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むだばなし 

里の住人：仙人のテキストは開くだけでも苦痛だという声があったそうですね。 

山の仙人：そうなんじゃ。 

里の住人：困ったもんですなあ。 

山の仙人：まあ、そういうわけでもあるまい。 

里の住人：そうなんですか？ 

山の仙人：そうじゃよ。テキストの内容をしっかりと実感できておるんじゃからね。 

里の住人：実感ねえ。そんなもんですかねえ。 

山の仙人：そうじゃよ。字面ばかり見て、内容がピンと来ないというより、ずっとよろしい。 

里の住人：はあ。そうすると、わからん人がもっと問題だということですな。 

山の仙人：いやあ、そうだとも言えん。わからんことがわかっている人はよろしい。 

里の住人：ややこしい話ですなあ。じゃあ、問題なのは. . .  

山の仙人：うむ。わかってないことがわかってない人が問題じゃな。 

里の住人：はあ、なるほど。 

山の仙人：わからんことがわかる人は、わかろうと努力する可能性があるが、わからんこともわ

かってない人は、どうしようもないわけじゃ。 

里の住人：救いようがないわけですな。 

山の仙人：いや、そういうわけでもない。 

里の住人：はあ？ そうすると、なんか、わからん人にわからせる良い方法があるんですか。 

山の仙人：そんなものは無い。 

里の住人：無かったら困りますなあ。 

山の仙人：果たしてそうかのう。 

里の住人：仙人のお話は、いつも、こう、なんというか、ややっこしいですなあ。 

山の仙人：たとえばじゃ。頭に、いつもハエがとまっとる人がおる。本人は気がつかん。 

里の住人：鏡を見ればいいでしょう。 

山の仙人：そのハエは賢いハエでな、その人が鏡を見ようとすると、すっといなくなる。その人

が鏡から離れると、また頭にとまる。 

里の住人：難儀なハエですなあ。 

山の仙人：まあ、そういうハエが頭にいる人に、「あんた、頭にハエがおりますよ」と、言って

やってよろしいものなのかどうか、そこが問題なんじゃ。 

里の住人：言ってやればいいじゃないですか。 

山の仙人：そうかのう。言われた本人は、いままでハエを意識しないで生活してきたわけじゃ。

まあ、それで日常生活に何の支障もない。ハエの重さなんてわずかなものじゃからのお。 

里の住人：気にしなくてもいいのではないかと言いたいわけですね。 



授業のうけかた 

 

1. テキストと授業 

このテキストは、Charles D. Garvin の Contemporary Group Work 
第 2 版(1987)および第 3 版(1997)を参照しながら書いたものです。翻

訳というより、Garvin のグループワークの体系を私なりに説明しなお

したものです。内容は大学生ぐらいの基礎知識をもっている人なら、

誰にでもわかるように易しく書いてあります。 
桜井邦朋という物理学者は「教科書」をめぐる日本の文化について

以下のように述べています。 

我が国には、教科書とは事項だけが書かれている書物で、内容は無味乾

燥でよいのだという知的伝統がある. . . 教科書の内容は骨と皮だけでよ

く、それに肉をつけて学生にわかるように説明するのは教師の役目であ

ると、我が国では考えられている. . . アメリカで教科書とされる本が、数

学でも物理学でも、日本のものの数倍どころか十倍以上も厚く、内容も

懇切丁寧に自習できるようになっているのを見れば、我が国で作られて

いる教科書が、いかに内容が貧弱なものかに気がつくにちがいない。1 

                                                  
1 桜井邦朋(1991)『大学教授：そのあまりに日本的な』地人書館, p. 28.  
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私としては、そのような日本の「知的伝統」に従わないテキストを書

いたつもりです。つまり私の補足的な説明がなくても、これを読んだ

だけで、かなりグループワークのことがわかるように、ていねいに書

くように努力しました。 

講義とのつながり 

このテキストでは講義でお話しすることを書いています。とすると、

みなさんは、つぎのような疑問をもつかもしれません。「じゃあ講義に

出席しなくてもこれを読めばいいではないか」という疑問です。最初

に、こういうテキストをつくったとき、「こんな本を作るのはやめてほ

しい。苦労して授業に出席する意味がない」と真顔で私に抗議した学

生がいました。実に奇妙な論理ではありませんか。教員は授業でテス

トに出そうなところを話し、出席した学生は、それをノートにとる。

それでテストの成績に差がでる。それが「努力している学生が報われ

る」システムだと、その学生は言ったのです。いったい、そんなシス

テムが教育なのでしょうか？ 
そもそも「講義」などというものは必要なのでしょうか。印刷技術

がこれほど発達している時代にあって、なぜ「講義」という中世以来

の「化石」のようなものが大学に残っているのでしょうか。喜多村和

之は大学が中世以来の古い形を残していることを指摘し、次のように

言います。 

実際、大学がいかにその原型を継承しているかは、例えば講義や演習と

いった授業の方式、学年暦、学位授与権、試験の方法、学寮、学部、一

定の自治権を持つ教授団. . . といった、今日の大学の特徴をなすものが、

すべて中世の発明であったことからも明らかであろう。書物が高価で入

手し難かったその当時には、授業では教授は自分しか持っていない書物

や講義録を読み上げ、これを学生が忠実に筆記した。これが大学の最も

一般的な授業形態である講義の始まりなのだが、いくらでも本が出版さ

れ、コピーもビデオも通信衛星すら利用できるようになったマルチメデ

ィア時代になっても、現代の大学の授業では、教授が重々しくノートを

読み上げると学生はひたすらノートをとるという素朴で古めかしい伝統

が、後生大事に守られているのである。2 

講義は印刷技術が未発達で、紙が貴重な時代に発明されました。知識

                                                  
2 喜多村和之(1990)『大学淘汰の時代』中公新書, p.29. 
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を得るために学生が本を買うことができなかったから、講師の口から

出る言葉を直接ノートをとり、頭に入れようとしたのです。とすれば、

誰でも手がるに印刷でき、インターネットを使って世界中の文書が自

宅の 10 万円ほどのパソコンから閲覧できるような時代に、なぜ講義

が必要なのでしょうか。 
 現に日本の大学でも、インターネットでテレビ中継の授業が行われ

ています。将来は、すべての大学の講義がテレビ中継で行われるので

しょうか。とすれば、グループワークの教師も日本全国にせいぜい数

名で充分だということになります。テレビ中継なら学生はわざわざ大

学にまでわざわざ足をはこぶ必要がありません。録画して都合の良い

ときに見ることができます。聞きのがしたら、ビデオを巻きもどして

聞き直すこともできます。それに比べて、いまの大学の講義は何曜日

の何時間目と、時間が決まっていますから、学生たちが「青春の悩み」

でグループワークなんて考えていられないときにでも、気分がのらな

いときにでも話を聞かなければいけません。 
 しかし、それでも教室での講義という形態は将来の大学にも残ると

私は思っています。それは講義には直接の人間的な交流があるからで

す。インターネットを使って双方向の通信で遠隔地でも教員と学生が

相互に交流しながら教育が行われることも可能でしょう。でも、やは

り、手をのばせばその人の身体に触れ合うぐらいの距離で交流する迫

力はありません。 
これまでのことを逆にいえば、通信・印刷技術が発達した現代では、

教員が一方的に話し学生が一方的に聞くだけの授業は、すでに意味が

ないということです。そこで私は、できるだけ学生たちが授業に主体

的にかかわることを前提とした「参加型授業」をすすめたいと思って

います。 

教室で行う授業のメリット 

授業の録画を自室で見たり、本を読んだりするだけの学習に比べて、

教室で行われる授業に参加するメリットは何でしょうか。ひとつは講

義のなかで講師である私や、ともに出席している仲間の学生たちと交

流できることだと思います。ここに書いてある知識や考え方に対して、

みなさんは私の講義中に質問したりあるいは反論したり異議を出した

りできます。独りで学ぶよりも同じ関心をもった人と学ぶことは楽し

いことです。独学では気づかなかったことに気づいたり、学習意欲が

わかなかったりしても仲間の声で意欲がわいてきたりします。 
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学生どうしの交流を実際に行う機会として、このテキストでは多く

の演習を設けています3。グループワークは、グループをつかった援助

技術なので、本を読んでいるだけではわかりにくく、実際にクラスで

グループをつくってみてグループを体験してみると、その面白さがわ

かってくるものです。またバズセッション(buzz session)といって、2-3
分間ほど隣の席の人と話すという時間をもちます。たとえば、ちょっ

と考えてほしい問題があるとき、「では、となりの人どうしで話し合っ

てみてください」と私が言います。そのときは、席の隣、前後で話し

あってください。学年が違ったり、他学科から来ていたりする人は、

はじめのうちは顔みしりもいないので困るかもしれませんが、隣どう

しで座ったら、その人と知り合うチャンスだと思って、どんどん気軽

に声をかけあってもらいたいと思います。こうした演習やバズセッシ

ョンに授業の半分の時間を使うというのが私の方針です。 
講義を受けたときの、もうひとつのメリットは知識が印象的に記憶

に刻みこまれることです。ひとりで本を読んでいるときは目から情報

が入ってくるだけですが、授業だと教員の声を聞き、黒板を見て、バ

ズや演習などでクラスメートの声を聞き、自分でも話します。つまり

知識が多様な刺激とともに入ってくるために印象に残って時間がたっ

ても忘れにくいのです。授業に出ても出なくてもテスト前にテキスト

で猛勉強すればテストの成績は変わらないでしょう。しかし卒業式の

ときに、どちらがグループワークの知識をまだ覚えているかといえば、

たぶん講義に出ていた人ではないかと思います。 

2. 授業が恐くなったら 

グループワークの授業では「授業が恐い」「講義を聴いているのが辛

い」「テキストを開くだけでも苦痛」という声が、毎年のように出てき

ます。私のところにまで、そういう声を（私を信頼して）よせてくれ

たのは、そういう苦痛を味わっている人のごく一部だと思いますので、

実際にはかなりの人に負担になっているのではないかと思います。 
 私の知っているかぎり、そういう人は「恐さ」の原因によって、4
つのタイプに分けることができます。ひとつは、テキストの内容から

自分の辛い体験を思い出してしまうというタイプ。自分の辛かった生

育歴を思いだす、口論の絶えなかった自分の家族のことを考えこんで
                                                  
3 大学の授業で講義と演習とを区別することは無意味になりつつあり、講義と演習を組み合

わせた授業が増えています。浅野誠(1994)『大学の授業を変える 16 章』大月書店, pp. 2-3. 
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しまった、高校時代に味わったいじめの体験がよみがえってきて涙が

出てくるなど、そういう声があります。 
もうひとつは最初のタイプと似ていますが、独りで部屋でテキスト

を読むのは問題ないが、授業中に「バズをしなさい」と言われ、とて

も人には言えないようなことを考えていた（あまりに辛かった体験な

ど）ので、言葉を失い、その時間がたいへんに辛かったというタイプ

です。 
私は授業のなかで摂食障害の女性の話や、私自身が 2017 年現在調

査しているアルコール依存症者の話をすることがあります。摂食障害

もアルコール依存症も、ごくありふれた病気ですので、自分自身ある

いは家族のかたがその病気で苦しんでいる場合もあるわけです。私は

そういうことも承知で、こういう問題について話すときは、できるだ

け言葉を選んでいるつもりですが、それでも私の言い方や、私が患者

さんたちの様子を言ったときのクラスメートの反応に、ずいぶんと傷

ついてしまう場合があります。このように講義のなかでの話を聴くの

が恐い、あるいは怒りを感じるというタイプが 3 つめにあります。 
そして最後にテキストを読んでいる分には問題がないが、演習が疲

れるというタイプ。たとえば演習のなかで互いに非言語的なしぐさま

で観察しあい、記録をとりあうというのは、他人の視線を苦痛に感じ

ている（視線恐怖の症状がある）自分には耐えられないというのです。

あるいは演習を通して思わず互いの内面を見せ合ってしまうことがあ

ります。そのときの恥ずかしさや困惑に耐えられないというのです。 
以上のような苦痛は、体験したことがない人にはなかなか理解され

ないものですが、私はグループワークの授業を通じて、そういう苦痛

を感じていた学生たちに何人も出会いました。そして、その人たちの

苦しみや辛さは「授業をさぼる」とか「怠ける」といったレベルの問

題ではなく非常に深刻なものであることが多いことも知っています。

ですから、そういう場合は欠席してください。無理をする必要はあり

ません。 
グループワークは心の問題の治療にも使われます。逆にいえば、あ

なたが心に若干の問題をかかえている場合、それに直接、作用してし

まう可能性があります。よくきく「薬」は「毒」にもなるからです。

グループワークの授業は、そういう「薬」そのものではありませんが、

「薬」の原料を学生たちの個別性に無関係に教室内にばらまくような

ものですから、その「薬」に反応する「傷」もつ人には、それが「毒」

として作用してしまうことがあります。 
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自分自身に深い悩みや心の問題をもっていることが、社会福祉学科

に進学した動機になっている学生が、毎年います。もともと、そうい

う学生たちには真面目な人が多く、授業を欠席してしまうことに悩む

傾向があります。しかし無理をする必要はありません。授業が辛くな

ったら自分にはまだ合っていないのだと考えて欠席した方が良いと思

います。 
たとえ何度か授業を休んでも、授業でどこをとりあげたかというこ

とは、moodle（上智大学内のインターネット・サイト）からわかるよ

うにしたいと思います。授業を休んだ場合、テストで高得点を取るこ

とは難しくなるでしょうが、テキストをしっかり読んで理解すれば、

不合格になることは希だと思います。 
 



グループワークの必要性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グープワークは全国各地の社会福祉の現場で使われています。たと

えばアルコール依存症の治療施設では必ずグループワークが使われて

います。精神障害者の社会復帰施設でもグループは活用されています。

児童の施設でもワーカーは子どものグループとかかわることが多いで

すから、ここでもグループワークの手法は使われます。老人ホームに

おいても陶芸教室や絵画教室を開くなかでグループワークが使われて

いたりします。 

 
バズ：あなたが見た実例 

あなたが、ボランティアの活動先やテレビなどで見たことがあるグループワークの実践に

ついて隣の人と話し合いなさい。自分がリーダーとして、あるいはグループのメンバーと

してグループワークに参加したことがあれば、そのことについても話し合いなさい。 

 
バズ：個別性の原則と矛盾するか 

ソーシャルワークの援助対象は基本的には個人であるはずです（援助の個別性の原則）。な

のに、なぜグループを援助するのでしょうか。その理由を考えて隣の人と意見を交換しな

さい。 
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どうして、このように現場ではグループワークが多く使われている

のでしょうか。その理由は、ひとつはグループ活動が人間にとっては

基本的なものだからです。人間は人間どうしのふれあいのなかで助け

られていきます。グループワークは、それを可能にします。またソー

シャルワークはクライエントの社会復帰をめざすことが多く、グルー

プそのものが、ひとつの「社会」としてクライエントが社会経験を得

ることができる「場」となるからです。 
またグループは社会と人間とを結ぶ結び目のような役割をもってい

ます。人は大きな社会に結びつくとき、個人として直接むすびつくの

ではなく、なんらかのグループに所属し、そのグループを通して社会

に参加します。たとえば地域社会という大きな社会にむすびつくのは、

子ども会とかボランティアグループなどといったグループをとおして

結びつくことが多いはずです。 
とは言うものの、現場を知らない人にとっては、いまひとつピンと

こないかもしれません。そこで次にグループワークが求められるいく

つかの、おそらくみなさんにとっても身近な例をあげてみましょう。 

1. 友達ができない 

私は以前ボランティアセンターで働いていました。そこでボランテ

ィアをしたいという人の相談を受けていました。ある日、若い男性が

相談にやってきました。いくつかグループを紹介しましたが、どうし

てもうまくいきません。彼は「グループになじめない」と言って、ま

たセンターに帰ってきます。私は、その青年になぜボランティア活動

をしたいのか、その活動に何を求めるのかとたずねました。彼は初め

のうちは障害者の福祉に役だちたいなどと言っていたわけですが、や

がて「いろいろなことを話せる友達がほしい」と言いました。これが

彼の本音だったわけです。 
 「友達ができない」という人のニーズも、じつは社会福祉のニーズ

のひとつです。これも社会関係のニーズですからね。私たちの学科で

も「友達ができない」と悩んでいる人がいることでしょう。もうずい

ぶん前になりますが、ある学生さんが、私に「昼休みが恐い」と言っ

ていました。授業なら誰とも話さなくても孤立していることがわから

ない。しかし、昼休み、みんなが気のあう仲間と、いっしょに食事を

して、にぎやかに談笑しあっているのを見ると、そういうことができ

ない自分がいかにも惨めに思えてきて悲しいというのです。また自分
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が孤立していて、冗談を言い合う仲間もいない様子を見られることが

恥ずかしくて恐いという気持ちもあったようです。 
学生だけではありません。子育て中のお母さんたちが近所の公園で、

お母さん同志の仲間の輪に入っていくことを「公園デビュー」と巷（ち

また）では言います。その公園デビューができなくて悩んでいる若い

お母さんたちが増えているとか。これも友達ができなくて悩んでいる

人の例だと思います。 

 
バズ：「トイレ弁当」 

テレビで報道されていましたが、ある大学のトイレに「トイレで食事をすることを禁止」

するという大学からの通知が貼られているそうです（実話）。というのも、その大学では、

トイレのなかで昼食をとる学生が多いからなのだそうです。トイレで食事をするのは、昼

食をいっしょにとる友人が大学内にいないということと、また寂しそうに独りで食べてい

る姿をクラスメートに見せたくないということが理由になっているようです。ここまで追

い詰められている学生たちをソーシャルワーク的に（心理学的に、ではなく）援助すると

すれば、どのような方法が考えられますか。隣の人と話し合いなさい。 

[参考資料：Yahoo!知恵袋より抜粋] 僕は学校ではトイレで弁当食べてます。なぜトイレで

弁当を食べるのかというと一言で言うと友達がいないからです。みんなは楽しそうに机を

並べてグループで食べるのに僕だけは友達がいないので、ひとり寂しく弁当を食べてる姿

を見られるのが嫌だからです。でもトイレで弁当を食べてるといろんな苦労があるんです

よｗｗｗ となりでウンコする奴がいると臭いし同じクラスの人が入ってきたら音を出さ

ずに食べるのも大変です。そして昼休みはみんなはサッカーとかバスケして遊んでるのに、

僕はひとり図書館で本読んでます(T_T) 補足 図書館では飲食禁止です。1 

演習：友達ができない 

となりの人と以下のようなロールプレイをしてみなさい。3 人の場合は、ひとりが観察者に

なること。 

状況：学生相談員(W)と相談しにきた学生(C)が、相談室で向かい合っている。 

--------------------------------- 

W：どういうご相談ですか？ 

C：わたし、友達がいないっていうか. . . 学校に来ても、誰も話す人がいなくて。 

                                                  
1 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1412434109 読みやすいよう

に、句読点を入れ、改行部分を省いています。  
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W：ああ、そうなの。それじゃあ、さみしいでしょうね2。 

C：どうしたら、いいんでしょう、わたしみたいな人。 

W：サークルに入ってみるとか、考えた？ 

C：ええ。いくつか、はいったんですけど、やっぱり、そこでも友達ができなく

て、行きづらくなってやめてしまったんです。 

W：アルバイト先で、友達つくったりとか. . . 。 

C：バイトも、いろいろ、やったけど、終わったら、みんな、さっさと帰っちゃ

うし、仕事中は話する暇もないほど忙しいし。やっぱり、なんか、さびしん

ですね。 

W：ああ、そうかあ。 

C：どうしたら、いいんでしょう。 

W：ううん。 

以下、自由に続ける。 

課題 1：この人にどのような方針で援助していけばいいと思いますか。 

課題 2：この相談員の話の進め方は、専門性に欠けたものです。一般の人が、悩んでいる人

の相談に応じるときに、よくしてしまう典型的な良くない聞き方をしています。それは

何でしょうか。 

余談：孤独のニーズ 

だいたい「友達がほしい」などというニーズは口に出しにくいものです。私は以前、父子

家庭のニーズ調査をしたことがあります。そのとき子どもの養育についての不安などはよ

く出てくるのですが、配偶者のいない孤独感などは見知らぬ調査員が質問しても口に出せ

るものではないことに気づきました。そんなことをしたら男のプライドが許さないのでし

ょう。同じように母子家庭の母親を調査しても男性の調査員に対して、「頼れる男性がいな

い寂しさ」などは言えないでしょう。社会福祉の調査の難しい点は、こういうところにも

あります。 

2. 「自己の活用」の限界 

Use of self（自己の活用）という言葉がありますね。ソーシャルワ

ークの基本です。ワーカーが、まずクライエントの「友達」になるの

                                                  
2 このようにクライエントがまだ内面の感情を言っていないのに推測してそれに共感して

いくことを additive empathy（付加的共感）といいます。これはクライエントとの関係

ができてから行うべきことであり、この例ではいきなり行っているので不適切です。 
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です。これを befriending ともいいます。 
私は先に述べた「友達がほしい」という彼を援助するのに、まず自

分が彼の友達になってみようと思いました。つまり自分をつかって

(use of self)、相手のニーズを満たそうとしたのです。彼は友達も少な

く非常に孤独な生活をしていましたから、なんでも私に話すようにな

りました。 
しかし、いっこうに私以外に友達をつくろうとはしないのですね。

いいかげんに私にも負担になってきました（私が休みの日にも突然、

自宅への訪問や電話があったりしました）。私は彼にボランティアセン

ターに出入りしている他のボランティアを紹介して、彼が人間関係を

広げられるように努力しました。しかし、やはりダメでした。「もっと

積極的にならなきゃ！」と彼を叱咤激励したこともありました。しか

し、それは彼の自信をなくすだけで逆効果だったような感じでした。 

 
バズ：叱咤激励 

なぜ「友達ができない」ということで悩んでいる人を叱咤激励しても、援助にならないの

でしょうか。 

余談：自己の活用 

自分をつかって相手のニーズを満たしていくということは、考えてみれば、たいへんなこ

とです。中井久夫は大学の精神科医であって、しかもギリシャ詩の訳で文学賞をとるほど

の多才な人ですが、彼が次のようなことを書いています。 

私にしっくりする精神科医像は、売春婦と重なる。 

 そもそも一日のうちにヘヴィな対人関係を十いくつも結ぶ職業は、売春婦のほ

かには精神科医以外にざらにあろうとは思われない。 

  患者にとって精神科医はただひとりのひと（少なくても一時点においては）

unique one である。 

  精神科医にとっては実はそうではない。次のひとを呼び込んだ瞬間に、精神科

医は、またそのひとに「ただひとりのひと」として対する。そして、それなりに

プロフェッショナルとしてのつとめを果たそうとする。 

  実は客も患者もうすうすはそのことを知っている。知っていて知らないように

ふるまうことに、実は、客も患者も、協力している、一種の共謀者である。つく

り出されるものは限りなく真物でもあり、フィクションでもある。 

  職業的な自己激励によってつとめを果しつつも、彼あるいは彼女たち自身は、
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快楽に身をゆだねてはならない。この禁欲なくば、ただの promiscuous3なひとに

すぎない。(アマチュアのカウンセラーに、時に、その対応物をみることがある。） 

  しかし、いっぽうで売春婦にきずつけられて、一生を過まる客もないわけでは

ない。そして売春婦は社会が否認したい存在、しかしなくてはかなわぬ存在であ

る。さらに、母親なり未見の恋びとなりの代用物にすぎない。精神科医の場合も

それほど遠くあるまい。ただ、これを「転移」と呼ぶことがあるだけのちがいで

ある。 

 以上、陰惨なたとえであると思われるかもしれないが、精神科医の自己陶酔はは

っきり有害であり、また、精神科医を高しとする患者は医者ばなれできず、結局、

かけがいのない生涯を医者の顔を見て送るという不幸から逃れることができない、

と私は思う。4 

実は意志の力で努力すれば人間関係がつくれるというものではない

のですね。力めば力むほど不自然な人間関係が現れてしまうことだっ

てある。さっきの私に頼ってばかりの青年も、私が彼のとなりにいる

ときには、どうにか他の人とも話すことができました。なぜなら、そ

のとき私が他の人と彼との間にはいって、うまく交流できるように援

助していたからです。 

つまり彼に必要なのはグループワークだったのです。1 対 1 で友達

になっているかぎり、彼はいつまでたっても私から独立できない。そ

うではなくて彼が新しく友達になりたいと考える人と彼との間にいて、

話ができるように援助すればよかったのです。そう考えて、私は後に

青年ばかり集めたグループをつくりました。そこで、どうやって人と

話をすればいいのか、どうやって協力しあえばいいのかを、グループ

のなかで学ぶことができるような場（グループ）を設定しました。 
書店にいけば、人との話し方、つきあい方についての多くの本がで

ていますね。コツや心得などが並べて書いてあります。しかし、そう

いう本を読んだからといってうまくいくとは限りません。自動車の運

転の仕方を書いた本を読めば、そのまま運転ができるかといえばでき

ませんよね。あれと同じです。自動車教習所に行けば隣に教官がつい

てくれて教えてくれます。そんなふうに実際にグループのなかでワー

カーからモデルを示されたり、会話の手だすけを受けたりして、やっ

と人間関係のスキルを学ぶことができるのです。 

                                                  
3 Promiscuous = not limited to one sexual partner 
4 中井久夫(1990)『治療文化論』岩波書店, pp. 197-198. 
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バズ：人間関係のスキル 

人間関係のスキルをグループのなかでワーカーはどうやってメンバーに教えていくのでし

ょうか。あとで詳しく学びますが、いま、どういう方法を思いつきますか。 

ふつうの人なら、そんなグループワークに参加しなくても、人とつ

きあえるではないかと、みなさんは反論するかもしれません。しかし、

そうでしょうか。家庭のなかでも何年もいっしょにいながらお互いに

何を考えているのか理解しあえないということは、いくらでもありま

す。みなさんの大学のクラスでも授業のときにいつも顔をあわせてい

るのに、まったく話したことがない人がいるでしょう。それが苦にな

っていなければそれでいいのですが、大学になじめない、大学にきて

もつまらないと思うなら、学内でグループワークのサービスを受けて

もいいと思うのです。 
とくに長い間、精神病院や施設にはいっていたという人は、ふつう

の人づきあいということの経験が乏しいので人間関係の練習をする必

要があります。非行をくりかえしていて温和に話すことを学んでこな

かった人たち、仕事にあけくれて相手に感情を伝えるということを学

んでこなかった人たちも、グループワークの対象になります。 

余談：ワーカーの共依存 

友達ができなくて悩んでいた学生さんがいました。彼はカウンセリングを受けることにし

ました。そして、一人のカウンセラーに出会ったそうです。彼は、私に「ほんとうにあの

人とは気があうんです」と嬉しそうに言っていました。「いまは、あの人と会えるから寂し

くはない。いままで友達がいなくて悩んでいたけれど、あの人（カウンセラー）が友達の

代わりになってくれるので、悩みはなくなった」と言うのです。また、彼は「クラスの友

達と話しても面白くない。ぼくの話をきちんと聞いてくれないから」と言っていました。 

  彼は、そのカウンセラーをまったく気に入っている様子でしたが、私には、そのカウン

セリングは失敗しているように見えました。なぜなら、彼はカウンセラーを友達としてし

まっていて、もう他の人間関係を必要としないとまで思いこんでいたからでした。 

  こういうことはソーシャルワーカーの援助においても起こりがちなことです。「ワーカー

依存症」といってもいい状態です。つまり、ソーシャルワーカーは受容の原則で、特別な

接し方でクライエントと接しているわけで、ふつうの人間関係とは違うのですね。クライ

エントはワーカーやカウンセラーには一方的に話していても、ふんふんと聞いてもらえま

す。しかし、普通の人間関係、たとえば職場の人間関係では、そんなことが受け入れられ

るはずがありません。したがって、ワーカーやカウンセラー相手に人間関係の練習をする
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わけにはいかないのです。 

  ワーカーだけが「友達」（本当の友達ではない！）になってしまうと「他の人たちは私の

話を聞いてくれないから友達になれない」とクライエントは考えはじめます。そうなると

一生、ワーカーから離れられなくなります。ところが、そういうふうにクライエントが自

分に依存していることを喜ぶワーカーが、ときどきいます。こういうワーカーは、ソーシ

ャルワークの援助が「自立への援助」であることを忘れてしまっているのです。 

  あなたが、ワーカーになったとき「こういうことを話せる人はあなただけです」という

言葉をクライエントに言われても嬉しく思ってはいけません。そういう言葉は一度きいた

ら充分です。何度も聞いたら、それは依存されている証拠です。ワーカーがクライエント

の依存を喜ぶようになると（人から頼りにされて喜ぶタイプの人間がそうなりやすいので

すが）、ワーカーとクライエントが両者を互いに依存する対象として必要としている状態、

つまり「共依存関係」という病的な状態になります。 

ワーカーはクライエントと本当の友達にはなれないし、またなってはいけません5。友達

なら離れたくはないと思うのが当然です。しかし、ワーカーは相手が自分との人間関係を

不必要とする状態になるように援助します。ソーシャルワーカーを尊敬してしまって「一

生、この人についていきたい」とクライエントに思わせてしまっては失敗です。 

PSW をしている卒業生が、私にこんな話をしてくれました。彼女が、スーパーマーケッ

トで買い物をしていたら、以前、彼女が熱心に援助した元患者さんと店内で出会いました。

彼女は、なつかしくなって笑顔で声をかけましたが、その人は彼女をまったく無視して通

りすぎてしまいました。彼女はショックを受けましたが、そのあと彼女の施設を訪ねてく

れたその人に会い、仲良く話すことができました。なぜ店のなかで無視したのか、その人

に聞くことはできなかったそうですが、彼女は私にこう言いました。「あの店は、私のホー

ム（施設）の近くにあるので、私が精神科のワーカーをやっているって店の人も知ってい

るんだと思うんですよ。そういうなかで、私が、もう退院された方に嬉しそうに声を掛け

るのは、私の方の配慮が足りなかったのだと思います」。 

  ソーシャルワーカーは、クライエントと「別れる」ことができる人でなければいけませ

ん。良い別れをすること、別れ続けること。それが社会復帰にかかわるワーカーの仕事な

のです。 

  問題は、ワーカー自身がクライエントを「友達」として必要と感じている場合です。ワ

ーカーのなかには同僚からは相手にされず、クライエントだけが「友達」だという人がい

ます。そういう人はクライエントが自分から離れてしまうのが辛い。クライエントから慕

われたいのです。自分を尊敬してくれる人が身近に必要なのです。だから「はやく自立し

                                                  
5 ワーカーがクライエントと援助関係以外の関係（友達、仕事仲間、性的パートナーとして

の関係）をもったとき、それを dual relationships といいます。Barker, RL. (Ed.) (2003). 
The Social Work Dictionary (5th ed.). Washington, DC: NASW Press., pp. 131-132. 
Dual relationshipsはクライエントがワーカーに私的に利用されることにつながるという

意味で専門職倫理に反すると言われています。 
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てください」と口では言いながらも、心のなかでは（あるいは自分でも気づかないうちに）

「いつまでも私に頼ってほしい」と考えてしまう。これは「頼られることによって相手に

頼っている」という状態で、共依存関係であるといえます。 

アルコール依存症など、さまざまな依存症の原因が家族のなかにある場合があるという

のは、酒をめぐって家族が互いに頼りあっている（共依存関係にある）からなのです。た

とえば、父親が借金依存症という家族があります。しかし、いくら借金をしても、家族は

それを責めずに父を許し、父も涙を流しながら謝っている。そしてまた借金をつくるとい

うことの繰り返しでした。なぜなら父は借金をすることによって家族の集中的な注意を得

て、家族はそのダメな父親を許すことによって「愛情に満ちた家族」を実感することがで

きるからです。つまり父親が借金をつくらないかぎり家族の関係は対話する機会もなく、

冷めてしまっているのです。父親が借金しないかぎり「愛情に満ちた家族」を実感できな

い。これは借金をめぐる共依存です。 

冒頭に述べた「カウンセラー依存症」の学生さんは、カウンセリングやケースワークを

よく勉強していて、いかにすれば新米のカウンセラーを喜ばせるかを知っていました。「い

まの先生の一言で、自分が何を考えていたのか、わかりました」など教科書に書いてあっ

たようなコメントをしてくれます。そして、カウンセラーも教科書どおりの言葉がクライ

エントから返ってくるから、そのクライエントがたちまち好きになる。カウンセラーは良

いクライエントを得て満足し、クライエントも良い話し相手を得て満足しています。こう

いう満足しあった関係からは、クライエントが自立する機会は出てきません。 

さて、このような共依存の傾向は誰のなかにも多少あるように思いますが、その程度が

過度になると問題です。たとえば、みなさんのなかに困った問題をもった「友達」が、あ

まりに多い人はいませんか。あなた自身はその人にあなたの悩みが話せるわけではなく、

その「友達」はあなたの悩みを真剣に聞いてくれるような人でもない、ただ一方的に相手

が自分の悩みを話してくる。そういう「友達」ばかりが多いのなら、あなたは、あなたに

「『救い主』になれた」という気分を与えてくれる「悩める人」を求めてはいないか、よく

考えてみてください。 

どこかの映画で売春婦に恋して彼女を更正させようと必死にがんばる大学生の物語があ

りました。それと同じように毎日酒ばかり飲んでいるどうしようもない男を更正させるた

めに結婚しようとする女性もいます。ダメな男ばかりに惚れている貴女（あなた）、ツマラ

ナイ女にいいように振りまわされている貴君（きみ）、気をつけてくださいね。（むかし、

この文章を読んだ学生で「私の恋愛パターンは、いつもダメ男を助けることから始まり、

助け切れなくて終わるということを繰り返していたことに気づきました」というコメント

をくれた人がいました。） 
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バズ：援助の動機 

誰かを援助する職業を選ぶ人の動機になりうることを列挙してみなさい。そして、そのな

かで援助される側にとって、良くない結果をもたらしうるものがないか考えてみなさい。 

3. 意思決定への援助 

ここまでのところを読むと、人間関係の苦手な人だけがグループワ

ークの対象になるように思われたかもしれませんが、必ずしもそうで

はありません。グループが何かものごとを決めるプロセスを援助する

のも、グループワーカーの大事な仕事です。 
たとえば、私は地域の障害者のグループに参加したことがあります。

そこでは地域で孤立しがちな障害者たちが交流しあって、この地域を

変えていこうという意気ごみがあったのです。そこでまず親睦のため

にピクニックを計画したのですね。司会の人が「じゃあ、どこに行き

ましょうか」とみんなにたずねます。すると、だれかが「○○山に行

きたい」といいました。「○○山にはどうやってのぼる？」「その近く

にみんなが入ることができるレストランはある？」「電車に乗ったらど

れくらい時間がかかるかな」というような話がつぎつぎに出ます。話

は、とりとめもなく 1 時間ぐらい続いて、もうそろそろ会議室の使用

時間が終わりに近づきました。司会の人が「じゃあ、○○山の他にど

こか希望がありますか」と言うと、誰かが「海に行きたい」といいま

す。別の人は「ボーリングに行きたい」といいます。司会の人は困っ

てしまいます。結局一時間はなし合ったけれども何も決まらなかった

のですね。なんだ、せっかく会議に出たのに何も決まらなかったとい

うことで、グループの参加者の間に失望の色が出てきました。司会者

も申し訳なさそうな顔をしています。自分たちにはピクニックさえも

企画できないのだという自信喪失の感情がグループを覆うようになり

ます。障害者たちは自信をなくし、次の例会には参加者が少なくなっ

てしまいました。ここにグループワーカーが一人でもいたら、そんな

ことにはならなかったでしょう。 

 
バズ：意思決定への援助 

上の事例の場合、ワーカーは、いつどんな介入ができたでしょうか。 
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グループにとって意思決定(decision making)のプロセスはたいへ

ん重要です。意思決定のプロセスをどのように導くかということは、

グループワークのなかでも重要な問題なのです。意思決定を、みんな

の満足できるように行なえると、グループの凝集性(cohesiveness)が
高まります。逆に独裁的に決めてしまったり、多数決で少数意見を無

視して決めてしまったりするとグループはつぶれてしまいます。意見

を無視された人は自尊の感情(self-esteem)6を傷つけられ、このグルー

プでは受け入れてもらっていないのだと考えてしまいます。逆に、そ

の人の意見をとりいれていくことによって自尊の感情を高めていくこ

とも可能なのです。 

 
バズ：多数決 

グループでものごとを決めるときに多数決の原理が民主的で良いと思い込んでいるひとが

多くいます。しかし、グループワークでは多数決の原理を使うことは、めったにありませ

ん。多数決をすると、グループが壊れてしまうことさえあるからです。多数決をしてグル

ープの状態が悪くなってしまった経験を、となりの人と話し合い、その理由として考えら

れることを話し合いなさい。 

演習：意思決定と満足度 

4-6 人のグループをつくり、「こんどの週末にみんなででかける」という設定で、計画をた

てます（「どこにいくか」「何を持っていくか」「そこで何をするか」など、時間いっぱい細

かいところまで具体的に決めます）。（次のページ参照） 

15 分ほど話し合ったら、私が合図しますので（私が合図するまで話し合いを続けて下さい）、

そこで話し合いを止め、各自で、それぞれがどれくらいその決定に満足しただろうかを推

測して、グラフに書きます(約 2 分)。他の人と比べて、たいへん満足していた様子なら 5 に、

やや満足している様子なら 4 に、どちらともいえないなら 3 に、やや不満なのではと思う

なら 2 に、たいへん不満そうなら 1 にチェックをいれます（あくまで他の人と比較して判

断してください。つまり全員が 5 だったり、3 だったりすることがないようにします。また、

自分がつけた数字は他の人に見えないようにします）。そして、そう判断した理由を書いて

おきます。自分自身の欄には自分の気持ち（満足度）を書き入れます。 

演習ですので、わざと不満な人を演じてもかまいません。また、満足、不満足の差が出て 

                                                  
6 コミュニティワークの授業で ecological social work を紹介します。そこでも人間にとっ

てこの self-esteem がたいへん大事だということを学ぶでしょう。 
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くるように細かいところまで決めるように努力してみてください。そうすると各自の価値

観の違いが出てきて、おもしろいです。たとえば、「私の彼氏も連れてきたいんだけど、い

い？」と言った場合、グループにどんな変化があるでしょうか。試してみてください。 

全員書き終えたら、それぞれ他の人がどのように見ていたかを互いにシートを見せて点検

しあいます。たとえば「A さんの満足度はどうでしたか？」と、誰かが言って、みんなでい

っせいに指を出してもいいでしょう（5 なら 5 本の指を、1 なら 1 本の指を出します。身体

障害や視力障害のある方が参加者のなかにいる場合は、声で順番に言うなどの工夫をして

ください。聴覚障害のある方がいる場合は、また別の工夫も必要でしょう）。そして、それ

ぞれどういう根拠で、A さんがそういう満足度であると判断したかを話し合ってください。 

なお、氏名を書くときに A になった人は誰が記入する表でも、1 番左端に、B は左から 2

番目にというように決めておくと、あとで、グループ内で結果を比較するときに見やすく

なります。 

 
バズ：認知の偏り 

上の演習で、次のような結果がでたとき、それはどのようなことを意味すると思いますか。

話し合ってみましょう。 

1. 自分は不満足だったのに、人からは満足していたと思われていた。 

2. 自分は満足だったのに、人からは満足していないと思われていた。 

3. 他人の満足度を自分は（他の人よりもかなり）低く見てしまっていた。 

4. 他人の満足度を自分は（他の人よりもかなり）高く見てしまっていた。 

余談：実習ではメモを書かずに観察します 

このような演習をすると、メモを書かずに相手の観察をすることが、いかに難しいかを実

感すると思います。いろいろなことをその場で思いついても、次々に場面が変わるので、

記憶しておくことが難しいわけです。しかし、現場では、それが当たり前のことです。実

習では、利用者の目の前でメモをとっていると嫌がられますし、実習先のスーパーバイザ

ーから利用者の前でメモをとることを禁じられることもあります。それでも実習のあとは

詳しく利用者の様子を報告することが求められます。難しいですね。 

4. ソーシャルアクション 

社会福祉を権利としてとらえるとき、福祉の実現のために努力して
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きた人々のことが思いうかびますね。福祉の実現のために主に行政や

