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まえがき
　

　本書は、ソーシャルワークを専門とする教員の共同研究によって作成された。

　ほぼ２か月に１回、３年間かけて演習内容、編集方針、ワークブックにしていくための

工夫等について論議を重ねた。（株）みらい企画編集課荻原氏、安田氏も毎回同席し、出

版社側から随時、適切なアドバイスを得た。各演習の内容は、実際に授業で実施し、時間

配分を含め内容を検討した。また、各養成校の事情に合わせ、９０分ないし１８０分の時間で演

習できるように工夫した。そして、研究会メンバー以外の執筆者の誠意あるご協力を得て、

ようやく刊行されるに至った。まさしく、本書は刊行にかかわった者全員のクリエイティ

ブな作品といえる。

　本書の大きな特徴は、「ソーシャルワーク演習ワークブックの活用にあたって」に記され

ているように、学生用と指導者用の２種類を作成したことである。「演習」という性格上、

解説や結論を学生側に提示してしまうと深い学びができない。学ぶ者が考え、言語化し、

討論やロールプレイ等を繰り返しながら、一人の専門職者となれるようにトレーニングす

る場が演習である。つまり「自分で実際に取り組む」ことが大前提となる。そして、ファ

シリテーター役の指導者が、適宜、ヒントを与えたり、モデルとなったり、あるいは解説

を加えることで、学ぶ者自身の「気づき」を促し学びを深めていくことができる。

　さまざまな制度改革が続き、利用者も現場職員も戸惑っている現状がある。しかし、利

用者に対してよりよい支援を展開していく役割をもっている現場職員や学生が、「実践力」

を獲得していくための教材として本書を活用していただければと願っている。

　研究会メンバー、執筆者各位、そして出版社である（株）みらいの共同作業によって本

書が刊行された。ここに記して感謝したい。

　２００８年１月

 ソーシャルワーク演習教材開発研究会

 相澤　譲治
 編集代表　　　　　　
 植戸　貴子

追記

　第２版の発行にあたっては、２００９年度から実施されている新しい社会福祉士養成カリ

キュラムによって、科目名が「相談援助演習」となったことをふまえ、それらの記述の見

直しを行った。また、障害者総合支援法などの法改正にあわせた施設名やサービス名など

の修正を行っている。ただし、基本的なソーシャルワークの学びについては、変わること

はない。引き続き本書が活用されることを願っている。

 ２０１３年２月
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『ソーシャルワーク演習ワークブック』の活用にあたって
―はじめにお読みください―

【本書の特徴】

　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として開発

いたしました。

　本書は、本ワークブックと指導者用マニュアルで構成されており、実際にワークを行う

際には、指導者用マニュアルに収載されていますワークシートや資料などを教員（指導者）

から適宜受け取り学習を進めていきます。

　このように、学生用ワークブックと指導者用マニュアルを分けることによって、ワーク

ブックには解説を必要最小限にとどめることができるので、学生は主体的に学ぶことがで

き、また、教員は効果的・効率的に授業を進めることができるようになっています。

【本書の構成】

　本書は、ソーシャルワーカーの基礎となる技術を中心とした「ソーシャルワーク基礎演

習」と、機材の関係や学生の習熟状況に応じて実施する「ソーシャルワーク応用演習」の

２編で構成されています。

��

＊本ワークブックは、社会福祉士養成課程の大学・短大・専門学校の相談援助演習の授業で使用する
ことを前提としているため、本書のみで学習を進めることはできません。

 第１部　ソーシャルワーク基礎演習 

演習の導入
オリエンテーション

アイスブレーキング

第１章

第２章

自己を知り、他人とのかかわりを体験する
自己理解

自己開示と他者理解

コミュニケーション

第３章

第４章

第５章

ソーシャルワークの基本技術を学ぶ

ソーシャルワークの価値と倫理

面接技法

記録技法

アセスメントとプランニング

ケースカンファレンス

評価と効果測定

コミュニティワークのプロセス

第６章

第７章

第８章

第９章

第１０章

第１１章

第１２章

ソーシャルワークの現場を疑似体験する

事例研究

※事例研究の方法と高齢者や障
害者、児童、低所得者、地域
福祉など７つの事例を収載

第１３章

第１～１３章まで学んだ内容をふりかえり、自己評価するクロージング第１４章
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【学習の進め方】

