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まえがき

社会福祉専門職の国家資格は、1987（昭和62）年に「社会福祉士及び介護福祉士法」が
制定され、それから20年以上を経た。その間に、さらに少子高齢化が進むとともに社会保
障制度の改変、福祉ニーズの増加と複雑化により専門職にも新たな知識、技術が求められ
るようになってきた。
そこで2007（平成19）年12月、「社会福祉士及び介護福祉士法」が改正され、それに伴い

養成教育内容も見直された。社会福祉士養成において、履修教科の大幅な再編成と、それ
ぞれの教科内容の充実が図られた。とくに顕著な変化は実習及び演習の時間を増加し、実
践力を身につけるための相談援助演習の拡充と実習教育とのリンクの強化をめざしている
点である。
このような状況のなか、新カリキュラムに基づいた演習プログラムをより効果的、より

具体的に組み立てることに腐心して実践経験、教育経験豊富な方々から知恵と力をいただ
き本書の刊行に至った。本書は、次ページの「本書の活用にあたって」で詳しく紹介され
ているように全６部で構成されており、新カリキュラムに対応した教育内容と本書オリジ
ナルの演習となっている。新カリキュラム対応の内容についてはオリエンテーションでも
ふれているとおり、第１～４・６部で小講義、講義、演習、事例演習の形式にまとめ、ま
た本書オリジナルの内容となる第５部では、「コミュニケーション困難」と「問題解決の
ためのコミュニケーション力」についてアメリカの教材をもちいた演習を組み込んでいる。
この本書オリジナルの「コミュニケーション演習」は、実践現場で遭遇する困難な場面に
おけるコミュニケーションのポイントが“４つのＰ”にまとめられた演習内容である。こ
れらを150時間の相談援助演習でぜひ効果的に活用していただきたい。
また本書は、学生はテキストとして、あるいは教員が教材として活用するようつくられ

ているが、同時に実践現場で相談援助専門職として携わる方、現任研修を担当する方にも
有用である。実践において困難な場面に出会うとき、本書のどこかの部分が新たな知識と
技術を修得させ、自信を取り戻してくれるかもしれない。いろいろなかたちで本書が長く
多くの相談援助専門職に役立つことを願っている。
最後に、刊行にあたっては多くの執筆者からお忙しいなか、貴重な事例や講義内容が寄

せられ豊かな内容となったことを特記したい。さらに株式会社みらいの荻原太志氏、米山
拓矢氏に多大なご尽力を賜ったことをご報告し、ここに感謝したい。

　　　　　　　　　　　　　　
　2009年11月
� 編者一同
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はじめにお読みください

― 本書の活用にあたって ―
本書の特徴と構成

　本書は、社会福祉士養成課程における「相談援助演習」に対応したテキストです。
　冒頭で相談援助の意義や基礎的な理論や方法をガイダンスした後、豊富な事例を演習課題に
よってひも解きながら学習していく構成となっています。本書の事例は、福祉施設の一線で活躍
している現役の専門職や福祉現場に通暁した教員らによって集められた、いわば“生きた事例”
です。下記の一覧表のように、個別ケースから地域福祉まで多種多様な事例を掲載しているため、
さまざまな分野において相談援助がどのように行われているのかを疑似体験しながら学ぶことが
できるでしょう。

学習の進め方
　本書は、「小講義」「講義」「演習」「事例演習」を組み合わせて構成しています。「講義」の内
容を受けた「演習」または「事例演習」となっていますので、順番に読み進めて学習してください。

グループワークと自主学習
　本書の巻末には「演習課題の解説」をまとめて掲載しています。授業では、演習課題の後に教
員による解説やふりかえりが行われることと思いますが、この「演習課題の解説」を活用してい
ただくことによって、学生が自主的に学ぶことも可能です。クラスで行うグループワークと自主
学習を使い分けて効果的に学習してください。