政府、あるいは施設や地域全体に対して行動を起すことをソーシャル

アクションといいます。これは、もともとはワーカーが取る専門的な

方法のひとつで、社会的に抑圧されている人々に代わって行動をおこ

していくことでした。 
ところが、1960 年代からアメリカでも日本でも少しずつソーシャル

アクションの意味が変わってきます。市民運動の波が広がるにつれて、

社会的に抑圧された人の運動が質的に飛躍的に向上していきます。そ

して、ワーカーが当事者の代弁として行ってきたソーシャルアクショ

ンも当事者が自ら行なうようになってきました（それまでは、クライ

エントは教育水準の低さや生活の余裕のなさのために、団結して自分

たちの意見をまとめていくなどということは難しいと思われていまし

た）。また、ソーシャルアクションの対象は政府や福祉行政だけではな

く、企業や一般市民の偏見と差別的態度などにも広がってきました。 
このような状況にあってグループワーカーは住民やクライエントた

ちの意見がグループのなかでまとまり、それが福祉行政や施設のあり

方に反映されていくように、仲介的な役割(mediator role)を果たして

いくことが求められるようになります。グループが社会のなかで孤立

せず、他の集団や制度と調和しあって社会的に有用な資源を開発して

いくプロセスを援助していくことが、グループワークの仕事になりま

した。 
このようにまとめてみますと、グループワークのわかりやすい仕事

は 3 種類ぐらいあるようです7。ひとつは人間関係をどうやってつくっ

ていいのかわからない人をグループのなかで援助し、コミュニケーシ

ョン・スキルなどの訓練の場を提供すること。もう一つはグループの

なかのコミュニケーションを援助して、意思決定などが満足のいくよ

うにできるように援助すること。さらに社会福祉の向上のためにグル

ープが社会的に行動を起すことができるように援助していくことです。 

5. 自分の日常生活からの理解 

これでグループワークがなぜ必要なのか、理解できましたか。社会

福祉の勉強はどの分野でもそうでしょうが、私たちの身近な生活にか

                                                  
7 この 3 種類はグループワークのわかりやすい例を、私が個人的意見としてあげたものにす

ぎません。次章でグループワークの 3 つのモデルについて説明しますが、その 3 つのモデ

ルのほうを覚えておいてください。 
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かわるものばかりですから、グループワークを学ぶときにも、あなた

自身の日常生活をふりかえりながら勉強してほしいと思います。 
たとえば、グループに溶け込むことができなくて悩んだ経験のある

ひと自分の経験を大切にしてください。そういう経験は良いグループ

ワーカーになるためには貴重なものです。グループに溶け込むことが

できなかったという苦い経験があれば、やはりグループに溶け込むこ

とができないクライエントを援助しやすいかもしれないからです。 

 
バズ：グループが苦手 

「グループは苦手だ」という人がよくいます。なぜ苦手なのでしょうか。ふたりで話すと

きは、どうにか話すことができるのに、4、5 人になると、どうふるまっていいのかわから

ないらしいのです。自分自身グループが苦手だというひとはその理由を、また自分自身は

グループは苦手ではない人も、グループが苦手だという人の気持ちを想像してみて、その

理由をいくつか並べてみてください。 

サークルやクラブ活動でリーダーや部長をしている人は、このグル

ープワークの時間に自分たちのグループ活動に役にたつヒントを得る

ことができるかもしれません。グループが苦手という経験もなく、サ

ークル活動の経験もない人は、自分がグループに所属したときの安堵

感を思いだしてください。高校時代のころでもいい、自分が仲のよい

友だちに囲まれてゆったりとくつろいだ気分になったときは、気のあ

う友人と二人きりでいるときとは、また違った楽しさがあるでしょう。

グループに安心して所属したいという欲求は基本的なものです。 
グループのなかで安心して過ごしたという経験さえもない人が、み

なさんのなかにいるでしょうか。一人で勉強し、一人で遊んで、誰か

といると気をつかって疲れてしまうという人なのでしょうか。そうい

う人もまた、グループワークを勉強する必要があります、自分を助け

るために. . . 。 
まったく独りでいて、それで幸せだというのは、人間としては健全

ではありません。少なくともグループワークは、そういう人間観をも

っています。人間はひとりでは生きていけないし幸せにもなれないの

です。一人で山にのぼるのが好きな人も、その体験を人に話すことが

できるからこそ登るのでしょう。 
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余談：リルケの孤独 

リルケは孤独を非常に評価した詩人でした。孤独は芸術の創造性の源であるというのです。

グループワークは、そういう孤独を否定するものではありません。とくにみなさんのよう

な若い人々にとって孤独は大事なものだと思います。芸術や学問など独創性が問われる分

野においては、どこまで孤独に耐えられるか、それがそれにたずさわる人間の真価を決め

ていくからです。 

追記：思いつきの選択肢の提示 p. 20 
専門性をもたない人の相談の応じ方の典型のひとつは、思いつきの選択肢の提示です。「こ

うしたら、どう？」「こう考えてみたら？」と、思いついたままを連発します。しかし悩ん

でいる人はその人が可能なあらゆる選択肢をすでに考えてきているはずです。思いつきで

言っても、その人がいままで考えもしなかったことを提示できる可能性は少ないでしょう。

この「思いつきの選択肢の提示」という手法は、沈黙を恐れたり、相手の落ち込みに自分

が巻き込まれるのを恐れたりする気持ちに根ざしていると私は思います。 

追記：認知の偏り p. 29 
「笑っている＝満足している」と単純に考えていると、癖でいつも笑っている人のことを

満足していると誤解することになります。「黙っている＝不満足」と単純に考えているのも

問題ですね。自分が、他人のどういう行動に着目して、その人が満足しているのか、満足

していないのかを判断しているのかを考えてみましょう。自分の判断基準を把握すること

が、自分の認知の偏りに気づくことにつながることがあります。 

また、この演習によって、自分が満足しているのに満足していないと見られがちだとい

うことに気づくかもしれません。その場合は、自分が満足していることを表情等で十分に

表すことができていないのかもしれません。逆に、自分が満足していないのに、満足して

いると思われがちな人は社会に出たときに、多くの人からいろいろな仕事を頼まれてしま

うことになるかもしれません。相手は、あなたが嫌がっていることに気がつかないからで

す。この場合は、自分の意思をはっきりと相手に伝えるアサーティブ・トレーニング（第 4

章で説明します）が必要になるかもしれません。 

Key Words 

Additive empathy, 自己の活用, 共依存, Dual relationships, 援助の動機, 意思決定, 凝

集性, 自尊の感情, Self-esteem, Social action, Mediator role   
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演習：ベンチの人 

オフィス街の近くのベンチで、会社または仕事のことを

考えながら昼ごはんを食べている人がいました。この人

にどんな台詞（せりふ）をつけたいですか。 

解説は 76 ページ。 
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むだばなし 

里の住人：例の「頭の上のハエ」の話をなんですが。 

山の仙人：はて、なんじゃったかのう。 

里の住人：つまり、ある人の頭の上に、いつもハエがいる。それを教えてあげていいものかどう

か、という問題なんですが。 

山の仙人：ああ、あれかいな。 

里の住人：鏡の前にくると、スッと逃げるんでしたね。 

山の仙人：そうそう。 

里の住人：じゃあ、本人は永久に気がつかないわけですか。 

山の仙人：まあ、そうじゃろ。誰かが教えてやらないかぎりはね。 

里の住人：私だったら教えてもらいたいですな。 

山の仙人：教えてもらってどうする？  

里の住人：ハエを追い払います。  

山の仙人：追い払っても、また戻ってくるぞ。 

里の住人：そんなに、しつこいんですか。 

山の仙人：しつこいんじゃ。 

里の住人：じゃあ、叩き落としますか。 

山の仙人：自分の頭を叩くのじゃ。容易ではないのう。 

里の住人：殺虫剤でも撒きますかな。 

山の仙人：自分の頭にそんなものを撒いてみい。毒で髪の毛が落ちるぞ。 

里の住人：それは困ります. . . 。 

山の仙人：そうじゃろ。 

里の住人：じゃあ、ハエと共存するしかないわけですな。 

山の仙人：そういうのを共存というのかのう。一方的にハエに、たかられているだけじゃろ。 

里の住人：じゃあ、どうすればいいんですか？  

山の仙人：ううむ。どうすれば、いいのかのう。 

里の住人：どうすることもできないんじゃ、初めっから知りたくなかったですな。 

山の仙人：そうじゃろ。そういう気分になるじゃろう。 

里の住人：なりますなあ。 

山の仙人：「ハエが頭にいますよ」と教えてくれた人に、おまえさんなら感謝するかい？ 

里の住人：むしろ恨むかもしれませんなあ、こうなってしまったら。 

山の仙人：そうじゃろう。だから、わからんことがわからん者に、知らせることが良いのかどう

か、わしにはわからんわけじゃ。わからんことがわかったとしても、それが本人の幸せになる

かどうか。いっそ知らないほうが安心して生きていかれるかもしれんのじゃ。 
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1. ソーシャルワークとしてのグループ実践 

グループをつかったサービスは、ソーシャルワーク以外にもありま

す。たとえば、グループ・カウンセリングがそうですね。教育の分野

では小学校のときに、みなさんも「班」をつくらされたでしょう。班

で教室の掃除をしたり算数を教えあったりしたはずです。あれも教育

実践におけるグループの利用です。日本の企業の多くは QC サークル1

という品質管理のためのグループ活動を行っています。 

 
バズ：グループ実践の例 

教育実践や心理療法の他にグループが活用されている事例を考え、となりの人と話し合い

なさい。 

そういうグループを使った実践とソーシャルワークのグループワー

クは、どのように違うのでしょうか。一般に言われていることは次の

                                                  
1 英語では quality circles という。日本語の QC は quality control（品質管理）の略。古い

文献ですが、それによると 550 万人の日本の労働者が 75 万の QC サークルに属している

そうです。Hellriegel, D., Slocum, J. W., Jr., & Woodman, R. W. (1995). Organizational 
Behavior (7th ed.). St. Paul, MN: West Publishing Company, p. 703.  
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ようなことです。 
まず、グループのなかに「助け合い」がなされるように援助するこ

とです。たとえば、そろばん塾などで誰がグループのなかで一番はや

く計算できるかを競争させることがあります。グループは競争させる

ということに使えるのです。しかし、グループワークでは基本的にそ

ういうものとしてグループは利用しません。グループは「助け合う」

ものとして使われるのが原則です。 
第 2 に、メンバー2がグループワークのなかで行なわれることを理解

するように援助すること。グループワークのいろいろなスキルをメン

バー自身が得ることによって、グループがメンバーによって動かされ

るようにするわけです。たとえば、ある種の集団心理療法は、それを

行うことができるのは高度な知識と技術をもった心理セラピストだけ

です。メンバーはセラピストに代わってグループのなかで起っている

ことにコメントしたり、なんらかのスキルを使ってグループをリード

したりするわけではありません。 
医者と患者の世界を考えてみると、もっとわかりやすいかもしれま

せん。患者は医者の行為を理解することをあまり期待されてはいませ

ん。患者にとって医療は自分にはわからない「魔術」のようなものな

のです。しかし、ソーシャルワークは原則的に自分たちのスキルを「魔

術」のようには扱いません。とくにグループワークでは、そのスキル

を専門職だけが独占するのではなく、メンバーに説明してメンバー自

身がワーカーのようにグループワークのスキルを使えるようにしてい

きます。 

 
バズ：白衣の選択 

ソーシャルワークは、専門性を「魔術化」しません。病院でも MSW (medical social worker)3

だけが「白い服」を着ないことがあり、それはソーシャルワーカーは医療側ではなく、ク

ライエントの側にいることを示すことなのかもしれません。では「白い服を着る人間の側」

ということはどういうことなのでしょうか。病院によっては MSW も白衣を着ています。

白衣を着るか着ないか、それぞれどういうことを考えてそうしていると思いますか。あな

たが MSW なら白衣を着ますか。あるいはあなたが患者なら、白衣を着た MSW と着ない

MSW と、どちらの方に相談に行きますか。その選択の理由も話し合ってみてください。 

                                                  
2 グループワークに参加するクライエントのことをふつうメンバーと呼びます。 
3 MSW というと英語では Master of Social Work（社会福祉学修士号）を意味します。た

だし medical social workers という言葉はあります。 
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余談：Enabling という専門性 

グループワークでは、ワーカーの技術をグループワークのメンバーが使えるようにしてい

く。たとえば、ワーカーだけではなく、ひとりひとりのメンバーが共感的に人の話を聴く

ことができるようにしていくのですね。とすると、逆にいえば、ワーカーは専門職といっ

ても、素人が全くできないことをするという意味での専門職ではなく、素人ができなかっ

たことをできるようにしていく専門職だということです。これをコミュニティワークでは、

イネィブリング(enabling)といいます。これがグループワークよりも、コミュニティワーク

で強調されるのは、人口が数千人、数万人というコミュニティを変えていくには、ひとり

やふたりのコミュニティワーカーがいくらがんばってもダメで、ワーカーは自分でコミュ

ニティを変えるのではなくて、住民自身がコミュニティを変える力をもてるように援助し

ていくからです。グループワークにおいても、ワーカーは自分ひとりでグループを変える

のではなく、メンバー自身がグループを変える力をもてるように援助していきます。通常

のグループワークのテキストでは enabling は強調されませんが、私はグループワークにお

ける enabling を強調しておきたいと思います。 

 

さらに、グループとそのメンバーの自立をめざすということ。これ

が第 3 のポイントです。たとえば経営学の本にかならず載ってある品

質管理のグループ（QC サークル）と比べてみてください。そこでは

メンバー個人の自立は問題になりません。グループを援助するからと

いって、メンバーがそのグループなしでは生きていけなくなるような、

そういう援助をソーシャルワークはしてはいけません。つまり、グル

ープ全体はとても仲がいいのだけれども、一人ひとりが、そのグルー

プなしでは健全な生活ができないほどにグループに依存してしまって

いる状態になってはいけないわけです。 
最後に、メンバーがグループワークで得たグループ体験を各自の日

常生活に活かせるように援助すること4。これが第 4 のポイントです。

たとえば、グループのなかで特別なルールをつくって特別なことをや

って、心の問題を治療してしまうということを精神医学の領域では行

われるかもしれません。そのグループのなかで問題を治してしまおう

とするのです。しかし、ソーシャルワークのグループワークでは、そ

のグループのなかで問題を解決してしまおうというのではなく、むし

ろ、そこで学んだスキルなどをグループの外の日常生活に活かしてい

                                                  
4 グループワークで得たことをグループの外で活用することを externality といいます。

Barker (1999). 前掲書, p. 164.   
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こうとするのです。ですから、グループの中とメンバーの日常生活は

連続しています。ソーシャルワークのグループワークの中で行われる

ことは基本的にはごく日常的なことです。日常的なことだからこそ、

それを、メンバーが自分たちの日常生活に持ってかえることができる

のです。たとえば、じっくりと相手の話に耳を傾けたり、自分の感情

を相手にはっきりと伝えたりということをグループの中で学びます。

メンバーはグループで学んだことを、それぞれの家庭生活や職場の生

活で実践することが求められています。そういう日常生活への持ち帰

りを援助することが、グループワーカーの大事な仕事です。 

 
バズ：日常生活への持ち帰り 

グループワークで学んだことを日常生活に持ち帰ることができない場合、それはどのよう

なことが理由だと思いますか。わかりにくければ、たとえば「自分の感情をはっきりと相

手に伝える」ということをグループワークのなかで学んでも日常生活に持ち帰ることがで

きなかった例を考え、その理由について推測してみなさい。 

2. グループワークの 3 つのモデル 

グループワークは何を目標とするかで 3 つに分けられます5。モデル

があります。これは有名な分類なので必ず覚えておきましょう。それ

は次の 3 つです。 

① social goals model（社会的諸目標モデル） 
② remedial (goals) model（治療モデル） 
③ reciprocal (goals) model（相互作用モデル） 

最初の社会的諸目標モデルは、あとでグループワークの歴史につい

て述べますが、いちばん起源の古いものです。つまり貧困地帯などで、

その住民たちのグループをつくり、みんなで保育所をつくったり相互

理解のための催しを企画したりしていたのです。グループワークやケ

ースワークなどクライエントと直接に対面しながら援助する実践を

direct social work あるいは direct practice といいますが、それが地域

（コミュニティ）を結びついたとき、community-based practice とい

います。Social goals model のグループワークは community-based 

                                                  
5 この分け方を group goals model といいます。Barker, R. L. (1999). The Social Work 

Dictionary. Washington, DC: NASW., p. 202/ 
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practice の一つだと言っていいでしょう。 
次の治療モデルはグループのなかで個人を治療していくものです。

心理学的な集団療法と重なる部分が大きいものの、グループを通じて

その個人の社会的環境（とそのかかわり）も変えていこうというとこ

ろが心理的なアプローチと異なるところです。目標はあくまでも個人

の変化にあり、グループはその道具にすぎません。個人の心理社会的

機能不全 (psychosocial dysfunction)に注目しているという点で、

clinical social work（臨床ソーシャルワーク）のモデルと言えます。

グループワークのモデルとしては現場でもよく使われています。ただ

現場で使われる場合は心理療法のグループワークなのか、精神医療と

してのグループワークなのか、それともソーシャルワークのグループ

ワークなのか区別しにくくなっています。Vinter（ヴィンター）が理

論家として有名です。このアプローチは結果としてグループセラピー

(group therapy)と呼ばれるものと重なります6。 
さらに相互作用モデルがありますが、これはグループを社会と個人

とのつなぎ目ととらえます。個人はグループを通じて社会とむすびつ

いています。ワーカーは個人とグループ、そしてグループとそれをと

りまく社会の間にはいって仲介者という役割(mediator role)を果たし

ます。Schwartz（シュワルツ）が、そのモデルの理論家として知られ

ています。 
このテキストの内容は特定のモデルを重視したものではありません。

ある程度、どのモデルでも重要になってくると思われる基礎的な部分

に重点を置いています。 

 
バズ：3 つのモデルの例 

グループワークの 3 つのモデルは、それぞれソーシャルワークのどのような場面（どのよ

うなクライエント、どのような状況）において使われると思いますか。みなさんはすでに 1

年間、社会福祉学科にいて、いろんな社会福祉の場面を考えてきたはずです。みなさんが

知っている範囲でいいので、いろいろ考えて隣の人と話し合ってください。 

                                                  
6 Group therapy はグループを使って個人の心理および社会的問題の解決を援助する手法

全般を意味する概念です。Group psychotherapy は、group therapy の一部でもっぱら心

理的な問題に重点がおかれます。Group therapy はソーシャルワーカーを含め、さまざま

な専門職が使う手法であり、group psychotherapy は心理職が使う手法であるといえます。

Barker (1999). 前掲書, pp. 202-203.  
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グループワークの歴史 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 歴史を学ぶ意義 

歴史を学ぶことは非常に大事なことです。「歴史」とはそもそも何な

のか、みなさんは考えたことがありますか。入試の受験科目でやった

とか、そういうレベルをいうのではありません。 
「すべての歴史は現代史である」という言葉があります。歴史は背

景にある思想によって変わってくるのですね。今日、歴史と呼ばれる

ものには、すべて「現代の視点」が含まれています。たとえば平安時

代ひとつをとっても、百年前の日本では、いまと違った日本史が教え

られていましたし、百年後の日本でも、またいまとは違った日本史が

教えられていることでしょう。それは新しい歴史的発見があるという

こともあるでしょうが、それ以上に過去に起きたことで何を重要だと

するのか、それをどう解釈するのかという点で、現在の視点や価値観

が反映されるからです。そういう意味で「すべての歴史は現代史」な

のです。グループワークの歴史もまた、それを述べることによって現

時点でグループワークとは何なのか、そこで何が重視されているのか

が表現されることになります。 
グループワークを社会福祉の「技術」としてのみ考える人がいます

が、それは間違いだと思います。グループワークは、ひとつの「思想」

（人間観、社会観、あるいは集団観）のうえに成り立っています。そ
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の「思想」を学ばなければ、いくつかのテクニックをマスターしても、

「仏作って魂入れず」という状態になってしまうと思います。 
そしてその「思想」を学ぶのに一番よい方法は、その歴史を学ぶこ

とだと思います。それがどうやって成立したのか、何が問題になって

きたのかを考えることによって、それが将来、どのように発展してい

くのかも考えることができるはずです。そういう意味でソーシャルワ

ークを実践する者としてソーシャルワークの歴史を学ぶことはとても

重要なことだと思います。 
以下、グループワークの起源から現代の様子まで、主にアメリカで

展開されたものを中心に概観することにします。 

 
バズ：現代史 

「すべての歴史は現代史である」という言葉の意味を考え、自分の言葉で表現したことを

隣の人と交換してください。 

2. グループワークの原点 

グループワークの起源は 19 世紀の YMCA とセツルメントに求めら

れるとするのが、一般的です。そのころは、もちろんグループワーク

などという概念はありませんから、ソーシャルワーク（という概念そ

のものも、そのころはあいまいでしたが）のなかのグループ活動とい

う形でした。その実践がつもりつもって理論が発展していきます。 

YMCA 

19 世紀のアメリカは産業が発達し社会の都市化がすすみ、市民生活

が悪化していきます。家族は崩壊し、近隣の信頼関係もなくなってい

きます。犯罪は増え、人々の心はすさんできます。ヨーロッパやメキ

シコ、アジアからも多くの移民がアメリカにやってきますが、職もな

く貧困に苦しむ人々の群が都市にあふれることによって、ますます都

市の貧困化がすすむことになりました。 
こういう社会状況になったとき、これからどうなるのだろうと不安

になりますね。「これからの社会」がどうなるのかを占うとき、一つの

指標となるのが、その社会の若者です。若者こそ未来の社会そのもの

なのです。ですから、これからの社会を担う若者たちを健全に育成し

ていくことは非常に大切なことです。 
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そういった問題意識から 1851年にアメリカ最初のYMCAが設立さ

れます。Young Men’s Christian Association の略です。それはキリス

ト教に基づく青少年教育を行おうとした機関でした。15 年後には女子

のための YWCA が設立されますし、その他、さまざまな青少年教育

団体が結成されます。 
彼らの教育理念の一つは若い人同士の対面的な交流（face-to-face

の交流）が、健全な育成の前提になるということでした。人と人との

本当の交流のなかでこそ真の教育ができ健全なパーソナリティ育成さ

れるのだというのです。 
「いじめ」の問題もそうでしょう。「いじめ」はダメだと説教するよ

り、「いじめ」は、子どもたちには本当に心通いあう交流ができない結

果だと考えられないでしょうか。誰かを「いじめ」ることで、他の子

どもたちとの「交流」（本当の交流ではありませんが）ができるという

仕組みは「スケープゴート」1として知られています。 

 
バズ：ソーシャルワーカーの教育方法 

Face-to-face の教育はソーシャルワーカーの育成にも非常に重要だと思うのですが、どうで

しょう？ 例年、私の授業でバズや演習ができない学生たちがいます。なぜできないのかと

聞くと「知らない人とは話せない」「自分の意見を言ったり、人の意見を聞いたりするのが

苦手」といった理由が返ってきます。ソーシャルワーカーは、まさに「知らない人と話す」

のが仕事であり、いろいろな人と意見を交換して、社会的に調整していくのが仕事だと思

います。この点について、あなたの意見を隣の人と交換してください。 

セツルメント 

もうひとつの重要な起源はセツルメントにありました2。イギリスか

らはじまったセツルメント運動が、アメリカに導入されて初めてニュ

ーヨークのイーストサイドにセツルメントが設立されたのが、やはり

19 世紀の末の 1886 年のことでした。それからセツルメントの思想は

アメリカ中にひろがり、1900 年には 400 を越えるセツルメントの拠

点が全米にあったといわれます。 
セツルメントでは住民たちが自らの手で自分たちの保育所をつくる

のを援助したり、住民たちを対象に成人教育やレクリエーション・サ

ービスを行ったりしました。近隣の問題を解決するために近隣の協議

                                                  
1 Scapegoat については本書 280 ページを参照。 
2 セツルメントについてはコミュニティワークの授業で詳しく説明します。 
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会などをつくったりしました。セツルメント運動は、こうして住民の

グループと共に行なわれ、それとともにグループを通して人々を援助

していくというグループワークの手法が発展していったのでした。 

地域づくりという共通点 

こうしてグループワークは YMCA とセツルメントの活動から生ま

れました。当時のグループワークの実践は「地域づくり」（community 
development あるいは community organization）と深い関係があり

ました。セツルメント運動がそうだったことは明らかでしょう。

YMCA の活動にしても地域社会とつながった形で行なわれていまし

た（例えば若者のグループが地域にかかわるボランティア活動をする

など）。こうした「地域づくり」重視の背景には「社会問題の解決には

その当事者あるいは近隣の組織化が必要である」という考え方があり

ました。地域の問題を解決するためには、それにかかわっている人た

ちが話し合うグループが必要であったということです。そして、その

話し合いのための援助を行うのが、グループワーカーだったのです。 

3. 1920-30 年代 

1920年代半ばからグループワークは第 2の段階にすすみます。1920
年代はグループワークが大学のカリキュラムで教えらえるようになっ

た時代でした。それまでは大学で教えるようなものではなかったので

す。ワーカーたちが現場で必要性を感じた結果、グループを対象に援

助をしていたというだけでした。ところがこの時期から大学で教える

べきものだと考えられ始めたわけです。 
当時しばらくは平和が続きましたが、1929 年 10 月にはやがて第 2

次世界大戦にまで結び付く大恐慌がおこります。そして 1933 年には

フランクリン・ルーズベルト大統領がニューディール政策をはじめま

す。1939 年 9 月にはドイツ軍のポーランド侵攻によって第 2 次世界

大戦がはじまり、人類は歴史上、最大の相互殺戮を始めます。 
大恐慌につづいて大戦争が始まり、社会問題もより深刻になります。

グループワークは 19 世紀から続いている YMCA とセツルメントでひ

きつづき実践されていましたが、ソーシャルワークとしてもっとより

深刻な問題に対処すべきではないかという批判がでてきました。その

当時のグループワークは青少年のダンスパーティの企画とか、少年た

ちのハイキングなどを主な活動としていたのですね。そういうものは
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レクリエーション・ワークあるいは社会教育として考え、ソーシャル

ワークとは区別すべきではないか、ソーシャルワークではもっと深刻

な貧困問題や家庭崩壊などの問題に対処するグループワークを行うべ

きだという論議がおこってきたのです。 
このころ活躍した理論家が、社会福祉士の国家試験によく出されて

いるコイル(Coyle)という女性で YMCA とセツルメントの実践を基礎

にしたグループワークの論文を書いていました。Coyle は「進歩主義

教育の創始者」と言われる哲学者のデューイ(Dewey)の影響を強く受

けていました。つまり、このころのグループワークは教育的な要素が

強かったということです。 
また 1939 年に出た有名なグループワークの本のタイトルが「グル

ープ：教育とレクリエーションとソーシャルワーク (The Group - in 
Education, Recreation, Social Work)」でした。これが象徴するよう

に、グループワークは社会教育なのかレクレーションなのか、それと

もソーシャルワークなのか、はっきりとした境界線がひかれているわ

けではなかったのです。 

4. 戦争と冷戦 

第 2 次世界戦争が終わってひと息つくと、グループワークの世界も

変わります。まず、グループワークが、教育なのかレクレーションな

のか、それともソーシャルワークなのかという論議に一応のくぎりが

つきます。つまりグループワーカーだけの専門職団体 AAGW 
(American Association of Group Workers) が結成され、ソーシャル

ワークのひとつの方法としてのグループワークが追究されることにな

ります。それは 1946 年のことでした。 
戦後の変化はそれだけではありませんでした。戦争には勝ったもの

の、気がつけばたくさんの負傷兵がいます。精神的に傷ついた人もい

ます。父親をなくし悲しみの上に経済的に困っている家庭があります。

政府は社会福祉サービスの拡充に力を入れはじめます。アメリカでは

伝統的に民間が自発的に行う社会福祉（voluntary social services）が

強く、法律による社会福祉(statutory social services)は充実している

とはいえませんでした。しかし戦後の問題は、あまりにも深刻でボラ

ンタリーな団体だけでは対応できなかったのです。 
政府が社会福祉に力を入れはじめると、当然そこで働くワーカーも

増えてきます。いままでは YMCA やセツルメントなどの民間団体で
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しか働いていなかったグループワーカーが、政府がつくった病院や施

設でも働きはじめます。ワーカーの仕事も障害者のリハビリテーショ

ンや心の傷を癒すなど治療的な側面が強くなってきます。 
グループワークの治療的側面が強くなってきたのには、もう一つの

理由がありました。それは冷戦のなかで反共産主義の風潮が強くなり、

社会改革を唱えるグループワークが共産主義的なものとして敬遠され

てきたということです。 
このようなグループワークの変化について、グループワーカーの間

で激しい論争が行なわれました。このような治療的グループワークは

グループワークが当初もっていた社会を改善しようとする働きを放棄

するものであり、また社会福祉のもつ予防的機能を持ち得ないものだ

という批判が出てきます。それに対して治療的グループワークをすす

めていたワーカーは、もっとも困っている人、問題が重い人を優先し

て援助するのはソーシャルワークの伝統であると反論していました。 

演習：治療か予防か 

4-5 人のグループをつくります。みなさんは新設大学の社会福祉学科の教員で新任のグルー

プワーク担当の教員を選ぶ会議をしているとします。最終の選出段階で残った人は治田（ち

だ）さんと防田（ぼうだ）さんの 2 人でした。治田さんは治療的グループワークを、防田

さんは予防的福祉をめざすグループワークを研究しています。 

登場人物：上智、四谷、市谷、秦野、麹町（学科長、台詞なし） 

上智、四谷：治田さんを推薦する教員。 

市谷、秦野：防田さんを推薦する教員。 

しんみち大学社会福祉学科会議室にて 

--------------------------------- 

上智：さて、グループワーク担当教員の人事の件ですが、このあいだ公募に応

じてくれた人たちのなかから 2 名を選びました。それで、その残った 2 名の

候補者の論文をみなさんに審査してもらったわけですが、今日は、その結果

を聞かせていただき、最終的に候補者を一人にしぼりたいと思います。それ

でいいですか？ 

市谷：いいですよ。 

上智：じゃあ、それぞれ推薦できる人をあげてください。 

四谷：では、私から意見を申し上げますが、おふたりの論文を拝見したところ、

研究業績の点ではほぼ同等だと思いました。あとは、おふたりのグループワ

ーク研究の方向性の違いですね。このことが問題になってくると思います。 
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市谷：私も同じ意見です。おふたりの関心は対照的ですね。治田さんのグルー

プワークは集団心理療法に近い。薬物依存やアルコール依存症のグループワ

ークの研究が中心です。一方の防田さんは子どものキャンプ活動や、ボラン

ティアのリーダー研修の実践をもとにしたもので社会教育的な要素が強くな

っています。 

秦野：どちらも大切なんですけどねえ。 

四谷：それは、そうなんですけど、おひとりしか来ていただけないわけですか

ら、これからの社会福祉では治療的なグループワークか、予防福祉的なグル

ープワークか、どちらのグループワークが求められるのかという点から考え

てみてはいかがでしょうか。 

上智：その論理でいけば治田さんだと思いますね。薬物依存の問題は、これか

らますます重要なトピックになっていくと思うんですよ。 

市谷：なんだかねえ、その治療という方向性が嫌なんですよ。治療ということ

を強調していくと、結局やっていることが精神医学とか心理療法とか、そう

いう部分と重なってくるでしょ。そうするとノーマライゼーションとか、エ

ンパワメントとか、その人のありのままを認めて、その人を力づけていくと

いう、そういうソーシャルワークの特徴が見えなくなってくるんじゃないか

な。 

四谷：いや、それはないでしょ。 

秦野：上智さんは薬物の問題をおっしゃったけど、そういう治療の方向に進む

と社会福祉の予防性という点がおろそかになると思うんですよ。実用性から

いえば、予防福祉的なグループワークは、グループワークという名前では呼

ばれていなくても福祉現場のあらゆる場面で使われているわけですね。たと

えば社会福祉協議会や児童館で行なわれている集団活動は、すべてグループ

ワークですよ。 

四谷：ただ予防的なグループワークというのは専門性が見えにくいと思うんで

すよね。 

市谷：いや、そうじゃなくてね、治療的なグループワークが一見、専門的に見

えるのは問題そのものについて医学的、心理学的なモデルがあるからだと思

いますよ。つまり、たとえば依存症についての病理学的な説明があるわけで

すよ。でも、そういった病理的な現象への対処を、グループワークとかかわ

る部分だけ切り離して教えると、たいへんな誤解がでてくるわけです。つま

り、依存症はグループワークで治療するものだとかね。実際はケースワーク

はもちろん、ソーシャルワークだけではなくて医療的ケアも必要なわけです

よ。 

秦野：そうそう。だからグループワークだけを教えるという場合には、むしろ、
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そういう病因論に深入りしないもののほうが大学の学部レベルの教育として

は適切だと思いますね。一方、予防的社会福祉は、すべての市民をクライエ

ントと考えるわけだから、予防的グループワークというのも、どういう種類

のクライエントにも使えるわけなんですよ。 

上智：しかし、現実には子どものキャンプ活動なんて、ボランティアがかなり

の部分を担っていて、別に専門教育を受けなくてもできるじゃないかってい

う認識があると思うのですね。 

四谷：専門性が無いとはいいませんよ。専門性が見えにくいんですよ。見えに

くいうえに専門性を意識してグループワークをやっている人が少ない。だか

ら理論化されている部分も少ないんですね。 

上智：治療的グループワークをやっているソーシャルワーカーたちは医師や看

護師など医療スタッフとの緊張関係のなかで仕事をしていますから、どうや

ってソーシャルワークの専門性を出そうかと必死になって考えているんです

よ。だから精神療法とか心理療法とかいう治療法との対比のなかで鍛えられ

たグループワークを教えることが、ソーシャルワークの専門性をこれから身

につけようという学生たちには、とても良い刺激になると思うんですよ。 

市谷：いや、そうでもないでしょ。（学科長の麹町さんは、どう思われますか？）。 

5. 市民運動 

1960 年代は世界的に市民運動が起った時代でした。日本でも 1968
年には東京大学が学生運動のために１年間バリケードで封鎖されてい

ます。アメリカでは 1965 年にベトナム北部に大規模な爆撃（北爆）

が行なわれ、全国に反戦運動が広がります。黒人の公民権運動が全国

をゆさぶり、1968 年には黒人の公民権運動で有名なキング牧師が暗殺

されます。要するに 1960 年代は黒人の公民権運動をはじめとして、

障害者運動や女性運動、消費者運動、環境保全運動などさまざまな市

民運動がうまれ飛躍的に伸びた時代でした。60 年代は市民運動の年代

だったのです。このような時代のなかで市民は社会問題に目を向けは

じめます。社会を変えるということが冷戦下であまり論じられなかっ

た 1950 年代とうってかわって社会の問題が前面に出てきます。 
こういう社会状況のなかでは社会の問題をあつかうソーシャルワー

クは当然注目されます。ソーシャルワークでこの社会の問題を解決で

きるかという疑問も出されました。例えば黒人の少年のグループワー

クにおいては、少年の心理的な問題を社会的に支えて解決していくと

いうのが 1950 年代のやり方でしたが、1960 年代になると少年の置か
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れている家族環境や少年の住んでいる地域全体の貧困や環境の悪化な

どが問題にされはじめます。とすれば部屋のなかで顔を見つめあって

グループワークをやっていても、この少年の問題はいつまでたっても

解決しないことになります。なぜなら問題の根は少年をとりまく環境

全体にあるからです。グループワーカーはグループだけを扱っていて

も本当の援助にはならないことに気がついたのです。グループワーク

を行いながらも少年の住む地域の問題や社会全体の問題とも取り組ん

でいかなければならない。となれば、グループワーカーはグループワ

ークだけではなく、コミュニティワークもやっていかなければなりま

せん。あるいはグループワークという方法自体がコミュニティワーク

と組み合わせた形で考えられる必要が出てきます。 
同様の事態が、グループワークとケースワークとの関係にも言われ

るようになります。というのも、1950 年代に治療的なグループワーク

が多くの現場で行なわれるようになると、ケースワークのクライエン

トと、グループワークのクライエントが重複するようになります。つ

まり精神的、心理的あるいは身体的に問題をもった人びとが共通した

クライエントになってくるのですね。戦前までのグループワークはレ

クリエーションや社会教育と同じような形で行なわれる傾向がありま

したから、あまりケースワークとは関係がなかったのですが、50 年代、

60 年代になってケースワーカーとの共同作業が多くなってきます。と

なれば、ケースワークとグループワークは別々に行っていくわけには

いきません。ケースワークとグループワークが統合された形でどのよ

うな援助が可能なのかが論じられるようになりました。 
こうして従来ソーシャルワークの方法としては、ケースワーク、グ

ループワーク、コミュニティワークと分けて考えられていたものが、

1960 年代では、それをひとつに統合して考えていこうという姿勢が出

てきます。「私はグループワーク専門だから、コミュニティのことはわ

からない、ケースワークのことはわからない」という理屈は通用しな

くなったのです。このような流れのなかで統合されたソーシャルワー

クの方法をgeneric methodあるいはgeneralist practiceと呼びます3。 
このような状況のなかで 1962 年、全米ソーシャルワーカー協会

                                                  
3 1 つの方法や 1 つの分野に特殊専門化するのではなく、さまざまな方法や分野に精通して

いることがソーシャルワーカーに必要だという考え方で行われるソーシャルワークを 
generic social work といいます。ソーシャルワーカーは特殊専門化する方がいいのか、そ

れとも社会問題は複雑な要素がからんでいるので全般的に通じている方がいいのかとい

うことは、1920 年代からの争点であり generic-specific controversy（論争）として知ら

れています。 



わかりやすいグループワーク 50

（NASW）は、グループワークの部会を解散させます。グループワー

クはソーシャルワークの一部として理解されるようになり、それだけ

を取り出して論じるのはあまり意味がないと考えられるようになった

のでした。 
ジェネリック・メソッドの考え方は現在でも有効ですが、グループ

ワークだけを取り出して研究するのはあまり意味がないという考え方

は 70 年代後半から変わってきます。とくに 1979 年以降毎年、グルー

プワークの研究集会が行なわれ、世界中のグループワーク研究者、実

践者が集まっています。グループワークの学術専門誌も発行されるよ

うになりました（上智大学の図書館で閲覧できます）。これが現在のグ

ループワークの状況につながっています。 

6. 時代の精神 

ソーシャルワークは単なる「技術」ではなく、そこに社会と人間と

のつながりを明確にとらえた「思想」が含まれています。そして「思

想」というかぎり、その時代の全体的な思想と独立して存在するはず

がありません。 
ですから、ここでアメリカのグループワークの歴史を見たとき、戦

争やそれに続く冷戦、市民運動の台頭によって、グループワークの内

容も変わらざるをえなかったことがわかります。概略的にいえば、ニ

ューディール政策が実行され、民主主義の価値が強調された 1930 年

代や、市民運動の台頭した 1960 年代は社会的矛盾を解決する方向へ

とつながるグループワークが求められました。それに対して冷戦下の

1950 年代や新保守主義が強まった 1970 年代は、治療的グループワー

クが発展することになります。世界の流れによってグループワークの

流れも変わってくるのですね。 
将来は、どんな形のグループワークが必要とされるでしょうか。93

年度の講義でそんな質問をしたところ、冷戦後の民族間の対立が深刻

化したことを指摘し民族間の融和を図るようなグループワークが求め

られているのではないかという発言が、ひとりの学生さんから出され

ました。2012 年に同じ質問をしたら、貧困や経済格差と闘うグループ

ワーク、あるいは高齢者を元気にするグループワークの発展の必要性

をいう意見が出てくるかもしれませんね。 
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Expert vs Facilitator 

