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テーマ 

     仕事仕事仕事仕事ののののマネジメントマネジメントマネジメントマネジメント    

    と 

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョコ ミ ュ ニ ケ ー シ ョコ ミ ュ ニ ケ ー シ ョコ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ンンンン    
１．はじめに 

 

２．仕事について考えてみました 

 

（１）日本社会福祉教育学会(2011.3.6.)の議論より 

  テーマ：社会福祉専門職養成教育における職業教育としての基盤をどう整えるのか 

 

 

○ 大学における職業教育の課題  

池田賢市(中央大学) 

 

人は皆何らかの職業を通して社会参画社会参画社会参画社会参画しししし、、、、民主的社会民主的社会民主的社会民主的社会をををを作作作作りりりり上上上上げていくげていくげていくげていくのであるから、す

べての者が共通に学ぶべきものとして[職業職業職業職業]を位置づけることが重要。 

職業は、人が自己の生計を維持するためにする継続的活動であるとともに、分業社会におい

ては、これを通じて社会の存続と発展に寄与する社会的機能分担の活動たる性質を有し、各人

が自己の持つ個性を全うすべき場として、個人の人格的価値をも不可分の関連を有する。（1975

年 4月 30 日最高裁大法廷「薬事法をめぐる行政処分取り消し請求」） 

 つまり、職業職業職業職業はははは人格権人格権人格権人格権であるであるであるである。。。。人格、個性の展開する具体的な場として職業を捉える。 

樋口陽一(2000)によれば、勤労は生存のための手段としての意味を持つにとどまらず、それ自

体として、自己実現自己実現自己実現自己実現やややや社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献などのなどのなどのなどの独自独自独自独自のののの価値価値価値価値をもつをもつをもつをもつとされている。 

 

＊ 市民性とは、 

   社会の公共的課題に対して立場や背景の異なる他者と連帯しつつ取り組む姿勢と行動  

   市民が専門性を何ら持たない、専ら政治的信条のみを自身の行動原理とするような存在

に限定されるべき必然性はない。 

   むしろ各自が自身の専門性を積極的に生かして、他者他者他者他者とととと連帯連帯連帯連帯しつつしつつしつつしつつ公共性公共性公共性公共性ににににコミットコミットコミットコミット

していくことしていくことしていくことしていくことも重要。 

   職業人職業人職業人職業人としてのとしてのとしてのとしての振振振振るるるる舞舞舞舞いもいもいもいも、、、、こうしたこうしたこうしたこうした市民性市民性市民性市民性にににに根根根根ざしたものであることがざしたものであることがざしたものであることがざしたものであることが望望望望ましいましいましいましい。。。。    

 

 普通教育としての職業教育は、人格と社会とが結合される実践である。具体的に職業教育と

は、職業選択行動において、自己と社会、その中での自己の位置や役割等を見つめ、考察し、

諸問題・課題をも含めた社会分析社会分析社会分析社会分析をををを伴伴伴伴うううう教育教育教育教育である。 
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 職業選択のための教育は、基本的人権として保養されるべき教育的問いである。 

 ある職業に必要な一連の能力・技術を系統的に学ぶことで、初めて職業とは何かが具体的、

総合的に理解でき、自己の職業観の発見につながる。 

  

 [キャリア]＝自己概念 

[[[[職職職職        業業業業]]]]＝＝＝＝他者他者他者他者とのとのとのとの関係関係関係関係もももも含含含含んでんでんでんで成長成長成長成長するするするする[[[[関係性関係性関係性関係性]]]]のののの概念概念概念概念 

 

 [職業教育]は、差別や権利侵害を見抜く力を培う教育。 

人権教育として位置づけられ、人間らしい生き方の追究とそれを踏みにじる物に対する

批判・抵抗が、その哲学として不可欠。 

 [職業教育]は、見えなかったものが見えてくる教育。 

   具体的な生活を通した人間理解とそこでの様々な社会的課題の認識が結びつく。 

日本の経済構造・社会構造の中でそのそのそのその職業職業職業職業がいかなるがいかなるがいかなるがいかなる位置位置位置位置をををを占占占占めているのかめているのかめているのかめているのか、、、、今の社会

は一体どのような原理で動いているのか、それを客観的客観的客観的客観的、、、、批判的批判的批判的批判的にににに検討検討検討検討するするするすることからス

タートする必要がある。 

 

 

○ 社会福祉専門職養成教育の適応と抵抗 

米本秀仁（北星学園大学） 

 問題意識 

１． 社会(精神保健)福祉士は有効・有用な資格であることを証明できたか。 

２． 社会(精神保健)福祉士でなければ切り開けない解決できない社会問題群の析出と解決法

を産出できたか。 

３． 社会(精神保健)福祉士は他の保健・医療専門職に比肩し得る専門性の高さを証明できた

か。 

４． 社会(精神保健)福祉士は社会的認知と普及を果たしているか。 

５． 社会(精神保健)福祉士の制度規程・養成教育・現場実践は緊密に結びついているか。 

６． 社会(精神保健)福祉士実践はソーシャルワーク実践を実現できているか。 

  