本　書　の　構　成

オリエンテーション 相談援助演習の意義を説明します。

第１部　基礎的なコミュニケーション演習 相談援助にとって、いかにコミュニケーションが
大切かを学びます。

第２部　相談援助のプロセス（過程） 相談援助の基本的な援助過程（進め方）を学びま
す。

第３部　相談援助事例演習 相談援助演習の現場を疑似体験します。

第４部　地域福祉の基盤と開発にかかる演習
　　　　（コミュニティワーク演習）

地域福祉に関わる事例によってマクロな視点から
相談援助を考えます。

第５部　問題解決に向けての
　　　　コミュニケーションスキル演習

問題を解決するための実践的なコミュニケーショ
ンの技術を学びます。

第６部　実習の学びをより深めるために 相談援助演習と相談援助実習のふりかえりを行
い、学びを深めます。

演習課題の解説 各章に設けた演習課題について、解説しています。

※�なお、本書では基本的に、ソーシャルワーカーを相談援助専門職、クライエントを利用者として表記していますが、
状況や文脈によって使い分けて掲載しています。
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　社会福祉を学ぶうえで、相談援助演習や相談援助方法論等の科目において相談援助専門
職の基本的な素養として、自己覚知の大切さが強調されている。それはどうしてなのだろ
うか？　自己覚知は、自己理解や自分自身を知ることと言い換えることができる。つまり
自分自身の行動特徴、考え方や価値観に気づくことである。
　相談援助専門職にとって、自己覚知を進めていく意義は以下の理由からである。
　第１に相談援助は、基本的には利用者と相談援助専門職が相互に専門的な援助関係をも
ちいて進めていくからである。もちろん相談援助専門職として必要な知識、技術、基盤と
なる価値観に基づき、利用者に対応している。ただ、専門的な援助関係をもちいての援助
となるため、援助者自身の人間性（価値観、性格や行動パターン等）という個別な要素が、
その援助関係に影響を与えることを考慮しなくてはならない。
　第２には、先の意義とも関連するが、相談援助専門職であっても人間である。絶えず相
談援助専門職の土台となる自分自身をみつめることが必要である。

　自己覚知は、この演習授業をこなすだけで終了するわけではない。それぞれの段階での
自己覚知があり、それを楽しみに演習授業に積極的に取り組んでほしい。まず自分への理
解を深める、さらに専門職をめざす技術の演習や事例検討等における自分の関わり方から、
自身の判断や傾向を知る機会になる。つまり援助者として必要な技術を学ぶ過程において
も、なぜその技術や援助が大切だと考えたかを、ふりかえることで相談援助の問題解決に
向けての自分の傾向やパターンを知ることができるからである。　
　本章では、自己覚知の第１段階となる自分自身の考え方や価値観への理解を深めること
をめざしていく。最初は自分自身に注目する。つまり自分についてのイメージからはじめ
て、社会福祉を学ぶことになった自分をみつめる。
　次に社会福祉の現場にかかわる自分の価値観を探る。そのためにまず、福祉の現場で出
会う利用者についての自分がどのように考えているか、また葛藤が生じる場面での自分の
考え方や見方をふりかえる。
　その時、自分だけでなくグループの他メンバーとの意見交換を行い、さらに自分の考え

演習―自己覚知のねらいと留意点2

小講義1

小講義・演習

自 己 覚 知
1-1
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方や価値観をみつめることが大切である。自分と他者との違いやお互いのやり取りから自
分をみつめ直し、また他者の具体的なフィードバックを受けることで、自分への理解が総
合的に深まり、自己覚知へと至っていくのである。
　ここでは自己覚知の理解を深める第１歩として、演習を通して自分に向き合うことから
はじめる。まずはワークシートに自分の現状を書き、次に小グループでの意見交換を行い、
お互いに具体的な相手へのフィードバックを大切にしながら進める。