ここで Garvin がアメリカのグループワーク歴史を述べたあとで提

起しているひとつの問題を紹介しておきましょう。それはグループワ

ーカーは「技術屋か促進者か」(Expert vs Facilitator)という問いです。

「技術屋」とは私の意訳ですが、ここでいう技術屋とは技術はもって

いるものの自分自身の考え方がなく、与えられた役目に疑問をもたず

に実行してしまう人です。例えば、原爆をつくれといわれたからつく

った、私には責任がないというタイプの科学者は、科学が人間にとっ

てどんな意味をもつかを真剣に考えたことがなく、ただ与えられた課

題を解決するためにだけ働いているという意味で「技術屋」なのです。

科学技術が発達するにつれて、こういう技術屋も増えてくるでしょう。 
グループワークに使われる技術も悪用されないとは言えません。グ

ループは人間にとって有用でしょうが、恐ろしい手段にもなります。

「洗脳」の手段としてグループワークは有用であることはみなさんよ

く知っているでしょう。学校でグループの力を利用して学生たちの考

え方を変えることは、全体主義社会ではどこでも行なわれていること

です。独裁者をたたえる授業はグループの力を利用してこそ大きな力

をもってきます。 

余談：人をコントロールするためのグループワーク 

グループワークで有名なコノプカという理論家はヨーロッパ育ちのユダヤ人であり、ナチ

スの迫害をうけてアメリカにわたってきました。彼女はナチスのやり方をみて、グループ

の恐ろしいほどの力を見て、それでグループワークの研究をはじめたと聞いたことがあり

ます。ナチスの迫害をのがれるためにアメリカに亡命した学者たちがグループの研究をし

たというのは、コノプカだけではなく他にも大勢いたようです。 

 さて上智大学社会福祉学科の卒業生の何割かは一般企業に就職していますが、就職した

第 1 日目から会社で働くとは限りません。とくに一流企業といわれている会社になると、

新入社員には新人研修という一定期間の共同生活訓練があります。電気メーカーに就職し

た 1 人の卒業生が私に言っていたのですが、その新人研修の最後の日には、みんなと肩を

抱き合って泣いたというのですね4。その理由を聞くと「これから、みんな、がんばってや

ろうぜ～！」という気分になってしまって「男の子も女の子も関係なく、抱き合って泣い

た」そうです（「男の子」「女の子」という言い方も奇妙でしたが）。研修の効果がみごとに

                                                  
4 これはずいぶん昔の話。たぶん 1990 年代前半のころのことです。いまでは企業はそんな

に人材育成に力を注ぐことはしないのかもしれません。 
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あらわれたのですね。「会社なんて金をもらえたらそれでいいんだ」と思っていた新人が、

研修がおわると、肩を抱き合って「いっしょにやっていこう」という涙をながすほどの同

志愛に燃えてくる。おそらく、これもグループのなせる技でしょう。会社訪問をしている

ある学生によると、超一流企業である＊＊商事の平均寿命は 49 歳だということです。それ

ほどの過酷な労働を文字どおり命をかけてやりとげる「企業戦士」を、こうした研修はつ

くりあげるわけです。 

「企業戦士」の研修を専門にやっている会社もあり、そこでは「地獄の特訓」を売りも

のにしています（研修場の庭には「ポチの家」とかいう犬小屋風の建物があり、そこで脱

落しそうになった男たちは独りで泣くという）。富士山麓で元軍人だったという「教官」の

もとで「半殺し」にされるまで訓練を受けたという話があり、実際、殺されてしまったと

いう事件もありました。大のオトナ数十人が「鬼の教官」ひとりに幼児のように無抵抗に

虐待されるのも信じ難い話ですが、ある種の集団心理のなかでは、そういうことは充分に

ありえます。また、ある種の新興宗教（カルト）の集団にも似たような現象があります。 

 
バズ：グループワークの悪用 

グループワークあるいはソーシャルワーク一般の技術が悪用される例と、それを予防する

方法を考え、隣の人と話し合いなさい。 

集団心理などについて研究が進めば進むほど、人間の心を思いどお

りに動かす技術も開発されてきます。グループワーカーが、そのよう

な技術を修得するだけで、ソーシャルワークの価値を実現することを

忘れたなら、グループワーカーもまた危険な技術屋になってしまうこ

とでしょう。 
このような技術屋に対して促進者(facilitator)というのは、メンバー

とメンバーの関係、グループと社会の関係などを促進し、人々がます

ます生き生きと生きることができるように社会のあり方がますます多

くの人々の意思が反映されるようにグループにかかわる、ワーカーの

あり方を意味しています。Garvin はワーカーが技術の修得だけを目指

し、グループワークの根底にある民主主義の価値や人間の主体性の尊

重を忘れることへの警告をしているのです。 

Key Words 

Young Men’s Christian Association, Face-to-face, セツルメント、Coyle, Dewey, 進歩主

義教育、Voluntary social services, Statutory social services, 治療か予防か、公民権運動、

Generic method, Generalist practice, Generic-specific controversy, Expert vs Facilitator 
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1. どんな理論がつかえるか 

ソーシャルワークでは 2 種類の理論が使われます1。ひとつは「ソー

シャルワークの理論」(theories of social work)、もうひとつは「ソー

シャルワークのための理論」(theories for social work)です。「ソーシ

ャルワークの理論」とは、岡村理論のようにソーシャルワーク（社会

福祉）とは何かを論じた理論です。ソーシャルワークのための理論と

は、ソーシャルワークを実践するための理論のことです。ただソーシ

ャルワークの実践のために使う理論にも、さまざまなものがあります。

たとえば、家族社会学や児童心理学のように対象理解のための理論（こ

れを orienting theories といいます）と、実践に直接関係している枠

組み（これを practice frameworks といいます）があります。ここで

はグループワーク実践に役立つ practice frameworks を紹介しましょ

う。テキストの構成上この第 4 章では、もっぱら個人にかかわるもの、

第 5 章では対人関係にかかわるもの、第 6 章では集団にかかわるもの

をとりあげます。 

                                                  
1  Theories of social work, theories for social work, orienting theories, practice 

frameworks については Sheafor, B. W., & Horejsi, C. R. (2003). Techniques and 
Guidelines for Social Work Practice (6th ed.). Boston: Allyn and Bacon, pp. 50-51を参照。  
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Jargon? 枠組み、視座、実践理論、実践モデル 

実践枠組み(practice frameworks)は、さらに実践視座(practice perspectives)、実践理論

(practice theories)、実践モデル(practice models)に分かれます2。実践視座とは実践を行な

うときに使う見方をいいます。コミュニティーワーク論で説明する empowerment 

perspective や strengths perspective はその代表的なものです。実践理論とは対象を理解す

るのに役立つ理論です。たとえば行動変容の理論や社会的学習理論がそうでしょう。実践

モデルは、それに対してどのような手順で援助していくかを示したものです。危機介入モ

デルなどはその例になります。このテキストで紹介するものは、実践視座であったり、実

践理論であったり、実践モデルであったりします。 

2. ジョハリの窓 

これは理論というほどのものではなく、自分を知り相手を知るとい

うコミュニケーションのあり方を理解するために考えられた一つの図

式です。有名なものなので、他の授業でも出てきたと思います。それ

は「ジョハリの窓3」という 4 つの窓で、その 4 つの窓、それぞれに違

った「私」がうつっていると考えます。つまり①の窓には、私が知っ

ていて相手も知っている私（「明るい窓」4）、②の窓には、私は知らな

いが相手は知っている私（自分からは「見えない窓」）、③の窓には、

私は知っているが相手は知らない私（「隠された窓」）、④の窓には私も

相手も知らない私が映っています（「暗い窓」）。 
私のことを話すことによって「隠された窓」を小さくすることがで

きます。これを自己開示(self-disclosure)といいます。また自分の気が

ついていないことを人から教えてもらうことをフィードバックといい、

それによって「見えない窓」を小さくすることができます。つまり自

己開示とフィードバックを繰り返すことによって「明るい窓」が広が

っていき、結果として「暗い窓」が小さくなっていきます。具体的に

その例をあげてみましょう。 
 

                                                  
2 注 1 と同じ文献を参照した。 
3 Johari はこれを 1955 年に考案した Joseph Luft と Harry Ingham の名前を合わせたも

のでしょう。 
4 「明るい窓」「見えない窓」「隠された窓」「暗い窓」というのは私が考えた意訳です。も

ともとの英語では known area, blind area, hidden area, unknown area といいます。 
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ジョハリの窓5 

 
Feedback 

   私は知っている  私は知らない 
 

他人は   明るい窓    見えない窓 
知っている    

 
 他人は    隠された窓    暗い窓 
 知らない 

 
 
たとえば、あなたは昨夜からずっと悩んでいるとします。あなたが

悩んでいることは、あなたが言わないと相手は気づきません。だから

「昨夜からずっと悩んでいるんだ」と相手が知らない「私」を相手に

伝える。これが自己開示です。これによって「昨夜から悩んでいた私」

は「私は知っているが相手は知らない私」から「私が知っていて相手

も知っている私」になる。つまり「隠れた窓」の枠が、すこし下に下

がります。これで「明るい窓」が少し大きくなります。 
そういう自己開示を受けて、相手があなたに「そういえば、今日の

あなたの声は沈んでいるように聞こえますよ」と言われて、自分の声

について気づかなかったことを教えてもらったら、それはフィードバ

ックです。これによって「見えない窓」の枠は左から右に移り、その

分、「明るい窓」が大きくなります。 
ここで大事なことは、自己開示がフィードバックを促したというこ

とです。あなたが「昨夜からずっと悩んでいるんだ」と自己開示をし

たからこそ、相手が「そういえば、今日のあなたの声は沈んでいるよ

うに聞こえる」とフィードバックしてくれたのです。相手は、あなた

が昨夜から悩んでいることを知らなければ、あなたの声が沈んでいる

ことにも気づかなかったかもしれないし、また気づいていたとしても、

あなたが自己開示をしないかぎり、それを伝えようという気にもなら

なかったでしょう。 
同じように、フィードバックが自己開示を促すこともあるというこ

                                                  
5 Cook, C. W., Hunsaker, P. L., & Coffey, R. E. (1997). Management and Organizational 

Behavior (2nd ed.). Boston: Irwin McGraw-Hill., p. 300 を参照。 

自
己
開
示 
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とです。「今日のあなたの声は、ずいぶん沈んでいる感じだね」とフィ

ードバックをされたら、「実は昨夜からずっと悩んでいるんだ」と自己

開示をすることにつながるかもしれないのですね。 
逆に言えば、自分のことを何も言わない、自分が何を考えているの

か、何を感じているのかを明らかにしない人は、フィードバックを受

け取ることも少ないということにあります。それは、みなさんの経験

を考えても言えることではないでしょうか。自分のことを何も話さな

い人には、あなたはフィードバックをしにくいと感じることでしょう。

同様にフィードバックを何も返してくれない人には、自分から自己開

示をすることは難しいでしょう。「元気ないみたいだね」と、フィード

バックされてから、自分の悩みを話したりすることは多いと思います。 

 
バズ：自己開示とフィードバックの関係 

自己開示とフィードバックが、それぞれ促し合ったという体験を隣の人と話し合いなさい。

また自己開示がない場合、またフィードバックがない場合に、それぞれフィードバック、

自己開示がしにくかったという体験があれば、それを話し合いなさい。（実は、フィードバ

ックそれじたいが、自己開示でもあります。自分がその人にどう感じたかを伝えることが、

フィードバックだからです。） 

面白いのは「昨夜からずっと悩んでいるんだ」と自己開示すると、

「そういえば、今日のあなたの声は沈んでいるように聞こえる」とフ

ィードバックされて、その結果「今日の声が沈むほど、昨夜からの自

分の悩みは自分に大きな影響を与えている」という事実に気づくこと

ができたということです。「今日の声が沈むほど、昨夜からの自分の悩

みは自分に大きな影響を与えている」という事実は、実は、あなたも

相手も、最初は知らなかったということ。つまり、この事実は「暗い

窓」にあったのです。それが、相手との対話のなかで「暗い窓」から

「明るい窓」へと出てきたわけですね。 
これはソーシャルワークで使うクライエントとの対話の重要な原理

を示しています。つまり、何かの相談があるというとき、ワーカーが

あらかじめ答えを知っているわけではないのです。クライエントも、

もちろん知っているわけではない。ところが、ワーカーとクライエン

トの対話のなかで、具体的には、ワーカーのフィードバックとクライ

エントの自己開示によって、両者ともに当初は気づいていなかった（ク

ライエントに関する）事実が明らかになっていくわけですね。 
こうした対話、自己開示とフィードバックの繰り返しをグループの



グループワークの周辺：個人の理論 57

なかで行うことによってグループワークは、誰もいままで気づかなか

った事実を明らかにしていくことができるわけです。 

 
バズ：自己開示とフィードバックによって「暗い窓」を開く事例 

自己開示とフィードバックを繰り返すことによって、自分も相手も、どちらも初めは気づ

いていなかったことに気づいたという体験があれば、それを話し合いなさい。なければ、

その事例を想像して考えてみなさい。 

3. ゲシュタルト・セラピー 

これはパールズ(Perls)が発展させました。これに関係するゲームを

ひとつやってみましょう。ゲームの意味については、また別の機会に

述べることにします。 

演習：モノの独白 

いま、あなたの目の前にある物（人間でないもの）をひとつ取りあげて、それに自分がな

ったつもりで文章を書いてみなさい。できるだけ自由にたくさん書くようにしてください

（3 分）。 

（例）私は靴だ。いつもいつも踏みつけられていて身体じゅうが痛い。私の形は主人の足

の形によって変わってしまう。まいにち、泥だらけになって主人の足を守っているが、疲

れてボロボロになると簡単に捨てられるのだ。 

ゲシュタルト・セラピーでは、その人の気づいていない部分を見せ

ることによって、その人自身が本当の自分の姿に気づくように援助し

ます6。大事なことは、その人が「気づいていない部分」（ジョハリの

窓でいえば「見えない窓」）に自分で気づくように援助することです。

その「気づいていない部分」を解釈して「本当は、あなたはこう感じ

ているのだ」と直接、教えるのではありません。たとえば「あなたは

本当は悲しんでいるのですね」と言うのではなくて「あなたの声は沈

んでいるように私には聞こえます」と伝えるわけです。つまり「あな

たの声は沈んでいるように私には聞こえる」という事実
．．

を相手に伝え
                                                  
6 このように「いままで気づかなかったことを気づかせる」という方向で援助する方法を

insight therapy といいます。Insight とは洞察のことです。それに対して具体的な行動を

変えていく援助を action therapy といいます。Insight therapy は長期におよぶことが多

く、それに対して action therapy は短期で終わることが長所になっています。 
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て、その人の気づいていないことを気づかせるということです。 
その簡単な方法として相手の身体的な動きを相手に気づかせること

があります。例えば、ある話題になったときに、イスに座っている人

が無意識に足を動かしているとします。そのとき「あなたは、この話

題になってから、ずっと足を動かしているけど、何か言いたいことで

もあるのかな？と私は思いました」と伝えるのです（「言いたいことが

あるはずだ」と決めつけていないことに注意してください。言いたい

ことがあるように、私には思えたという事実を伝えているだけです）。

「こら、貧乏ユスリするなよ！」と、礼儀作法について言っていると

誤解されないようにしてください。その人は何か言いたいことがあっ

て、それが言えなくてそれでイライラしていて、その苛立ちが身体に

でているのかもしれません。その何かはわからないのですが、とにか

く何らかの心の状態が身体に出てきているかもしれないので、それを

知らせる。相手は自分の身体の動きに気づいて、ハッと自分の心の中

にある何かに気づくかもしれない（気がつかないかもしれない）。そう

考えるのがゲシュタルト・セラピーの原理です。 
もともとゲシュタルト(Gestalt)の意味は、形態という意味のドイツ

語で、全体が見えてくれば、その意味（形態）が見えてくるというこ

となのです。物の一部分を拡大して「これは何でしょう？」という問

題がありますよね。これは全体がわからないから部分がわからない。

心も同じことで自分には見えている心と見えていない心がある。見え

ている心だけに注意しても心の全体が見えないから、見えている心の

意味自体もわからない。これまで見えていなかった心にも注意すると、

心の全体が見えてきて、見えている心の意味もいっそう明らかになる

というわけです。つまりジョハリの窓をつかえば「明るい窓」や「隠

された窓」に映る自分の姿だけでは自分の本当の姿がわからない。「見

えない窓」にどんな自分が映っているのか、それを教えてもらって、

はじめて「暗い窓」も小さくなって、自分の本当の姿が見えてくると

いうわけです。 
たとえば、「私、もうおかしくって笑っちゃうわ！」と、口もとを手

で覆いながら言っているのに顔はぜんぜん笑っていない人がいるとし

ます。そのとき「でも笑っている顔には見えないけれど」とワーカー

は言って、相手に気づかせます。これがフィードバックですね。その

人は「自分はこのことをおかしな笑うべきことだ思っている」と信じ

ているだけで、実際は自分でも気がつかないうちに落胆しているかも

しれません。その気持ちに気づかせるのです。 
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ここで難しいのは、フィードバックには相手の心をグサリと刺す危

なさがあることです。私にはこんな経験があります。あるグループで

「私、ほんとうに辛かったの」と、ケラケラ笑いながら話す人がいた

ので、「でも、あなたは何かいつも吹き出しそうに笑いながら話してい

ますね」とフィードバックしてみたのです。すると他のメンバーが「私

も気づいていました。辛いと言いながら笑って話しているので、あな

たがどういうつもりで話されているのかわかりません」「文章でいえば、

句読点のたびに笑っているわ。なんだか不気味」という言葉さえ出て

きました。言われた人は顔をまっかにしてしまい、「あら、ほんと。自

分では気づかなかった。どうも、ありがとう。大きな収穫です」と言

いました。しかし、次のセッションのときは、まったく沈黙してしま

い、その理由を聞くと「自分が笑っていないかどうかが気になって何

も話せませんでした」と答えました。そして、さらに次のセッション

からは欠席するようになりました。つまりフィードバックによって、

すっかり傷ついてしまったのです。私の間違いはグループの間に充分

な信頼関係ができてから、フィードバックをするということを忘れて

いたことでした。そのグループは、まだフィードバックに耐えられる

ほど成熟してはいなかったのです。 
また、特にメンバーが男性の場合、グループのみんなが見ている前

でフィードバックすることが「多くの人が見ている前で恥をかかされ

た」と思うことがあります。つまり「メンツをつぶされた」というわ

けです。私自身、これまで何度か下手なフィードバックのために、グ

ループの男性のメンバーから恨まれたことがあります。 
また、ミーティングのなかで、みんなに背を向けて座る人がいまし

た。私は「○○さん、聞いていますか」と呼びかけると、「ええ、聞い

ています」という返事がもどってきました。それで会話は終わってし

まったのですが、私は、もっと明確なフィードバックを行ない、あの

とき彼に自分はグループに背を向けて座っているという事実に気づか

せるべきでした。そして、なぜ自分が背を向けてすわっているのかと

いう理由を自分で考えてみるように援助すべきでした。しかし、それ

ができなかったために、彼は聞いているかどうかを私が単にたずねた

にすぎないと理解したのです。そして「聞いているの」「ハイ、聞いて

います」という短い発展性のない会話で終わってしまいました。 

解釈するな、事実を伝えよ 

ゲシュタルト・セラピーの原理をグループワークで使うときに重要
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なことは解釈しないこと
．．．．．．．

です。「あなたは悲しそうな顔をしていると私

には見える」と、それだけ言えばいいのです。あなたには、そう見え

たのは事実なのですから。フィードバックとはそういうことです。し

かし、同じような状況で「あなたは悲しんでいる」というのは、やめ

ましょう。それはあなたの解釈です。その人が悲しんでいるのかどう

か、それは誰にもわかりません。本人さえもわからないかもしれない。

ですから「あなたは悲しそうな顔をしているように私には見える」と

いう事実を伝える
．．．．．．

のであって、「あなたは悲しんでいる」という解釈を
．．．

伝えるのではありません
．．．．．．．．．．．

。 
解釈は解釈であって、あてにはならないものです。同じように「足

をぶるぶる震わせていますね」という事実を伝えるのが、ここでいう

フィードバックであって、「足を震わせているなんて、よほどイライラ

しているのですね」というのは解釈になってしまいます。この「解釈

すること」と「事実を伝えること」の違いは重要です。 
ソーシャルワークのグループワークでは、ワーカーのすることは、

メンバーもできるようにするよう援助します。それが集団心理療法や

精神療法との違いです。解釈は、その方面の専門家でしかできないで

しょう。私たちは事実を伝えるということに徹しましょう。そうすれ

ば、グループのメンバーにもできます。 
ただ、事実を伝えるときにはコツがあります。I-statement を使う

ということです7。I-statement とは「私を主語にして語る」というこ

とです。たとえば上の例のように「あなたは悲しそうな顔をしている

ように私には思える」というと、それはあなたがそう考えたことは事

実なのですから伝えられます。「あなたは悲しんでいる」というのは、

事実である可能性はより少ないでしょう。相手の気持ちがどうである

かは私たちにはわからないからです。「あなたは悲しそうな顔をしてい

る」というのも事実に近いようですが、その顔を「悲しそうだ」と解

釈したわけですから、やはりこれも事実ではありません。 

 
バズ：I-statements 

「私は. . . 思う」「私には. . . と見える」「私の印象では. . . です」と、「私」を主語にして、

相手の事柄を「私」に関する事実として伝えていくことを I-statement といいます。この 

I-statement をうまく使うことができれば面接はかなりうまくできるようになります。たと

                                                  
7  I-messages ともいいます。Nelson-Jones, R. (1986). Human Relationship Skills: 

Training and Self-Help. Sydney: Holt, Rinehart & Winston., p. 62. 
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えば「あなたは間違っている」を I-statement で言いかえれば「あなたは間違っていると

私には思える」となります。なぜ I-statement が面接の際には大切なのか考えてみましょ

う。また次の言葉を I-statement で言いかえてみてください（この言葉を言うことによっ

て、私はどういう気持ちを伝えたかったのかを想像しながら考えると良いでしょう。言い

換えにはいろんな可能性があります）。 

(a)「もう、心配させないでよ！」（例：「私は
．．

あなたのことが心配でした。こん

なことは、もう止めてもらいたいと私は
．．

思います」） 

(b)「ぜったいやめた方がいいよ」 

(c)「いいかげんにしなさい！」 

(d)「なにバカなこと言ってんのよ！」 

(e)「あなたって、いつも、こうじゃない！」 

(f)「あなたは無口なのですね」 

応用ゲーム 

こういう「気づき」に関するものは、ゲーム感覚でやった方がおも

しろいようです。そこで、次にいくつかのゲームを紹介します。 
よく使われるのが、ホットシートという手法です。ホットシート(hot 

seat)とは死刑で使う「電気イス」や法廷の証人席のことをいいます。

そこでは、グループは最初に丸く座ります（言い忘れましたが、グル

ープワークのグループは、通常、イスに座って円形になります。机は

必要ありません。作業を机の上でするとき以外は、机は人と人の間に

入って邪魔になるのです）。そこで、その一つのイスをホットシートと

名づけます。そのホットシートは最初は空席にしておき、それにみん

なが向かうように三日月形にイスを並べます。これで準備は終わりま

した。それから一人ずつ順番にホットシートに座ります。座ったら、

その人について気づいていることを何でもメンバーから言ってもらい

ます。そのときワーカーは何について言ってもらうか制限をしておく

方がいいでしょう（例えば、その人の話し方で気づいたこと、さっき

までの話し合いでの態度で気づいたこと、ふだんの人づきあいの仕方

で気づいていることなど）。ホットシートに座る人は自分が気づかなか

ったことを言ってもらうのですから辛いところがありますね。だから

「電気イス」なのです。みんなから聞きおわったら、ホットシートを

去るまえに、その人の気持ちを話してもらいます。お互いのフィード

バックをきちんと行うのがグループワークの原則です。 
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ホットシート 

 
 
 
 
 
 
この「ホットシート」では、席（「ホットシート」）に座ったり、そ

こから離れたりすることでゲーム感覚が生まれますし、席に座るまで

に心の準備をしたり、席を離れたら、またふだんの会話に戻るという

ように、ある種の非日常性を演出することができます。この演出され
．．．．

た非日常性
．．．．．

によって時間にくぎりをつけていく。これもグループワー

クの基本的なテクニックのひとつです。 

演習：輪廻の夢 

4-5 人のグループになります（3 人だとすぐに終わってしまうし、フィードバックも少なく

なるので、ぜひ 4 人以上でやってみてください。6 人だと多すぎるように感じるでしょう）。

編入生や学年が違う人がいる場合もありますので、最初にお互いの名前を確認する短い自

己紹介の時間をとってください。 

＜進め方＞  

(1) ジャンケンで進行係を決めます（この人が時間の配分などに気をつけます）。  

(2) 他のメンバーが、それぞれ生まれ変わったら何になりたいと考えているかを想像して、

動物の名前を下のスペースに書き入れてください（人間は不可）。「何になりたいと考え

ているか」を想像するのであって「何になるか」を想像するのではありませんので、注意

してください（「顔がネズミに似ているから、ネズミ.. . . 」とかはダメ）。深く考えず、直

感で書き入れます。自分自身も何に生まれ変わりたいかを書き入れておきます。  

(3) 全員が書き終わったら、進行係の合図で、ひとりひとりの生まれ変わりの希望について

語ります。本人を最後にしたほうが面白いでしょう。  

 

（例）進行係「じゃあ、Ａさんの生まれ変わりの希望について、順番に話して下

さい。私が書いたのは、チワワ。小さくて、誰にでも可愛がられるのが好きそう

なイメージがあると私は思ったので」 

Ｂ「いるか。海のなかで自由に楽しく、生きていきたいんじゃないかな」 

Ｃ「飼いねこ。のんびり暮らしたいという感じがしました」 

Ｄ「カンガルー。オーストラリアの平原で、天敵もなく平和に生きていくってい
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う、そんなイメージ」 

Ａ「僕の希望は、コンドルでした。獰猛な空の王者が夢だったんですけど、みん

なのイメージと僕自身のイメージがちがうので、ちょっとびっくりです」 

 

時間を平等に分け合いながら、どうして、そういうイメージを相手にもったのか（フィー

ドバック）、また、どうして自分はそういう動物を希望したのかを述べ合ってみましょう

（自己開示の練習です）。それは、自分の理想の生活を語ることにつながります。ジョハ

リの窓の「明るい窓」が広がることでしょう。 

 注意すべきことは、心理テストではないので、解釈はしないことです（「ライオンにな

りたいなんて、権力志向の現われだ」「クラゲになりたいなんて、怠け者の証拠」といっ

た解釈はしない）。I-statement を使うようにして、その人のイメージを決め付けるような

ことを避けてください。人の印象がいかに外見に左右されているか（いかに第一印象で人

を判断することが間違っているか）がわかる演習です。ワーカーがクライエントの外見か

ら、そのニーズを想像してしまう過ちは、よくあることです。自分が相手の内面に対して

どういう印象をもっているかも確認できるでしょう。 

 

動物を思いつかない人は、以下のリストを参考にしてください。ライオン、イルカ、象、

犬、狼、猫、カモメ、鷲（ワシ）、鯉（コイ）、蟻（アリ）、蜂（ハチ）、セミ、クジラ、

ハムスター、ナマケモノ、猿、チンパンジー、ゴリラ、羊、牛、サイ、熊、パンダ、白鳥、

蝶、カブトムシ、鮫（サメ）、マンボウ、深海魚、恐竜、コウモリ、ヘビ、カエル。 

演習：住みたい家 

4-6 人でグループをつくります。配られた紙に自分が住んでみたい家の絵を描きます。描け

たら、みんなに見せながら、その家の説明をして、どうして、そういう家にすみたいとい

う思いを語り、またその家に住んでいる自分の日常生活を想像して話しなさい。聴いてい

る人は、話す人が話しやすいように質問したり、感じたことを自由にフィードバックした

りしてください。司会を決めて、時間を平等に分け合うのは前の演習と同じです。 

この演習では、どんなふうに家を描いてもＯＫです。日常の現実を考えて 2LDK のよう

な間取りを描いても良いし、「世界一の大金持ちで、最先端の科学力や技術力、必要なら魔

女の力さえも使える」という非現実的な条件で描いても良い。イヌやネコはもちろん、い

っしょに住みたい人を描いてもいい。熱帯、南極、深海、宇宙など、場所にこだわっても

いいでしょう。とにかく制限はありませんので、自分の夢を思いっきり伸ばしてみてくだ

さい。そのあと、ジョハリの窓で示した自己開示とフィードバックを繰り返し行い、短い

時間ですが、自分自身とまわりの人への自分の見方などについて何か発見できれば良いと
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思います。（あまり絵が小さかったり、簡単すぎたりする場合は、自己開示できていないの

かもしれません。） 

ゲシュタルト・セラピーのグループゲームは、とにかく各自が自分

では気づかないことを気づかせあうことができればいいのですから、

みなさんもどんどん自分で新しいゲームを考えてみてください。 
ただし、バウムテストなど投映法8について聞いたことがある人は

「これは深層心理を分析するテストにちがいない」と考え、過度に防

衛的になってしまったり、緊張したり、逆に他の人の言ったことを不

用意に解釈したりすることがあります。そうならないように充分にゲ

ームについて説明しておく必要があるでしょう。 

 
バズ：暴露ゲームにならないために 

「住みたい家」のゲームが、相手の「深層心理」を暴露しあうゲーム（「暴露ゲーム」）

になってしまう危険性と、その危険性を回避するためにワーカーは何ができるかを隣の人

と話し合いなさい。  

4. 防衛機制 

ジョハリの窓でいう「暗い窓」を明るくするために役に立つ概念と

しては防衛機制があります。これも、グループのなかのメンバーの心

の動きを理解するのにたいへん役立ちます。防衛とは人間が自分の不

快な感情、葛藤や不安を抑えようとするときにでてくる傾向です。こ

れにはいろんな種類がありますが、もともと形があるわけではない心

の動きを分類したものですから、ひとつの行動が 2 つ以上の防衛機制

のどれにも当てはまるようなことも考えられます。つまり実際の人間

の心の動きは以下のタイプをいくつも組み合わせたもの、あるいは、

その中間のものなど、さまざまな形態になりうるのです9。 

否認 

防衛機制の代表格。劣等感情や不安な感情を起こさせるような感情

                                                  
8 「投影法」とも書く。バウムテストは「実のなる樹」を被験者に描かせて、根や幹や実の

形などで被験者の性格をみる方法。バウム(Baum)とはドイツ語で樹のこと。 
9 防衛の種類は事典によって若干違っている。私がここで参照したのは、『新版心理学事典』

(1981)平凡社、『心理学辞典』(1971)誠信書房、Clark, A. J. (1998) Defense Mechanisms 
in the Counseling Process. Thousand Oaks, CA: Sage である。 
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や考え、願望を否定すること。たとえば、自分は孤独を感じているの

に、その感情を認めないこと。 
例：4 年になって単位が足りなくて卒業できないのに、その事実を

見ようとせず、友達と卒業旅行の話をしたりして楽しんでいる。 

隔離 

つらい体験に伴っているはずの感情や記憶を消してしまうこと。 
例：「ボクのお父さんはね、包丁をもってお母さんを切ったりしてい

たよ」と、平然として言う子ども。（こういう子どもに私の担当の実習

生が母子生活支援施設で出会ったことがある。学生は「子どもたちは、

そういう場面を平気で思い出している」と驚いていたが、それは「隔

離」なのだろう。） 

合理化 

自分の行為を正当化するために、もっともらしい理由や社会的に認

められやすい理由をつけること。 
例：社会福祉士の国家試験の受験資格を得るための単位がとれなか

ったのだが、それが自分の失敗だと認めたくないので「私はもともと

社会福祉関係の仕事につくつもりはなかったのだから、これが自然な

のだ」と言う。 

知性化 

自分の感情に向かい合おうとせず、その感情を引き起こしている問

題を、あたかも他人の問題であるかのように知的に処理すること。 
例：失恋をした青年が、その喪失感に向かい合おうとしないで、性

差心理学の本を買い込んで一般化、理論化して自分の失恋を分析しよ

うとする。抽象的に考えるのみで、自分の現実を直視していない。 

 
バズ：防衛機制の例：否認、隔離、合理化、知性化 

防衛機制のうち、否認、隔離、合理化、知性化について、あなたの身近な事例があれば、

それを隣の人と語り合いなさい。身近な事例がなれば、ドラマや小説のなかの事例でもけ

っこうです。それもなければ想像して考えてみてください。 
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打ち消し 

過去に自分が行ったことに罪悪感をもったとき、それを打ち消すよ

うな行為や感情をもつこと。 
例：妻に対して激しい暴力をふるったあと、すぐに泣いて謝る男性。

殴ったあとに、すぐに謝るという行為を繰り返す。殴られた女性は、

いったいどちらが夫の本当の気持ちなのかわからず混乱するが、それ

は「打ち消し」という防衛機制にすぎない。 

投影 

投射ともいう。自分が受け入れがたい自分の一面を否定して、それ

を他人が引き起こしたものであると責任転嫁すること。 
例：ある女性は子どもが嫌いなのだが、自分は子ども好きな女性で

あると思いたいために、子どもが嫌いであることを受け入れられない。

すると、子どもが自分を嫌いなのだと思い、それで自分は子どもを避

けているのだと考える。 

同一化 

同一視ともいう。受け入れ難い対象を、自分と同じだと考えて、そ

れを受け入れること。 
例：自分に残酷にふるまう父親を受け入れられないので、自分は父

親と一体なのだと思うこと（たぶん、その子も父親のように残酷に振

る舞うようになる）。 

反動形成 

自分が認めたくない感情や価値観をもっている場合、自分が認めや

すい正反対の感情をもっているかのように振る舞うことです。 
例：老人が嫌いな学生が、老人ホームで実習したいと強く実習担当

教員に主張する。児童養護施設での実習で「今日で、私の実習は終わ

りなんです」と子どもたちに言うと、「ヤッター！ バンザイ！」と（本

当は寂しさを感じている）子どもたちは大喜びする様子を見せる。 

置き換え 

誰かに怒りや恐怖など否定的な感情をもっても、それをその人に対

して表出できない場合、より安全な人や物に対して表出すること。 
例：学校でいじめられた子どもが、その怒りを小さな弟、妹に向け
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たり、家具を壊したりする。離婚した元夫への怒りを、ワーカーにぶ

つけてくる。 

 
バズ：防衛機制の例：打ち消し、投影、同一化、反動形成、置き換え 

防衛機制のうち、打ち消し、投影、同一化、反動形成、置き換えについて、あなたの身近

な事例があれば、それを隣の人と語り合いなさい。身近な事例がなれば、ドラマや小説の

なかの事例でもけっこうです。それもなければ想像して考えてみてください。 

退行 

子どもっぽく行動したり、考えたりすること。下の子どもが生まれ

て親に甘えられなくなると、「赤ちゃん返り」をする子どもがいるが、

これは退行であると考えてよい。 

昇華 

この置き換えが社会的に認められる形になれば、これを昇華といい

ます。男子の高校生が女子学生の姿を眺めているところへ、野球監督

が、突然あらわれて「スポーツで発散しなさい！」と怒鳴るＣＭがあ

った。性的エネルギーをスポーツへと向けるのも昇華の例である。 

補償 

自分の欲求がかなえられないことがわかると、それを補おうとする

行動に出ること。 
例：身体の弱い人が、勉強に力を入れたりする。（これは社会的に認

められた防衛機制のひとつです。） 

転換 

自分が認めたくない感情を抑えた結果、それが身体の不調として出

てくること。 
例：怒りを自分が認めたくないために、それを抑えていると、食事

が喉をとおらなくなった。 

5. 転移と逆転移 

上述の防衛機制は無意識との関連で出てきますが、無意識との関連

で問題になるものとしては他に転移と逆転移があります。転移
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(transference)と逆転移(counter-transference) は、感情転移、反対（感

情）転移と呼ぶこともあります10。 
グループワークで生じる転移とは、メンバーが、グループワーカー

に対して自分の幼児期に親やそれと同じくらいに重要な人に対して抱

いている感情や葛藤を向けることです。たとえば女性のワーカーに対

してはメンバーが自分の母親に対してもっている感情を、男性のワー

カーに対しては父親に対してもっている感情をぶつけてくるのです。

極端な場合は、年の違わない男性のワーカーに自分の母親に対する感

情がぶつけられることがあります。転移には正の転移 (positive 
transference)と負の転移(negative transference)があり、正の転移が

おこったときには、メンバーはワーカーに対して好意や愛情をもちま

す。負の転移がおこったら逆に怒りや敵意をワーカーに向けることに

なります。 
たとえばワーカーは自分には理解しがたい激しい怒り（あるいは愛

情）の感情をメンバーからぶつけられることがよくあります。そのと

きはメンバーの転移現象として対処することができます。メンバーの

幼児期の親子関係を知ると、現在のメンバーがワーカーに対してとっ

ている態度が理解できることがあります。 
転移は、ある程度、人間関係が深まってから起こります。もともと

幼児期に親に対してもっていた感情が基礎にあるので、幼稚で子ども

じみた反応として出てきます。オトナのくせに変に甘えてきたり、あ

るいは、すねて恨んでみたりするような感じです。 
転移に対しては逆転移あるいは反対転移がありますが、これはワー

カー自身がメンバーに転移してしまうことです。たとえば酒を飲んで

暴力をふるっていた父親を子どものころ恨んでいたワーカーが、やは

り酒を飲んで暴力をふるっているメンバーとある程度親しくなると、

ワーカーは逆転移を起こし、メンバーに冷静さを欠いた激しい怒りを

感じるかもしれません。母子家庭で苦労して育ったワーカーが、メン

バーのなかで夫と別れて母ひとり子ひとりで生きていこうとする女性

に対して特別な感情を持ってしまったら、それはワーカーの逆転移の

結果かもしれません。 

親への感情を点検する必要性 

ですから、あなたが援助専門職をめざすなら自分自身の両親への感

                                                  
10 転移としては学習転移という全く違う概念があります。学習転移の転移は transfer, 感情

転移の転移は transference と英語では違っています。 
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情を点検しておくことが大事です。「私の父は私の幼いときに亡くなっ

たから、あまり感情がわいてこない」という人がいますが、こういう

人こそ、その点検が必要です。この場合「感情がわいてこない」とい

うのは、それを抑圧しているからかもしれません。それを点検しない

で援助する仕事をすることは危ういことです。目の前の現実のクライ

エントの姿を見ずに、自分が出会えなかった父親の姿を、クライエン

トを通して見つめている可能性があります。 
また自分の父や母を許せない気持ちがあるのなら、それを正面から

見つめ分析しておく必要があります。そうしないと自分の父や母に似

たような人がクライエントとして現れると、自分の父や母に対する怒

りをそのクライエントにぶつけてしまうことになるでしょう。自分の

感情を細かく観察し、それをコントロールできるようになることが必

要です。人によってはたいへん辛い作業になると思いますが、人にか

かわる仕事に就くためには大事な作業です。 
ただ自分の親に対して自分がどういう感情をもっているかを自覚す

ることは多くの人が考えているよりもずっと難しいことです。私は社

会福祉演習のグループで、何度か学生たちに自分の親に対する感情を

点検する演習をしてきましたが、充分に成功したことはほとんどあり

ません。「親に対しては何の感情もない」と言い、最後までその主張を

繰り返す人がいます。また、「私は親に殴られてきた。しかし、とても

感謝している」と苦しそうな顔で言う人もいます。怒りや悔しさ、寂

しい気持ちなどが自覚できないのか、あるいは表現したくないのでし

ょう。 
大事なことは、自分自身の家族への感情が自覚できなければ、家族

ケースワークなどできないということです。暴力を妻にふるう夫を見

て、自分自身の父の姿を思い浮かべ、自分の父への怒りが湧いてきて、

それをコントロールできないのなら、どうしてその夫を援助できるで

しょうか。 

 
バズ：親への感情の点検 

親への感情の点検は難しいと私は書きました。それについて、あなたはどう思いますか。

あなたの意見を隣の人と話し合いなさい。 

 
バズ：実習の事例 

実習生の A さんは、ある障害者施設に実習にいきました。そこで障害者の入浴介助のとき
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に、障害者を無視して自分たちのおしゃべりをしている職員の姿を見てがっかりしてしま