社会福祉専門職養成教育における職業教育としての基盤 

１． 根本的に、社会福祉教育を「社会福祉専門職養成教育」として方向付けるか（＝専門職養

成教育に方向転換しえたのか） 

２． 現行の社会福祉専門職養成教育が専門職養成になっているのか（＝「現場に求められる」

ではなく「現場に必要な」という観点） 

３． 社会福祉領域における［職業教育］を、［学生の多様化］に応じて多様化するとすれば、

現状以上の改善ができるとは思えない。（＝出口における雇用市場動向に従属するだけ）

＊出口に併せるしかない。 

４． ［職業教育］の職業の場（社会福祉実践の場）をどう改革・改変していくのかという方向

と平行しなければならない。 

５． 「利用者の最善の利益」を定置して、現場・教育・学生の三位一体的改革の結節点として

の［実習］の重視 
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６． ［社会福祉士国家試験］合格率 30％という低率に関しては、現在の「学生の多様化」に胡

坐をかいている限り、あるいは学校経営論的に入学生を底皿いしている限り改善はない。 

７． 学生の専門職志向を醸成することと並行する必要がある。他方で、現在の国家試験問題が

社会福祉専門職にふさわしいものなのかを点検していく。 

 

 

＊ 職業の選択は、個人的なものでありながら、公共性を無視できず、公共空間での人格権の

行使である。 

＊ 職業人として自己実現することは、権利性の問題であり、他者との関係の問題でもある。 

＊ 他者との関係には、コミュニティや社会との関係も含まれ、当該職業が社会においてどの

ように認知され、必要とされているのかを自己（職種）として分析しておくことが重要である。 

＊ いわば「職業に関するクリティカル・シンキング」が行える力量が必要であろう。 

＊ 私たちが「ソーシャルワーカー」という職業を選んだ動機、社会的な意義を自己概念として

のみではなく、関係性の中で捉え、他者や対社会との位置関係を意識し、アイデンティティ

につなげているのかを点検しておく必要がある。 

 

  （２） ｢学士力・社会人基礎力・職業人力・専門職力」という影響 

  学士力 
キー・コンピテンシー 

(鍵となる力量) 
社会人基礎力 就職基礎能力 

エンプロイアビリティ 

(被雇用力) 

趣 

 

 

旨 

各専攻分野

を通じて培

う、学士課

程共通の学

習成果 

単なる知識や技能だけで

はなく、技能や態度を含む

様々な心理的・社会的なリ

ソースとして活用して、特

定の文脈の中で複雑な課

題に対応することができ

る力 

職場や地域社会

の中でともに仕

事を行っていく

うえで必要な基

礎的な能力 

企業が採用に当

たって重視し、

基礎的なものと

して比較的短期

間の訓練により

向上可能な能力 

労働市場価値を含ん

だ就業能力、即ち、労

働市場における能力

評価、能力開発目標の

基準となる実践的な

就業能力 

・知識・理

解 

・社会・文化的、技能的ツ

ールを相互作用的に活用

する力 

・前に踏み出す

力 

(アクション） 

・・・・コミュニケコミュニケコミュニケコミュニケ

ーションーションーションーション能力能力能力能力    

・労働者個人の能力 

・汎用的技

能 

・多様な社会グループにお

ける人間関係形成能力 

・考え抜く力(シ

ンキング） 

・職業人意識 ・企業の求める変化に

対応する能力 

・態度・志

向性 

・自立的に行動する能力 ・チームで働く

力(チームワー

ク） 

・基礎学力 ・横断的な市場価値を

含んだ職業能力 

内  

 

 

 

 

 

容 ・統合的な

学習経験と

創造的思考

力 

    ・ビジネスマナ

ー 

・資格取得 

  

出所： 中央教育審議会第 1 回キャリア教育・職業教育特別部会（2009.1.）配布資料 
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 ＊ 上記が、大学卒業者に当然に求められる力量である。 

 ＊ とするならば、福祉士の演習で習得するスキルは、学士力や社会人基礎力と相当程度重なり

合ってくるのではないか。 

 ＊ そうであるとすると、福祉士の専門性とは何か、時代に即して変化しているのではないか。 

 

 

３．「コミュニケーション」について考えてみました 

 

（１）日本学術会議の定義による「コミュニケーション」 

    

①①①①    コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションとはとはとはとは何何何何かかかか    

コミュニケーション教育は、いわゆるプレゼンテーションスキルや口頭での発表能力の向上

に尽きるものではない。 

コミュニケーションは、自自自自らとらとらとらと異異異異なるなるなるなる意見意見意見意見、、、、感覚感覚感覚感覚をををを持持持持つつつつ人人人人々々々々とととと出会出会出会出会いいいい、、、、それをそれをそれをそれを「「「「聴聴聴聴くくくく」」」」能力能力能力能力

こそが重要である。 

対話とは、それをそれをそれをそれを通通通通じてじてじてじて自自自自らのらのらのらの意見意見意見意見やややや感覚感覚感覚感覚がががが変容変容変容変容するするするする可能性可能性可能性可能性をををを秘秘秘秘めためためためた営営営営みみみみであり、他者との