　各章は、基本的に次のように構成されています。

①キーポイント　 学習内容の概要とポイントの提示。

②節の解説　 　　 次のワークに進むための基礎知識などの解説。

③ワーク　 　　　 ワークの進め方や注意点などの提示。

　　　　　　　　 グループや個人活動など教員の指示にしたがって作業等を行います。

④自己評価　 　　 自己評価するための設問の設定。

　　　　　　　　 ワークを行って学んだこと、感じたことを自己評価します。

⑤小講義　 　　　 ワークで学んだことが、ソーシャルワークの理論や実践とどのように

結びついているかを学びます。より詳細なことは教員の講義を受けま

す。

⑥ふりかえりとまとめ　 各章の最後に章全体をふりかえる「ふりかえりとまとめ」。

「ふりかえり」では、章全体をふりかえって、学びの意味や習得した

知識・技術・理論等の再確認を行います。「まとめ」は、ふりかえりの

内容をより明確にするための解説を掲載しています。より詳細なこと

は教員からの講義を受けます。

＊基本的に②～⑤が一つの節として構成され、繰り返されます。

�

本書を活用される教員のみなさまへ

　本ワークブックには、指導者用マニュアルが必要です。指導者用マニュアルには、より詳

細な講義内容やワークシートの様式、記載例、学生への指示等が記載されています。本書を

テキストとしてご採用、もしくはご検討いただく場合には、弊社ホームページの「書籍サポー

ト」からダウンロードいただけます（無料）。「ダウンロード申し込みフォーム」からご利用

ください。

みらいホームページ：http://www.mirai-inc.jp/　→「書籍サポート」

【お問い合わせ】

　㈱みらい　企画部内「ソーシャルワーク演習ワークブック」係

　〒500-8137　岐阜市東興町40番地　第５澤田ビル

　TEL：０５８‐２４７‐１２２７　FAX：０５８‐２４７‐１２１８　E-mail：info@mirai-inc.jp

 第２部　ソーシャルワーク応用演習 

メンバー同士のコミュニケーションを図り、チームワー
クの重要性を学ぶ。演習の導入時にも効果的

チームワーク第１５章

現場での組織運営や指導教育方法を学ぶ
リーダーシップ

スーパービジョン

第１６章

第１７章

ソーシャルワークをより深く学ぶソーシャルワークの視点第１８章
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１．相談援助演習の位置づけ

　周知のように、社会福祉は制度、システムとしての社会福祉と実践としての社会福祉に

整理できる。前者は「ハード福祉」と呼ばれ、法律、施設、機関等をさし、後者は「ソフ

ト福祉」と呼ばれ、ソーシャルワーク、ケアワーク等の援助技術をさす。

　社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士のそれぞれの養成課程において、ハード福祉、

ソフト福祉に関する専門的な知識を学んでいる。「現代社会と福祉」や各分野論など専門科

目での学習は、概念、歴史、法律、理念、原理等を学ぶ。そして、利用者への援助を展開

していく際の基本的な理論は、ソーシャルワーク論で、その原則やプロセスを中心に学ぶ。

これらは机上の学びであり、知識的理解が中心となる。そして、相談援助実習等の実習に

よって、実際に一人の援助者として体験学習する。

　相談援助演習は、専門的な知識・理解と現場実習とをつなぐ重要な役割をもっている。

現場実習が表面的な「体験」とならないためにも、相談援助演習において社会福祉の価値

観に基づいた知識と技術（スキル）を獲得しておかなければならない。福祉は実践科学で

ある。具体的に援助していくためには、実践していく力が援助者に求められる。この力を

獲得していく場として相談援助演習が位置づけられている。

第�章
オリエンテーション

�キーポイント�

　これまで学んできた社会福祉のさまざまな知識（理論）に基づいて、専門職者として実際の

援助（実習）場面で活用していくための多様なスキルを学ぶ（トレーニング）場が相談援助演

習である。

　ここでは、相談援助演習へのオリエンテーション（導き）として、次の３点について確認し

ていきたい。

①　相談援助演習が社会福祉士養成（科目）のなかで、どのような位置づけをもっているのか

を学ぶ。

②　相談援助演習を学ぶ意義について確認する。

③　相談援助演習を展開していくための留意点について学ぶ。

　これらは、演習の授業を効果的に進めていくためには、教員（指導者）、学生（受講者）とも

に押さえておかなければならない点である。
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　社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しに伴い、相談援助演習の時間数が１２０