いました。みなさんが、スーパーバイザーだったら、その話をきいて、どんなコメントを

しますか。 

6. 帰属理論 

人間の理解のために無意識のレベルを探るのが、上の防衛機制と転

移・逆転移でした。一方、意識のレベルで人間の理解をする方法もあ

ります。そのなかでもグループワークで役立ちそうなのは attribution 
theory（帰属理論）です。 

帰属理論は、人の行動を、その人にとって重要な出来事が何が原因

で生じたと考えているかという点から理解しようとします。たとえば、

子どもが泣いてぐずぐず言っているとします。その出来事が生じてい

る原因をどう理解するかで母親の行動が変わってきます。「母親である

私に子どもが何かを伝えたいから、子どもは泣いている」と思えば、

彼女は子どもが何を言おうとしているのか耳を傾けることでしょう。

「母親である私が何もわかってくれないと思って、子どもが悲しくて

泣いている」と思えば、彼女は辛くなって自信を失い、落ち込んでし

まうかもしれません。「母親である私を困らせようと思って泣いてい

る」と思えば、子どもを憎んでしまうかもしれません。あるいは「体

調が悪いから泣いている」と思えば、子どもの病気を心配するかもし

れません。 
帰属理論によると、人がある出来事に関する原因を考えるとき簡単

にいえば外（状況）に求めるか、内（出来事を起こした人）に求めま

す。外に原因を求めることを external attribution（外的帰属）、内に

原因を求めることを internal attribution（内的帰属）といいます。石

につまずいて転んだとすれば自分が不注意で悪かったと思えば、それ

は内的帰属、石がそこにあったのが悪いと思えば、外的帰属です。 
Self-serving bias（利己的偏り）と呼ばれるのは、人間は成功した

ときは内的帰属を使い（「うまくいったのは私が努力したからだ」）、失

敗したときは外的帰属を使う（「失敗したのは条件が悪かったからだ」）

という傾向をいいます。 
また fundamental attribution error（基本的な帰属の間違い）と呼

ばれているものもあり、それは、人は外的帰属よりも内的帰属を重視

しがちであるという傾向をいいます。たとえば、ホームレスを見たと

き、ホームレスになった人自身に問題があったから、そういう境遇に
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なっているのだと考えるのは内的帰属ですが、社会状況に原因がある

と考えるのは外的帰属です。多くの人が、ホームレスになった人自身

に問題があると考えている傾向があると思いますので、これも

fundamental attribution error の事例になっています。 

 
バズ：帰属理論 

授業で話した事例を外的帰属理論の視点から考えてみなさい。 

帰属の 4 要素 

この理論によれば、人が自分自身の行為の成功、不成功の原因とし

て考えることは 4 つのタイプに分けられます。それは能力(ability)、
努力(effort)、課題の難しさ(task difficulty)、そして運(luck)です。た

とえば「私がテストに合格できた（できなかった）のは私に能力があ

った（なかった）からだ」（ability）、「私が認められた（認められなか

った）のは努力した（しなかった）からだ」(effort)、「実習ノートを

書けた（書けなかった）のは、あの状況は書きやすかった（書きにく

かった）からだ」(task difficulty)、「いい実習先に出会った（出会え

なかった）のは運が良かった（悪かった）からだ」(luck)ということ

になります。能力と努力は内的帰属、課題の難しさと運は外的帰属に

なります11。 
帰属理論の面白さは、ものごとの原因を何に求めるかは人によって

違うということを認め、その違いから人の行動や思考パターンを理解

しようとしていることです。この理論を使えば、人を援助するときに

は、援助の対象者が、問題になっている状況の原因をどこに求めてい

るかを理解することが大切であることがわかります。たとえば夫に毎

日殴られている女性がいるとします。その女性を援助したくても、彼

女が内的帰属を使って自分に原因がある（「私の努力が足りないから殴

られる」）と考えているのなら援助するのは容易ではありません。彼女

は自分自身が（夫を満足させられる妻になるために）もっと努力でき

るように援助してほしいのであって、夫から逃げるための援助は欲し

がらないからです。 

 
バズ：帰属理論と行動の理解 

帰属理論が人の行動の理解に役立つ例を考え、隣の人と話し合いなさい。 
                                                  
11 Hellriegel, D., Slocum, J. W., Jr., & Woodman, R. W. (1995)., 前掲書, pp. 94-95. 
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帰属の推理 

人々がどのように attribution を行うのか（原因について考えるの

か）ということについては Kelley の理論が知られています。それによ

れば、人は 3 つの論理で推理していきます。 
ひとつは同じ人が同じ状況で同じような行動をとるように見えると

きには、その行動には何か原因があるはずだと考えるということです。

これを consistency（一貫性）といいます。逆に、同じ人が同じような

状況でも同じような行動をとらないように見えるとしたら、原因があ

るのかどうかがわからないと考えるのです。 
もうひとつは同じ人が違った状況でも同じような行動をとるように

見えるときには、その人自身に原因があるはずだ（内的帰属）と考え

るということです。これを distinctiveness（弁別性）といいます。逆

に、同じ人が違った状況では違うような行動をとるように見えるのな

ら、それは状況に原因があるはずだ（外的帰属）と考えるわけです。 
そして 3 つめに、違った人が同じ状況で同じような行動をとるよう

に見えるときは、その状況に原因があるはずだ（外的帰属）と考える

でしょう。これを consensus（一致性）といいます。逆に、違った人

が同じような状況では違った行動をとるようなら、それはその人それ

ぞれに原因があるのだ（内的帰属）と考えるのです。 
この 3 つの論理を聞いてどう思いましたか。「そんなことは当たり前

じゃないか」と思ったら、それは考えが甘いですよ。これは科学的な

論理をいうのではなく、人間がそういうふうに考える傾向があるとい

うことにすぎません。 
たとえば、同じ人が同じ状況で同じような行動をするときには何か

の原因があると人は考える、ということは、同じ人が同じ状況でも、

同じような行動をとらないときには、その原因があるかどうかもわか

らず、それを見た人は混乱すると考えられます。 
例としては認知症の人で、あるときには、はっきりと返答ができる

のに、あるときには、まったく夕食を食べたかどうかも覚えていない

という症状がある場合があります。それは呆けているときと呆けてい

ないときが混じっているのだということを知っていれば混乱はないで

しょうが、それを知らない家族は何が原因であるのかわからず途方に

くれてしまうでしょう。 
また DV(domestic violence)でありがちなのが、妻を殴って大怪我を

させてしまった夫が、そのあとで妻に土下座して涙を流しながら謝る
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という現象です12。つまり同じ人が同じ状況で激怒し、我を忘れて妻

に暴力をふるったかと思えば、一転して愛を口にしながら泣いている。

どちらが本当の夫の姿なのか、いったいどうなっているのか、妻は理

解できないでしょう。暴力を振るっては謝るというパターンがひとつ

の行動なのだという知識を得ると一貫性の推理が働きますが、そうい

う知識がないと一貫性の推理は逆に働き、原因がないという結論にな

ってしまうでしょう。原因がなければ、それを除去することもできず

人は無力感に陥ってしまいます。 
次に弁別性の間違いの例ですが、認知症の人が他人の前では緊張し

てしっかりしている。しかし家族の前では認知症の症状が出てしまう

ということがあります。この場合、同じ人が違った状況で違ったよう

に振舞うのですから、弁別性の論理でいえば、外的帰属になり、家族

の対応に問題があることになり認知症という問題は見えてきません。

あるいは虐待を受けている児童が虐待を受けているためにどのような

状況でも不安そうで、情緒をコントロールできない状態にあるとしま

しょう。この場合、同じ人が違った状態で同じ問題をもつのですから、

内的帰属になり、この子自体に問題があることになり虐待という事実

は見えなくなります。 
また一致性の間違いの例としては、夫から暴力を受けている女性が

いて、暴力を受けながらも自分の父も自分に対して暴力をふるってい

たことを思い出しています。つまり違った人が同じ状況（自分の前）

で同じ行動（暴力）をふるう。これは外的帰属になり、共通する状況

としては女性自身の存在があり「私が彼を怒らせているのだ」と考え

るようになります。あるいは親からの虐待を受けている妹がいて姉は

虐待を受けていない。虐待を受けている妹の異常な行動を見る一方で、

姉のそのような行動がないことを観察すると、これは違う人が同じ状

況（同じ家庭）で、違う行動をとるのですから内的帰属となり、妹個

人の問題とされて親の虐待が見えなくなります。 

 
バズ：帰属理論の社会福祉実践への応用 

帰属理論で明らかになった帰属の推理の 3 つのタイプを実践に応用した例を上にあげてお

きました。隣の人と話し合い、別の例を考えてみなさい。 

                                                  
12 これは「打ち消し」でも理解できると説明しました。本書 66 ページ参照。 



わかりやすいグループワーク 74

7. 動機づけ理論 

人の行動の理由を帰属理論から説明できると書きましたが、もっと

一般的に人の行動の動機を考える理論を動機づけ理論といいます13。 

欲求階層説 

もっとも有名な動機づけ理論は Maslow（マズロー）の needs 
hierarchy theory（欲求階層説）です。これは人間には 5 つのニーズ

があり、それが階段のように積み重なっていて、下のニーズを満たさ

ないかぎり、上のニーズを人は満たそうとは考えないという理論です。 
いちばん下のニーズはもっとも基本的なニーズで physiological 

needs（生理的ニーズ）。食べる、飲む、眠るといった身体が求めるニ

ーズです。 
その次は security needs（安全のニーズ）。食べたり、眠ったりする

ことができれば、次に、安全なところで食べたり寝たりしたいですよ

ね。眠っているときに殴られたり、食べているときに食料を奪われた

りするのは安全のニーズが満たされていない状態です。 
その次は affiliation needs（所属のニーズ）。人との関係をもつとい

うニーズです。ホームレスになってしまったが、食事はなんとか確保

できて、安心して眠る場所も確保できた。とすれば、次に良い友人が

欲しいでしょう。仲間がほしい。これが第 3 のニーズです。グループ

ワークはここのニーズを満たすものだといえます。 
その次は esteem needs（尊敬のニーズ）。仲間ができたら、そのな

かで尊敬されたいと思うようになる。 
そして、最後は self-actualization needs（自己実現のニーズ）。尊

敬を受けるようになれば、こんどは自分で自分が納得できるような人

間になりたい、納得できる仕事がしたいという気持ちが出てきます。 
この理論は有名なのですが、実際に、このようなニーズの順序があ

るのでしょうか。たとえば、芸術家は孤独や周囲の無理解のなかでも

自己の芸術を追求することでしょう。これなどは所属のニーズも尊敬

のニーズも満たさないまま、自己実現が追求される例です。そういっ

た例も説明できるのが、次の ERG 理論です。 
 
 

                                                  
13 Hellriegel, D., Slocum, J. W., Jr., & Woodman, R. W. (1995)., 前掲書, pp. 174-178. 
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欲求階層説 

 

自己実現のニーズ 
 

尊敬のニーズ 
 

所属のニーズ 
 

安全のニーズ 
 

生理的ニーズ 
 

ERG theory 

ERG theory は Alderfer によって考え出されました。ERG はそれぞ

れ existence（生存）、relatedness（関係性）、growth（成長）の頭文

字をとったものです。Maslow のモデルの生理的ニーズと安全のニー

ズが生存のニーズにまとめられ、尊敬のニーズと自己実現のニーズが

成長のニーズにまとめられます。 
 

ERG theory 

 

成長のニーズ 
 

関係のニーズ 
 

生存のニーズ 
 

 
ERG theory はマズローのモデルに比べて 5 つのニーズを 3 つに減

らしただけではありません。マズローのモデルが下のニーズを満たさ

なければ上のニーズに心が向かわないという主張をしたのに対して、

ERG theory は逆に人間は上のニーズが満たされないと下のニーズが

より重要になるという主張をしています。 
経営学の本には会社の経営者が、この理論を使って「単純な作業の

繰り返しの職場では成長のニーズが満たされないので、労働者にとっ
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ては職場の人間関係のニーズが重要になる」と考え、職場の人間関係

充実のための設備をつくる例が書いてあります。また孤立している人

が金に執着するのは人間関係のニーズが満たされないために、生存の

ニーズを重視するからなのかもしれません。逆に、成長するニーズを

満たすことができる人は、孤独な生活をしていても、あるいは貧困で

苦しんでも希望を捨てないということは、この ERG theory で説明で

きると思います。 

 
バズ：ERG theory 

ERG theory で説明できる事例をあなたの身近な出来事のなかから探してみなさい。そして、

それを隣の人と話し合いなさい。 

Learned needs theory 

欲求階層説も ERG theory も、どちらも生理的なニーズが入ってい

ます。しかし生理的なニーズはグループワークで満たすわけではあり

ませんので、もっと社会的なニーズに注目したほうが良いと思うかも

しれません。人間の教育について考える人々も同じように考えたので

した。そこで出されたのが社会的に学習されたニーズに注目し、それ

を分析する learned needs theory です。 
これを発案した McClelland は人間の learned needs を以下の 3 つ

に分類しました。すなわち power motive（勢力動機14）、affiliation 
motive（親和動機15）、そして achievement motive（達成動機）です。 

たとえば 33 ページの人のセリフとして、あなたはどんなことを考

えましたか。「こんどの会社はいい人ばかりだなあ。みんなと仲良くな

りないなあ」とか、「一人ぼっちで寂しいなあ。みんなと食事をしたい

なあ」と書けば、あなたは親和動機の強い人です。「こんど入った部下

は、なかなか扱いにくいなあ。どうしたらいいだろう」とか、「もっと

実力を発揮して、会社をどんどん動かしていけるような人間になりた

い」と書けば、あなたは勢力動機の強い人です。また「いまの製品を

改良する方法は何かな」とか、「外国からの注文もうまく処理できるよ

うになりたいなあ」と書けば、達成動機の強い人だといえます。 
みなさんがサークルやゼミなどで、グループで話し合う場に参加し

                                                  
14 心理学では power を勢力と訳すことが多い（『新版心理学事典』(1981)平凡社）ので勢力

動機という訳語をつけておいた。 
15 この訳語は『新版心理学事典』(1981), p. 353 を参照した。 
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たときの様子を思い出してください。ある人はみんなで仲良く話し合

いたいと思い、良い雰囲気で話し合いが進むことを願うでしょう。そ

の人は親和動機の強い人です。別のある人は自分の意見が通るように

努め、自分の優秀さを見せようとするでしょう。その人は勢力動機の

強い人です。また別の人は話し合いの結果に関心をもち、良い案や結

論が見つかるよう努力するでしょう。その人は達成動機の強い人だと

いえます。 

 
バズ：親和動機、達成動機、勢力動機 

あなたの身近なグループ（サークルやバイトのグループ）において、親和動機、達成動機、

勢力動機のそれぞれ強い人が誰であるかを考え、それぞれの動機の具体的なイメージを隣

の人と話し合ってください。 

余談：名前と動機 

日本人の名前には、それぞれ親が「こんなふうに生きて欲しい」という願いが込められ、

その結果「動機」含まれることがあるのではないでしょうか。たとえば「愛子」「和夫」と

いった名前は親和動機があるように思います。「達也」「成子」は達成動機かもしれません。

「豪」「栄子」は勢力動機に関係するかもしれません。 

達成動機が強く、成功している人のことを high achievers といいま

すが、このタイプの人はどういう人なのか、多くの人が関心をもち、

研究もされてきました。その研究によると、high achievers には 3 つ

の特徴があるいうことです。ひとつは自分で自分に目標を与えて努力
．．．．．．．．．．．．．．

するのが好き
．．．．．．

であること。人から与えられた目標にはあまり関心をも

ちません。また目標もなく、だらだらと毎日を送ることもありません。

あるいは偶然や運に左右されたり、自分が影響を与えられそうにない

「偉い人」の決定でどうにでもなってしまったりするような領域には

関心をもちません。なぜなら、そういうところでは自分で自分の目標

を設定できないし、しても無駄だからです。もうひとつの特徴は、彼

らが選んだ目標は極端に難しくもなく、極端に易しくもない適度な程
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

度の難しさである
．．．．．．．．

こと。自分の力が届く範囲の目標をもっていること。

そして彼らは自分がしたことについてのフィードバックを熱心に求め
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

る
．
こと。自分の仕事の評価を積極的にして、より良い仕事を次にでき

るように準備する人だということです。 
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余談：卒論と達成動機 

この 3 つの特徴を私は、たいへん興味深く思いました。というのは、学生たちを指導して

いて、とても良い卒論を書いた人の特徴と一致するからです。まず、卒論のテーマを自分

で決めることができる。他の人の意見やブームや、気まぐれに左右されず、自分で自分の

目標をたてて着実に書いていきます。それから卒論のテーマとして、難しすぎず、かとい

って易しすぎないテーマを選ぶことができます。私の忠告にも耳を傾けず、難しすぎるテ

ーマに取り組んで、結局は中途半端な論文を書いて終るというパターンが何度あったでし

ょう。しかし良い卒論を書いた人は自分の力や時間の余裕をよく知っていて無理のない計

画で書いていきます。さらに、下手な卒論を書く人は教員からのフィードバックを受ける

のが下手です。「いろいろ言われたら書けなくなる」と言って耳をふさいで論文を書いた人

が何人もいました。そうして書けた論文は自己満足的なものなので恥ずかしくて誰からの

感想も聞けません。 

8. 行動変容 

これまで無意識のレベル、意識のレベルで人を理解していこうとす

るアプローチを紹介しました。最後に、意識のレベルではなく行動の

レベルで問題点に迫ろうとする方法を紹介しておきます。それが行動

変容、あるいは行動療法の理論です16。 
ここでは「条件づけ」を利用します。条件づけについては、理科の

時間に習ったでしょう。「ウメボシを見るとツバがでる」というもので

すね。このような生理的反応が基になっているものを、「レスポンデン

ト条件づけ」または「古典的条件づけ」といいます。「パブロフの犬」

もそうです。私などは中学校のとき、胃にまで穴のあけられた犬の絵

をみて、実に酷いことをしていると思ったものです。それに対して「オ

ペラント条件づけ」あるいは「道具的条件づけ」があります。これは

ネズミの実験で、ネズミが棒をひくとエサがでてくるという仕掛のあ

るオリにネズミを入れておくと、ネズミはエサを食べたくなると棒を

ひっぱるようになるというものです。ここには「棒をひく」というこ

とと「エサ」の間には、ウメボシとツバのような生理的な関係があり

ません。棒はヒモでもいいわけですし、ボタンでもいいわけです。人

間が任意に変えられるのですね。 
                                                  
16 行動変容と行動療法(behavior therapy)は同じ意味であると考えてよい。『新版心理学事

典』(1981)平凡社, p. 247. 
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行動変容で使うのは「オペラント条件づけ」の方です。代表的な例

はトークン(token)を使ったものです17。トークンはオペラント条件づ

けのために使う道具のことで、みんなが欲しがるもの（あるいはその

代用品）です。トークンを使って行動を変化させる過程または方法を

トークン・エコノミー(token economy)と言います。 
たとえば発言が少ない子どもたちのグループの場合、なにか発言し

たら、テーブルのチョコボールを 1 個食べてもよいということにしま

す。この場合、チョコボールがトークンになります。またアルコール

依存症者のグループワークでは、1 日、酒を飲まなければもらえるメ

ダルがあります。1 週間、飲まなければ、もっとグレードの高いメダ

ルがもらえます。そうやって 1 ヶ月、3 ヶ月、1 年、3 年とそれぞれ節

目のときにメダルがもらえるという仕組みを作れば、それも token 
economy ということになります。 

 
バズ：大学生のトークン 

あなたが大学生を相手にトークン・エコノミーを利用したグループワークをするとします。

そのとき、トークンとして利用できるものにはどんなものがあるかを考えなさい。 

望ましい行動をすると、褒めたりトークンをあげたりして、その望

ましい行動が続いて起こるように条件づけていくわけです。このよう

なこのようにして促すことを強化(reinforcement)あるいは「正の強

化」といいます。また相手が不快に思っている環境や条件を無くした

り、緩和したりすることによって望ましい行動を強化することを「負

の強化」といいます。たとえば、落ち着いてきちんと食べることがで

きたら、（赤ん坊がしているような）エプロンをしなくて良いという条

件にすることができます。罰(punishment)は望ましくない行動が出な

いように相手が不快に感じる刺激を与えることです。この「罰」は倫

理的な問題ため、ソーシャルワークでは使ってはいけないことになっ

ています。 
なお、強化を行なう頻度のことを「強化スケジュール」といい、そ

れには望ましい行動が出たら、必ずそのたびに強化する「継続的強化」

と、必ずではなく、ときどき強化する「断続的強化」があります。継

続的強化はしだいに効果がなくなります。それはみなさんの経験に当

てはまるでしょう。子どものころ、いい子にしていたらケーキをもら

えた。でも、いつもケーキをもらっていると、それが当たり前になっ

                                                  
17 Token とは辞書によれば代用貨幣とか引換券といった意味があります。 



わかりやすいグループワーク 80

てしまって、ありがたくなくなってしまう。それと同じことです。で

すから、強化を行なうとき、最初は継続的強化で望ましい行動を定着

させて、その後、断続的強化に変えていくのが通常です。そうしてゆ

っくりと強化の頻度を下げていき、最後には強化なしで望ましい行動

が続くようにさせる。これを fading（フェイディング：しだいに消し

ていくこと）といいます。18 
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18 Random reinforcement という概念もあります。無作為にときどき強化することで、こ

れがいかに強力かということは、パチンコなどのギャンブルを考えてみればいいでしょう。

当たったり、当たらなかったりするから、もう一度やってみたいという気にさせるわけで

すね。この行動変容については Sheafor, B. W., & Horejsi, C. R. (2003). Techiniques and 
Guidelines for Social Work Practice. Boston: Allyn & Bacon., pp. 381-384 を参照した。 
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前の章では個人のレベルで利用できる理論を紹介しました。この章

では個人というより、個人と個人の関係のレベルで使える理論や考え

方を紹介します。 

1. コミュニケーション理論 

ソーシャルワークに興味をもっている人は、人間対人間のコミュニ

ケーションにも関心をもっていることでしょう。いったい人間同士の

コミュニケーションとはどういうものでしょうか。 
ここにコミュニケーションをとらえた、よく知られている理論があ

ります。抽象的であるために初めはピンとこないかもしれませんが、

理解すると非常に面白いと思いますので、紹介します。 
そもそも、コミュニケーションとはメッセージを発することですよ

ね。メッセージは、それを送る行為とそれを送る通路がなければ、相

手に届きません。メッセージを送る行為を伝達(transmission)といい

ます。そして通路はチャンネル(channel)といいます。そしてメッセー

ジには送り手と受け手がいますね。 
コミュニケーションがこれくらい単純なものなら、私たちは苦労し

ないでしょう。ところが、コミュニケーションはそれほど単純なもの

ではないですよね。たとえば、友達みんなで遊びにいこうとして駅前
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で待ち合わせをしていたところ、A さん一人だけが来ていない。携帯

もつながらない。どうしたのかなと、みんなが思っていたところで「あ

あ、ごめんねー」と A さんがやってきた。B さんは「遅いよ。何やっ

てたの？」と言うと、A さんは「でかける直前に電話がかかってきて、

いろいろと話し込んでしまってね」と答える。B さんは「本当にもう、

何やってんだよ！」と言う。A さんは「だから、いま電話していたっ

て言ったでしょう」と言う。B さんは「もう、いいよ。わかったよ！」

と怒ってしまう。メッセージを口頭というチャンネルで伝達した。で

も、コミュニケーションはうまく言っていないですよね。 
これはどうしてなのかというと、A さんが遅刻したということで B

さんは苛立っている。その苛立ちを言葉で表現しようとした。そして、

その言葉を読み取った A さんは、そこから B さんの苛立ちを感じるこ

とができず、「何やっていたの」という言葉は、文字通り「何をしてい

たのか？」という質問なのだと解釈してしまった。そこで誤解が出て

きてしまったわけですね。つまり、B さんは自分の気持ちや考えをメ

ッセージに変えるときにうまくできなかったといえるし、また、A さ

んはBさんのメッセージをうまく読み込むことができなかったともい

えます。 
このように自分の気持ちや考え、もっている情報などをメッセージ

に変えることをエンコーディング(encoding)1といいます。また、メッ

セージから、そこに含まれた意味や内容を読みとることをデコーディ

ング(decoding)2といいます。この例では、B さんの encoding に、あ

るいは A さんの decoding に問題があったのかもしれません。また、A
さんと B さんが出会った場所は駅前でうるさく、ざわついていて、正

確なコミュニケーションが難しい環境だったかもしれません。また予

定が遅れて、時間が足りず、ゆっくりとコミュニケーションする余裕

がなかったのかもしれません。あるいは B さんは苛立っていて、それ

が充分な encoding を難しくしたのかもしれません。このようにコミ

ュニュケーションを妨げる要因をノイズ(noise)と呼びます。3 
この理論の面白い点は、コミュニケーションといえば言葉やそれに

似たもの（仕草など）を交換するというイメージがありますが、そこ

には自分が伝えたいものをメッセージに変えるプロセス(encoding)と、

                                                  
1 英和辞典には「伝達文を暗号に変えること」という意味が載っていますが、もちろん、こ

こではそういう意味ではありません。 
2 同じく英和辞典には「暗号を解読すること」という意味が載っています。 
3 Cook, C. W., Hunsaker, P. L., & Coffey, R. E. (1997). Management and Organizational 

Behavior. Boston: Irwin/McGraw-Hill., pp. 258-260.  
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そのメッセージから内容を読み取るというプロセス(decoding)がある

ということを明らかにしているところだと思います。 

余談：空気を読む 

日本の文化では、この decoding というのは、非常に大事かもしれませんね。「空気を読め

ない」というのは、decoding の失敗であるとも考えられるからです。 

非言語的コミュニケーション 

ソーシャルワークでコミュニケーションを上手に使うためには非言

語的コミュニケーション(nonverbal communication)の知識と技術が

非常に大事になってきます。なぜなら、ソーシャルワークのクライエ

ントのなかには言語的表現がうまくできない人が多いからです。また、

たとえ言語的表現が上手なクライエントでも、一般に人が伝えようと

するもの 9 割が、非言語的なコミュニケーションによって伝えられて

いると考えられるからです。 
非言語的コミュニケーションで運ばれるのは、非言語的なメッセー

ジ(nonverbal message)ですが、明確な意味が含まれているわけではな

いので非言語的暗示(nonverbal cue)という言い方もします。それには

いろいろなタイプがありますが、グループワークで大事になるのは次

ページの表にあるようなものでしょう。 
ここでは 5 つのタイプを示しておきました。ひとつひとつのタイプ

の代表的なメッセージを例示してみますと、まず身体の動きですが、

1990 年代の後半ごろは、多くの若い人たちにはなぜか「爪をいじる」

癖がありました4。しかし、人の話を聴いているときに、あれをすると

「あなたの話は退屈だ」というメッセージになるかもしれません。 
笑顔は「私はあなたに好意をもっています」、無表情は「私はあなた

とはかかわりたくない」というメッセージになるでしょうし、声の大

きさは大きいと「私には自信があります」、小さいと逆に「私には自信

がありません」というメッセージとして受け取られます。 
空間ですが、身体を近づけるのは「私はあなたに好意をもっていま

す」というメッセージですし、あまり近づきすぎると性的な意味もも

ってしまいます。時間において遅刻するのは「本当は、私は会いたく

                                                  
4 癖には流行？があるようで、1980 年代の半ば、私が短大の非常勤講師をしていたころは、

女子学生たちはみんな枝毛を抜きながら講義を聴いていました。ファッションやヘアスタ

イルの流行と関係があるのかもしれません。 
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ない」というメッセージかもしれませんし、人を待たせるのは「私は

あなたよりも価値がある」というメッセージかもしれません。 
大事なことは、これらはすべて暗示(cues)であって、一つの動作が

一つの意味をもつとは限らないということです。その場の状況や、そ

の人のもつ文化によって意味は違ってきます。 
 

非言語的暗示5 

 
種類  例 
 
身体の動き 頭、手足の動きや傾き、指の動き、仕草、落ち着かない 
 
表情  笑顔、眉間の皺、無表情、硬い顔つき、ぼんやりした顔 
 
半言語  声の大きさ、話す速さ、口癖、あくび、話し方の抑揚 
 
空間  身体を近づける、遠ざける、テリトリーの確保、 
 
時間  遅刻する、早くくる、待たせる、いつまででもいる 
 

 
バズ：非言語的暗示 

言葉に含まれないメッセージを私たちは日常から受け取っています。それはどのようなも

のですか。あなたが最近、うけた非言語的メッセージ(nonverbal message)で印象的だった

ものは何ですか。上の表を参照しながら、隣の人と話し合ってください。 

ワーカーは非言語的メッセージを上手に使い、クライエントに対し

て受容や傾聴の態度を伝えていかなくてはいけませんが、同時に自分

のなかに不適切な感情や考えが出てきた場合、それを抑える必要があ

ります。たとえば自分が子どもを虐待してしまっている状況を悔いな

がら話しているクライエントに対して、その虐待に対する嫌悪感で顔

をしかめてしまった場合、クライエントは自分が軽蔑されたような気

持ちになって、それ以上、自己開示をしなくなるかもしれません。あ

るいはクライエントが友人との性的関係についてワーカーに相談して

                                                  
5 Hellriegel, D., Slocum, J. W., Jr., & Woodman, R. W. (1995). Organizational Behavior 

(7th ed.). St.Paul, MN: West Publishing Company., p. 415.  
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いるとき、ワーカーが恥ずかしくなって赤面してしまったら、クライ

エントは、そこで話すのをやめてしまうかもしれません。このように

ノンバーバル・メッセージによって不用意に自分の気持ちなどが漏れ

てしまうことを communication leakage（コミュニケーションの漏洩
ろうえい

）

といいます。ワーカーは援助関係において不適切な感情が漏れないよ

うに注意する必要があります。 

 
バズ：コミュニケーションの漏洩 

コミュニケーションの漏洩について、あなたが体験したことを隣の人と話し合いなさい。 

コミュニケーションとしてではなく単なる癖として髪の毛をひっぱ

るとか、唇をさわるとか、顔をしかめるといった動作をしてしまうこ

とがあります。それは癖なので本来は何もメッセージがないはずなの

に、コミュニケーションにおいて相手の聴く意欲、話す意欲を殺いで

しまうことがあります。その理由の一つは、その癖が cue（暗示）と

なり、相手が「意味」を読み取ってしまうからでしょう。この場合、

その癖は「混乱させる癖」(distracting personal habits)と言われ、ソ

ーシャルワーカーになるときは無くしていかなければいけません。 

 
バズ：混乱させる癖 

誰かと話していて、その人の癖が気になって話す気がなくなったり、あるいは聴こうとし

ても集中できなかったりしたことがあると思います。その経験を隣の人と話し合いなさい。 

演習：なくて七癖 

3-6 人がグループになり、机をどかして互いに全身が見えるようにして椅子だけで丸くなっ

て集まります。そのグループで 15 分間フリートークをします。話題は「大学生活で、入学

前には考えてもみなかった意外なこと（あるいは、意外に楽しかったこと）」ということに

します。ジャンケンでワーカー役を決め、15 分間という短い時間がなるべく平等に分けら

れるように、順番にひとりひとりが話すという形にします。その間、他の人は、話す人が

話しやすいようにうなずいたり質問したりします（どうしても話が続かなくなってしまっ

た場合は、次の人にまわしても良いでしょう）。そうしながら一方で他の人の話し方や聴き

方の癖や口癖などを、しっかりと観察します。（話している人だけではなく、聴いている人

の様子も観察してください。）なお、ひどい風邪をひいていないかぎり、マスクははずして

ください。 
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たとえば「話しているときに鼻をいじる」「考えるときに唇を指でいじくる」「人に話し

かけるときに自分の髪をひっぱる」「話をきくときはいつも腕組みをしている」「質問を受

けると必ずまばたきをする」「ときどき鋭い横目で人を見る」「普段の声と違って、順番が

回ってくると声がとても緊張していた」「語尾がはっきりしない」「言葉につまったとき、

必ず咳払いをする」「いちいち、っていうかぁ
．．．．．．

という」「話し終わったら身体の位置がすこ

し後ろに下がる」「声が高くて一定」など。気がついたらメモをしておきましょう（多くの

人の癖を記憶するのは容易なことではありませんので）。ただし、メモをしても、いかにも

「私はあなたを観察しています」という雰囲気を出さないように気をつけてください（自

然な雰囲気でメモできるようになることは、ソーシャルワーカーにとって非常に大事な技

術の一つです）。話の内容に夢中になり、観察を忘れないようにしてください。 

約 15 分後、私が合図をしますので、そうしたら話し合いをやめ（私の合図まで話し合い

を続けて下さい）、1 人 1 人の癖で気づいたことを、みんなで話し合います。このときに言

われた人が傷つくことのないように、あるいは決め付けたような調子にならないように

I-statement で伝えるよう配慮します。たとえば明らかな吃音や言語障害、身体障害等は本

人も気づいているはずであり、あらためて指摘する必要はありません。ここでフィードバ

ックすることの難しさ（傷つけないようにフィードバックすることの難しさ）、気づいてい

ても言いにくいという感覚を体験してください。 

時間があまったら、それぞれの癖が対話している相手にどういう印象を与えるのかを話

しあってみましょう。その場にいない人の癖を話してもらってもけっこうです。たとえば

「話を聞いてもらっているときに相手が腕組をしていると、私はなんだか拒絶されている

ような印象を受ける」というように話し合うのです。 

2. 認知的均衡理論 

コミュニケーションでは、何を伝えあうかで（伝え、伝えられる内

容によって）相手との関係が変わってくることがあります。また、相

手との関係で伝えあう内容についての印象が変わってくることがあり

ます。それについて説明したのが、認知的均衡理論と訳されている

cognitive balance theory です。 
どのようにして、伝え合う内容と相手との関係が影響しあうのかと

いうと、たとえば、あなたは□□先生が大嫌いだとしますね。そして、

あなたの親友の A 君も□□先生が大嫌い。とすると、バランスがとれ

ると考えます。しかし、逆にあなたの嫌いな□□先生を、親友のＡ君

が「いいや、あの先生はいい先生だよ」と言うと、ここでバランスが

とれなくなると考えます。そこで、そのバランスをとりもどすには、4
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つの方法しかないというのですね。つまり、①「A 君がいい先生とい

うのだから、□□先生もいい先生なのかもしれない」と考え直す。②

「□□先生をいい先生だと言うなんて、A 君を私は誤解していたらし

い」と考えて、A 君も、あなたは嫌いになる。③「A 君は□□先生を

いい先生だと言っているけど、あれは□□先生をよく知らないからで

あって、よく知ったら嫌いになるに違いない」と考える。④「□□先

生をいい先生だと言っているA君は嫌いだが、その他のA君は好きだ」

と考える。 
要するに、自分とある人と、ある対象物の関係を考えるとき、自分

が好きなものを、自分が好きな相手も好きならいい（バランスがいい）

が、嫌いなら、気持ちが良くない（バランスが悪い）。自分が嫌いなも

のを、自分が好きな相手も嫌いならいい（バランスがいい）が、自分

が好きな相手がそれを好きなら、気持ちがよくない（バランスが悪い）

となり、以下、次々と組み合わせを考えると、8 つの組み合わせ（つ

まり 2 x 2 x 2）が可能です。 
これを自分（P）、相手（O）、自分と相手の両方ともが関係している

対象（X）という記号であらわすと、P-O-X というモデルができます。

この P-O-X Model で対人関係にかかわる認知のバランスを説明した

のがハイダー(Heider)でした。Ｘは人でも物でもいいのです。 

演習：認知的均衡理論 

次のページには 6 つの組み合わせが載っています。残りの 2 つはバランスがどういう状態

でしょうか。図を書いてから答えなさい。 

 
バズ：認知的均衡理論 

以下の図式にあてはまるような事例を考え、隣の人と話し合ってください。 

 
 
 
 
 
 
 
 

P O 

X 

+ + 

+ 

バランスの良い状態

P O 

X 

- -

+ 

バランスの良い状態 



わかりやすいグループワーク 88

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この理論はグループワークのいろんなところに応用できます。たと

えば、あなたがワーカーだとしてメンバーの信頼関係ができたとしま

すね。メンバーは学校が嫌いだという。あなたが「私は、学校は好き

だったなぁ」と言うと、ここでバランスが崩れるわけです。メンバー

は、学校を好きになるか、あなたを嫌いになるか、それとも、あなた

の思い違いだと解釈するか、学校のことを好きだというあなただけを

拒否するようになるか、どれかの反応をするようになります。 
グループがふたつや 3 つの小さなグループに分かれていくことにつ

いても、この理論で説明できるかもしれません。あなたが嫌いな A 君

は B 君が好きだ。だから、あなたも B 君が嫌いになる。なぜなら、あ

なたが嫌いな A 君が好きな B 君を、あなたが好きになったら、バラン

スがとれないからです。結果として、あなたの前には、あなたが嫌い

な A 君と B 君がペアで仲よく立っているということになります。この

プロセスを何度も繰り返せば、グループは好き嫌いでいくつかの小グ

ループに分かれてしまうことになります。 
グループワークでは一般的に、このような認知の不一致

(dissonance)を利用して、メンバーが自己を変え、成長することを援

助するわけです6。 
                                                  
6 この考え方を dissonance theory of groups といいます。Barker (1999). 前掲書, p. 135. 
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バズ：実践への応用 

この理論をあなたの日常の問題に応用することを考えなさい。（例）「私の彼氏はタバコが

好きだ。彼は私のことが好きだ。でも、私はタバコは嫌いだ。彼にタバコをやめてもらい

たいが、健康に悪いといくらいっても聞いてくれない。そこで私はタバコが嫌いだという

ことを強調することにした。すると彼が好きな私が、タバコを嫌いだということがわかる

と、そこで彼の認知のバランスが崩れる。そこで彼もタバコを嫌いになるかもしれない（ま

さか、タバコのほうを取って、私のことを嫌いになることはないだろう）。」 

余談：恋敵（こいがたき） 

「この理論は間違っている！」と私に言った学生がいます。その人は、同じサークルの先

輩が好きなのですが、自分の親友も、その人が好きなのだとか。でも、それ故に親友との

関係がビミョーなのだそうです。それは単なる好きか、嫌いかの問題ではなく、独占でき

るかどうかの問題もからんでくるからなのですね（芸能人の好き、嫌いでは、こういう状

態になりませんよね）。同じケーキ好きな人が、いつもはとても気があっても、テーブルの

上には、ケーキが一つしかないという状態では、二人の関係も厳しいでしょう。 

3. 交流分析 

認知的均衡理論は、向かいあう人と伝え合う内容との関係を考察し

たものでしたが、人というのは、誰かと向かい合う前に、その生育歴

からすでにある種のコミュニケーションのパターンが埋め込まれてし

まっていると考えることもできます。その考え方を展開したのが、交

流分析です。 
交流分析は、グループワークが通年（28 コマ）の授業だったときに

は、私が授業で取り上げた理論のなかでも特に学生たちの関心をひき

つけるものでした。授業が半期（14 コマ）になってからは、残念なが

ら講義するだけの余裕がなく授業では取り上げていません。しかし、

これは社会福祉の対人援助の基礎理論のひとつとして考えられていま

すし7、これを実践の基礎理論として使っている福祉施設もあります。

交流分析だけを教える心理学科の通年の講義が開講されたときもある

ほど奥が深くて幅広い応用がきく理論ですので、ページ数をかなり割

くことになりますが、ここでその基礎だけを紹介したいと思います。 

                                                  
7 たとえば Payne, M. (1997). Modern Social Work Theory (2nd ed.). London: Macmillan. 
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この理論はバーン(Berne)が考え出したもので人の自我状態(ego 
states)を親 P(parent)、オトナ A(adult)、子ども C(child)という 3 つ

の部分にわけ(PAC Model)、人と人との交流のあり方を分析します。

PAC Model では、親(P)にも厳しい親（CP: Critical parent）とやさし

い親（NP: Nurturing parent）、子ども(C)にも子どもらしくて自由に

のびのびとしている子ども（FC: Free child）と、他人に対して従順

な子ども（AC: Adapted child）に分けます。PAC という分け方は、

精神分析学で人間の心をイド(id)、自我(ego)、超自我(superego)に分け

たことをヒントにしています。イドは英語の it と同じ意味のラテン語

なのですが、無意識的で原始的な心の部分で、自我は理性的な部分、

超自我はその自我をコントロールする部分です。PAC model はそうい

う精神分析学をよりわかりやすく実践的な内容にしたものだと考えて

いいでしょう。 
この CP、NP、A、FC、AC がそれぞれの人でどれくらい強いかを

測定してグラフ状に描いたものをエゴグラム(egogram)といいます。 
この 5 つの自我状態を覚えるいい方法があります。5 本の指をみて

みましょう。親指はお父さんの指。これは厳格な父。これが厳しい親

である CP と覚えましょう。ひと指し指はお母さんの指。これは優し

いお母さんのような親で NP。中指はお兄さんの指で知的でちょっと

冷たい感じのお兄さんを思い浮かべてください。かっこいいんだけど、

ちょっと面白味がないお兄さんです。これが A。そして、薬指は、お

姉さんの指で色っぽくて、あちこちにボーイフレンドがいるような自

由奔放でマイペースな人です。これが FC。 後の小指は、オトナの

顔色をみながら「いい子」として振る舞っている子どもを思い浮かべ

てください。これが AC です。エゴグラムも、ちょうどこの順番に左

から書くことになっています。 

エゴグラムを描こう 

あなたのエゴグラムを描いてみましょう。以下にあげたのはエゴグ

ラムを書くための質問表です8。それぞれの質問には、はい（○）、い

                                                  
8 私学学校教職員共済組合福祉部保健課(1989)の作成した質問表を参考に、若干、私の好み

で語句を変えて書いてみました。したがってあまり正確なものではありません。エゴグラ

ムの本当のテストは、もっと多くの質問があり、質問もどの自我状態に対する質問かもわ

からないように工夫してあります。そのようなテストをここに掲載すると著作権の問題が

あるので私学共済組合の著作権を主張していない質問表を参考にして、ここに掲載しまし

た。このテストで日本でいちばん知られているのは TEG(東大式エゴグラム)でしょう。30
組 7980 円で一般に売られています(2012 年 1 月現在)。 
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いえ（×）、どちらともいえない（△）で答えてください。ただしなる