（１）演習１　私・私たちにとって社会福祉とは
１）「私シート」
　私（自分自身）についてとにかく思いつくことを、以下の手順でワークシートをもちい
て10個書き出してみましょう。
①　次頁のワークシート１－１－１「私シート」に「私は………」ではじまる文章を思い
つくままに書いていきます。自分自身について思い浮かぶ内容を、簡単な名詞や形容詞、
動詞などをもちいて完成させましょう。

＊記入上の注意事項
・１つの文章に２つ以上の内容を書かないようにする。
・できるだけ10個完成することが望ましいが、記入ができない場合は、５個は完成させる。
・難しく考え過ぎずに書いてみる。
②　文章が完成した後は、以下の分析を行います。
〈１〉ワークシート右端のチェックボックスにそれぞれの完成した文について、次の内容
を記入します。自分にとって肯定的な内容に思える場合は肯、事実関係に基づく中立的
な内容は中、否定的に思える内容は否、両面的な内容（肯定でもあるが、否定的な要素
がある）には両と記入してください。
〈２〉作成した「私シート」のなかで、本日の段階で最も自分らしさを表現できていると
考える内容を３つ選んで、本日のベスト３を選び、書き出しましょう。

③　本日の「私について」ベスト３を近くの人同士で紹介し合いましょう。

演習「自己覚知」3

１-

１
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２）私と福祉
　自分のイメージを書き出し整理した後に、自分自身にとっての「社会福祉」についての
考えを、さらにみつめてみましょう。みなさんが社会福祉に関心をもち、学ぼうとしてい
る理由は何でしょうか？
＊記入上の注意事項
・「私シート」と同様に難しく考えずに記入する。
①　「社会福祉を大学で学ぼうとした理由は何ですか？」と聞かれて答えるつもりで、ワー
クシート１－１－２「私と社会福祉シート」に思い浮かぶ内容を簡単な名詞や形容詞、
動詞をもちいて文章を完成させましょう。

②　４～５人のグループで話し合いましょう。
〈１〉配布されたＡ４用紙にグループメンバー名を記入し、進行役、書記、発表者を決め
ます。
〈２〉進行役は、個々で書いた内容を他メンバーに紹介してもらうよう依頼し、全員の発
表が終わったら、グループで共通した「社会福祉に関心をもった理由」と独自（固有）
の理由をメンバーで確認します。話し合った内容を、書記が用紙に記入しましょう。
〈３〉発表者は、上記〈２〉の内容を報告します。教員の進行で他グループの意見を聞き、
質問やコメントがあれば意見交換しましょう。

　○本日の私ベスト３

　　・

　　・

　　・

ワークシート１－１－１　「私シート」

1. 私は

2. 私は

3. 私は

4. 私は

5. 私は

6. 私は

7. 私は

8. 私は

9. 私は

10. 私は

見本



11

第１部　基礎的なコミュニケーション演習

（２）演習２　価値観について考える
１）利用者についてのイメージをふくらませる
　みなさんは今後、ボランティアや相談援助実習で福祉現場に出向いて、その現場を利用
する多くの方々に出会うことになります。そこで、まず自分がもっている“利用者に対す
るイメージ”を改めてみなおしてみましょう。
①　「子ども」「障害者」「高齢者」という言葉から１つを選びます。その言葉について、「子
ども（あるいは障害者、高齢者）」と聞いて、イメージする内容や修飾語を次頁の語群
から複数選び、記入欄に書き出し、一番ぴったりするイメージを○で囲みます。自分が
思いついたイメージ語句があれば、その他（　　）に書き入れてみましょう。

ワークシート１－１－２　「私と社会福祉シート」

私が社会福祉に関心をもったのは、

私が社会福祉に関心をもったのは、

私が社会福祉に関心をもったのは、

私が社会福祉に関心をもったのは、

私が社会福祉に関心をもったのは、

メモ欄・社会福祉に関心をもった理由
グループメンバー（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

共通の理由

・

・

・

独自の理由

・

・

・

１-

１

見本