時間から１５０時間へと増加している。時間数が増加したのは、援助を実際に展開していく

ために、ソーシャルワーカー自身のスキルの獲得がますます重要視されたからである。

　特に、新たな教育カリキュラムにおいては、相談援助演習の目標に「総合的かつ包括的

な援助および地域福祉の基盤整備と開発にかかる具体的な相談援助事例を体系的に取り上

げること」が新たに追加されている。講義科目で学んだ内容をふまえて、相談援助演習で

は、「総合的かつ包括的な援助および地域福祉の基盤整備と開発」ができる力を習得してい

くことが求められているのである。

　人権に配慮しながら実践を展開していくためには、援助者自身の「力」が必要である。こ

の力はコンピテンシー（Competency）と呼ばれ、実践能力のことである。

　このコンピテンシーは、本人のパーソナリティとも深い関係があるため、簡単に身につ

けることはできないが、自分のコンピテンシーが生かされるような方法を知ることが大切

となる。このコンピテンシー獲得トレーニングの場が相談援助演習である。

２．相談援助演習を学ぶ意義

　伝統的な社会福祉実践は、疑似「徒弟制度」方式によって後継者を育成してきた。歴史

的な「徒弟制度」は、技能を伝承し後継者を養成するために、親方徒弟関係に基づいて熟

練工の育成をめざした制度である。価値観を含め専門的知識と技能を徹底的に教え込まれ

て、一人前の専門職者として巣立っていくことができたのである。

　しかし社会福祉実践においては、系統的に段階を追って「教え―学ぶ」関係としてでは

なく、その場に応じて「情報提供」「知識付与」「技能伝達」が行われ後継者を育ててきた。

知識や技能の裏づけとなる根拠はほとんど示されず、いわば「先輩の経験」を教え、見本

を示したりしていたことが多かった。後天的に身につけていくことができる技能を「スキ

ル」と称すると、このスキル獲得を「一人の経験」に頼ってきたといえよう。だが、実践

科学として発展させていくためには、経験のみに依拠した専門職者養成には限界がある。

援助を有効に展開していくためには、関連科学の知識を動員・活用しながらも、社会福祉

の価値観に基づいた専門知識と技能をもった人材が必要である。科学的根拠をふまえた知

識や技能でなければ、正確な知識と技能の伝達はあり得ない。

　相談援助演習は、ソーシャルワークの諸理論（理論モデル）に基づいた援助をしていく

ためのスキルを学ぶ授業である。また、理論モデルを自分自身で検証する場でもある。

　人間一人の経験は本当に狭い。出会う人も家族、友人も含め、それほど多くはない。援

助者は、いろいろな価値観をもち、多様な生活課題を抱えた人と出会う。たとえば、事例

研究では実際に出会うことはできないが、事例のうえで生活状況を理解し、どのような社

会福祉援助のスキルを活用すればよい状況へと好転していくことができるのかを学ぶ。

　他方、社会福祉専門職者養成のなかで重要な位置を占めている現場実習に参加する際に
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　社会福祉援助活動をはじめ、いわゆる対人援助の仕事にかかわろうとする者が専門的な

訓練を受ける時に、まず必要となることは、自分自身を理解することといえる。これは自

己理解あるいは自己覚知と呼ばれている。しかしながら、自己理解・自己覚知はそう簡単

に習得できるものではなく、むしろ一生涯にわたる永続的な課題ともいえる。

　一方、自己理解・自己覚知と並んで対人援助職に求められる要件として、他者を理解す

る能力がある。そのためには、対人コミュニケーションのスキルを身につける必要がある。

自己理解を深めることと同様に、対人コミュニケーションも生涯にわたる課題であり、両

者は切り離すことのできない密接な関係にある。たとえば、私たちは対人コミュニケー

ションをとおして相手を理解するだけではなく、相手との相互作用をとおして自己理解を

深めることがあるように、両者は表裏一体とさえいえるのである。

　私たちはふだん、対人場面において他者の発する言葉だけではなく、容姿、表情、姿勢、

しぐさ、服装、雰囲気などを手がかりとして、他者を認知している。これらは非言語的コ

自己紹介―自分を知ってもらう方法２－１

第�章
アイスブレーキング
―演習に向けての準備体操

�キーポイント�

　社会福祉専門職であるソーシャルワーカーには、利用者のために最も有効な援助を行う努力

が求められる。そのためには、ソーシャルワーカーが自分自身を専門的に用いるための基盤と

なるコミュニケーション能力や自己理解が必要となる。これらの具体的な理論や技能について

は、次章から順次学んでいくことになる。

　本章の目的は、主に自己紹介ゲームによる体験的学習をとおして、下記のポイントを押さえ

ながら、本格的な演習に入っていくための導入としてアイスブレーキングを行うことである。

ここでいうアイスブレーキングとは、レクリエーション的なゲームなどを体験することで緊張

をほぐすための、いわば演習に向けての準備体操である。

①　自分を他者に伝えるという体験をとおして、自分自身のことを意識的に考える。

②　非言語的コミュニケーションの影響力の大きさに気づく。

③　他者とのコミュニケーションをとおして基本的対人関係を培う第一歩とする。
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ミュニケーションといい、その影響力は言語によるコミュニケーションを大きくしのいで

いる。たとえば、対面場面の印象形成は７～８割が非言語的コミュニケーションによると

いわれている。したがって、対人援助場面における援助者としてのソーシャルワーカーは、

言語的コミュニケーションとともに非言語的コミュニケーションが利用者に与える影響と、

逆に利用者からの言語および非言語的コミュニケーションに基づいて利用者を理解するこ

とについて、十分認識を深めていく必要がある。

　本章の課題はいずれも相談援助演習への導入にかかわる部分であるが、グループワーク

をとおして、できるだけ自己理解と他者理解についても実感として体験していただきたい。

具体的な内容は、自分と他者との関係づくりを試みながら演習に慣れ、お互いを理解して

いくための第一歩として、自己紹介ゲームを取り上げてみる。

 