出会い、違和感の経験が出発点となる。 

合意できないものは合意できないままに、協働の可能性を探る、合意できなくとも決定しな

くてはいけない場合には、意見の対立を残しつつ決定する。 

現実のコミュニケーションの多様性、複雑さを理解し、実践する能力が必要である。 

これはある意味で、賢慮(ケアリング)を身に付けることでもある。 

 

②②②②    日本語運用能力日本語運用能力日本語運用能力日本語運用能力    

言語は、人間人間人間人間にとってにとってにとってにとって最最最最もももも基本的基本的基本的基本的なななな文化環境文化環境文化環境文化環境であであであであるるるる。。。。 

人間は、家庭と近隣の人間関係を通じて第一言語（母語）を習得する能力を備えている。 

言語は、人間人間人間人間のののの主体主体主体主体をををを形成形成形成形成しししし、、、、環境環境環境環境にににに対対対対してしてしてして働働働働きかけるきかけるきかけるきかける道具道具道具道具でもあるでもあるでもあるでもある。。。。 

自己、他者、集団、社会への問いかけと応答、それに基づく実践を可能にする能力である。 

国際共通語としての英語運用能力は、日本語運用能力を踏まえてのみ習得できる。 

 

③③③③    国際共通語国際共通語国際共通語国際共通語としてのとしてのとしてのとしての英語教育英語教育英語教育英語教育    

グローバル化に伴い、英語は世界で最も広い範囲に流布する国際共通語となっている。 

 

 

＊ 言語をツールとして活用する福祉士は、十分に日本語を使いこなせているのだろうか 

 

 

（２）コミュニケーションと承認の空間としての学校や職場 

 秩序維持の空間からコミュニケーションの空間へ   （藤井佳世） 

 

 ①①①①「「「「行為行為行為行為」」」」としてのとしてのとしてのとしてのコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション    

「コミュニケーション的行為」とは、真理性・正当性・誠実性を了解する行為である。 
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  真実だと思って話す。 

正しいと思って話す。 

嘘をつかないで話す。  ・・ ある意味で「戦略的」である。 

 ②②②②「「「「場場場場」」」」というというというというコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション    

共通する「場」では，一人ひとりの言葉が，どこかで聞いたことのある言葉になり，固有

性を見いだすことが難しい場合もある。 

コミュニケーションは，「場」によって同質化する。なぜなら，「場」における語りやコミ

ュニケーションは，当人以外の人間による共感や同意がなければ，成立しないからである。 

語られたことに対する何らかの応答が，コミュニケーションによる公共空間をつくりだす。 

コミュニケーションの空間は，「「「「対等対等対等対等のののの作法作法作法作法」「」「」「」「批判的機能批判的機能批判的機能批判的機能」「」「」「」「非閉鎖性非閉鎖性非閉鎖性非閉鎖性」」」」という機能。 

ハーバーマスは，「了解によって調整する」と表現した。 

 

③③③③「「「「承認承認承認承認」」」」としてのとしてのとしてのとしてのコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション    

  ホネットによる「三つの承認（原初的関係原初的関係原初的関係原初的関係、、、、法法法法のののの関係関係関係関係、、、、価値共同体価値共同体価値共同体価値共同体）形態」 

コミュニケーションは，「他者の承認」と結びついている ・・ 自己の関係論的理解 

あくまで，他者との関係は「差異」である 

それらをつなぎ合わせているのは「正当」かどうか，という視点である。 

生活をともにする「場」では，すべてを細かく規定すること自体が難しい。 

そのため，そのつど，コミュニケーションを取りながら，なるべく皆が納得でき，気持ちよ

く生活できることを重視して，対応することになる。 

 

 ④④④④「「「「施設施設施設施設（（（（職場職場職場職場））））」」」」やややや「「「「共有共有共有共有されるされるされるされる場場場場」」」」におけるにおけるにおけるにおけるコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション    

学校や職場は，他者同士によって，空間をシェアする場所である。 

「場」をシェアする試みとは、コミュニケーションと承認によって，規則の生成と調整，を

おこない、他者との中間的な関係性や距離が生まれる 

「シェア（share）」とは「分かちあうこと(分有)」である。 

シェアの空間では、コミュニケーションによって、互いの存在が現れる場所が生起する、い

くつもの「生」が同居する。 

「共同での存在」のありようは，合理的なコミュニティとは異なっている。 

施設も「対等な関係」と「非対称な関係」が織りこまれたシェアの空間である。 

施設とは、一人ひとりが背負っている文化や生きてきた経歴，個人的なものが差異として 

現れるシェアされた空間。 

 

コミュニケーションと承認の空間（生き方をシェアする施設等）は、法によって統治される

ことが最も好ましい空間ではない。 

複数の人間が集まる空間で「生きること」は，倫理的であると同時に政治的でもある。 

 

 

（３）福祉士のコミュニケーション力とは 

 

  人権と社会正義の両立をめざすコミュニケーション力である。 