べく△をつけないように考えること。 
 
CP（厳格な親の心） 

1. 人の言葉をさえぎって自分の考えを述べることがありますか。 
2. 他人を厳しく批判する方ですか。 
3. 待合せ時間を厳守しますか。 
4. 理想を持って、その実現に努力しますか。 
5. 社会の規則、倫理、道徳などを重視しますか。 
6. 責任感を強く人に要求しますか。 
7. 小さな不正でも、うやむやにしない方ですか。 
8. 子どもや後輩をきびしく指導しますか。 
9. 権利を主張する前に義務を果たしますか。 
10. 「何々すべきである」「何々しなければならない」という言い方

をよくしますか。 
 
NP（やさしい親の心） 

1. 他人に対して思いやりの気持ちが強い方ですか。 
2. さびしそうにしている人に声をかけたくなりますか。 
3. 相手の長所によく気がつく方ですか。 
4. 他人から頼まれたらイヤとは言えない方ですか。 
5. 相手のわがままを聞いてやる方ですか。 
6. 年下の人や後輩の失敗に寛大ですか。 
7. 相手の話に耳を傾け共感する方ですか。 
8. 誰かの世話をするのが好きですか。 
9. 自分では人に対して思いやりがあるほうだと思いますか。 
10. 人に接するボランティアに参加することが好きですか。 
 
A（理性的な大人の心） 

1. 自分の損得を考えて行動する方ですか。 
2. 人と話していても感情的になることは少ない方ですか。 
3. 物事を分析的によく考えてから行動しますか。 
4. 他人の意見は賛否両論を聞き、参考にしますか。 
5. 何事も事実に基づいて判断しますか。 
6. 情緒的というより理論的に考える方ですか。 
7. 物事の決断を合理的に行う方ですか。 
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8. 能率的にテキパキと仕事を片付けていく方ですか。 
9. 将来のことを冷静に予測して行動しますか。 
10. 体調の悪いときは自重して無理しませんか。 
 
FC（自由な子どもの心） 

1. よく冗談をいう方ですか。 
2. 好奇心が強い方ですか。 
3. 好きなことは満足するまで自由に楽しむ方ですか。 
4. いいたいことを遠慮なく言う方ですか。 
5. 欲しい物はすぐ手にいれないと気がすまない方ですか。 
6. 「わぁ」「すご～い」など感嘆詞をよく使いますか。 
7. 直感で判断する方ですか。 
8. コンパなどで調子にのってハメをはずすことが多い方ですか。 
9. すぐに怒りを顔に出しますか。 
10. 涙もろい方ですか。 
 
AC（自分を抑える子供の心） 

1. 思っていることを口に出せない方ですか。 
2. 人から良く思われようとして無理をしてしまう方ですか。 
3. 遠慮がちで自分を抑える方ですか。 
4. 自分の考えを出すより、人に合わせる方ですか。 
5. 他人の顔色をうかがうことが多いですか。 
6. つらいときでも笑顔をつくってしまう方ですか。 
7. 他人の期待に沿うために過剰に努力してしまう方ですか。 
8. 劣等感が強い方ですか。 
9. 嫌なことでも黙って従ってしまうことが多い方ですか。 
10. 本当の自分の考えよりも人の言うことに影響されやすいですか。 

ぜんぶ答えたら、○を 2 点、△を 1 点、×を 0 点と換算して合計点

をだします。そして次のページのエゴグラムを参考に書き入れてくだ

さい。 
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エゴグラム 

 

 

 

 

 

 

 

このテキストに載せた質問表は科学的に吟味したものではありませ

んし、自分で NP を高くしたいと思えば、それに関する質問にわざと

○をつければいいわけですから、あまり信頼性もありません。たとえ

ば、男らしさ女らしさの文化があり、同じ質問に答えて同じ点数結果

であったとしても男性は CP と A が女性よりも高めに、女性では NP
と AC が男性より高めに出ます（つまり CP がどちらも 18 点だという

男女がいたとしたら、実際のエゴグラムでは女性の CP のほうが高い）。

こういう文化の面も考えなければなりませんが、このテキストの質問

表ではその点は考慮されていません。ですから本当に信頼できるエゴ

グラムを描くためには、みなさん自身でもっと詳しい質問表を本でみ

つけて、それでやってみてください。ですから、そういう留保つきで、

このテキストの質問表で作ったエゴグラムを見てください。 

 
バズ：エゴグラムとジェンダーの文化 

同じ質問に答えても男性は CP と A が女性より高めに、女性では NP と AC が男性より高

めに出ると書きましたが、それはなぜだと思いますか。 

エゴグラムと性格 

このエゴグラムを見ると、その人の普段の人間関係のパターンがわ

かります。たとえば社会福祉学科の人であれば、きっと NP が高い人

が多いでしょう。ビートたけしや明石屋さんまなどは自由にふざけた

り、シャレを言ったりするので FC が高いでしょう。警官や裁判官な

どは厳格な人が多いと思われるので CP が高いことでしょう。研究者
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やコンピュータ技師などは A が高い人が多いかもしれません。AC が

高い人は他の人に配慮しながら動くことができるので、チームワーク

に向いているのかもしれません。 
私はずいぶん昔に保母課程の短期大学の学生数百人を対象に、この

エゴグラムを書いてもらったことがあります。多くの人が前のページ

の例にあるようなＭ型のエゴグラムになりました。M 型の保母さんは

自分も人にも甘く、いいかげんで（CP が低い）、人からどう思われる

かをあまり気にしない人で（AC が低い）、保母になっても子どもの発

達の理論などにはあまり興味を持たないタイプでしょう（A が低い）。

ただ子どもには優しく寛大で（NP が高い）、子どもと唄を歌ったり、

踊ったりするのが大好きという人だと思います（F が高い）。 
ちなみに、東京大学医学部心療内科が出した本9を参考にエゴグラム

のパターンを紹介すると以下のようになります。 

どれかの自我状態が高いもの 

 CP 優位型：がんこおやじタイプ。人にも自分にも厳しい。モ

ーレツ会社人間になるかも。 
 NP 優位型：世話焼きタイプ。自分の行為が相手に役に立つと

思い込んでいる部分もある。 
 A 優位型：コンピュータタイプ。知的で冷静だが、一匹狼のよ

うに孤立するかも。 
 FC 優位型：自由奔放タイプ。気分の変化が激しい。ものごと

を好き嫌いで判断する傾向。 
 AC 優位型：指示待ちタイプ。真面目で律儀。自信がない。一

見おとなしくみえる。 

どれかの自我状態が低いもの 

 CP 低位型：ルーズなタイプ。自分にも他人にも甘い。努力家

ではない。のんびり。 
 NP 低位型：かんしゃくもちタイプ。攻撃的な態度。しかしス

トレートには表現できない。 
 A 低位型：現実無視・白昼夢タイプ。思い込みと空想の世界に

生きている人らしい。 
 FC 低位型：忍耐の人。いつもがまん。感情の発散ができない。

                                                  
9 東京大学医学部心療内科(1995)『新版・エゴグラム・パターン：TEG（東大式エゴグラム）

第 2 版による性格分析』金子書房. 
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イライラすることもある。 
 AC 低位型：管理者タイプ。頼りがいがあるが、周りに合わせ

ないので嫌われることも。 

台形タイプ 

 NP-A-FC 優位：マイホームタイプ。自分の周囲の人だけが幸

せであればいい。 
 NP-A 優位：一方的な世話焼き。ひたすら人の世話をする。心

は寂しいのではないか。 
 A-FC 優位：自己中心タイプ。人生、楽しく過ごせればいいと

割り切っている。 

鍋底(U 型)タイプ 

 NP-A-FC 低位：葛藤タイプ。いつも不満で、人に相談するが、

意見は聞かない。 
 NP-A 低位：爆発タイプ。注意されると、カッとなって怒る。 
 A-FC 低位：いじけている。相手を責める気持ちを、逆に世話

をして解消する複雑な人。 

N 型タイプ 

 NP 高・A 低：おひとよし。人に利用される。サービス過剰。 
 NP 高・FC 低：おふくろタイプ。世話好きだが、生活を楽し

んでいない（楽しめない）。 
 A 高・FC 低：働きすぎ。従順でノーといえない。過労。 

逆 N 型タイプ 

 NP 低・A 高：孤高の人。社会のルールに厳しく、破る人を叱

りつける。 
 NP 低・FC 高：遊び人タイプ。わがままで浮気性。天真爛漫。 
 A 低・FC 高：思い込みが強い。現実を分析できず、思い込み

から被害者意識をもつ。 

M 型タイプ 

 ガキ大将タイプ。思いやりはあるが、わがまま。親分肌。冷静

に考えられない。 
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W 型タイプ 

 人間ぎらい。ゆううつになったり、自分に怒りを向けたりする。 

平坦タイプ 

 すべて高：スーパーレディ。生きる意欲がたっぷり。調子にの

らないこと。 
 すべて中：凡人。特徴がない。平均的な人。 
 すべて低：引きこもりタイプ。行動しない人。質問に真面目に

答えていないのかもしれない。 

P（CP/NP）が高いタイプ 

 人にすぐ干渉する。社会的には立派な人が多いのだが。責任感

が強く人の世話をするのが好き。 

C（FC/AC）が高いタイプ 

 永遠に子どものままでいたい人。いつもヒロインでいたい。 

 
バズ：他人のエゴグラム 

自分のエゴグラムは、上のタイプのうち、どれに近かったですか。結果はあたっていまし

たか。このテキストの質問表では正確なエゴグラムは描けないという前提のうえで、その

結果についての感想を隣の人と交換してください。 

エゴグラムの変え方 

結果として、あなたが好きではないタイプが自分の性格として出て

きたかもしれません。その場合は、以下のような方法で自我状態を変

えることができるかもしれません10。 

CP を変える 

 高すぎる人は、相手の良いところを認める余裕をもとう。生活

を楽しもう。 
 低すぎる人は、なにごとも責任感をもって行動しよう。物事の

けじめをわきまえよう。 

                                                  
10 東京大学医学部心療内科(1995), 前掲書, pp. 44-45 参照. 
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NP を変える 

 高すぎる人は、人の世話もほどほどにして、もっと人間関係を

クールに見よう。 
 低すぎる人は、相手に対して思いやりの心をもとう。温かみの

ある人になろう。 

A を変える 

 高すぎる人は、いつも損得勘定だけで動かず、自分の気持ちや

相手の気持ちを大切にしよう。 
 低すぎる人は、情報を集めたりして冷静に物事を考える習慣を

つけよう。 

FC を変える 

 高すぎる人は、気分だけで行動しないように。自分の行動の結

果を考えなさい。 
 低すぎる人は、ひとりで閉じこもらないように、陽気に遊び、

生活を楽しみなさい。 

AC を変える 

 高すぎる人は、もっと自分に自信をもって自分の気持ちや意見

を率直に述べなさい。 
 低すぎる人は、相手の立場も考えてから行動しなさい。人の意

見を聞くことを学ぶこと。 

言葉の分析 

交流分析の理論の面白いところは、エゴグラムを書いたりすること

ではなく（これだけだったら、似たような性格テストがいくらでもあ

ります）、これによって人と人との交流の仕方を分析できる
．．．．．．．．．．．．．．．．

ことです。 
たとえば私のところに学生が急に実習先の相談にきたとします。CP

の自我状態から声をだせば「ちゃんとアポイントメントをとらないで

突然くるなんて非常識じゃないか」と叱るでしょう（ただし、落ち着

いた叱り方）。NP だと「なんか悩んでいるようだね、お茶でも入れよ

うか」となります。A だと「まだあわてなくても、実習先はいくらで

もありますよ」と冷静に情報を与えるでしょう。FC だと「なに悩ん

でんだよ、今夜はみんなで飲みにいくか！」と、相手の悩みも無視し
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て楽しく遊びに誘ったりするかもしれません。AC だと「いまから帰

るつもりなのに、とんでもない時間にきたもんだな」と内心では思い

ながらも、それをぐっと抑えて「で、なんの相談でしょうか」と、な

るべく実習担当者らしくふるまおうと努力するでしょう。 
別の例をあげましょう。クラスコンパのとき、先輩があなたのとこ

ろにきて「ちゃんと単位はとっておけよ。特に、岡の授業は、ちゃん

と単位をとっとけよ。頼んでも単位をくれないからな、冷たい奴なん

だ、あいつは」と言う。これに対して、それぞれ 5 つの自我状態から

返答すると、 
CP：先輩、岡さんに落とされたんじゃないですか。それで冷たい奴

だって言っているんでしょ。それじゃ、逆恨みじゃないですか。（諭す

ように冷静に） 
NP：先輩、単位でずいぶん苦労されているみたいですね。3 年の単

位で落としているものがありますか。よかったらノート見せますよ。

（優しく、ほほえみながら） 
A：あ、そういう先生なんですか。意外と厳しいんですね。参考に

なりました、ありがとうございます。（真顔でうなづきながら、情報を

集めている感じ。メモをとっているかもしれない） 
FC：まじですかぁ～。やっべ～！ また、わからないことがあった

ら教えてくださ～いよぉ、せんぱぁ～い！ 頼りにしてまぁす！（楽し

そうに、少しふざけた感じ） 
AC：はぁ、わかりましたけど。（先輩に逆らうわけにはいかなので

反論したくない。しかし、いっしょになって教師の悪口をいっている

と周囲の人に思われないかとビクビクしている） 

演習：自我状態 

あなたの親戚の子どもが、あなたの部屋で遊んでいるうちに、あなたの大事な花瓶を割っ

てしまった。そこであなたは次のような言葉を出した。それぞれどの自我状態から出した

言葉なのかを述べなさい。 

1. 「泣かなくてもいいよ。怪我はなかった？」（やさしく）[     ] 

2. 「これは私の大事な花瓶だったんだけど割れたものは仕方がないわね。お父さんに、

あとで弁償してもらうことにしますね」（理性的な声で）[     ] 

3. 「ここで遊んじゃいけないって言ったでしょ！ 子どもは外で遊びなさい！」（はっ

きりと、大きなきびしい声で）[   ] 

4. 「あーん、あたしの大事な花瓶なのにぃ！」（泣きながら）[     ] 



グループワークの周辺：対人関係の理論  99

5. 「いいの、いいのよ（内心の声：ここで怒ってはいいお姉さんになれないわ）」（顔は

ひきつっている）[     ] 

平行的交流と交叉的交流 

5 つの自我状態から出された言葉の分析を紹介しましたが、交流分

析では、そういう言葉の投げかけの対象も分析します。たとえば、先

の例でいうと「ちゃんとアポイントメントととらないとダメじゃない

か」と叱るのは、相手の C に話しています。また「今夜、のみに行こ

うよ！」と誘うのも、やはり相手のCの部分に向かって話しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
   「アポイントメントを守りなさい」             「みんなで飲みに行こうよ」 

 

実際に演習でやってみるとわかると思いますが、相手の P から自分

の C へと投げられたメッセージは、自分の C から相手の P へと返し

てやると対話はスムーズに進みます。あるいは相手の C から自分の C
へと投げられたメッセージは、自分の C から相手の C に投げ返すと対

話はスムーズです。これを平行的交流といいます11。 
 

平行的交流 

 
 
 
 
 
 
 
 「アポイントメントを守りなさい」             「みんなで飲みに行こうよ」 

 「はい、申し訳ありませんでした」            「わーい、久しぶりだなあ」 

                                                  
11 杉田峰康(1983)『こじれる人間関係：ドラマ的交流の分析』創元社, p.275. 
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同様に相手の A から自分の A へと向けられたメッセージは、自分の

A から相手の A に返すといいのです。相手の C から自分の P に向け

られたメッセージは自分の P から相手の C に向けて返します。 

「こんどの旅行の費用はどうしますかね？」(A→A) 
「いつもの会費から徴収したらいいんじゃないかな」(A→A) 

「ねえ、この服、わたしに似合う？（甘えるように）」(FC→NP) 
「よく似合うよ。今夜は、それで出かけたら？」(NP→FC) 

要するに、相手の X(=P, A, or C)から出て、自分の Y(=P, A, or C)に
向けて出されたメッセージは、自分の Y で受けとめて、さらに自分の

Y から相手の X に向けて返せばいいのです。ただし、このような平行

的交流がいつもいいとは限りません。傲慢に物を言ってくる人(CP)に
対して、いつも AC の状態で応えていると、えらそうに言われっぱな

しになります。 
平行的交流に対して交叉的交流があります 12。これは相手の

X(=P,A,orC)から出て自分のY(=P,A,orC)に向けて出されたメッセージ

を自分の Y では受けとめません。Y'(≠Y)からメッセージを返すことに

なります。これは、ぎこちない対話をもたらします。たとえば、 
 

交叉的交流 

 
 
 
 
 
 
 
 「アポイントメントを守りなさい」             「みんなで飲みに行こうよ」 

 「時計をごらんになりましたか」             「遊んでばかりじゃ、ダメですよ」 

 

「こんどの旅行の費用はどうしますかね？」(A→A) 
「どうにかなるよ、そんなもの。でしょ？」(FC→FC) 

「ねえ、この服、わたしに似合う？（甘えるように）」(FC→NP) 
「もう、こんな店、出ようよ。つまらないよ」(FC→NP) 

                                                  
12 杉田峰康(1983)、前掲書、p.276. 
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「よくがんばったわね。えらいわよ」(NP→C) 
「ぼくの平均点を知らないのですか？」(A→A) 

「おまえ、何もわかってないな！」(CP→C) 
「あんただって、そうじゃないか！」(CP→C) 
 

この平行的交流と交叉的交流を実感してもらおうというのが次の演習

です。 

演習：平行的交流と交叉的交流 

4-6 人のグループをつくります。以下の状況を適当にメンバーに割り当てます。一方、グル

ープには CP、NP、A、FC、AC と書いた 5 枚のカードが、ひと組配られます。 

1. デートも終わりになったとき彼女（彼）は急にふりむいて、あなたに言った。「もう、

私たち、ダメね。続けても無駄よ。別れましょうよ。ここで」（A→A）。 

2. あなたは仲間と飲みにいく約束をしていたが、約束の時間に 20 分も遅れてしまった。

仲間のひとりが、あなたを見て、「おまえ、いつも遅刻じゃないか、そんなことじゃ卒

業しても、社会でやっていけないぜ」と注意した（CP→AC）。 

3. キャンパスであなたは友人とふたりで歩いていたら、友人は向こうからくる男性を指

さして、「ね、ね、あの人、すごい、すてきじゃない？ あたし、ああいう人に弱いん

だぁ、キャー、足、なが～い！」と言う。（FC→FC）。 

4. あなたは、あなたの友人と、あなたたちの後輩たちと飲み屋にはいったら、なんだか

高そうである。後輩たちが「先輩、だいじょうぶっスかぁ」と不安げに聞いてきたが、

あなたの友人は「まかせとけよ、なぁ、大学にはいったら、こんな店に入るなんてし

ょっちゅうあるんだぜ、なぁ、おれたちにまかせとけよ」と、あなたに同意を求めて

きた（NP→NP）。 

5. あなたが図書館で勉強していると、後輩が、あなたをみつけて質問してきた。「ちょっ

といいですか。ゲシュタルトセラピーというのが、どういうものなのか、授業を聞い

てもあまり理解できなかったんですが、教えていただけますか？」（A→A）。 

6. サークルの後輩の一人が、ちょっと怯（おび）えたような表情で、あなたに「こんど

の合宿の場所の手配ですけど、ちゃんとやっておきました。報告が遅れてすみません」

と言った。(AC→CP) 

各メンバーに、それぞれ、ひとつずつ状況が割り当てられたら、ジャンケンで誰かを一人

選び、その人の状況に焦点をあてます。たとえば、 

（状況 A）テスト前になって、あなたの友人が「ノート、コピーしたいんだけどさ。貸して



わかりやすいグループワーク 102

くれないかなあ、ねぇ、いいでしょう？」（FC→NP）という。 

状況 A にあたった人は 5 枚のカードを、文字を伏せるようにして他の人に配ります（最後

まで見せてはいけません）。そして状況 A に当たった人は、その状況の言葉（「ノート、コ

ピーしたいんだけどさ。貸してくれないかなあ、ねぇ、いいでしょう？」）を 1 人の人に向

かっていいます。言われた人はカードで示された自我状態で答えます。それをすべての人

に対して行います。たとえば、次のようにです。 

A：ノート、コピーしたいんだけど。貸してくれないかなあ、ねぇ、いいでしょう？ 

B：いいよ。でも、その代わり、ぼくのレジュメをコピーしてきてよ、こんどのゼミで発表

するんだから、なるべく早めにやってね。(A) 

A：ノート、コピーしたいんだけど。貸してくれないかなあ、ねぇ、いいでしょう？ 

C：いいわよ。他にも貸してほしいものがあったら遠慮なく言ってちょうだい。(NP) 

A：ノート、コピーしたいんだけど。貸してくれないかなあ、ねぇ、いいでしょう？ 

D：そういう態度じゃ、単位はあぶないよ。もっとしっかりしなきゃ！(CP) 

A：ノート、コピーしたいんだけど。貸してくれないかなあ、ねぇ、いいでしょう？ 

E：うん、いいけど。うん。でも、うん、ちょっと私も復習したかったんだけど、まあ、い

いわ。うん。ごめんね、変なこと言っちゃって。（もじもじした感じ）(AC) 

A：ノート、コピーしたいんだけど。貸してくれないかなあ、ねぇ、いいでしょう？ 

F：ひえー、もう試験勉強するの？ すごーい！（人の話を聞いていない）(FC) 

ひととおり演技する間、他の人は、それを観察し各自が何の自我状態を演じたと思われ

るのかをメモしておく。F さんまで終ったら、B、C、D、E、F がそれぞれどの自我状態を

演じたのかをみんなで当てる。全問正解だったら OK。みんな、はずれたら演技力に問題が

あるかもしれません。対話をするときは 言語的コミュニケーションだけではなく、非言語

的コミュニケーションにも注意すること。ひとおおり終わったら、こんどは自分たちで状

況を考えて、同じようなことをやってみましょう。 

見える交流、見えない交流 

平行的交流と交叉的交流を区別しましたが、実際の人間の交流では

表向きは平行的でも、心のなかでは交叉的ということがあります。ま

た表向きは NP と FC の対話でも、心の中では A と A の対話であるこ

とがあります。この表向きの交流を overt level（目に見えるレベル）

とか social level と呼びます。逆に裏向きの交流を covert level（目に

見えないレベル）あるいは psychological level といいます。 
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Social and psychological levels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 「手続をちゃんとふまないとダメだよ」          「役目なので、こと注意するよ」 

 「はい、申し訳ありませんでした」             「お互い、規則は面倒ですね」 

上の図に示したものは以下のような状況です。私の担当の学生が実

習のことでトラブルがあった。そのトラブルは実習先の施設が、たい

へん面倒な手続を要求していて、それをよく理解しなかった学生が充

分にその手続をふむことができなかったことから起こりました。それ

で大学に実習先から苦情がきた。私が役目上、学生を叱ることになっ

たのですが、内心は学生がこの面倒な手続を理解できなかったのは無

理もないと思っています。学生も、そのような私の気持ちは理解して

いて、表面的には私に謝りながらも、「面倒な規則ですね」と内心は苦

笑しているという状況です。Overt なレベルでの交流は言葉のレベル

で(verbal communication)、covert なレベルの交流は非言語のレベル

で(nonverbal communication)で行われるのが通常です。 

 
バズ：見える交流、見えない交流 

対話のなかで見える部分と見えない部分とで交流が異なっている例を考え、隣の人と話し

ながら PAC model を用いて図示してみなさい。 

ゲームとストローク 

さて、これまで平行的交流、交叉的交流、表の交流、裏の交流とい

った概念を学んできましたが、こうした交流分析の概念は福祉の現場

ではどう活用できるのでしょうか。いろいろな方法があると思います

が、ゲーム(game)という概念について説明し、そこから交流分析の現

場への応用を考えてみましょう。 
ゲームとは、いつも同じようなパターンで繰り返され、必ず不愉快
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な結果に終る短い交流のことです13。福祉の現場では利用者との間で、

ゲームがしばしば起こります。たとえば老人ホームで介護をしている

と、いつもケアワーカーのお尻をさわってくる高齢者の男性がいる。

注意をすると、笑っている。なんど注意をしても効果がない。激しく

怒ると、相手も少し反省する様子を見せるが、すぐに手が伸びてくる。

あるいはクライエントのなかに自分のことを「悲劇のヒロイン」だと

思っている人がいる。なんど会っても自分がいかに不幸だったかを嘆

く。黙って根気強く聞いていても、 後には「こんなことを話しても、

幸せなあなたにはわかるはずはないと思いますけど」と必ず言う。誰

が面接しても同じ繰り返しで、まったく変化がない。学生の例では、

ゼミの授業なのに必ず遅刻してくる。注意をすると「すみません」と

謝る。何度注意をしてもダメで遅刻はなおらない。 
こういった不愉快な交流がなぜ繰り返し生じるのか。それを理解す

るために交流分析ではストローク(stroke)という概念を考えます。スト

ロークとは存在を認める行為 (acts of recognition)です14。それは、ど

のような行為でもいいのです。たとえば、あなたが人から存在を認め

られたと思うのは、どんなときですか。挨拶をされたり、物をもらっ

たり声をかけられたりするときですね。つまり、それがストロークで

す。人として生きていくためには、他人からストロークを受けること

が必要です。ストロークを受けないことは無視されることです。無視

されることは人間にとってもっとも苦痛なのです。 
ある知的障害者の施設では、施設利用者が毎日のように施設の窓ガ

ラスを割るのです。いくら職員が注意しても、それが無くならない。

いろいろ調査してわかったことは、窓ガラスを割ると、そのときには

職員の注意がすべて自分の方に向けられる。つまりストロークが得ら

れる。窓ガラスを割らない利用者は誰からも声をかけてもらえない。

まったく無視されていたわけです。そこで利用者たちはストロークを

得るためにガラスを割り続けたというわけです。 
つまり人は無視されることが も苦痛なのであって、その苦痛を避

けるためには嫌われることだってやるのです。非行少年の行動は、こ

れによって理解できます。悪いことをやって親を困らせれば親の注意

は自分の方に向く。叱られる、殴られる、それもストロークの一種で

                                                  
13 英和辞典によると game には「相手を負かす秘密の策略、計略、たくらみ」という意味

があります。 
14 Stewart, I. & Joines, V. (1998). What Transactional Analysis is. Available at http:// 

www.itaa-net.org/what-is-ta.htm 
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す。もちろん誉められたり、優しい言葉をかけられたりするというス

トロークの方がいいに決まっていますが、それが得られない場合は、

叱られる、嫌われるという否定的なストロークをも求めるようになる

わけです。 
先にあげた例を考えてみましょう。ケアワーカーのお尻を触る高齢

者は、もしお尻を触らなければ、ケアワーカーの注目をあびることは

ありません。つまり無視されるのです。お尻を触れば叱られる、嫌が

られる。でも自分のほうを向いてくれる。つまりストロークは得られ

るわけです。長い面接のあとに「でも、幸せなあなたには私の気持ち

はわからないわね」と、拒否的にいうクライエントは、もし「気持ち

をわかってくれてありがとう」と言えば、もう面接は終ってしまうと

不安を感じているのです。つまり「まだまだ私を助けていないわよ」

というメッセージを送ることによって、将来もストロークを得ること

を期待しているわけです。遅刻を何度も続けている学生は、勉学の面

で目立つことができないので、遅刻をしないかぎり教員から声をかけ

てもらえないわけです。遅刻をすることによって、ストロークを得よ

うとしているわけです。ただし、そのことを本人が自覚しているかど

うかはわかりません。 

 
バズ：Strokes 

人は無視されるよりも、嫌われたり、憎まれたりするほうを選び、ストロークを得ようと

する。この理論にあてはまる事例を考え、隣の人と話しなさい。 

余談：暴走族 

私が以前すんでいた団地の前には広い道路があったので、週末の夜中になると、きまった

ように暴走族がクラクションとエンジンの音を団地中に響かせながら走っていました。私

は不快に感じながらも、彼らにとっては、こうするしか社会からストロークが得られない

のかもしれないと考えてしまいました。家庭でも学校でも職場でも認められている感覚を

もてないなら、夜中にオートバイを走らせ、近所の「自分たちを無視している奴ら」に「オ

レたちだって生きているんだぞ！」と叫ぶしかないのかもしれないと思ったりしました。 

ゲームの回避 

こうしたゲームからどうやって逃れるか。それが当面の課題になっ
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てきます。先にあげた高齢者の例では、嫌われることをしなくてもス

トロークが得られるような環境をつくるのが第一ですが、嫌われるこ

とをしてストロークを得ることを長年の習慣にしている場合、環境を

変えてもなかなかその姿勢は変わらないことが多いと思います。 
そういう場合にはゲームが起こる状況を目に見えるレベル（overt 

level）と目には見えないレベル（covert level）に分けて分析すると良

いでしょう。たとえば「あなたに私のことなんて理解できないわよ」

と言い続けるクライエントとの交流は、しばしば次のページの図に描

いたようなものになります。 
この図を使って説明すると、目に見えるレベルでは、クライエント

とワーカーの関係は、表面的にはクライエントは C の自我状態から援

助を求めて、ワーカーが NP の自我状態でその援助を提供しようとし

ています。ところが、クライエントが「あなたにはわからない」と言

うことを暗に言えば、経験不足のワーカーは自分が悪いと思い、申し

訳なさそうな顔をして「私の力不足を許してください」というメッセ

ージを AC の自我状態から出してしまいます。それに対してクライエ

ントは強い CP の自我状態からワーカーを責めています。これは両者

にとって不愉快な場面でもPとCがうまく結びついた平行的交流にな

っています。 

Game の分析 

 
 
 
 

 

 

 「私を助けてほしい、御願い」             「あんたなんかにわからないわ」 

 「わかりましたよ、安心して」              「ごめんなさい、許してね」 

       見える交流                        見えない交流  

 
このゲームを止めるためには、目に見えない裏のレベルで平行的交

流になっているのを交叉的交流にすればいいわけです。これを図示す

ると以下のようになるでしょう。 
裏のレベルで「あなたなんかにわからない」と、P から C にメッセ

ージがあったとき、C から P に返すのではなく、A から A に返すと交
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叉的交流になり、ゲームとしての交流を回避することができます。た

とえば「あなたなんかにわからない」という態度をされたら、クライ

エントがいったいどういう援助を求めているのかを冷静に聞くという

態度を見せるとよいでしょう。 

Game の回避 

 
 
 
 
 
 
 
 「私を助けてほしい、御願い」             「あんたなんかにわからないわ」 

 「わかりましたよ、安心して」              「援助として何を求めていますか」 

       見える交流                        見えない交流  

 
バズ：ゲームの回避 

ゲームの事例を考え、その回避の方法を上の例にならって考えてみなさい。 

The four life positions 

ゲームの本質は、たとえ相手にも自分自身にも不愉快な結果になっ

たとしてもストロークを得たいという気持ちにあります。問題は、な

ぜ肯定的なストロークではなく、否定的なストロークを人は得ようと

するのかということです。たとえば、例に出てきた高齢者もケアワー

カーの身体に触れて嫌がられることによってストロークを得るよりは、

ケアワーカーの仕事への感謝を伝えるような優しい言葉をかけてスト

ロークを得たほうがずっといいではありませんか。なぜ、そういうこ

とができないのでしょう。あるいは、非行少年でも非行をすることに

よって親からストロークを得るではなくて、親孝行をしてストローク

を得たらどうなのでしょう。それができないのは、なぜでしょう。こ

こに人間の深い謎と悲劇があります。 
たとえば、ここに子どものことを全く顧みない夫婦がいたとします。

親は気まぐれで子どもを殴ったり、食事も与えないで放ったらかしに

したりしている状態です。すると、子どもは次のように考えるだろう

と想像できます。 
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「これはむちゃくちゃだ。だから、私もおかしいに違いない。何かが間

違っているよ。だから私も何か間違っているに違いない。私は愛を受け

たことがない。だから、私はかわいらしくないに違いない」と。それか

ら、さらに解釈が深く進行する。「私はかわいらしくないに違いない」は

「私は愛なんて必要じゃない」と。「私は愛なんて必要じゃない」は「私

は愛を欲しいとは思わない」と。「私は愛を欲しいとは思わない」は「愛

なんて決してないのだから、愛すると言われても私は愛を拒絶するつも

りだ。私は愛を信じることができないし、それは安全ではない！」と。

さらに、「私は愛を必要としない、私は愛を欲しいとは思わない」は、結

局、「私は愛を受け入れない。私は愛を受け入れることができない」とな

る。15 

つまり、充分な愛を受けずに育った子どもは自分のことを肯定的に

見ることが難しくなるのです。たとえば、親が子どもに「おまえは悪

い子だ！」と叱る。すると子どもは「自分は悪い子だ」と思いこむ。

「自分は悪い子だ」と思いつづけているかぎり、さらに罰せられるこ

とは少ない。逆に「自分は良い子だ」と思うと、「何いっているんだ、

おまえは悪い子だよ！」と、いっそう強く叱られる。だから「自分は

良い子だ」と思うことを恐れるようになる。 
親から愛されずに育った子は「自分は愛されない人間だ」と確信す

るオトナになる傾向があります16。すると、親以外の人から愛される

機会があっても「自分は愛されない人間だ」という思いこみから、な

かなか脱することができない。異性から「愛しているよ」と言われて

も、「嘘はつかないで！」と言う。愛されていることを信じることは彼

らには難しいことなのです。これまで愛されたことがない人は愛され

ていることを信じるのは難しい。愛が欲しくないわけではない。逆に、

愛されてこなかった人は愛をいっそう求めていることでしょう。とこ

ろが愛を得たと思っても、それが本当の愛ではなかったら、そのショ

                                                  
15 Gravitz, H. L., & Bowden, J. D.(1994)『リカバリー：アルコール依存症の親を持つ成人

した子供たちへの手引』（大越崇訳）星和書店, pp. 46-47. 
16 このように私も長いあいだ考えていたのですが、現在（2012 年）は、この考え方がいま

やあまりに広がりすぎたという印象ももっています。何もかも人生でうまくいかなかった

ことはなんでも親の育て方に原因を求め、親を責めて、結局、自分自身で成長する機会を

失っているケースもあるように思います。自責の念が強いクライエントには、このような

考えを紹介することも良いとは思いますが、すでに親を責めてばかりいるクライエントに、

この考え方を伝えても良い結果になるとは思えません。交流分析は、自分自身で交流のパ

ターンを変えられることを強調する理論です。決して親の育て方が、その人の人生を決定

するというような運命論的な人間観をもっていないことに注意してください。 
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ックは大きいのです。そんなことだったら 初から愛を信じないで生

きていこうと思う。つまり「私は愛されない人間だ」と信じていたほ

うが、これ以上、傷つかずにすむわけです。 
これを交流分析では I'm not OK の life position（日本語では「基本

的構え」という定訳がついています）といいます。ゲームの多くは、

I'm not OK という position（立場）から行っています。「自分はつま

らない人間だ」という前提があるのですから、愛されたり好かれたり

することは期待できません。とすれば、愛されてストロークを得るよ

りも、嫌われてストロークを得るほうが現実的です。ゲームとして、

ケアワーカーの身体を触って嫌がられている高齢者は、ケアワーカー

から愛されて温かい会話を交わすことなど自分には無理だと思ってい

る。だから嫌われるほうを選択したわけです。 
You’re not OK という life position もあります。つまり「あなたが

悪い」という立場です。これもまた人を信じて裏切られ続けた人生を

歩んできた人たち（多くが親を信じて裏切られてきた人たち）がもつ

立場です。相談を受けてもらって、そのあとに「あなたには私のこと

などわからない」と、そっぽを向くクライエントは「誰も良い人はい

ない」という前提で人生を生きているのです。 
「自分以外の人間は信用できないし、愛するに値しない」と思って

いる人間は、もう人間とつきあうのを止めたらいいと、あなたは思う

かもしれません。しかし、そういうことはできません。人との交流を、

ストロークを望むのは人間の奥深い欲求です。「人と交流したいが、人

は信用できない」あるいは「私は人から愛されるはずがない。誰も私

のことを好きになったりはしない」という信念をもった人は、人を信

じたり、自分に向けられた愛情を信じたりすると逆に後で傷つくに違

いないと信じているので、嫌われたり、嫌がられたりする人間関係を

もつことで満足するのです。愛情を向けられたり、自分が相手を信頼

しそうになったりすると、「これを信じたら、きっと酷い目にあうぞ」

という声が内面から出てきて、それを拒絶します。しかし、それでも

人間と交流したい。そういう苦しく長い葛藤のなかからゲームは生ま

れるのです。 
I’m not OK や You’re not OK の逆の態度、I’m OK, You’re OK を組

み合わせて以下のような 4 つの「基本的構え」(the four life positions)
を作ります。1 以外の態度はゲームなどの非生産的な人間関係を生み

出すことになります。 
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I’m OK – You’re OK.（自己肯定・他者肯定） 
I’m OK – You’re not OK（自己肯定・他者否定） 
I’m not OK – You’re OK（自己否定・他者肯定） 

I’m not OK – You’re not OK（自己否定・他者否定） 

 
バズ：The four life positions 

4 つの基本的構えにそって、4 つの人間のタイプ（生き方の姿勢）を考えてみなさい。具体

的にどういう人物が浮かんでくるか、隣の席の人と自由に話しなさい。さらに自分が落ち

込んだときに陥りやすい基本的構えは 4 つのうち、どれかを考えてみなさい。そのとき、

どういうパターンで人間関係がうまくいかない傾向がでてくるのか考えてみなさい。考え

たら、隣のひとと、それを話し合ってみなさい。 

余談：「バカ」と言われ続けた人 

ある人は私にこう言いました。「私はいつも親からバカだ、と言われて育ってきました。テ

ストが悪かったら、『おまえは本当にバカだねえ！』と叱られました。テストがほとんど満

点だったときも『あとちょっとで満点だったのに、こんなミスをするなんて、やっぱり、

おまえはバカなんだよ！』と叱られました。そして、とうとう百点満点をとったんですが、

テストを親に見せると、親は『いい気になるんじゃないよ、バカ！ 一回ぐらいいい点だか

らって、うぬぼれんじゃないよ、あんたはもともとバカなんだからね！』と、なんだかい

つもより余計に叱られました。」私は、その人のいいところを何度も褒めましたが、私の言

葉は一度も信じてもらえなかったような印象が残っています。 

4. ロールプレイ 

上に述べた交流分析の理論は、通常ワーカーが学ぶだけで十分です。

ワーカーは、このような知識をもちながら、メンバーの対人関係の能

力を高めることを援助することができます。その具体的な方法として

ロールプレイという手法があります。 
ロールプレイではクライエントが自分が困ったときの状況などを劇

にしてグループの前で再現します。ロールプレイの良さは実際にその

状況にあったときのふるまい方を、グループという安心できる場所で

練習できることです。これを行動リハーサル(behavioral rehearsal)と
いいます。また、メンバーが困っている状況をリアルに再現してみせ、
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他のメンバーがその状況の登場人物になることによって状況の問題解