　ここでは、２つの自己紹介ゲームを紹介する。演習の授業とはいえ、緊張をほぐすため

の準備体操となるためには、レクリエーションのように楽しんで参加していただきたい。

したがってここでは、もっともシンプルな形の自己紹介（ワーク�）に加えて、よりゲー

ム性の高い他者紹介（ワーク�）を提示しておくことにする。どちらの方法に取り組むか

はクラスごとに決めてもよいだろう。

１．ワークの進め方�―自己紹介と社会福祉のイメージについて話し合おう

①　１グループが６人になるようにグループ分けをする。グループになったらイスを円形

に並べて座る。 （５分）

②　ジャンケン（勝った人）やくじ引きなどで司会者を決める。司会が決まったら教員か

ら自己紹介のルールを確認し、グループごとにはじめる。 （５分）

 

③　自己紹介を行う。最初は司会者の右に座っている人から順に１人１分程度で自己紹介

をする（１周目）。 （１０分）

④　次に「社会福祉ってどんな色？」という課題を設定し、２周目に入る。この時社会福

祉のイメージを色で表すと何色になるのか、またその色を選んだ理由を話す。なお、１

周目とは逆方向で順に話す。司会者を交代してもよい。 （１５分）

ワーク　自己紹介ゲーム

■自己紹介ゲームのルール

　１）　各人が与えられた時間配分を守ることに努める。

　２）　他者の意見を肯定的に受け止め、批判をしない。

　３）　非言語的コミュニケーションにも注意を向ける。
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　自己理解を深めるには、他者とのかかわりをとおして理解することが必要である。しか

し、その前に自分は自分自身をどのようにとらえているかを知ることも不可欠である。本

章では、主に自分が自分を知る作業を行う。

　自分を知ることは簡単ではないが、①自分の体験を素材にして（する）、②その体験を

観察し（観る）、③それを分析し（考える）、④一般化して（わかる）、さらに⑤新しい体

験を試みる（試す）という体験学習の方法を活用することによって、自分自身を知る手が

かりとする。体験型のワークでは自分の「こころ」や「からだ」のことだけでなく、「自

分は何を大切にしているか」「自分はどのようなものが好きか」「自分にはどんな習慣があ

るか」「自分の癖は何か」等、普段意識していない自分に気づき、自分自身を総合的に理

解することを促してくれる。その際、自分自身に正直になることがポイントである。構え

たり、嘘をついては本当の自分はみえてこないだけでなく、学習の意味もなくなってしま

う。一人で行う作業が主であることから、本章のワークでは、それぞれのワークで他者を

気にせず、自分に嘘をつかずに臨むことが最も大切なことである。その結果が自分の好き

ではない「わたし」の姿であっても、素直に受けとめ、それも「わたし」として認める勇

「わたし」がみる私像―自己概念を学ぶ３－１

第�章
自己理解

�キーポイント�

　ソーシャルワークにおける対人援助で最も重要なことは利用者の抱える問題やニーズの把握

であり、そのためにその人とその人を取り巻く環境を理解する必要があることはいうまでもな

い。しかし、利用者を理解するためには、まず自分自身を知っておくことが前提となる。なぜ

なら、他者を理解しようとする時、人は自らのフィルターをとおして認知しようとするからで

ある。自らのフィルターとは、他者や物事を理解する時に用いる枠組みのことであり、それは

「わたし」のさまざまな背景によって形づくられているものである。

①　「わたし」は誰であるかを探る。

②　「わたし」はどのような価値観をもっているのかを理解する。
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気をもつことが肝要である。

 

１．ワークの進め方

①　教員から配付された「私は、……」で始まる文章をワークシート３－１－１「２０答法」

に思いつくままに完成させる。私について思い浮かぶ内容を簡単な名詞や形容詞、動詞

などで文章にする。 （２０分）

注１）１つの文章に２つ以上の内容を含まないよう注意する。

　２）できれば２０問すべて完成させることが望ましいが、途中で書くことがなくなった場合は、最低

１０問は完成させる。

　３）あまり考え過ぎずに思いつくまま書いてみる。

②　文章が完成したら、教員の指示にしたがって分析をし、最後に自己評価を行う。

 

ワーク　20答法

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 

１１　私は 

１２　私は 

１３　私は 

１４　私は 

１５　私は 

１６　私は 

１７　私は 

１８　私は 

１９　私は 

２０　私は 

ワークシート３－１－１　２０答法
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