人期を迎えた社会福祉士（＝日本型ソーシャルワーカー） 

   ⇒実習指導者、医療ＳＷｅｒ、スクールＳＷｅｒ、コミュニティＳＷｅｒ、司法ＳＷｅｒ 

   ⇒１９８２年のＩＦＳＷのソーシャルワークの定義にいうソーシャルワーク専門職と類似 
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  ③ソーシャルワーカーの倫理綱領との矛盾 

   ⇒平和擁護・環境破壊への対応 

 

「「「「ソーシャルワークソーシャルワークソーシャルワークソーシャルワークにおけるにおけるにおけるにおける倫理倫理倫理倫理－－－－原理原理原理原理にににに関関関関するするするする声明声明声明声明」」」」        ＩＦＳＷＩＦＳＷＩＦＳＷＩＦＳＷ（２００４．１０．オーストラリア・アデレードにて採択）    

 

３３３３．．．．    国際条約国際条約国際条約国際条約    

国際的人権宣言と条約は、共通した達成基準を形成し,グローバルコミュニティで受け入れられている権利を認

識する。 

    

４４４４．－．－．－．－１１１１．．．．    人権人権人権人権とととと人間人間人間人間のののの尊厳尊厳尊厳尊厳    

３．個々の人間を全体として捉える 

ソーシャルワーカーは、家族やコミュニティ、社会、自然環境の中で、全体としての人間に関心を払わなけ

ればならない。そして人間の生活のあらゆる側面を認識しようとしなければならない。 

    

４４４４．－．－．－．－２２２２．．．．    社会正義社会正義社会正義社会正義    

１. 多様性の認識 

ソーシャルワーカーは、自分たちが実践する社会での民族的・文化的な多様性を認識し、尊重しなければな

らない。そこで個人・家族・グループ・コミュニティーに違いがあることを考慮しなければならない。 

 

２. 不当な政策と実践への挑戦 

ソーシャルワーカーには、自らの雇用者、政策決定者、政治家と一般市民の注意を促し、それらに貧困の中

で人びとが生活している状況や、資源が不適切、もしくは、資源の分配・政策・実践が圧政的で、不公平で、

有害である状況に関心を向けさせるという職責がある。 

 

 

社会福祉士の倫理綱領  (２００５年６月３日 採択) 

前 文 

 われわれ社会福祉士は、すべての人が人間としての尊厳を有し、価値ある存在であり、平等であることを深く

認識する。われわれは平和を擁護し、人権と社会正義の原理に則り、サービス利用者本位の質の高い福祉サービ

スの開発と提供に努めることによって、社会福祉の推進とサービス利用者の自己実現をめざす専門職であること

を言明する。 

われわれは、社会の進展に伴う社会変動が、ともすれば環境破壊及び人間疎外をもたらすことに着目する時、

この専門職がこれからの福祉社会にとって不可欠の制度であることを自覚するとともに、専門職社会福祉士の職

責についての一般社会及び市民の理解を深め、その啓発に努める。 

 

２．社会福祉実践 と 社会福祉教育実践  

 

実践現場で必要とされる専門的職務内容 

   ⇒実践現場をどこと規定するのか 
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  専門的職務内容は、実践現場によって規定されるのか 

   ⇒実践現場の規定の仕方で職務内容の枠組みは大きく変わるのか 

 

  実践現場を規定すること［ ≒ ・ ＝ ・ ≠ ］ 出口を担保すること 

   ⇒［＝］であれば、行動力・実践力の向上をコアとして教育実践を組み立てる 

   ⇒［≠］であれば、思考力・創造力       〃 

   ⇒［≒］であれば、選択力・妥協力       〃 

 

教育実践の場でどのように展開すればよいのか、 

   ⇒需要と供給のバランス 

⇒学部レベルでの教育の限界 

 

３．課題と展望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
i 鷲谷善教「『社会福祉士法』制定試案をめぐる問題点」『社会福祉学』第 12 号(1971) 
ii 田代国次郎「社会福祉“専門性”への素朴な提言」『社会福祉学』第 12 号（1971） 
iii 平野方紹は，厚生労働省社会福祉専門官当時，「これまで，社会福祉士と社会福祉主事の関係

がはっきりしなかったのですが，社会福祉士は明らかに社会福祉主事の上位の資格であること

から，社会福祉士資格であれば，当然社会福祉主事資格はあるとして，序列をはっきりさせま

した．」と述べている．日本社会事業学校連盟『社会福祉士資格制度等をめぐるシンポジウム報

告書』（2002.2.） 14～15 
iv福祉工学とはすべての人にとって、あらゆる状況に置いて役立つ幅広い工学技術である。その意

味で人間の生活全般にわたる工学であり、「暮らしを豊かにするものを作る」科学である。具体的

には「安心・安全・快適・健康・便利」と言った条件を備え、そのベースに「人間の特質」や「生

活の特質」をとられている。 
v この資格に求められる知識には、パソコン OS のアクセシビリティ機能・各種障害に関する専門

知識・サポートに関する実践的知識があり、技術には OS のアクセシビリティ機能と方法・Web や

ユニバーサルデザインに関することがある。 
vi 参考文献：『最高学府はバカだらけ』(2007) 『就活のバカヤロー』(2008) 『アホ大学のバカ

学生 グローバル人材と就活迷子のあいだ』（2012）光文社新書 

 