決により積極的にかかわることができます。 
たとえば A 子さんは B 夫さんと別れたいと思っています。しかし、

B 夫さんの前に立つと、なんだか叱られそうな感じがして恐くて何も

言えません。それで、ずるずると B 夫さんに言われるままに B 夫さん

のアパートに行ったり泊まったりして関係を続けてしまっています。

A 子さんが、そんな B 夫さんとの関係で悩んでいることをグループに

話します。ワーカーは A 子さんに「では、あなたの悩みをグループの

みんなにわかってもらうために、ここでロールプレイをしてみましょ

う」と言って、A 子さんに印象として B 夫さんに一番似ているメンバ

ーを選ばせます（似ている人を選ぶことによってリアリティが出てき

ます）。A 子さんがＢ夫さんの役として選んだのは C 太さんでした。 A
子さんは B 夫さんとの間で、どういうやりとりがあるのかをグループ

に説明します。そして、それを C 太さんとのロールプレイで再現して

みます。 

A 子：B 夫さん、実は、私は、もうあなたに会えないの。 
C 太：なんでだよ！（怒ったように） 
A 子：だって、だって（あとは言葉にならない） 
C 太：ばか！ 変なこと言うなよ！ こっちへ来い！ 

ロールプレイは場合によっては長くする必要はありません（長くても

10 分ぐらいが適当です17）。上のような、ほんの短いものでも、これ

だけでA子さんとB夫さんの関係の問題点がグループに見えてきます。

このような会話をみて、グループのメンバーは、さまざまな感想を述

べてくれるでしょう。たとえば「A 子さんは『会えない』と言ってい

る。けれども、ほんとうは『会いたくない』のでは？」「A 子さんが『も

うあなたに会えないの』というときの表情には笑顔があり、甘えてい

るような声もあった。これでは A 子さんが B 夫さんに会いたくないと

いう気持ちは伝わらないと思う」といった感想がでてくるはずです。

言語的なコミュニケーションだけではなく、非言語的なコミュニケー

ションにも注意を向ける必要があると教えられるわけですね。 
そのようなフィードバックを聴いてから、ワーカーは A 子さんに不

                                                  
17 カウンセラーの研修に経験のある広瀬は、他人の問題をロールプレイするときには 10 分

ぐらいで話すことがなくなる人が多いと言っている。専門職の訓練としては 20 分は必要

だと彼は言うが、逆にいえばクライエント対象のグループワークでは長くても 10 分で充

分だろう。広瀬米夫(1966)『カウンセラーの自己訓練』岩崎学術出版, p. 87. 
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適切な笑顔を見せず声も甘えたような感じにならないように気をつけ

て、『会いたくない』と、はっきりと告げるようにアドバイスすること

でしょう。しかし、A 子さんは頭ではわかっていても実際の B 夫さん

の前ではそんなふうにふるまえないかもしれません。ですからＢ夫さ

んと似た C 太さんを相手にグループのなかで、笑顔を出さずに厳しい

声ではっきりと『会いたくない』といえるように練習をします。これ

が行動リハーサルです。 

演習：ロールプレイの模擬演習 

ロールプレイを実際に体験してみましょう。以下に、その事例を書きますので、3-4 人のグ

ループにわかれて、それぞれ A さん、B さん、C さん、W（ワーカー）の役になって、こ

のシナリオを読んでみてください（3 人でする場合は B さん、C さんは二役で）。そして、

そのあとに自分たちで続きをやってみてください。 

状況：A さんは、老人ホームに入った父親との関係で悩んでいます。 

--------------------------------- 

W：A さんがお父さんとの関係でどんなふうにふるまったらいいのか、みんなで

考えてみるために、ここで、ちょっとロールプレイをしてみましょうか。（と、

グループをみわたす。グループが準備できているのを確認してから）じゃあ、

A さん、あなたのお父さんにイメージ的に近い人を選んでください。 

A：それじゃあ、B さん、御願いします。 

B：はい、わかりました。状況は、いま A さんが話してくれたとおりでいいんで

すね。 

W：そうです。A さんは、だいぶ、くわしくお父さんとのやりとりを話してくれ

ましたね。だいたい、そんな雰囲気でやってください。C さんは A さんと B

さんのやりとりを見ていてください。あとで意見を言ってもらいます。じゃ

あ、最初に、このあいだ A さんが、お父さんにあったときのことを再現して

みましょう。 

A：もう、はじめていいですか。 

W：はい、はじめてください。 

A：（ベッドに近づいて）あ、おとうさん、具合はどうですか。 

B：なんだ、何しにきたんだ。（顔をそむけて） 

A：そんな言い方はないでしょ。会社休んできたんだよ！（強く） 

B：親をダシにして会社を休むのか、いい気なもんだ。 

A：ほら、父さんの好きなメロンだよ。 
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B：誰がメロンを好きだと言った？ 

A：このあいだ、言ったじゃない、メロンを買ってきてくれって。 

B：言ってない。（顔をそむけたまま） 

A：お父さん、そんなことばっかり言ってたら、このホームでも嫌われるよ。 

B：うるさい！ この親不孝ものが、出ていけ！ 

A：（黙ってタメ息） 

W：で、黙って、部屋を出ていったんですね。 

A：そうです。思い出しても嫌になりますよ。 

W：B さん、A さんのお父さんを演じていて、どうでしたか。 

B：最後の A さんの言葉『そんなことばっかり言ってたら、このホームでも
．．

嫌わ

れるよ』というのは、余計だと思いますね。ああ、またかって感じ。 

A：もう、カーッとなっちゃって。（苦笑して） 

W：C さんは、見ていてどう思いましたか。 

C：メロンを出す A さんの表情が気になりました。あれでは、もらった方も嬉し

くないかもしれませんね。 

A：え？ どんな顔をしていましたか。 

B：なんか、嫌々ながらという感じでしたよ。 

A：それは気づかなかったな。 

C：それに、メロンも、ほらって、なんか怒ったような出し方だったよ。 

A：ええー、そうでしたか？ ううん、むずかしいなあ。 

W：じゃあ、こんどは役割を交代して18、A さん、こんどはあなたがお父さんの

役をしてください。じゃあ、B さん、あなたが A さんの役をやってください。 

B：さっきと同じことをやればいいんですね。 

W：そう、まったく同じようにやってください。 

 

（以下、役割を交代して、上のロールプレイをする） 

 

W：こんどはどうですか、A さん。 

A：たしかに最後の私の一言は、父にとってショックだったかもしれないと思い

ました。 

B：私は会社を休んだ話をもっと続けたかったな。自分の気持ちを話すチャンス

がぜんぜんなかった。 

A：あ、そうかもしれない。 

                                                  
18 Role playing において役割を交換するのは基本的なテクニックです。これを Role 

reversal technique（役割交換法）といいます。佐藤久三郎(1981)『ニュー・ロールプレ
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B：何しにきたんだって言われたら、『会いにきたんだよ』って、そのまま答え

たらいいんじゃないかな。 

A：う～ん、そうかなあ。 

W：そうね、もうすこし自分の気持ちを話すようにしてみたらどうでしょうか。

じゃあ、これまでのみんなの意見を参考にして、もういちど、やってみましょ

う。B さんは A さんのお父さんになったつもりで答えてくださいね。では、

どうぞ。 

A：あ、おとうさん、具合はどうですか。 

B：なんだ、何しにきたんだ（顔をそむけて）。 

A：お父さんに会いにきたんですよ。どうしているかなって思って。 

B：どうしたも、こうしたもないよ。 

A：あのね、父さんの好きなメロンを買ってきたんだけどね。 

B：ああ、そこに置いてくれ。 

A：ここの暮らしは、いいでしょ。職員の人たちも優しいしね。 

B：いいと思うんなら、おまえが入ればいい。わしは、こんな所は大嫌いだ！ 

A：お父さん、そんなこと言うものじゃないよ。 

B：おまえに何がわかる、もう帰ってくれ！ 

A：お父さん！ 

B：（黙ってふとんをかぶってしまう）。 

W：こんどはどうでしたか。 

A：はじめは、うまくいったんだけど、そのあとがね。 

B：『ここの暮らしはいいでしょ』と言われたときに、カチンときたよ。 

A：励ますつもりだったんだけど、悪かったかなぁ。 

C：でも、こんどはメロンの差し出し方も、ていねいだったし、それは良かった

んじゃないかな。 

B：素直に『そこに置いてくれ』って言えたよ。 

W：じゃあ、A さん、もう一度、いまの意見を参考にして、やってみましょう。 

ロールプレイをやったあとは、その感想を話し合ってください。 

ロールプレイのテクニック 

ロールプレイにはいくつかのテクニックがあります。その一つが上

の演習のなかで紹介した役割交換法(role reversal technique)です。ま

た、ダブリング法(doubling technique あるいは単に doubling)という

                                                                                                                                                  
イング：人間開発・行動能力開発の新手法』ダイヤモンド社, p. 38. 
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方法もあります19。これは A さんと B さんの会話の本音を語る分身を

演じる人を設定するのです。これも演習の形で紹介しておきましょう。 

演習：ダブリング法 

ロールプレイの技法のひとつであるダブリング法を体験してみましょう。以下に、その事

例を書きますので、3-4 人のグループにわかれて、それぞれ A さん、B さん、C さん（Ｗ役

も兼ねる）、D さんの役（3 人の場合は D さんのせりふを B さんが「独り言」を言うような

感じで読んで下さい）になって、このシナリオを読んでみてください。そして、そのあと

に感想を述べ合います。 

 

状況：A さんは出席をとらない授業には出ない主義の学生だったので、グループ

ワークの試験前になっても授業内容がわからず、慌てていた。それを見ていた X

君は授業内容をメールで送ってくれた。A さんは「お礼」を言ったが、それ以降、

X 君は毎週のように A さんが出席しない授業の内容をメールで送ってくれるよ

うになった。A さんは X 君の好意を負担に思いはじめている。 

--------------------------------- 

W：A さんが X 君のメールに困っている様子なので、A さんが X 君に対してど

うふるまったらいいのか、みんなで考えてみるために、ここでロールプレイ

をしてみましょう。じゃあ、A さん、X 君にイメージ的に近い人を 2 人選んで

ください。 

A：それじゃあ、B さんと D さんに、お願いします。 

W：はい。じゃあ、B さんには X 君に、D さんには X 君の「本音」になっても

らいますね。それから、A さん、あなたの「本音」になってもらう人も選んで

ください。 

A：C さんにお願いします。私と似たような経験があるみたいなので。 

W：じゃあ、A さん、B さん、C さん、D さん、前に出てきてください。C さん、

D さんは、それぞれ A さん、B さんの後ろについてください。では、ロール

プレイを始めてください。（パンと拍手） 

 

A：X 君、あのね、ちょっとお話があるんだけど。（もじもじして） 

C：（嫌だなあ、言いにくいなあ。） 

B：あ、A さん、何？（明るく、嬉しそうな声で） 

                                                  
19 佐藤久三郎(1981). 前掲書, p. 41. 
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D：（A さんが、ボクに話しかけてくれた！） 

A：あの . . . メールのことなんだけど. . . （もじもじして） 

B：あ、あれ？ ごめんね、迷惑だったかなぁ。（心配そうに） 

D：（ああ、どうしよう。A さん、怒っているのかな？） 

A：ううん、迷惑っていうんじゃなくって. . . （首を横にふりながら） 

C：（本当は迷惑なんだけど。） 

B：うん。（ほっとした顔で） 

D：（ああ、良かった。迷惑じゃないんだ！） 

A：ホント、嬉しいと、思っているんだけど. . . （もじもじして） 

C：（本当は嬉しくないんだけどぉ. . . ） 

B：うん。（笑みを浮かべて） 

D：（A さん、嬉しかったんだ！） 

A：やっぱり、X 君にはね、迷惑かけちゃいけないと思うし. . . 。 

C：（私の言いたいこと、わかるでしょ？） 

B：え？ ううん、ぜんぜん、迷惑なんかじゃないよ！ 気にしないでよ。 

D：（ボクのことを気にしてくれているんだ. . .  A さんって優しいなあ） 

A：でも、やっぱり、悪いから、X 君に。 

C：（負担に思っている私の気持ち、わかってよね！） 

B：ううん。ぜんぜん、悪くないよ。それより、こんどの試験がんばってね、 

D：（心配しなくてもいいよ。ボクが応援するからさ！） 

A：試験のことは、もう、いいのよ。（目を下に下ろして） 

C：（いまの私にとっては、あなたのことが、もっと負担なのよ） 

B：よくないよ。グループワークを落とすと、痛いよ。 

D：（A さん、投げやりになっているんだな。ボクが励ましてあげなくちゃ！） 

A：私、危ないのは、グループワークだけじゃないから（苦笑して）。 

C：（余計なお世話よ、もう、ほっといてよ、あなたに関係ないでしょ！） 

B：他の授業も危ないの？ じゃあ、他の授業のノートもメールで送ろうか？ 

D：（あ～あ、ボク、知らなかった。悩んでいたんだね、A さん） 

A：いいの、いいの！（びっくりして） 

C：（なに言い出すかと思ったら、もう、ヤダー！ ホント、鈍いヤツ！） 

B：遠慮しなくていいよ。こんど、送るから。いらなかったら、削除してくれて

もいいから。 

D：（君のこと、ホント、心配なんだ） 

A：ホントに、そんなこと、してもらわなくて、いいから。（苦笑して） 

C：（ちょっと、ちょっと、変な誤解しないでよー！） 

B：だって、単位とれなかったら、たいへんじゃん。（心配そうに） 
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D：（そんな遠慮している場合じゃないでしょ！） 

A：うん。（黙って下を向く） 

C：（単位のこと、言われると辛いなあ.） 

B：ま、とりあえず、こんどコミュニティワークのノートも送るよ。 

D：（ボクに、まかせて！ A さんの役にたてて嬉しいよ。） 

A：あ、X 君、それは、ちょっと待って。 

C：（やめてー！お願いだからぁ！） 

B：だいじょうぶだよ。（さわやかな笑顔で） 

D：（ボクに悪いと思っているんだね、でも、ボクは大丈夫！） 

A：あ、（急に思いつたように）私、実は、添付ファイル、開けないの。なんか

メールの調子がわるくって、直しかたも、よくわからないし、友達に教えて

もらってもよくわからないの。だから、メールで送ってもらっても仕方が無

いというか. . . 。（早口で） 

C：（ウソだけど、これで納得してちょうだい！） 

B：え？ ホントなの？ 

D：（じゃあ、いままでボクが送ったのも読んでないんだね？ ショック！） 

A：うん。ごめんね。（明るく） 

C：（ああ、これで終わったわね。やっと解放される！） 

B：じゃあ、こんど、プリントアウトして、もってくるよ！（明るい声で）郵便

で送ってもいいよ。 

D：（安心してね、A さん！ しっかりサポートするよ！） 

A：ええ！ そんなことまで、申し訳ないわ！ 

C：（ウッソー！ なんで、こうなるの！？） 

 
ダブリング法では「陰の声」になった人は、当人の本音とまったく

違うことを言ってしまうかもしれませんが、それはそれでよいのです。

そのことによって当人は「私の本音はそこらへんにあるのかもしれな

い」と自分の気持ちを振り返ることができるかもしれませんから。ま

た「私の本音は、私の表情や声の調子から、そういうものだと思われ

ているのかもしれない」と自分が受けている誤解について考えるヒン

トにもなります。あるいは自分の本音は当然わかってもらっていると

思いこんでいることに気づくかもしれません。さらに、ダブリング法

で「陰の声」になった人も、「陰の声」を演じてみることによって自分

自身の発想や考えかたのパターンに気づくかもしれませんね。ジョハ

リの窓を思い出してください。グループワークのなかでフィードバッ

クと自己開示を繰り返すことで、自分の姿を映す窓は徐々に開いてい
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くわけです。 
こうしたロールプレイは、グループのなかの数人の人が演じて、そ

の他の人が観察者になります。場合によっては、観察者になっている

人もロールプレイに参加したいと思うかもしれません。その欲求を満

たすのが役割交替法（role rotation technique）です。たとえば A さ

んの相手を B さんが行うという代わりに、B さんが行う役割をグルー

プのメンバー全員が一つ一つのセリフごとに交替で受け持つわけです。

つまり、ロールプレイは A->B->A->C->A->D->A->E->A->F というよ

うに進んでいきます。A の役をする人のグループと B の役をする人の

グループの 2 つにわけ、それぞれのグループで役割を交替していく方

法もあります。つまり、A->B->C->D->E->F->A->B->C->D->E->F と

進んでいくのですが、A, C, E は A の役割を、B, D, F は B の役割を行

います。そうすることによって、グループワークのメンバー全員がロ

ールプレイに参加することができます。 
また、こうしたロールプレイを行う前には、グループの雰囲気をや

わらかくしておく必要があります。緊張してカチンコチンになってい

るグループでは「お芝居」はできません。ロールプレイの前の雰囲気

づくりを特にウォーミングアップと呼びます。その方法には、とくに

決まったものはありませんが、メンバーをペアにして 2 人ずつで話し

合いをさせる、後で出てくるアイスブレーキングのゲームをやってみ

るといったことが有効でしょう。 

アサーション・トレーニング 

ロールプレイは、さまざまな問題の解決をさぐったり、社会的状況

の場面への対処の方法を練習したりするために使われます。ここでは、

その応用例としてアサーション・トレーニング(assertion training)の
一部を紹介します。アサーション・トレーニングとはアサーティブに

なるため（アサーションを実行するため）の訓練です。多くはロール

プレイを利用して行なわれます。 
アサーティブとは自分の感情や願望、考え、決定などを穏やかに、

しかし正直に伝えることです。アサーティブではない言動は、受動的

(passive)と攻撃的(aggressive)に分けることができます。この違いを

理解しておくことはソーシャルワーカーにとっても役にたちます。以

下 McBride20の例を参照しながら、この違いをみてみましょう。以下、

                                                  
20 McBride, P. (1998). The Assertive Social Worker. Aldershot, Hants, UK: Arena. 

McBride は「受動的」「攻撃的」に加えて「間接的攻撃的(indirectly aggressive)」という



グループワークの周辺：対人関係の理論  119

アサーティブを「ア」、受動的を「受」、攻撃的を「攻」と記します。 

状況 1：ソーシャルワーカーであるあなたが、3 人の子どもがいる

母親の家を訪問すると、母親の息が酒臭いことに気がついた。彼女に

は飲酒行動に問題があった。彼女にこの 24 時間の間に、どれくらい

酒を飲んだのかと聞くと、彼女は「飲んでいない」と答えた。あなた

はどう答えるか。 

1. （無言）(受) 
2. 「息がお酒臭いわよ。わからないとでも思っているの？」(攻) 
3. 「でも息がお酒臭いですよ。私、あなたのことが気になってい

るの。今日はどれくらい飲んだのかしら」(ア) 
 
状況 2：ソーシャルワーカーであるあなたは、タバコの煙が大の苦

手だった。クライエントを福祉事務所まで車で送ることになった。す

ると、車内でクライエントがタバコを取り出して、火をつけようとし

た。あなたの言動は： 

1. 咳をしながら、窓を開ける。(受) 
2. 車を止めて、言う「私の車は禁煙だってこと知っているでしょ。

もう、とっとと自分で歩いて行ってちょうだい！」(攻) 
3. 「ごめんなさい。ここは禁煙なんです」(ア) 
 
状況 3：ソーシャルワーカーであるあなたが、クライエントと話し

ていると、彼はあなたの同僚の悪口を言い始めた。あなたの言動は： 

1. 抑えた声で「うーん、まあ、そうかもしれないね」(受) 
2. 「あなたね、どれだけ、あの人の世話になっていると思ってい

るの？ よく考えてから、ものを言いなさいよ！」 (攻) 
3. 「私が知る限り、あの人はそういう人ではありませんよ」(ア) 

アサーションのコツ 

前のページの例にあるような短い言葉でアサーションができれば簡

単なのでしょうが、実際の人間関係では相手がそんなにすんなりと納

得してくれるとは限りません。ですから、いろいろと言葉をかわしな

がらアサーションを行なっていく必要があります。 

                                                                                                                                                  
概念を考えていますが、やや煩雑になるのでそれはここでは省いています。 
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そのときのコツとしては、伝えるとき以下の 3 つの要素(FER)を言

葉のなかに含めることです。3 つの要素とは、feeling（気持ち）、

explanation（説明）、request（要求）です21。 
まず、自分の気持ちを伝えます(feeling)。「私は困ります」「不愉快

なんです」「がまんできません」と、きちんと自分の感情を伝えます。

これはなかなか難しく、たとえば「私は嬉しい
．．．．．

けれども、こんなこと

をしてもらうと、あなたに申し訳ないです」という断り方をすると、

相手は喜んで「いいえ、私に遠慮しないでください」と言って、あな

たが迷惑に思っている行為を続けることでしょう。なぜなら、あなた

は「私は嬉しい」と言っているからです。 
次に、なぜそう感じるのか、その説明をします (explanation)。た

とえば「そういうことをされると、私は困るのです」と言われても、

なぜ困るのか、その説明がないと相手は戸惑ってしまうでしょう。あ

なたが困っている理由がわかれば、相手も協力してくれるでしょう。

あんまり腹をたてていると冷静に説明できなくなることがありますの

で注意しましょう。 
そして要求することを具体的に述べることです(request)。たとえば

「もう、いいかげんにしてください！」とか、「少しは私の気持ちを考

えてよ！」と言われても、言われたほうは、では具体的にどうしたら

いいのかわかりません。 
この 3 要素は、この順番に言わなければいけないということはあり

ませんが、良いアサーションであるためには、この 3 要素を含むこと

が必要であると考えられています。 
また、アサーションにおいては非言語的要素がとても大切です。言

葉のうえで上の 3 要素(FER)、つまり気持ち、説明、要求を伝えても

声が小さかったり、相手の顔も見ずに下を向いていたりしていては、

あなたの意思が伝わりません。とはいえ感情的に怒鳴ったり、威嚇す

るような態度をみせたりしてはいけないことは言うまでもありません。 
私たちは、自分の主張をしなければいけないとき、それを抑圧して

受身的になるか、それとも「切れた」状態になって攻撃的になるか、

どちらになることが多いようです。そのどちらでもなく冷静に相手に

伝えられるよう、ロールプレイで練習することが必要になってくるわ

けです。以下、それを実際に体験してみましょう。 

                                                  
21 Nelson-Jones, R. (2006). Human relationship skills : Coaching and self-coaching (4th 

ed.). New York: Routledge. 
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演習：アサーション・トレーニング 

3-5 人のグループをつくります。そして以下の状況を参考にしながら、あなたがアサーティ

ブになることが苦手な状況をひとつ考え、グループのメンバーに説明し、実際にロールプ

レイによってその状況を再現し行動リハーサルをやってみなさい。適当な状況が思い浮か

ばない場合は、以下の状況から一つを選んでください。このとき以下の点に注意してくだ

さい。  

1. アサーションするときは、気持ち(feeling)、説明(explanation)、要求(request)の 3 要

素を入れること。  

2. アサーション・トレーニングでは非言語のコミュニケーションに注意を払うことが大

切です。行動リハーサルをした人に非言語の面へのフィードバックを、I-statement を

使いながら行いなさい。 

＜事例＞ 

1. バイト先の店長から電話がきて、「突然で申し訳ないけど、明日の夜、店に出てきてく

れませんか？ 明日の夜に出てくる予定の人が風邪で寝込んでしまっているので」と言

われた。店長には世話になっているし、本当に困っている様子なので断りにくい。し

かし私はその次の日にテストがあるので、前の晩はしっかり家で勉強したい。 

2. 友達と音楽の話をしていたら、盛り上がってしまい「じゃあ、私、○○の CD をもっ

ているから、こんど貸してあげるよ。聴いてみてよ、すごいいい曲だから！」と CD を

その人に貸した。しかし、そのあと、いつまでたっても返してくれない。なんどか催

促しても「ああ、悪い、こんど持ってくるね」と言うばかりだ。自分から「貸してあ

げる！」と言ったこともあり、強く「返して！」とも言えない感じだ。 

3. 高校時代に別れたはずの昔の彼が「また、会わないか？」と勝手なことをメールで何

度も送ってくる。無視していたら、電話もかかるようになってきた。高校時代の美し

い思い出を傷つけることなく、彼にうまくサヨナラをいいたい。 

4. 仲のいい友達なのだが「百円のジュース買いたいんだけど、細かいものがなくてさ、

貸してくれない？」とよく言う。月に何回かは言われていて、もう千円以上貸してい

るような感じがする。しかし一向に返してくれない。請求したいが「百円くらい、何

いっているの！ ケチねえ」と呆れられるような感じがして、言い出しにくい。  

5. ゼミで同じ班になった人が、共同発表のときに何も準備をしてこない。なのに発表の

当日だけは、自分が中心でやってきたような顔をしてどんどん発言して、いいところ

を独りじめしている感じで腹が立つ。準備の段階からいっしょにやってほしいことを
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伝えてください。 

6. 「大学に入ってから親しい友人が誰もいない」と悩んでいるクラスの知人の話を喫茶

店で 2 時間、じっくりきいてあげたら、次の日からとても明るい表情になった。しか

し、授業などで私を見かけると「私たち親友だからね！」と強くハグしたりしてくる

ので違和感がある。普通にキャンパスを歩いていると、手をにぎってくる（手をつな

いで歩きたいようだった）。やめてもらいたいが、変にいうと、また相手が落ち込んで

しまいそうで心配だ。 

7. 専業主婦のケース：家事を完璧にやっているのに夫は感謝をしてくれない。仕事から

帰ってきた夫は野球中継に夢中で、彼女が一生懸命つくった夕食にも無関心で、テレ

ビを見ながらガツガツ食べている。あるとき「いいかげんにしてよ！」と叫んだら、

夫は最初はびっくりしていたが、やがて腹をたてて「仕事で疲れているんだ。テレビ

くらい見せてくれよ！」と怒鳴った。妻の立場でアサーションしてください。 

8. 医療ソーシャルワーカーのケース：ワーカーの A さんは、クライエントの B さんが医

師から病状についてのもっと詳しい説明を求めていることを知った。そこで医師の C

さんに、それを伝えたが、「このあいだ充分に説明したじゃないか！」と言って、とり

あってくれない。C さんは、怒りやすく高圧的な態度をとる人です。 

 
バズ：自分がアサーティブになりにくい状況を考える 

どういう状況でアサーティブになりにくいのかは、人によって違います。その状況は、相

手の特性、相手の行動、問題になっている事柄という 3 つの要素から考えることも可能で

しょう。たとえば、よく知らない近所の人には、きちんと言えるのに、クラスメートには

言えないという人もいます（子ども、老人、障害者、年上、年下、同性、異性、友人、親、

きょうだい、親戚などを考えてみましょう）。また、相手が泣いてしまうと言えなくなると

いう人もいます（怒る、とぼける、すねる、怨む、甘える、脅かすなどという行動も考え

てみましょう）。相手が誰であれ、金銭的問題ははっきり言いにくいという人もいます（そ

の他、感情の問題、恋愛問題、仕事の問題、容姿の問題、能力にかかわる問題なども考え

てみましょう）。 

余談：アサーションのリスク 

ここでアサーションが大事だとは言っても、アサーションに伴うリスクも考えておく必要

があります。はっきり言ったあと、相手が攻撃的になってきた場合、どう対処するか、そ

こまで考えておきましょう。 
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 また high-context と low-context という良く知られた文化人類学の概念があります。そ

れによると世界でいちばんはっきり言うのは、アメリカ人で、その次が、イギリス人、そ

の次が、フランス人、その次が、インド人、その次が、中国人、そして一番はっきり言わ

ないのは日本人22。基本的に多くの民族がまじっていて多様な文化がある社会は、言わない

とわからない。日本のように大多数が、同様の文化のなかで生きている社会では、言わな

くてもわかる（High-context culture をネットで調べてみてください）。アサーション・ト

レーニングは、世界一 low-context のアメリカ社会（日本と真逆の社会）のなかで普及して

いるものだということは念頭におくべきだと思います。 

その他の応用例 

ロールプレイの他の応用例としては、生活技能訓練あるいは SST
（social skills training の略）といわれるものがあります。他の授業

でも学ぶと思いますが、日本では主に精神障害者を対象に行われてい

ます。みなさんのなかで卒業後、PSW となる人は、かならず SST と

いう技法を学ぶことになるでしょう。 
また、通常のロールプレイよりも人間の心の奥までさぐる方法もあ

ります。これはサイコドラマ(psychodrama)あるいは心理劇と呼ばれ

る技法です。サイコドラマは心理療法、精神医療を専門とする人が行

う技法ですが、ソーシャルワーカーが働く現場ではよく使われる手法

なので、言葉だけでも覚えておいてください。 

Key Words 

伝達, チャンネル, エンコーディング, デコーディング, ノイズ, 非言語的コミュニケーション, 

非言語的暗示, コミュニケーションの漏洩, バーン, 自我状態, PAC Model, エゴグラム, 平

行的交流, 交叉的交流, ゲーム, ストローク, 基本的構え, 認知的均衡理論, P-O-X Model, 

ハイダー, ロールプレイ, 行動リハーサル, 役割交換法, ダブリング法, 役割交替法, ウォー

ミングアップ, アサーション・トレーニング, FER(気持ち・説明・要求), 生活技能訓練, SST, サ

イコドラマ     

                                                  
22 Meyer, Erin. (2014). The culture map: Breaking through the invisible boundaries of 

global business. New York: PublicAffairs. 日本語訳も出ています。 
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むだばなし 

里の住人：「頭の上のハエ」の話の続きなんですけどね、しつこくてすみません。 

山の仙人：はいな。 

里の住人：じゃあ、もう知らせないほうがいいということで、これで落着ですな。 

山の仙人：いやあ、問題はそう簡単ではないんじゃ。 

里の住人：はあ、そうですか。 

山の仙人：そうじゃ。それが、わしの悩みじゃ。 

里の住人：と、いいますと？ 

山の仙人：わしがちょくちょく行っとる四谷大学にな、実は、そんな学生がおったんじゃ。 

里の住人：急に、話がナマナマしくなってきましたな。それで？ 

山の仙人：ほんでまあ、頭にハエがおる。  

里の住人：ほおお。  

山の仙人：本人はいたって真面目な学生じゃ。受講態度も良いし、勉強もようしとる。 

里の住人：優等生っちゅうわけですな。 

山の仙人：そうじゃ。それで、ソーシャルワーカーになりたいと強く希望しておった。 

里の住人：教員にとっては嬉しい学生ですな。 

山の仙人：はいな。ところが 4 年になって福祉職への就職活動を始めたんじゃが、ことごとく

落ちてしまうのじゃ。どこにも採用されん。 

里の住人：いやあ、悪夢のような話ですなあ。 

山の仙人：本人がいうにはペーパーテストはすべて合格なんじゃが、面接で落とされてしまう。 

里の住人：いやぁ、それは、また辛い. . . 。 

山の仙人：でも、諦めないで、就職浪人して、また来年も福祉職を受けるというんじゃ。 

里の住人：健気（けなげ）ですなあ。 

山の仙人：そうじゃ。じゃが、浪人しても無駄じゃと思うのじゃ。 

里の住人：つまり、頭の上のハエですな。 

山の仙人：そうじゃ。ハエがおるかぎりは、面接でたぶん落とされるじゃろう。 

里の住人：でも、本人は、それを知らないというわけですな。 

山の仙人：そうじゃ。ハエのことを知らせてやらんと、若い貴重な時間を無駄にしてしまう。 

里の住人：そういうことになりますなあ。 

山の仙人：しかし、わしが教えたら、本人はどう思うかのお。わしを恨むんじゃないかのお。 

里の住人：知らないほうが幸せかもしれませんしなあ。 

山の仙人：ハエがおるかどうか、わしに聞いてくれたら教えることもできるんじゃが、そんなこ

とは夢にも思っとらん様子じゃからのお。わしから切り出して良いものかどうか. . . 。 

里の住人：自分からは見えないだけに、ほんに、やっかいなもんですなあ。 
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グループワークで使える理論を前の 2 つの章で紹介してきましたが、

最後に集団についての理論を説明することにしましょう。 

1. ビオンの基本的仮定 

グループについての無意識的な動き（特に不安な状態に置かれたと

きの動き）を分析した理論として有名なのは、ビオンの 3 つの基本的

仮定(basic assumptions)です1。ひとつは「依存(dependence)の仮定」。

人は何ものかに依存しようとして集まるというのです。グループワー

クの初期の段階では、しばしばメンバーはワーカーに依存しすぎるく

らいに依存してしまいます。それは人間の本能的なものだということ

です。何かに頼らなければ不安なのでしょう。しかもみんないっしょ

に頼ってしまうわけです。 
もうひとつの仮定は「闘争と逃避(fight-flight)の仮定」です。それ

は、人は何かに対していっしょに戦おうとして、あるいはいっしょに

逃げようとして集まるということです。ユダヤ人たちを悪者にして、

ナチスはドイツ人たちをまとめようとしたわけですね。何かと戦うと

                                                  
1 Bion, W. R. (1973)『グループ・アプローチ』（対馬忠訳）サイマル出版社（原著 1961）. 
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きに人々は集まってくる。でも注意してほしいのは、この集まりは本

当に心のつながりがある集まりではないことです。その戦う相手、逃

げ出したい相手がいなくなれば消えてしまいます。 
最後に「対(pairing)の仮定」。これは誰かと 2 人（あるいは 3 人）

のペア（組）になろうとする傾向をいいます。コンパなどでみんなが

集まって飲み屋に行くときのことを考えてみてください。その集団が

うまく行っていないほど、ペアになって歩きはじめるはずです。つま

り一人でいると不安だから誰かとペアになるわけです。これも本当の

つながりがあってペアになるわけではなくて、誰もいないから仮にペ

アになるだけなのです。 
社会福祉学科のある学生で孤立しがちで実習のことなどで悩んでい

る人がいたのですが、その人に「あなたはいつも○○さんといっしょ

にいるじゃないの。彼女には話したの？」と聞くと、「あの人とは深く

話せる関係ではないのです」と答えがかえってきたので驚いたことが

あります。というのは、その人と○○さんとは、実習スーパービジョ

ンの時間では、いつもくっついているように見えましたから。でもそ

ういうものなのですね。それはこの「対の仮定」を考えれば理解でき

ます。 

 
バズ：ビオンの基本的仮定 

あなたの日常生活をふりかえって、ビオンの基本的仮定があらわれていると思われる事例

をあげて（たとえば上にあげた「飲み屋」の話のようなものでよい）、となりの人と話し合

ってみてください。 

余談：対の仮定の利用 

親しくなりたい人がいたら、知らない人たちの間に入るようにしてみたらいいかも。そう

ると、対の仮定によって、二人は近づくでしょう。ただし、普段の環境に戻れば、また離

れてしまうかもしれませんが。 

演習：ビオンの基本的仮定の実験 

7-8 人の人に前に出てきてもらいます。そして、そこで、どのようにしてビオンの仮定があ

らわれるかを体験してもらいます。 
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2. T-group 

グループの無意識的な動きに注目した技法として T-group がありま

す。T-group の T は training の頭文字です。まったく自由な形式で、

できるだけ制限なしで（例えばどんな話題で始めるべきだとか、誰が

司会をするかなどまったく決めずに）集中的に行ないます。この

T-group は人間関係の理論的な講義と組み合わせて、通常 2 週間程度

の宿泊で集中的な訓練として行われます。T-group を中核とした、こ

のような集中的な訓練をラボラトリー・トレーニング(laboratory 
training)といいます2。それは周囲から孤立した場所（たとえば船の上

とか山荘とか）で行なうことが多いようです。 
T-group では、ただ 7-8 人が向かいあうだけのなかで話がどんどん

深められていきます。そして自由に話しあうなかでグループのメンバ

ーから率直なフィードバックをもらいます。 
例えば、A さんには B さんの笑い方が何か不自然な感じがあると感

じられると、それを率直に伝えます。A さんの笑い方がいつも不自然

だということをいうのではありません。グループのなかで、しかも「い

まここで」 (here and now)相手がコミュニケーションのなかで見せた

行動について、自分の感じたことをフィードバックします。A さんの

行動自体がどうだというのではなく、A さんの「いまここで」の行動

を前にして自分がどのように感じたかということを伝えます。この違

いは重要です。「率直に言いあってください」というと、「私は前々か

らあなたのそんなところが間違っていると思っていた」というような

ことを言うのだと誤解する人がいます。そうではありません。グルー

プの「いまここで」起こったことで、自分自身がどう感じたか、どう

思ったかということを相手に伝える、ただそれだけに限定するのです。 
A さんの笑い方が不自然だったかどうか、それはだれにもわかりま

せん。A さんの生まれつきの顔かたちが笑顔を不自然な感じにさせて

いるのかもしれません。あるいは A さん自身も気がついていない何ら

かの原因があるのかもしれません。しかし、その原因を探ることは、

グループのなかではしません。ただ A さんの笑い方が不自然な感じを

B さんに印象として
．．．．．

与えたということは、B さんがそう言うなら、そ

れは事実ですから、その事実だけをBさんからAさんに伝えるのです。

A さんは、それを知って自分のその原因を自分の過去の体験にもとめ

                                                  
2 Schein, E. H., & Bennis, W. G. (1969)『T・グループの実際：人間と組織の変革(Ⅰ・Ⅱ)』
（伊東博訳）岩崎学術出版（原著 1965）. 
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るのか、それとも現在の状況に求めるのか、あるいは単なる誤解とし

てそれを直すように B さんに伝えるのか、それは A さんの責任におい

て自分で決めたらいいのです。 
笑い話になりますが、人間関係が苦手な人がいて感受性を訓練する

ために T-group に参加したのですが、これこそ本当の人間関係だと思

ってしまったそうです。なんでも率直に言えばいいと「悟って」しま

ったのです。そうすると、その人の人間関係はますますぎこちないも

のになってしまいました。というのは、会話の途中に「あ、あなたの

その言葉に私は傷つきました」「あなたのその言葉の裏には何か別の意

味が含まれているような印象を私はもちました」と、いきなりフィー

ドバックしてしまう癖がついてしまったのです。これではまったく不

自然な会話になります。 
T-group は、そのグループが開かれている間だけ、いわば非日常的

な会話をすることによって日常の会話では気がつかないことにお互い

気づきあおうとする試みです。ですから、ここで行なわれる会話が「理

想的な会話」だというわけではありません。私たちの日常生活の会話

では、ふつうはいちいちフィードバックはしません。まして職場の人

間関係などフォーマルな関係においてはそうです。ときどき感受性訓

練のグループに入って、かえって問題が悪化したという話を聞きます

が、それは参加した人が訓練の意味を誤解している結果なのでしょう。 
T-group に似たものとして感受性訓練グループ（sensitivity group）

があります。それは通常 18 時間から 24 時間、あるいはそれ以上、ほ

とんど連続して小グループを維持して人間関係を学んでいくというも

のです。このような長時間、訓練のために続ける小グループはマラソ

ン・グループ(marathon group)と呼ばれます3。 
また T-group と似たようなもので、他者とのエンカウンター（出会

い）を重視するようになると、これはエンカウンター・グループ

(encounter group)と呼ばれるものになります。Encounter group の場

合はメンバーの自主的な活動として非営利的な一種の社会運動として

行われるという意味が強くなります。それに対して T-group を含むラ

ボラトリー・トレーニングは企業の社員研修などでも使われます。 

演習：Mini T-group 

                                                  
3 Baker, R. L. (1995). The Social Work Dictionary (3rd ed.). Washington, DC: National 

Association of Social Workers., p. 225.  
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4-6 人のグループをつくります(4 人の場合は A, E, 1 人 2 役、6 人の場合、1 人は観察者)。

まず、下のセリフを読み、T-group の様子を擬似体験してください。それから感想を話し合

ってください。 

状況：A, B, C, D, E さんが T-group を自分たちでやってみようと集まった。 

--------------------------------- 

A：じゃあ、私の拍手で始めます。ハイ（パンと手を叩く） 

B：ふふふ。 

C：なんか、変ね。 

D：ねえ、B さん、いま何で笑ったの？ 

B：え？ 

D：いま、何で笑ったのか、聞いているの。 

B：だって、おかしいんだもん。 

E：おかしいっていうのは、ちょっと違うんじゃない。 

B：そう？ 

D：私にはね、B さんは緊張していて、不安から笑ったように見えたわ。 

B：ええ？ 

E：私も、そう思うわ。 

D：でしょ、でしょ。（嬉しそうに） 

B：うん。不安かな、やっぱり。 

A：でも、さあ、いまの D さん、すごい嬉しそうだった。 

C：そうよねえ。 

D：ええ？ そう？ 私は別に嬉しくはなかったけど。 

A：嬉しそうだったよ。 

C：うん、うん。 

A：なんか、一本とってやったぞ！っていう感じで。 

D：ひどいなあ。 

A：ああ、ごめん、そういう意味じゃないんだけど。 

B：ははは。 

D：（B を見る） 

B：あ、ごめんなさい。 

D：どうして謝るの？ 

B：笑っちゃいけなかったよね。 

D：いいよ。（怒ったように） 

B：うん。（考え込む） 

E：え？ え？ いま、何が起こったの？ 私、わかんない。 

A：B さん、ちょっとフィードバックしてよ。 
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B：うん。私はね、最初に「標的」にされたっていうか、そういう感じだったじ

ゃない。それは D さんに言われたんだけど、その D さんが、こんどは「標的」

になって、それを見て、なんだかおかしくて笑ったの。でも、その笑いが D

さんに誤解されたみたいで。 

A：どういう誤解？ 

B：それは、私が D さんに、やられたことを、こんどは D さんがやられている

から A さんが仕返しをしてくれたというように、私が喜んだと、D さんは思

ったんだろうなあと私は思った。だから謝ったの。 

D：だったら、謝る必要はないじゃん。 

B：そう？ 

D：そうだよ。だって、B さんは A さんが仕返しをしてくれたと思って喜んだん

じゃなくて、仕返しをしてくれて喜んだと、私に思われているんじゃないか

と不安だったから謝ったんでしょ。 

B：そういうことよね。 

D：それって、正直じゃないよ。 

A：そうだよ。 

B：どうして？ 

A：だって、自分が思っていないことなのに、思ったと思われたから先回りして

謝っているんでしょ。 

B：ああ、そうかあ。 

E：じゃあ、D さんは、なんで怒ったような声で B さんに答えたの？ 

D：ええ？ 怒ったような声だった？ 

C：怒ったような声だったよ。 

D：ううん、そうかあ。私の気持ちを言うとね、B さんが謝ったから嫌だったん

だろうなあ。 

E：謝られて、どうして嫌だったの？ 

D：うーん。（少し考えて）。ああ、そうだ。A さんに「嬉しそう」と言われて、

ちょっと図星だったこともあって、悔しかったんだと思う。こういう小さな

ゲームでも、私は人との競争意識が出てしまって、勝ったとか負けたとかで

考えちゃうのよ。でも、それが嫌なんだけど、そういう勝ち負けの見方で、

いつも私が見ているということを知っていて、それを前提にして B さんが謝

ったんじゃないかなと思ったから嫌だったんだ。 

E：ああ、B さんが謝ったときに、B さんが D さんをどういうタイプの人かを考

えてから言葉を選んでいたと感じたから、D さんは怒ったのね。 

B：怒ったというより、嫌だった、かな。 

C：すごく短い会話のなかだけでも、フィードバックしてみると、私たちってず
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いぶん複雑な会話をしているんだなあってわかるわね。 

3. SYMLOG 

 T-group は言葉でフィードバックするのでしたが、お互いに観察し

てそれを記号と数字でフィードバックする方法もあります。それが

SYMLOG（シムログ）です。SYMLOG とは a SYstem for the Multiple 
Level Observation of Groups のことで、Bales & Cohen(1979)が開発

したものです。これは小グループでのコミュニュケーションの特徴を

とらえるために開発された概念枠組みです。SYMLOG の分析枠はグ

ループワーカーが、メンバーの行動を観察するときに役にたつと思い

ますので、その一部を紹介します4。 
小グループのなかで人々がどのようにふるまうかということをとら

えるのには尺度が必要でしょう。A さんと B さんが同時にひとつのグ

ループを見ているとして、その感想を交換するときふたりとも別々の

視点から見ていたのでは共通の認識が得られません。そこでグループ

のなかで人がどのようにふるまうのか、それを見る共通の尺度を、

SYMLOG は出します。 
ひとつの尺度はグループ内で支配的(dominant)行動をとるかとら

ないかということです。支配的行動をとる人は話すときに主導権をに

ぎろうとしたり、大きな声で話したりします。グループのなかのひと

りひとりと話すというよりグループ全体に話しかけます。身体の動き

も力強く、手足も外に延びています。胸をはった姿勢で、こぶしをに

ぎって話すような感じになります。こういう人は比喩的にグループの

なかで上に昇ると考え、U 行動(upward)をとるといいます。 
それとは逆に従属的(submissive)行動をとる人もいます。従属的行

動をとる人は質問を受けたときにしか話しません。それも質問をして

くれたその人だけに向かって最小限度のことしか話しません。静かに

座っていることが多く、身体に動きもありません。話すことをもはや

諦めたような感じです。くちびるを閉じて、伏し目がちで、身体も小

さく折りたたんだような感じです。背中を丸めてうつむいています。

                                                  
4 SYMLOG はグループワークが通年の授業のときに詳しく説明しましたが、半期になって

から授業で取り上げたことがありません。とすれば、教科書から削除すべきなのかもしれ

ませんが、SYMLOG について紹介した日本語の文献は非常に少ないこと。そして、卒業

生がこれを覚えていて、大学院での研究に使いたいと言ってくれたことを嬉しく思い、残

しておくことにしました。小集団の研究の道具としてとても興味深いものだと思います。 
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こういう人は比喩的にグループのなかで下に下がると考えて、D 行動

(downward)をとるといいます。 
この U・D 次元とは違った次元で、ある人は友好的(friendly)行動を

とります。友好的行動をとる人は自分と他者は対等・同等なのだと考

えているようで、自分の考えだけを主張することなく相手に質問を投

げかけます。話すことと聞くことのバランスがとれています。相手の

ニーズに応じて話したり耳を傾けたりするというスイッチの転換がス

ムーズにできます。視線で相手に自分の注意を伝え、他者との距離も

適切で、傾聴している姿勢がみられます。こういう人は肯定的にふる

まっていると考えて P 行動(positive)をとるといいます。 
逆に非友好的(unfriendly)にふるまう人もいます。「いいえ」「そうは

思わないな」「そんなことはないよ」「納得できないな」「でもねえ」な

どと、とにかく他者と話が合わないというような意味の言葉が多く出

てきます。見た感じも距離をおいた感じで、冷淡で非社交的で孤立し

ていて近よりがたい印象です。話していてもソッポをむいていますし、

疑わしいという感じで、横目で見ています。腕を組んで相手に対して

自分で壁をつくっているようです。また他者の言うことに耳を傾けて

いるという様子がありません。こういう人は否定的にふるまっている

と考え、N 行動(negative)をとっていると考えます。 
以上のような U・D 次元、P・N 次元に加えて 3 つめの次元として

課題追求的(instrumentally controlled)行動をとるかどうかという尺

度があります。つまり話題になっていることを真剣な態度で論じよう

とし、問題になっていることを解決しようとする態度があるかどうか

ですね。自分の価値観や信念などを話しますが、かなり理性的で自制

された感じで話します。注意深く論理的に分析しようとする表現が言

葉に出てきます。こういう行動は比喩的に前にすすむ行動と考え、F
行動(forward)といいます。 
これと逆なのが情緒表出的(emotionally expressive)行動で、情緒的

に流れてしまい気分屋的な言動がめだちます。真剣に問題にとりくむ

のではなくて遊んでいるようです。情緒がすぐに行動に出てしまいま

す（acting out5）。集中力がなく気分に流れやすく、グループで話し合

われていることに耳が傾けられず、ボーッと他のことを考えていたり
                                                  
5 Acting out とは行動化（あるいは行為化）と訳されているもので、カタカナでアクティン

グ・アウトと書くときもある。強い情緒を言葉ではなく行動で表現することである。「私

は怒っています」という代わりに、モノを投げつけることなどは acting out の典型である。

言語表現の下手な子どもや未熟な人に現れやすい。多くは否定的な意味合いで使われるが、

肯定的にとらえる考え方もある。 
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しています。何を考えているのかわからないような空虚な顔をしてい

ることもあります。こういう人の行動は比喩的に後ろに戻る行動と考

え、B 行動(backward)といいます。 
これで U・D、P・N、F・B という 3 つの次元がそろいました。こ

れはそれぞれ独立していますから、この組み合わせも自由に考えられ

るわけです。例えば、UPF 行動というと支配的で友好的で前向きとい

う「頼りになるボス」というイメージがわいてきます。逆に DNB だ

と、消極的でグループにも冷淡で、その感情がもろに顔に出てしまっ

ている人が目にうかぶようです。UNB ならば気まぐれな暴君になり

ますし、DPB では、お人好しだけれども何もできないおとなしい人が

出てきます。以下に 3 つの次元の組み合わせで、どういう人間像が浮

ぶのかを書いてみます6。（ただし、これはグループのなかの行動の特

徴を示したもので個人の性格の分類ではありません。同じ人が違うグ

ループでは全く違う行動をとることがあることに注意しましょう。） 

U  行動的、支配的、多弁 

UP  外向的、友好的、積極的 

UPF 目的の明確な民主的・課題追求型リーダー 

UF  てきぱきしたビジネスライクの管理者タイプ 

UNF 権威主義的、批判的、支配欲の強いタイプ 

UN  支配的、強引、粗削りのリーダー 

UNB 自己中心的、横暴、気まぐれ 

UB  どこまで本気かわからない、おおげさな 

UPB 社交的、温かみがある、人を楽しませる 

P  友好的、平等に人を扱う 

PF  人と協力して仕事を進めようとする 

F  分析的、課題追求的、問題解決志向をもつ 

NF  規則にうるさい、強引に前に進める人 

N  非友好的、否定的 

NB  いらいらした冷笑家、非協力的 

B  感情や情緒をすぐ見せてしまう 

PB  愛らしい、いっしょにいて楽しい 

DP  謙虚な、卑下した、他の人を信頼している 

DPF おだやかな、喜んで自分の責任を果たそうとする 

DF  従順な、誰かの下で働こうとする 

                                                  
6 Bales, R. F., & Cohen, S. P. (1979). SYMLOG. New York: The Free Press. 
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DNF 自罰的な、自己犠牲的に働く 

DN  落ち込んだ、恨むように人を拒絶した 

DNB 疎外された、引っ込んでしまっている 

DB  自信がなくて、不安のために何もできないでいる 

DPB 人といるだけで幸せという感じの静かな人 

D  受け身的で、内向的、無口 

演習：SYMLOG 

1. 4-6 人のグループを近くの人どうしでつくり、ジャンケンで、親（進行役）を決めます。  

2. 親はメモ用紙を全員に 1 枚ずつ配ります。  

3. 親と子は、そこに各自が演じたい行動の記号を書きます。つまり、U, D, P, N, F, B の

なかからひとつを選び、書き入れるのです。それは周りの人には見せません。  

4. 親は全員に答えをもとめる問いかけをします（例：「今日の授業が終ったら、みんなで

新宿に遊びにいかない？」）。問いかけが思いつかなかったら、下のリストから選んで

ください。 

 「私、いま、ちょっと悩んでいることがあって、みんなの意見を聞きたい

んだけど、いいかなあ」  

 「こんどのグループワークのレポートだけど、書くまえに、みんなでディ

スカッションをやってみない？」  

 「ねえ、最近、この授業に出席する人が減ったと思わない？」  

 「なんか、たいくつだなあ。おもしろいことないかなあ」  

5. 親の左隣の人から時計順に、いまの問いかけに答えます。そのときに自分がメモ用紙

に書いた行動として答えます。たとえば、A さんは「U」とメモに書いていたら、支配

的な行動をとるのですから、「新宿だったら、MY CITY がいい。ぜったいに！！」と

大きな声で身体を前に出してグループ全体に向かって言う。  

6. その次の B さんは「D」とメモにありましたので従属的な行動をとります。たとえば、

B さんは A さんのほうだけを見て、小さな声で「あ、それがいい」とうなずきます。

なお、B さんが発言しているときも、A さんは U 行動を取りつづけてください。たと

えば腕を組んで、B さんに向かって「そう、そう」という感じで大きくうなずくなど。

B さんは、それに対して発言の前後は黙ってうつむいている姿が似合います。  

7. その次の C さんは「P」とメモに書いたので友好的な行動をとります。たとえば、ニコ

ニコ笑って、まわりを見渡して「そうだよね。みんながそういう意見であれば、いい

と思うよ」といいます。  

8. その次の D さんは「N」と書いたので非友好的な行動をとります。たとえば、みんな
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に背を向けるような感じで、チラッと横目で見て「私は忙しいわ。みんなみたいに暇

じゃないの」と、そっけなく言います。  

9. その次の E さんは「F」と書いたので、課題追求的な行動をとります。たとえば、「D

さんは忙しいみたいだね。じゃあ、みんなで行くというのは無理かもしれない。でも

何人かで行きたい人だけいけばどうかな」と、冷静な感じで問題の解決をはかろうと

します。  

10. その次の F さんは「B」と書いたので情緒表出的な行動をとります。たとえば「ああ、

なんか、おなかが減った」と自分の感情のままをいい、グループの流れを聴いていな

かった様子です。  

11. みんなが終ったら、それぞれどの行動をとったのかを当てます。誰も当たらなかった

ら、それは演じたほうに問題があるかもしれません。みんなが当たっているのに、ひ

とりだけ当たらなかったら、それは見るほうが行動を識別できなかったということに

なります。誰もわからないようでしたら、もう一巡、発言しあいましょう。そのとき

は同じ行動で、しかも別の発言をすると良いでしょう。  

12. ひととおり終わったら、また 2 に戻って、メモを配り、これを繰り返します。  

13. P, N, U, D, F, B の 6 つの行動がマスターできたら、こんどは、その 2 つの組み合わせ

（UP, UN, PB, DP など）に挑戦してみましょう。ずっと難しくなるはずです。 

14. 自分で演じたい行動を書くのではなく、親が適当に行動を書いた紙を配り、各自、受

け取ったメモに書かれてある行動を演じてみるということもやってみましょう。する

と、自分が演じにくい行動について気づくことがあるかもしれません。（自分で演じた

い行動を書くとき、どうしても自分が演じやすいものに偏る可能性があります。） 

ダイヤグラムの作り方 

SYMLOG ではダイヤグラム（図のようなもの）を作って、それに

よってグループの分析をしたり、グループのなかでの他の人に対する

自分の認知の偏りなどを明らかにしたりします。その分析方法は簡略

化して書けば、次のようなものです。 
まず、グループのメンバーひとりひとりが SYMLOG の枠組みを使

って相互に観察します。そのときに次のページに載せたような表を以

下のように使います。すなわち、いちばん上の行に、そのグループに

いるメンバーの名前をひとりひとり書きます。そして、それぞれが、

U 行動を､グループのなかでたえず表現していると思った場合には 2、
ときどき表現していると思ったら 1、まったく表現していなかったと

思ったら 0 をつけます。以下、UP、UPF 等の行動にも点数をつけて

いきます。すべて点数をつけたら U の合計点をつけます。それは U、

UP、UPF、UF、UFN、UN、UNB、UB、UPB、という U が要素と
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してはいっているすべての項目（9 項目あります）の合計点を出しま

す（つまり最高点は 18 点になります）。同様に D、P、N、F、B の合

計点をつけます。そして U と D とは逆の要素ですので、U が 8、D が

３なら 8-3=5 で、5U と書き入れます。同様に P と N、F と B も計算

して、たとえば 6P、7F というように出します。 
 

SYMLOG 採点表 

氏名 秋葉 大塚 上野 高田 渋谷 神田 新橋 田端

U 2        

UP 2        

UPF 1        

UF 1        

UFN 0        

UN 0        

UNB 0        

UB 0        

UPB 2        

P 2        

PF 2        

F 1        

NF         

N         

NB         

B         

PB         

DP         

DPF         

DF         

DNF         

DN         

DNB         

DB         

DPB         

D         



グループワークの周辺：集団の理論  137

このように計算すると、ひとりの個人のグループ内での行動は

(5U,6P,7F)というような 3 次元のスコアとして表現できます。それぞ

れのスコアは点数をつけた人の観察によるものですから､主観的な偏

りがあります。そこでグループ内で、その平均値を出すのです。グル

ープで各自の平均されたスコアがでたら、こんどは、それを図で表現

することになります。その例を以下に示しておきました。U の高い人

を大きい丸で、D が高い人を小さな丸で表現すると、各スコアは一枚

の図上の丸で表現されます。 

SYMLOG のダイヤグラム 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この図から明るく力強くグループを前にすすめていこうとうする秋葉

さんを、前向きの高田さんと、おとなしくて明るい渋谷さんが応援し

ている様子がわかります。大塚さんと田端さんはグループの流れに反

対していて否定的です。新橋さんはグループの対立にとまどいを感じ

ている様子です。上野さんは苛立ちながら孤立感を味わっているよう

です。このようにグループの様子を図示して分析できるところが

SYMLOG の強みになっています。 

4. Sociometry 

SYMLOG がグループのメンバーの行動に注目したのに対して、グ

渋谷 

F

B

N P 

大塚 

秋葉 
高田 

神田 

上野 

新橋 

田端 



わかりやすいグループワーク 138

ループのメンバー同士の人間関係に注目したのがソシオメトリーです。

ソシオメトリー(sociometry)は、1920 年代にモレノ(Moreno)によって

考案されました。ソシオ(socio-)は「社会」を意味します。メトリー

(metry)とは測定する術(art)とかプロセスを意味します。つまりソシオ

メトリーとは社会を測定するひとつの方法だということです。具体的

には小集団のなかで誰が誰を選択し（「誰が好きか」）、誰を排斥してい

るか（「誰が嫌いか」）を明らかにして、その集団の人間関係の構造を

調べようとします。 
たとえば幼稚園の園児に対して幼児の写真を見せながら「あなたは、

おあそびをするとき、いつも好きな人は誰ですか？」と聞く。また「あ

なたは、おあそびをするとき、いつも嫌いな人は誰ですか？」と聞く7。

そうすることによって幼稚園児のグループの人間関係がわかるのです。

このように集団のなかでの選択・排斥（好き・嫌い）を聞くことを、

ソシオメトリック・テスト(sociometric test)を行うといいます。 

Sociogram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ソシオメトリック・テストの結果を図で示したものをソシオグラム

(sociogram)といいます。ソシオメトリーといえばソシオグラムを意味

するほど、この概念は重要です。実際の詳しいことは興味のある人が

自分で専門の本を探して勉強してもらうことにして、ここではソシオ

グラムのイメージだけをつかんでもらうために簡単なものを描いてみ

                                                  
7 田中熊次郎(1961)『ソシオメトリーの理論と方法：人間教育の心理学的基礎技術の研究』

明治図書出版, p.111. 「そんなことをしたら、子どもたちの間でいじめが起きるのではな

いか」と指摘した学生さんがいましたが、たしかに現代では、あまり実施されていないか

もしれません。 

 

第1選択 

第2選択 

A B 

D 

E 

C
H

G
F



グループワークの周辺：集団の理論  139

ましょう。通常のソシオグラムは選択関係を第 1 から第 5 までを書き

入れる（つまり、いちばん好きな人から 5 番目に好きな人まで書かせ

た結果を図にいれる）ようですが、ここでは第 2 選択までを図に入れ

ています。 
この図では A と B、E と F が、お互いに第１選択の対象となってい

ます。これを相互選択(mutual pair)といいます。つまり「仲良しペア」

なのですね。さらに、第 2 選択まで目をひろげると、A、B、C が相互

に選択しています。この「仲良し 3 人組」を triangle といいます。第

3 選択まで図にいれると相互選択でもっとたくさんの人が結ばれるか

もしれません。ABC が相互に選択しあっていてグループのなかで、ま

た小さなグループをつくっていますね。これを subgroup（下位集団）

といいます。ソシオメリック・テストをすると、この下位集団が、は

っきりと図ででてくるときがあります。 
また、C はグループのほとんどの人から選択の対象となっています。

こういう「人気者」を star といいます。逆に G は誰からも選択され

ていないし選択もしていません。孤立していることがわかりますね。

また、D や H は自分が好きな人はいるようですが、誰からも好かれて

いないようです。グループワークでは G、D、H のような孤立しがち

な人を援助する必要があるでしょう。 

 
バズ：身近なソシオメトリー 

ソシオメトリーの考え方をあなたの身近な集団に使うと、どのようなメリットがあるかを

隣の人と話し合いなさい。 

5. リーダーシップ理論 

ソシオメトリーを使えば、誰がグループの中心にいるか、誰がグル

ープの端のほうにいるかがわかります。では、ソシオグラムを描いた

ときに中心のあたりにいる人がリーダーシップを発揮するのでしょう

か。必ずしもそうではありませんね。みんなから好かれているけれど

も、だからといって、その人にみんながついていくとは限りません。 
グループが成功するためには、メンバーの誰かが良いリーダーにな

ってくれるといいわけです。とくに社会的諸目標モデルの場合は、メ

ンバーのなかに良きリーダーが生まれることを援助することが大切に

なってきます。そこで、ここでリーダーシップをめぐる理論を紹介し
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ておきましょう。 

特性理論 

リーダーシップの研究は、まずどんな特性をもった人がリーダーに

適しているかという考察から始まりました。これを特性理論(trait 
theory といいます）。これは私たちも常識的に考えることでしょう。

サークルの部長に誰が適任かを考えるときに、まず、リーダーの適性

を考えて、それを最も多く持つ人をリーダーに選ぶと成功すると考え

るわけです。 
こうした点で多くの研究が行われた結果、リーダーの特性としては

知性(intelligence)と人格(personality)そして能力(abilities)という 3
つの要素が明らかにされています。その他、大きな体格や魅力的な外

見もリーダーシップの要素ではないかという仮説が出されたそうです

が、それは研究の結果、否定されています8。 
しかし特性理論は現在、過去のものとなっています。というのは、

詳しい調査の結果、人は自分たちのリーダーを他の人とは違うと認め

たいという気持ちから、リーダーの特性を理想化する傾向があること

がわかったからです。つまり、優れているからリーダーになるのでは

なくて、リーダーになっている人が優れてみえるだけだ（あるいは優

れていると思いたいだけだ）ということです9。 

 
バズ：リーダーの特性の理想化 

リーダーの特性を理想化してしまう理由を考え、隣の人と話し合いなさい。 

機能論 

リーダーの特性を探すのをやめた研究者たちが次に注目したのは、

リーダーになっている人の行動パターンでした。どういう行動がリー

ダーとしてふさわしいのか、それを調査で明らかにしようとしました。 
有名なものとしては、ミシガン大学のチームが明らかにした「仕事

中心のリーダーシップ」と「従業員中心のリーダーシップ」という 2
つのスタイルがあります。仕事を重視するか、それとも職場の人間関

係を重視するかでリーダーシップを二つに分類したのですね。 

                                                  
8  Ivancevich, J. M., & Matteson, M. T. (1996). Organizational Behavior and 

Management (4th ed.). Chicago: Irwin., p. 416. 
9 Cook, C. W., Hunsaker, P. L., & Coffey, R. E. (1997). Management and Organizational 

Behavior (2nd ed.). Boston: Irwin/McGraw-Hill., p. 466. 
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日本では三隅二不二という（珍しい名前の）人がリーダーシップの

P 機能と M 機能という概念を出しているのが、よく知られています。

これは performance の P と maintenance の M を意味していて、リー

ダーシップを、課題を追求するために前に進めていく機能と、集団を

維持してまとめていく M 機能に分けているのです。それぞれの機能の

強弱の組み合わせで PM 型（P 機能、M 機能ともに強い）、Pm 型（P
機能は強いがM機能が弱い）、pM型（P機能は弱いがM機能が強い）、

pm（P 機能、M 機能ともに弱い）という 4 つのリーダーシップの類

型が提案されています。分け方の発想はミシガン大学のチームの分け

方(job-centered & employee-centered)と本質的には変わりません。 

 
バズ：P 機能、M 機能 

あなたの身近な集団を思い出し、そのなかで P 機能、M 機能をそれぞれ果たしているリー

ダーは誰なのかを考えてみなさい。そのリーダーを思いついたら、その人の様子やグルー

プ内での行動について隣の人と話し合いなさい。また、P 機能を果たすリーダーがいない集

団、あるいは M 機能を果たすリーダーがいない集団について想像し、その様子について話

し合いなさい。 

 
バズ：クラスでの出店 

社会福祉学科のクラスでソフィア祭に出店を出すことになりました。そのときのリーダー

リーダーシップを考えるときに、どんなタイプの人にＰ機能を期待しますか。あるいは、

どんなタイプの人にＭ機能を期待しますか。いま学んだ理論を使って、リーダー（シップ）

について改めて考えてもらう演習です。 

状況理論 

特性理論や機能論の欠点は、リーダーシップのことばかりを考えて

いてフォロワーシップ(followership)、つまりリーダーについていく人

のことを全く考えていないことです。つまり、リードされる人の状態

によって、何がもっとも理想的なリーダーシップであるかは変わって

くるのではないかという視点が欠けているわけです。 
そこで出てきたのが、リードされる人の状況によって望ましいリー

ダーシップのありかたは変わってくるはずだという状況理論

(situational theory)でした。ここではそのうちの代表的な Hersey と

Blanchard の理論を紹介しましょう10。 
                                                  
10 Hersey, P., Blanchard, K. H., & Johnson, D. E. (2001). Management of Organizational 
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この理論では、まず「ついていく人の準備状態」(follower readiness)
という概念を考えます。つまりリードされる人がリーダーにどこまで

ついていくつもりかということですね。それを以下の 4 つの状態に分

けます。 

1. Able and willing - 能力：高い、意欲：高い 

2. Able but unwilling - 能力：高い、意欲：低い 

3. Unable but willing - 能力：低い、意欲：高い 

4. Unable and unwilling - 能力：低い、意欲：低い 

その一方で、リーダーの行動をフォロワー（ついていく人）との関

係づくりのための行動(relationship behavior)と、仕事についていろい

ろ細かく指示していく行動(task behavior)に分けます。この分け方は

機能論の研究の成果を受け継いでいるといえます。そして、それぞれ

の行動の強弱を組み合わせて、以下の 4 つのタイプのリーダーシップ

を考え、さらにそれと follower readiness との関係を示しました。 
 

状況理論 

 

仕事についての指示 
 

人間関係  多い        少ない 
 
配慮多い     ていねい・タイプ まきこむ・タイプ 
   低能力、高意欲 高能力、低意欲 
 
配慮少ない    命令口調・タイプ   おまかせ・タイプ 
   低能力、低意欲 高能力、高意欲 

 
 
その結果が上の表です。まず、意欲はあるのですが、能力が伴わな

い人へは、仕事の指示も丁寧にして、人間関係もしっかりと持ちます。

つまり温かく丁寧に指導する方法ですね。上の表では＜ていねい・タ

イプ＞と書いておきました。 
それに対して、仕事をこなし、ついていく能力はあるのですが、リ

ーダーについていく気持ちが少ないという人には、仕事についての指

                                                                                                                                                  
Behavior: Leading Human Resources (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. 
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示は少なめにして、その代わりに人間関係をしっかりと持ちます。そ

して、フォロワーも、グループの運営に意見をどんどん出せるように

していくわけですね。これが＜まきこみ・タイプ＞のリーダーシップ

です。 
また、リーダーについていこうという気持ちもないし、その能力も

ないという一番ダメなタイプのフォロワーには、人間関係はあまりと

らないで、仕事の仕方をビシビシと伝えていくのが良いだろうと考え

られます。＜命令口調・タイプ＞のリーダーシップですね。 
最後に、リーダーについていこうという気持ちもあるし、能力も高

いという一番理想のタイプのフォロワーですが、こういう人たちには、

もう仕事をまるごと任せてしまっていいのです。これを＜おまかせ・

タイプ＞のリーダーシップと呼んでおきましょう。人間関係も指示も

少なくて良いと考えます。 
このリーダーシップ理論は企業経営でよく使われます。つまり、リ

ーダーはできるだけ効率よく働くことが大事であり、部下がしっかり

とリーダーの考えを理解していて、能力も高いというのなら、上司は

わざわざ指導しなくてもいいわけです。こういった発想は、社会福祉

のグループワークとは基本的に異なることにも注意しておきましょう。 

 
バズ：リーダーシップの状況理論 

状況理論をあなたの身近なグループで使うことができますか。つまり、あなたが思いうか

べたグループの follower readiness を考え、それに対応するリーダーシップのスタイルを選

ぶのです。考えた結果を隣の人と話してみなさい。 

 
バズ：状況理論の問題点 

上でも述べましたが、状況理論は企業など産業界では有用でしょうが、ソーシャルワーク

のグループには使えない部分もありそうです。それはどこだと思いますか。隣の人と話し

合いなさい。 

6. Positive peer culture - 肯定的仲間文化 

次は、グループの力を使って非行少年を更正させるという方法とし

て、日本の福祉現場でも良く使われている PPC (positive peer culture
あるいは肯定的仲間文化)です。少年たちはグループをつくるのが好き
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ですね。学童期（小学校在学の時期をこのように言う11）の中・後期

には人は、5-6 名の同性の閉鎖的な集団をつくると言われています。

この集団を gang（ギャング）といい、その集団をつくる時期を gang 
age（「ギャング・エイジ」とカタカナで表記されることが多い）とい

います。その時期を過ぎても、少年たちにとって集団はかけがいのな

い成長の場です。そこから彼らはさまざまなことを学んでいきます。

さまざまな価値観や行動様式も、その一つです。 
非行少年の場合は少年期につきあったグループが悪かったのでしょ

うね。もう悪いことはしないと心に誓っても、周囲の友人たちにひき

ずられてまた悪いことをしてしまう。そういう繰り返しが続くのです。 
人間は行動するときに、その行動が望ましいものかどうかを自分が

所属すると考えている集団の行動や価値観を基準に考えるのです。例

えば、ある少年のグループでは万引が「すごいこと」になっている。

「ほら、昨日いちにちでこんなに取ってきてやった」と「戦利品」を

仲間に見せると「へえ、すごいな」と仲間から感嘆される。すると万

引が「かっこいいこと」になってしまう。もちろん一方では万引を間

違ったことと考えているグループもあるわけで、そのグループの価値

観に従う子どもは万引をしない。このように自分の行動の是非を判断

するときに基準になるグループをレファレンス・グループ(reference 
group)あるいは準拠集団とよびます。このレファレンス・グループが

社会に適応するものであれば、その人も社会に適応するでしょうが、

逆に反社会的であればその人も反社会的になります。 
準拠集団の重要性はみなさん自身の学生生活を考えてみればいいで

しょう。講義に毎回出ている人、サークル活動にうちこんでいる人、

恋愛のなかに青春を見ている人、バイトを数多く経験して将来の職業

を模索している人など、大学生にはいろいろなタイプがいますが、そ

れぞれそのような生き方をそれなりに安定して維持できるのは、同様

の生き方をしている人々の集団が準拠集団になっているからでしょう。

あなたがあなた自身の生き方について不安を感じたとき、あなたが判

断の基準として選んでいる集団があるはずです。それがあなたの準拠

集団です。 

 
バズ：準拠集団 

あなたの準拠集団には具体的に誰がいますか。考えてみましょう。その人はクラスの人か

                                                  
11 『新版心理学事典』(1981)平凡社, p. 91. 



グループワークの周辺：集団の理論  145

もしれないし、バイト先で知り合った人かもしれません。また、本や小説のなかの人かも

しれません。家族かもしれません。 

こういうわけで非行少年たちにとっては「良い」グループが必要な

のですね。良いグループとはどういうものか。それは「よい子」の集

団というよりはむしろ「よい集団」なのです。つまり集団そのものが

肯定的仲間文化(PPC)をもっているかどうかなのです。PPC が具体的

にどういうものかということですが、これについては良書があります

ので詳しく知りたい人はその本を読んでください12。ここでは簡単に、

その中核になっている価値観を非行少年の価値観と対比しながら説明

します。 
ひとつは「信頼・率直－侵害・暴露」という対比です。非行少年た

ちの文化は侵害と暴露の文化だというのですね。それを信頼と率直の

文化に変えていくのです。たとえば、私は大学生のころ、バイトの家

庭教師として「ツッパリ少女」13といろいろと話したことがあります。

そのとき彼女たちの仲間が集まったときの部屋の座り方を教わりまし

た。それは早く部屋に来た人から部屋の四隅に座るのだそうです。ほ

んとうに壁にもたれてひざをかかえて座るのだということを聞いて興

味深く思いました。なぜ、そんな座り方をしたのでしょうか。おそら

く信頼関係ができていなかったからではないでしょうか。彼らの関係

は互いに弱みを見せあわない関係のように見えました。だから「ツッ

パリ」（突っ張り）というのでしょう。弱みを見せると、その弱みにつ

けこまれて暴露させられてしまう。だから互いに虚勢を張って本音を

見せないのですね。 
女子高校生が数人の少年たちに監禁され、最後には殺されるという

実に残酷な事件がありました14。そのときでも仲間の少年のひとりは

女の子がかわいそうに思えたけれども、その気持ちを仲間に気づかれ

ると、こんどは自分が狙われると思って恐かったと言っていました。

自分が弱みを見せるとそれにつけこまれて、こんどは自分が攻撃され

るという恐怖があるのです。非行少年たちが群れていても、それだけ

                                                  
12 Vorrath, H. H., & Brendtro, L. K. (1988)『若者が若者を変える：非行少年の相互教育』

（菊池正彦訳）東京創元社(原著 1985). 
13 ひょっとしたら、これはもう死語かもしれませんね。非行少年少女あるいはそれに近い

若い人たちのことを「ツッパリ」と呼んだ時期がありました。 
14 ずいぶん昔になりますが、41 日間、少年たちに監禁されてなぶり殺しにされた女子高校

生がいました。知らない人は図書館で 1989 年 1 月 4 日に殺されたこの女の子の記事をネ

ットで探してみてください。私にとっては自分の人間観、家庭観、地域観など、いろんな

ものが崩されてしまったように感じたほど衝撃的な事件でした。 
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を見て、信頼しあって支えあっていると考えてはいけないわけです。 
PPC は「思いやりの文化(caring culture)」を少年たちの間に根づか

せることだと言われます。「相手を思いやる」ことは非行少年たちの間

では「甘いこと」「かっこわるいこと」という考えがあるのでしょう。

「おい、おまえ疲れてんじゃないか」と声をかけると、「うるさい！ お
まえの知ったことか！」と言い返されるシーンがヤクザ映画にあった

りしますが、これもまた「思いやりの文化」がない人々の間ならでは

の会話だと思うわけです。 
侵害と暴露の文化に対して、信頼と率直の文化でかかろうとすると

き、典型的には以下のような会話が生まれるかもしれません。 

少年 A：ずいぶん今日は元気がないね。どうしたの？ 

少年 B：ほっといてくれよ。おまえには関係ないだろ！ 

少年 A：何か悩んでいることがあったら話してほしいな。 

ワーカー：B 君。A 君は、心底、君のことを心配しているんだ。私もそうだよ。

私たちを信じて、心のなかを話してほしいな。 

二つ目の対比が「変容の風土－安寧の風土」です。風土は、この場

合、専門用語の一つで、英語では climate といいます。グループをお

おう雰囲気だと考えればいいでしょう。「変容の風土」とは、グループ

が個人の変化を許し進める雰囲気です。「変わり身の早さ」などと「変

わる」ことが悪いことのように言うことがありますが、ここでは「変

わる」ことは「成長する」ことであり、積極的に評価すべきものと考

えています。「変わらない」ことを良い意味で使うこともありますが、

自分の誤りを認められない弱さ、あるいは新しい生き方を選ぶ勇気が

ない状態であることもあります。相手を信じられないから「変われな

い」のかもしれません。「素直になれない」のは相手に対して自分が間

違っていたことを認めると、それが自分の負けにつながるように考え

てしまうのかもしれません。 
ですから、グループのなかで自分の非を認め変わることができるた

めには、グループのなかにそれだけの信頼関係が必要なのです。逆に

「安寧の風土」というと漢字ではいい意味のように見えますが、いつ

までも過去にこだわって、前に進めない状態を良しとする、消極的な

雰囲気なのです。以下に、この価値観をめぐる対話の例をあげておき

ます。 

少年 A：いまさら、どうにも変わるわけないし、何をやってもこんな毎日なん
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だよ。ぼくは、もうこれでいいんだ。 

少年 B：一度に何もかも変えるわけにはいかないけど、少しずつなら変えられ

るかもしれないよ。 

ワーカー：B 君の言うとおりだよ。自分を変えようと努力することは恥ずかし

いことではないんだよ。 

さらに「いまここで－あのときあそこで」という対になった価値観

があります。「いまここで」というのは here and now、「あのときあそ

こで」というのは there and then といい、半ば専門用語のように使わ

れています。「いまここで」とは、グループのなかで話しあうときには

「いまここで」のことを重視するということです。たとえば一人の少

年が「もうシンナーはやらないよ」と、グループで宣言したとします。

少年の以前の仲間なら「おまえ、いつだって、そんなことを言ってた

けど、ダメだったじゃないか」と、昔のことを引き出して「いまここ

で」の少年の宣言を無視してしまう。そうではなくて「いまここで」

少年がシンナーをもうやらないという、その気持ちを大事にしていく

ということです。 
みなさんの日常的な人間関係を、ふりかえってみてください。「あの

．．

ときあそこで
．．．．．．

私はひどい目にあったから、もうあなたのことは信じな

い」と考えてはいませんか。いまここで
．．．．．

相手がどういう態度であなた

に接しているのか、それを考えるべきです。これは前にいった「変容

の風土」と「安寧の風土」の対比にもつながります。「あのときあそこ

で」に固執するかぎり、あなたの人間的成長もありませんし、あなた

が変容していくこともありません。「いまここで」の原則は、あなたの

日常的な人間関係にとっても大切なのです。会話の例としては、以下

のようなものが考えられます。 

少年 A：もう、今日からシンナーをやめようと思うんだ。 

少年 B：やめられるもんか。おまえ、前も、同じことを言っていたぜ。 

少年 A：ぼくは、いま、もう一度、決心したんだよ。 

ワーカー：そうだよ。昔のことよりも、いまここでの決意が大事なんだよ。 

さらに「チャンスとしての問題－トラブルとしての問題」という対

比があります。「大変だ！」というときは、たいてい悪いことをいいま

すね。でも「大変」とは文字どおり「大きな変化」であって、いい意

味で大きな変化があるかもしれないのです。なにか問題が起こったと

き、それを変化へのチャンスと見るか、安寧をさまたげるトラブルと
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見るか、そこでも「文化」が分かれるわけです。悪いことをして警察

に見つかり施設生活をすることになったとしても、これは自分の生活

を考え直すチャンスかもしれません。いつもは少年を無視していた父

親が、初めて顔をまっかにして少年に対して怒りはじめたとき、これ

を父親とのトラブルと考えずに、父親と向い合う良いチャンスと考え

ることもできます。なにか問題が起ってもそれをチャンスとしてとら

えるか、単なるトラブルととらえるかで、その人が成長できるかどう

か大きな差がでるのです。以下に例をあげておきます。 

少年 A：家に帰るのが憂鬱だなあ。オヤジがまた、オレのことを怒っていて、

言いたいことがあるっていうんだ。 

少年 B：オヤジさんと話し合う、いいチャンスじゃないか。 

ワーカー：そうだね、嫌がらずに、それをいいチャンスだと思えばいいよ。 

 
バズ：肯定的仲間文化 

肯定的仲間文化(PPC)の価値観について学びましたが、それについてあなたが考えたこと、

感じたことなどを自由に隣の人と話し合いなさい。 

7. 自助グループ 

PPC はオトナのワーカーの指導のもとで行うものですが、ワーカー

の指導なしで、しかも自分たちの考え方や行動のありかた、社会のあ

りかたを変えようとして人々が自主的に集まっているグループがあり

ます。それを自助グループ（セルフヘルプグループ）といいます。 
最もよく知られた自助グループは、アルコール依存症者のグループ

であるアルコホーリクス・アノニマス(Alcoholics Anonymous、略し

て AA）です。1935 年にアメリカで結成されて、全世界で活動してい

ます。日本でも全国各地で集会が毎週のように開かれています。上智

大学の隣のイグナチオ教会でも毎週ミーティングが開かれています。 
自助グループの考え方がどのようにグループワークに応用できるか

ということですが、問題をもつ本人のグループが長い年月をかけてつ

くりあげてきたグループの進め方の「プログラム」があるのですね。

それを取り入れたグループワークを展開することが可能だということ

です。プログラムとしては AA の「12 のステップ」(Twelve Steps)が
有名です。実際に、日本でも、いくつかのアルコール依存症者の社会

復帰のための施設では AA のプログラムを使ったグループワークが行
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われています。 
AAの12ステップが元になって、アルコール依存症者だけではなく、

その家族や子どもたち、薬物依存症や摂食障害（過食・嘔吐）、賭博依

存症のグループなどが日本でも自主的に各地で運営されています。問

題をもつ本人の自主性を重視し、ワーカーの援助がなくても治療的に

働くグループワークを考えるとき、この自助グループが開発してきた

ノウハウや考え方は役立つと思われます。 
このグループがどのようなものであり、どのように運営されている

かということについては、私が一冊の本にまとめていますので関心の

あるかたはぜひご覧下さい15。ここではごく簡単に基本的なところだ

けを書いておきます。 

わかちあいの方法 

自助グループの方法の基本は「わかちあい」(sharing)です。わかち

あいの原則は、まず時間を分け合うことです。ワーカーがグループの

なかにいないのですから、もし、ずっと一人で話している人がいても

誰も止められません。したがって時間は分け合うということを前もっ

て約束しておきます。 
また、話されたことを批判しないことです。「それは間違っている」

「そんなやりかたは絶対ダメだ」というような言い方はしません。「そ

れでは間違った行動は改まらないのではないか」と思うかもしれませ

んが、自助グループは基本的に間違った行動を改めようと決意した人

が集まるところです。ですから、そこで批判することは必要ないわけ

です。 
さらに、秘密を守ることです。これは話し合いの場面が終れば、そ

のことを話題にしないという約束でもあります。「話されたことは部屋

のなかに置いておく」という言い方をよくします。 
この 3 原則（時間を分け合う、批判をしない、秘密を守る）を頭に

入れて、次に自助グループの擬似体験をしてみましょう。 

 
バズ：自助グループの力 

講義のなかで、アルコール依存症の人の家族の問題と自死遺族の問題について自助グルー

プの力についてお話しします。このような問題、あるいは他の分野の問題についての自助

グループの力と可能性について、あなたの思うことを自由に話し合ってください。 

                                                  
15 岡知史(1999)『セルフヘルプグループ』星和書店.（上智大学の図書館に所蔵） 
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演習：自助グループ 

1. A5 版ぐらいの大きさの紙を一人一枚くばりますので、そこに自分が真剣に
．．．

悩んでいる

ことで、同じ悩みを持った人になら話すことができるものを、ひとつ選んでください。 

2. その悩みを「わかちあう」ための、自助グループ

を呼びかける簡単なビラを 5 分程度で作ってくださ

い。悩みは「自分自身の悩み」にしてください。「キ

ムタクについて語ろう！」「介護保険の問題について

語ろう！」などというのはダメです。過去には「ダイ

エットの悩み」「間食が止められない」「忙しすぎる」

「不規則な生活」「早起きできない」「バイトでの人間

関係が難しい」「落ち着いて勉強できない」「お金がな

い」「卒業後の進路が決められない」「遠距離恋愛」「内

気な性格でつらい」「かわいくない女だと言われる」

「部屋がゴミ屋敷状態」などが出されました。どうし

ても分かち合いたい悩みがない人は「悩みがない悩み

を語る」「悩んでても人に言えない悩み」「のんびり雑談したい」などとしてください。） 

3. 教員がそのビラを集め、ひとつひとつ黒板に貼ります。そのとき似たようなグループ

は、ひとつにくくられます。（12 程度のグループに分ける予定です。分類のとき、ボラ

ンティアを募集します。） 

4. 教員がざっとひとつひとつ紹介します。それを聞いて、自分が参加したいと思うグル

ープを頭にいれておきます。 

5. 教員が合図をしますので、参加したいグループのビラの下に、ひとり一つずつ○をつ

けます。ただし、「見学したい」という気持ちでそのグループに参加しないで下さい。

あくまで、その問題について自分自身が（ある程度）真剣に悩んでいることが条件で

す。過去に「家族のことで悩んでいる人の気持ちを知りたい」ということで、そのよ

うなグループに参加した人がいましたが、人は「見学者」の前では正直に話せません。

また以前「キャピキャピできない悩み」というグループが成立したものの、なぜか男

子学生が参加し（本人が「自分も悩んでいる」と主張するので私も反対しませんでし

たが）、基本的にそういう悩みは女子学生のもので、男子学生が一人でもいると正直に

話せないものです。見学者や好奇心からの参加者の存在は、そのグループの演習をダ

メにしてしまう危険性もあるので、あくまで自分の悩み（小さくても良い）を基準に

グループを選んでください。 

 
過干渉の親との

関係を語る会 

「私のことが心配なのはわかるけど、私も

もう高校生じゃないの。もっと私を信じて

ほしい！」と親に言いたいあなた。 

ひとりじゃ、ありません。 

悩みをわかちあいましょう。 

そして、親との関係をどうしたらいいか、

いっしょに考えてみませんか？ 

＜見学者、お断り＞ 

＜秘密厳守で御願いします＞ 
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6. ○が二つ以上、集まったグループは自助グループが成立したと考え、それぞれに教員

が席を指定しますので、そこで集まり自分たちの体験を分かち合ってください。その

とき机をとり、イスだけで集まってください（昨年度、隣のグループの声で自分たち

のグループの人の声が聞こえなかったという声がありましたので）。 

7. 7 人以上になったグループは、簡単に悩みの内容を言って、グループを分けることも検

討してください。（たとえば、進路の面で悩むという人でも、卒業後何をしたらいいの

かわからないで悩んでいる人と、考えている仕事はあるものの続けられる自信がない

という人に分かれるかもしれません。）分ける、分けないはグループに任せます。 

8. グループの人数が確定したら、そこで、そのグループに関連した自分の具体的な体験

を順番に一人ひとり話します。時間を平等に分け合うことを忘れずに。  

9. ひととおり話し終わったら、自由に体験を語り合ってください。そのときに「互いの

批判をしない」「『私のほうが辛いはず』というような『不幸自慢』はしない」「そこで

聴いたことを外に漏らさない」という約束を忘れないようにしてください。  

10. 多くのクライエントは「こんなことで悩んでいるのは私だけだ。私の悩みなど誰もわ

かってくれない」と思い、強い孤独感にさいなまれています。同じ体験をして同じよ

うに悩んでいる人と出会い語り合うことによって「私だけじゃないんだ」と思い、少

しでも安心できれば、そこから立ち直る心の余裕がでてきます。そういう「安心感」

を少し体験できれば、この演習は成功です。 

Key Words 

ビオンの基本的仮定, 依存の仮定, 闘争と逃避の仮定, 対の仮定, T-group, Laboratory 

training, 感受性訓練グループ, Encounter group, SYMLOG, ソシオメトリー, Moreno, ソシ

オグラム, 特性理論, 機能論, P 機能, M 機能, 状況理論, Follower readiness, Positive 

peer culture, 肯定的仲間文化, 準拠集団, 信頼・率直-侵害・暴露, 変容の風土-安寧の風

土, いまここで-あのときあそこで, チャンスとしての問題-トラブルとしての問題, 自助グルー

プ, わかちあい 
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むだばなし 

里の住人：あのう、仙人。 

山の仙人：なんじゃ。 

里の住人：「頭の上のハエ」のために，何度面接を受けても試験に落ちる学生さんの話ですが。 

山の仙人：ああ、あの続きかい。 

里の住人：一種の差別なんじゃないですかい。 

山の仙人：へえ？ ハエがとまっとるぐらいで差別になるかのお。 

里の住人：なりませんか。 

山の仙人：そりゃ、ならんじゃろう。ハエなんてものは、手でおえば逃げるんじゃから。 

里の住人：ふうむ。それじゃあ、採用側の度量が狭いわけですな。ハエぐらいで真面目な応募者

を落とすんですからなあ。 

山の仙人：そうとも言えんよ。わしが人事担当だったら、わしも落とすかもしれん。  

里の住人：どうしてですか？ ハエ一匹ぐらい、どうってことないでしょう。  

山の仙人：それは、おまえさん、ソーシャルワークの面接場面を知らんから、そんなことが言え

るのじゃ。ソーシャルワーカーにとって面接はまさに真剣勝負じゃ。クライエントのかかえて

おる問題を、スパッと一刀両断に切れるかどうかの瀬戸際にいつも、おるんじゃぞ。 

里の住人：そんなこと、わかってますがな。 

山の仙人：ハエは、じゃまじゃないかえ？ 

里の住人：そうですかねえ。 

山の仙人：ハエは、クライエントが泣いておるときに笑うのじゃ。クライエントが嬉しそうにし

ているときに、退屈そうにアクビをしておるんじゃ。 

里の住人：ハァ？ そんなハエなんですか。 

山の仙人：そうじゃ。 

里の住人：でも、いったいなんで相手が泣いている前で、笑ったりするんですか。 

山の仙人：つまり、あのハエは困っている人を見るのが好きなんじゃ。「ああ、これで人を助け

ることができるぞ」と考えると嬉しくてしょうがないらしい。ところが、クライエントの問題

が解決して、それを喜んで報告にきてくれると、「なんだ、もう終ってしまったのか」と退屈

そうな顔をするのじゃ。 

里の住人：ははあ、なるほど。 

山の仙人：そういうハエが頭におる人の面接なんか、受けたいと思うかえ？ 

里の住人：思いませんなあ。 

山の仙人：そうじゃろ。だから、そんなハエが頭の上におることはソーシャルワーカーとして致

命的な欠点なんじゃ。 

里の住人：ふうむ。それじゃあ、就職試験に落ちても仕方がないかもしれませんなあ。 



グループワークと機関の関係 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
グループワークはもちろん、ソーシャルワークは機関とのつながり

のなかで行われます。ワーカーは個人の仕事でソーシャルワークを行

うのではないのです。見た目にはワーカーとクライエントの二者関係

であるように見えても、実際には機関という大きな枠のなかでの実践

です。このような専門職を agency-based profession1といいますが、

この章では機関とグループワークの関係について考えてみます。 

1. 専門職の二重性格 

専門職とは professional の訳語ですが、日本語でプロだというと、

また別の意味をもってくることがありますね。たとえばパチプロとい

うのはパチンコで生活しているようなパチンコの達人をいいます。し

かし professional は profession からきた言葉ですし、profession とは、

もともとは誓いをたてて宗教集団の一員になるという意味でした。私

は、そこに「専門職」の神に向い合う性格、あるいは、その場にいて

                                                  
1 Sheafor, B. W., & Horejsi, C. R. (2003). Techniques and Guidelines for Social Work 

Practice (6th ed.). Boston: Allyn and Bacon., p. 15. 

GW
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その場を超えるという超越性を認めたいと思います。 
ソーシャルワーカーが専門職だというときには、パチプロの「プロ」

が意味するようにソーシャルワークの達人（あるいは名人）という意

味ではなく「現場にあって現場を超えるという超越性」を意味するの

でしょう。具体的にいえば、現場、たとえば施設の労働者・雇用者で

あるという制約をこえて自律的かつ普遍的な価値観をもつのです。 
株を国際的規模でうごかすほどの高度の専門的知識をもつ人でも、

それをどう動かすかは会社、つまり自分を雇用している組織の利益を

第一に考えて決めるわけです。たぶん世界経済のことを考えて動かす

わけではない。ところがワーカーは自分を雇用している機関の利害を

超えて、クライエントの立場（あるいは人間全体の福祉の立場）にた

つことがある。医師や看護師が病院の利害をこえて患者の立場にたつ

のと同じです。しかしながら、もちろんワーカーといえども被雇用者

の一人として、あるいは組織の一員としてその組織の条件に縛られる

ことは当然のことです。こうしたワーカーの専門職としての性格と被

雇用者としての性格は、しばしば矛盾するものです。それをここでは

専門職としての二重性格と呼んでおきましょう。 
 

専門職の二重性格 

 
 
 
 
 
 

 
バズ：専門家の英訳 

専門家を英語にすると professional の他に、あと 2 つの英語の単語があてられることがあ

ります。それは何でしょうか。それと professional の違いは何でしょうか。隣の人と話し

合いなさい。 

この専門職の性格は重要です。これがあるからこそ、つまり現場に

縛られながらも現場を超えることができるからこそ、学会や研究会で

現場を超えたつきあいができるのです。それは国境も超えることがで

きます。 

組織実践 

機関 

被雇用者 専門職 利用者 
二重性格 

命令 

臨床実践 
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「タイピングが上手だから、どの企業にいってもこの技術でやって

いける」と言う専門技術を身につけている人でも、何をタイプするか

という選択はできません。通訳だってそうです。「こんなことを言うの

は相手の国の人に失礼だ」と思っても、依頼者の言葉をそのまま訳す

のがプロの通訳です。現場を超える価値観をもっていない場合、いく

ら専門的知識や技術を身につけても、それをどう使うのかというのは

専門的知識や技術をもつ当人ではなく雇用者（あるいは依頼者）によ

って決められます。ある専門技術をもった人は、どこにでも勤められ

るという意味では、ひとつの企業に縛られているとは言えないかもし

れませんが、そのときに勤めた企業に、その場その場で縛られます。

その意味で施設のワーカーが現場を超えるというような仕方で、企業

の枠を会社員は超えることはできない。 
一方、ワーカーが国際会議にでても心を打ち割って話すことができ

るのは、同じ価値観に立っているという信頼関係があるからです。商

談では、そういうわけにはいきません。企業ならば同業者同士の競争

もあります。そういう意味で、これから国際的に活動したいという上

智の学生に福祉の専門職を薦めたいですね。 

 
バズ：不動産の専門職との比較 

A さんは四谷不動産の社員であり、不動産に対する専門的知識をもっている。その意味で A

さんは「専門職」である。一方、ソーシャルワーカーや医療関係者、弁護士などのように

対人サービスに専門的知識をもった人々も「専門職」とよばれる。この 2 つの「専門職」

を比べて、何が同じで何が違うのかを考えなさい。 

余談：どこにアイデンティティをおくか 

仕事をするとき、アイデンティティをどこに持つかという問題がありますが、そこには 2

つの仕方があります。ひとつは勤務先。上智大学の教職員が「ソフィアン」を名乗れば、

それもこの例に入ります。もうひとつは職種。ソーシャルワーカーとか医師、陶芸家など

がその例でしょう。職種にアイデンティティをおく人々は自分がよりよい条件で働けると

ころにどんどん移っていきます。みなさんが福祉専門職についたときは職場ではなく、職

種にアイデンティティをもってほしいと思います。そして自分が専門性をより自由に発揮

できるところがあれば職場を変える勇気をもってほしいですね。職場を変えることと、職

種を変えることは違うのですから。 
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2. 組織実践と臨床実践 

このような二重性格を頭に入れたうえで、つぎに「組織実践」と「臨

床実践」という区別を理解してください。臨床実践 (clinical practice)
と、組織実践(organization practice)とは、互いに補いながら専門職の

実践を構成します2。臨床実践とは、クライエントに向い合っていくこ

とです。これはみなさんが通常、理解しているソーシャルワーク実践

ですね。しかし、それだけでは現場にいて現場を超えるという専門職

の超越性が具体化されません。現場にいて現場を超えるとは、現実に

クライエントの利害に反する現場の条件、施設の条件を変えていくこ

とを意味します。つまり、みずからが属している組織をも変えていく

こと。これが重要なのですね。それを組織実践といいます。この組織

実践を忘れると、前章で述べたような expert になってしまう。単なる

技術屋になってしまうのですね。 

臨床実践と組織実践 

 
クライエント  ワーカー   機関 

                      臨床実践          組織実践 

 
 
このような組織実践を行うためには、まず組織としての機関が、い

ったいどのような形で現場のワーカーの仕事内容に影響を与えるのか、

それを理解しておかなければいけません。それが以下に続く内容とな

ります。 

グループワークをはじめる理由（事情） 

まず機関がグループワークをはじめる理由、またはそれに至る事情

を把握しておくべきです。とにかく貴重なスタッフの時間と労力をさ

いて、グループワークを行うことを命じているのですから、なにかそ

こに理由があるはずです。 
あなたが児童館のワーカーだったとして、館長からグループワーク

をやってくれないかと言われます。「はあ、そうですか」と受けて、そ

                                                  
2 この組織実践という概念の重要性は学生である間は実感できないと思います。しかし、現

場で働き始めたら、きっとこの概念の切実さに気づいてくれると信じています。 
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のまま机に向かってプランをたててはいけません。なぜ、そうするこ

とになったのかという情報を求めましょう。館長は、どこか別の会議

でグループワークの充実を上司から促されたのかもしれません。ある

いは行政のほうから、そのような提案があったのかもしれません。別

の児童館ですばらしいグループワークを見て感動したのかもしれませ

ん。近隣住民からそのような要望があったのかもしれません。あるい

は、子どもたちの様子をみて、館長自身がそう判断したのかもしれま

せん。 
その理由がなにであれ、それを事前に知っておかないと、グループ

ワークのなりゆきが、後になって、その理由によって左右されること

になりかねません。例えば住民の要求があってグループワークを始め

たとするなら、その住民の要求が何だったのかを正確につかまないと、

あとで住民の失望をまねき、グループワークは失敗となります。 

 
バズ：病院のグループワーク 

あなたが病院で働く MSW であったとします。ある日、ワーカーの上司から週に 1 回、外

来の慢性疾患患者を対象にグループワークを行うように命じられました。上司は、どのよ

うな理由で、そのような命令をあなたに与えたと考えられますか。考えられる理由をすべ

てあげてみなさい。 

機関によって選ばれた目標 

これは「理由」と重なるところがありますが、機関がひとつの問題

に対する解決方法として求めている方向ですね。それがグループワー

クの内容に影響する場合があるということです。 
たとえば不登校の子どもたちがいて、児童相談所がワーカーにグル

ープワークを依頼します。児童相談所がそのような実践を求めた理由

は、子どもたちを学校に連れ戻すことでした。しかし子どもたちは学

校には戻りたくないという。ワーカーは子どもたちの話を聞くうちに、

求められているのは、子どもたち同士が自分の生き方や家庭のことを

話し合う場としてのグループだということに気がつく。子どもたちを

学校に行くようにできれば成功、できなければ失敗といった尺度で見

ている相談所の考え方をワーカーは変えなければならないことになり

ます。ここで組織実践が求められるのですね。 
つまり子どもたちを学校に連れ戻すためという「理由」が、グルー

プワークを展開していくうちに不適切だとわかる場合があるわけです。
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これは見方をかえれば、機関が子どもたちの不登校をなくすことを目

標としていたのに、ワーカーは、むしろ子どもたちのコミュニケーシ

ョンの機会を増やすことを目指したいと思ったという目標の修正とし

て理解できます。一つの問題がおこっても、その問題を解決するため

に、どの部分の変化を求めるかということで目標が違ってくるのです。 
この不登校の場合、子どもが登校しないという行動そのものの除去

をめざすのか、それとも子どもの家庭内のコミュニケーションが変化

することを求めるのか、あるいは子どもを圧迫している学校の構造の

変化を求めるのかによってグループワークの目標は違ってきます。そ

して機関が定めた目標が実際のニーズに合っていないと思ったら、ワ

ーカーは組織実践をとおして機関の考え方を変えていきます。 
別の例を考えてみましょう。私自身の例ですが、あるボランティア

センターが、センターで働くボランティアのグループ研修を企画しま

した。そして、私にその研修をグループワークとして行うよう依頼し

ました。センターはボランティアが、よりいっそうセンターの機能を

理解し、センターに協力的になることを求めていました。しかし、私

はボランティアの話を聞いているうちに、必要なことは、ボランティ

アの意見がもっとセンターに届くようにチャンネル3をつくることだ

と考えるようになりました。そこで、私がボランティアの意見をまと

めてセンターの機構に影響を与えようとしたら、それはひとつの組織

実践になります。 
もともと機関がワーカーに要請した目標と、実際にワーカーの目か

ら判断して達成すべき目標とが違ってきたら、機関の方向を変える組

織実践をすればいいのです。そういう組織実践もグループワークの実

践の一部です。それがわかっていないと「うちの所長は物わかりがわ

るい」とか「もっと理解のある施設だったら、しっかりとしたグルー

プワークができるのに」というように愚痴を言って終わることになり

ます。しかしグループワークの理論をしっかりと勉強したあなたは、

そういう事態になっても「組織実践をすればいいんだ、それもグルー

プワーカーの大切な仕事のうちなのだ」と理解できます。それが理論

の強みですね。理論の強みとは、そういった一見、どうにもならない、

つまらない個別的な問題のように見えること（「あんな石頭が施設長だ

からダメなんだ」というような不満）が普遍的な問題として整理され、

それを処理する方法も見えてくることです。 
目標の違いを検討してみると、その背後に基本的な価値観の違いが

                                                  
3 チャンネルの概念は 81 ページを参照してください。 
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あることに気づくかもしれません。矯正施設でも、先に紹介した PPC
を方法として使うところもあれば、心理治療的なアプローチを好む施

設もあるでしょう。それにしたがって、グループワークの内容も変わ

ってくることになります。 

 
バズ：老人介護者家族のグループワーク 

老人福祉センターが、認知症高齢者の介護者家族をあつめて、グループワークを行うとき、

どんな目標をたてて行うと思いますか。目標として考えられるものを、すべて書きだして

みなさい。 

クライエントが送られてくる経路 

機関からどのようにクライエントが送られてきたかという経路も、

グループワークの内容を左右する大きな要因になります。例えば、ケ

ースワークとグループワークがひとつになって使われることが治療的

グループワークの場合、多くなっています。その場合は、たいていク

ライエントはケースワークを受けてからグループワークに参加するこ

とになります。とすれば、ケースワークではクライエントの個別性が

強調されますね。その人がもっている独自の状況をその人がとらえら

れるように援助するわけです。ですから、グループワークで同様の立

場にある人と出会っても、自分との状況の違いばかりをクライエント

は見てしまうかもしれません。そうなればそれぞれのグループのメン

バーは他のメンバーを見ても共通性を見ることができず、なぜこの場

に集まっているのかが理解できなくなります。 
グループワークとケースワークを組み合わせて行うという発想自体

はいいのですが、ケースワークから送られてきたクライエントには、

このような独特の問題がでてくるわけです。ですから場合によっては、

ケースワークを経ないで直接グループワークに参加するような経路に

した方が、グループワークでは良い結果がでるかもしれません。 

演習：ケースワークからの送致 

A さんは摂食障害の女性たちのグループワークを担当していた。同僚の B さんから送られ

てきた C さんが A さんのグループに加わることになった。そのとき B さんは C さんのケー

スファイルを渡しながら、こう言っていた。「もう、C さんについて個別的に援助すること

は、あまりないの。だから、これからは、あなたのグループで訓練してあげてね。あの子、

あのままだったら、どこに行っても友達もつくれないし、孤独感に負けて、また食べ物に
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走ってしまうから」。ところが、C さんは A さんのグループに数回出たが、まったく発言も

なく、窓の方を向いて知らん顔をしている。A さんはグループが終わったあとに C さんを

呼び止めて、個別に話を聴くことにした。 

  2-4 人でのグループをつくり、以下の台詞をロールプレイでやってみなさい。そして、A

さんは、その後、どうすればよいかを話し合いなさい。 

A：グループに、もう 2 回、参加してくれたわね。 

C：うん。 

A：どう？ いろいろ、お話しできるような感じになれそう？ 

C：なんだか疲れるんです。ここに来ると。 

A：あら、そうなの？ 

C：B 先生、なんて言っています、私のこと？ 

A：気になるの？ 

C：やっぱり、嫌われちゃったのかなあ。 

A：嫌われたと思っているの？ 

C：だって、そうでしょ。嫌いじゃなきゃ、こんなところに来させないわよ。 

A：B さんはね、C さんと 1 対 1 でお話ししていくことは、もう充分だって判断

されたみたいね。 

C：充分じゃないわよ。まだまだ話したいことがいっぱいあったのに。 

A：じゃあ、それをこのグループで話してみてよ。 

C：嫌よ。みんな、他の人にも聞こえてしまうじゃない。 

A：みんなに聴いてもらえばいいじゃない。 

C：えー？ だって、先生以外の人に聞いてもらっても仕方ないじゃない。ふつ

うの人に聴いてもらうんだったら、わざわざお金を使って、こんなところに

来ないよ。 

  以下、C さんにグループの意味をわかってもらうように説明しなさい。 

 
また、もう一つの重要な問題として、グループワークへの参加が強

制的なものなのか、自発的なものなのかという違いがあります。少年

院などの矯正施設あるいは精神病院などの治療施設でのグループワー

クでは参加が強制的になることが多いでしょう。参加が強制的なもの

になれば、メンバーの無気力、やる気のなさが問題になってきます。

メンバーの間にあたたかい関係が発展することも難しくなるでしょう。 
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バズ：参加の強制 

グループワークの参加が強制である場合は、自由な参加であるときと比べて、どのような

難しさがあると考えられますか。 

機関からの資源配分・物理的環境の提供 

機関が主として財政的にどれだけグループワークに肩入れしてくれ

るか、それにしたがってグループワークの内容も変わってきます。子

どもたちのスポーツをプログラムとしたグループワークでは、たとえ

ば、サッカーをするならその場所が必要になります。そういう場所を

借りるときの費用を機関が負担してくれるのかどうかが問題です。話

しあいのプログラムでも、お茶やお菓子が出れば雰囲気も和らぐでし

ょうが、そういうことにかかる費用を機関が出してくれるでしょうか。 
一般的に言ってグループワークはケースワークと比べて小道具や空

間がより多く必要になります。ゲームには、やはり少し広い部屋が必

要でしょうし、工芸工作など手を動かす作業をみんなでやるときには

材料がいります。在宅の精神障害者たちがハイキングに行くときも、

その交通費すら自分で出せないことがあり、その場合は機関が負担し

なければならないでしょう。ですから、2 人が向い合うところでなら

できるケースワークとくらべて、グループワークは機関からどれくら

いの資源（財源）を配分してもらえるのか、それによってグループワ

ークの内容も変わってきます。 
また部屋や机やロッカーをグループに使わせてもらえるのかどうか、

つまり物理的環境にどれだけ配慮がもらえるのかも大切な問題です。

部屋にしても白い壁だけで殺風景な牢獄のような部屋もあれば、絵が

壁にかかり華やかなカーテンのある部屋もあるでしょう。どういう部

屋が使えるかで、グループワークの内容も変わってきます。また、グ

ループが専用に使えるロッカーがあれば、グループはそれを使わせて

もらっていることで、その機関から自分たちは歓迎されているという

意識をもつことができます。共通の掲示板が使えるなら、グループは

自分たちがつくったポスターや絵を貼ることによって、ここが自分た

ちの空間だという帰属意識をもつことができます。 
このような帰属意識をもつことができる空間をテリトリーといいま

す。生態学によると、ある種のトリは、それぞれひとつのテリトリー

をもっていて、他のトリがくるとオス同士が空中戦を始めます。この

ように動物の行動を見るとき、テリトリーという概念が重要であるこ
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とに気づきます。グループワークでも同じことで、グループが自分の

テリトリーをもつことができれば、グループは安心して活動できるの

です4。 

 
バズ：資源の要求 

あなたが上智大生を対象に､大学内でグループワークをするとしたら、大学にどのような資

源を要求しますか。 

余談：実習先のテリトリー 

実習生も実習先で専用の机やロッカーをもらえることがあります。そうすると自分の愛用

しているコップや文房具などをその机の上におくことができます。すると不思議なことに、

知らない人に囲まれての実習なのに落ち着くことがあります。そこだけは自分のスペース

だという感じになるわけです。ただ自分が来ない日は他の実習生の机だったりするので、

あんまりいろんなものを持ち込むことも禁物ですよ。  

演習：資源配分 

2-4 人に分かれて、次のロールプレイをして、そのあとに上智さんと次長の立場になって、

話し合いなさい。特に、上智さんは、このような状況においてどうすればいいのか考えて

みなさい。 

状況：上智さんは中途障害者のリハビリテーション施設のソーシャルワーカー

です。障害の心理的受容をうながすために、グループワークを開いています。

しかし、それは専門知識のない（施設の）事務局次長の目から見れば、ただの

おしゃべり会に見えるのでした。グループワークのセッションの終わりに近づ

いたときのことです。次長がノックもなしに突然、部屋に入ってきて、次のよ

うにいいました。 

--------------------------------- 

次長：上智さん、もう、おしゃべり会
．．．．．．

は、終わったのかな（皮肉っぽく）。ここ、

使いたいんだけど。 

上智：あ、ちょっと、まだ、終わってないんですが。 

次長：（じろっと、部屋を見わたして）困るなあ。先生方（医師のこと）が会議

を開きたいって、おっしゃっているんだよ。 

                                                  
4 このテリトリーの概念をソーシャルワークでどのように使うかは、コミュニティワークの

授業でお話しします。 
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上智：すみません。じゃあ、あと 15 分、お願いします。 

次長：15 分は長いよ。10 分、待っていただくから、それで、頼むよ。 

上智：はい。 

  グループのメンバーは気まずそうに下を向いてしまう。グループの温かい雰

囲気は突然の次長の発言で冷え切ってしまった。上智さんは次長に、グルー

プワークの意味を理解してもらう必要を感じた。そして次長に説明すること

にした。 

上智：次長、あの、グループワークのことで、お話があるんですが。 

次長：なに？ ああ、あの君の会
．．．

のことか（皮肉を込めて）。 

上智：継続的にグループワークをやっていきたいので部屋を確保したいと思っ

ているんですが。 

次長：そのことだけどね、私も前から言おう言おうと思っていたんだが、君の

やっていることは、どうも実践的じゃないねぇ～。 

上智：どういうことですか？ 

次長：君ね、若いんだから、もっと体を使って仕事をしなさいよ。患者を集め

て、おしゃべりしていては仕事にならんでしょう？ 

上智：患者さんのニーズがあるんですよ。 

次長：患者のニーズは体を治すことだよ、そうだろ？ あんな愚痴をいいあって、

どこにも前向きの姿勢がないじゃないか！ どうなっているんだって、み
．
～
．
ん
．

な
．
内心、腹立たしく思っているんだよ、嫌なことを言うようだけどね。 

機関の社会的・心理的環境 

物理的環境におとらず重要なのが、社会的・心理的環境です。メン

バーがグループワークに参加するために機関を訪れても「きみ、何し

にきたの？」と、泥棒かなにかのように他の職員に問い詰められたり

したら、人間関係が苦手で困っているようなクライエントなら、いっ

ぺんで次の日からは来なくなるでしょう。ですから、あなたがグルー

プワークを機関で始めるときには、そのメンバーを他の職員に紹介し

ておくことが大切です。あるいは職員が非常に多いのなら「グループ

ワークのプログラム参加のために何曜日の午後にはたくさんの人が出

入りしますから」と職員会議で話しておくことが必要でしょう。 
それから建物の中にはいるのにも、じろりと守衛さんににらまれて

入らなければならないところは、グループワークの場としては不適切

です。いくらきれいな部屋でもパーティのときのデコレーションをつ

けることが許可されなかったり（壁に塗った塗料が傷むなどの理由で）、

食べ物は床が汚れるから持ち込み不可とされたりという場所は望まし
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くありません。私の経験では、車イスの人が部屋にはいったあと、職

員が「あれあれ、まあまあ」と顔をしかめながら、ぞうきんでタイヤ

の跡を拭いていたことがあります（車イスというのは、けっこうタイ

ヤの跡が床についたりするものなのです）。こういうのも車イスの人の

目の前でやられたら心理的圧迫になりますよね。職員の立場からでは

メンバーが感じる心理的な圧迫感はわからないことがあります。です

から、メンバーの声を注意深く聞くことが大切でしょう。 

 
バズ：心理的環境 

上に車イス利用者の事例を書きましたが、他の事例を考えてみなさい。 

機関内の人間関係 

機関のなかの社会的・心理的環境に微妙な影響を与えるものとして、

機関の職員間の人間関係があります。よくあるのが、グループワーカ

ーと機関の上司との不和。これに巻き込まれた形になるとメンバーは

辛い立場になります。その上司は、メンバーをあたかもワーカーの「子

分」のようにみなして睨（にら）みつけることがあります。 
P-O-X Model を思い出してみましょう5。あなたがワーカーでグルー

プワークのメンバーの信頼を得ているとします。そのあなたが、施設

長が嫌いなら、それを知ったメンバーも施設長を嫌いになるでしょう。

そうしないと認知のバランスがくずれてしまうからです。 
職員間の人間関係については、それをメンバーがしっかりと見てい

るということを忘れてはいけません。メンバーに「なんでも思ったこ

とを私に言ってください」と率直さを強調しながら、ワーカー自身は

自分の上司に対して「表と裏を使い分けている」ようにメンバーには

見えたら、メンバーは混乱するにちがいありません。メンバーとワー

カーの関係はワーカーとその上司の関係とは異なるのですが、メンバ

ーはふつう、それを重ねて考えがちなのです。このふたつの人間関係

が相互に似たものとなる傾向があるという調査結果もでています。 

 
バズ：上司との人間関係の影響 

ワーカーとその上司の関係が、ワーカーとメンバーの関係を、それと似たものにさせる傾

向があるという研究がある。その傾向が生じる理由を考えてみなさい。 

                                                  
5 87 ページ参照。 
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3. 臨床実践の基礎にある組織実践 

このように機関がもつさまざまな条件がグループワークの内容を制

限しています。これらの条件を変えていくよう試み、グループワーク

をより充実させるということが組織実践です。組織実践が充実した形

で行なわれていて、それが基礎になって臨床実践が行なわれます。こ

のことを忘れないでください。 
新人のワーカーのなかには、自分はソーシャルワークらしいことが

できず、いつも機関とのゴタゴタに悩まされていると不満を言う人が

います。その人は、そういう「機関のゴタゴタ」を整理していくこと

が組織実践としてソーシャルワークの基礎にあることを知らないので

しょう。組織実践あってこそ臨床実践があります。クライエント相手

に、「先生」「先生」とよばれてグループを動かしているだけではダメ

です。組織のなかで動いていかなければ。自分の上の立場にある人を

説得して変えていかなければ、本当のソーシャルワーカーではありま

せん。 

 
バズ：組織実践の準備 

あなたは在宅障害者の支援センターのソーシャルワーカーになった。そこでセンターの所

長から、在宅障害者のデイケアで、グループワークをやるようにという指示があった。さ

て、機関との関係で、あなたがやるべきことをリストアップしてみなさい。 

演習：組織実践 

3-5 人に分かれて、次のロールプレイをしたあと、課題について話し合いなさい。 

登場人物：上智さん、四谷君、秦野さん、市谷君 

状況：障害者施設・四谷寮では、50 人ほどの身体障害者の人たちが昼間は作業

をし、夜は施設の隣接に設置されたアパートで寝るという単調な毎日を繰り返

しています。レクリエーション活動も「開店休業」状態です。そこで上智大学

社会福祉学科を卒業して、今年、四谷寮で働き始めたばかりの上智さんはグル

ープワークを行うよう施設長から指示されました。しかし、なかなかうまくい

きません。上智さんは同じ社会福祉学科のクラスメートだった四谷君、秦野さ

ん、市谷君に相談することにしました。 

--------------------------------- 
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上智：ということで、グループワークをやってみたんだけど、ぜんぜん、うま

くいかないの。 

四谷：うまくいかないって、どんなふうに？ 

上智：みんな、黙っていて、お互いに顔を見ようともしないのよ。 

市谷：みんなが、やる気ないんだったら、やめたら？ 

上智：やる気がないわけじゃないと思うのね。早い人になると 20 分ぐらい前か

ら部屋で待っているから。 

市谷：よっぽど暇なんだねえ。（笑） 

四谷：でも、それって深刻かもしれないね。それくらい、みんな何かを求めて

いるのかもしれない。 

上智：そうかなあ。そうは見えないけど。 

秦野：見えないって、どんなふうに？ 

上智：ボーッとしてるようだし、目を開いて何も言わない人もいる。 

四谷：言おうとしても、きっと言えないんだよね。 

秦野：でも、言語障害はないんでしょ？ 

上智：ある人もいるかな。でも、そんなに重くはないんだけど。 

四谷：いや、障害の問題じゃなくて、きっと、どんなふうに話していいのかわ

からないんだよ。 

秦野：そうかなあ。だって、お互いに顔もみないんでしょ。本当は、参加した

くないのに参加させられているだけじゃないのかな。いったい、どうやって、

メンバーを集めたの？ 

上智：よくわからないの。私は「このメンバーでグループ活動をやってくださ

い」って寮長に名簿を渡されただけなのね。 

市谷：それで、上智さん、グループワークでは何をしたの？ 

上智：話し合いをしたの。 

市谷：何の話し合い？ 

上智：お互いの「生きがい」について話し合おうっていうプログラムだったか

ら。 

四谷：そりゃ、まずいんじゃない？ 

上智：そうかなあ。 

四谷：そうだよ。だって、いま「生きがい」を無くしてしまっている人に、そ

んなことを聞いたらまずいよ。 

市谷：「生きがい」を無くしているって、どうしてわかるんだよ！（苦笑） 

四谷：あれ？ みんな「生きがい」を無くしている人だったよね。 

上智：いやあ、それはわからないけど. . . 。 
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秦野：だってさ、レクリエーション活動も人が集まらないし、すっごく単調な

生活をみんな送っているんでしょ。 

上智：うん。そうねえ。 

秦野：だったら、みんな「生きがい」を無くしているよ。 

市谷：そんなふうに決め付けちゃいけないと思うな。そういう毎日が好きな人

もいるだろうし。 

秦野：でも、みんな退屈しているんでしょ？ 

上智：ええ。寮には 50 人いるけど、休日でも誰もでかけないのね。部屋でイヤ

ホンをつけて、テレビを見ている人がほとんどよ。 

四谷：イヤホンをつけているの？ 

上智：うん。みんな相部屋で、あんまり仲も良くないみたいだから、みんな小

さい個人用のテレビを黙ってみている感じね。 

秦野：なんだか不健全よね。 

上智：だから、寮長もなんとかしたいみたいなんだけど、ハイキングなんか企

画しても、誰も集まらないのよ。 

四谷：どうしてなんだろうね。 

上智：何度かやったみたいなんだけど、利用者どうしって仲が悪いのよ。だか

らハイキングに行っても、どうしても険悪な雰囲気になるのよ。それで職員

も含めて、みんな嫌になってしまったらしいのね。 

秦野：「職員も含めて」って、どういうこと？ 

上智：つまり、私以外、誰も協力してくれないのよ。 

四谷：利用者だけじゃなくて、職員どうしの関係も良くなさそうだよね。 

 

課題：上智さんが、これからしなければいけないことを、組織実践を中心に考

えてみなさい。（これは、ある施設で実際に私が聞いた実話に基づいています。

どうしたら、この状況を変えられるか、真剣に考えてみてください。） 

Key Words 

Agency-based practice, 専門職の二重性格, 臨床実践, 組織実践、 
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むだばなし 

里の住人：仙人の話は、どうもわからんですなあ。 

山の仙人：どこが？ 

里の住人：つまりですな、「頭の上のハエ」が、泣いているクライエントに向かって笑うから、

その学生は、面接官に就職試験で落とされたということでしたな。 

山の仙人：そうじゃ。 

里の住人：そりゃあ、変ですよ。 

山の仙人：そうかい？ 

里の住人：だって、面接官は、その人がクライエントと面接している場面を見ているわけではな

いんですよ。どうして、そういうハエの習性がわかるんですか。 

山の仙人：ふむ。そこが問題なんじゃ。 

里の住人：そうでしょ。 

山の仙人：いや、わしが問題だというのはじゃ、ハエが就職試験の話で終らなくなることじゃ。  

里の住人：どういうことですか？  

山の仙人：要するに、面接官にはわかるのじゃ。 

里の住人：その学生が勤めたら、どういう面接をするか、だいたいわかるっていうことですか。 

山の仙人：そうじゃな。 

里の住人：信じられませんなあ。 

山の仙人：おまえさん、色メガネをかけておったら、世界の色が変わってみえるじゃろう。 

里の住人：まあ、そうでしょう。 

山の仙人：ずっと、生まれたときから、その色メガネをかけておったら、世の中の色にはどんな

ものがあるか、その細かい色あいまでは知らないはずじゃ。 

里の住人：そうなるでしょうな。 

山の仙人：ハエを頭に乗せている学生も、そうなんじゃよ。あの人は物心がついたときから頭に

ハエがおった。あの人と向かい合う人は、いつもハエを意識してしまって、本当にあの人と向

かい合って話しをしてこなかった。したがって、人と向かい合って話したという経験が、あの

人にはこれまで無いようなんじゃ。少なくとも、そういう印象がある。 

里の住人：面接官には、それがわかるわけですか。 

山の仙人：まあ、そうじゃな。面接していて、あの人が本当に正面から面接官と向かい合ってい

ないと感じるのじゃ。 

里の住人：横を向いていたわけですか。 

山の仙人：わしは喩えを言っておるのじゃ。目は正面を向いていても心は、そうではなかったの

じゃ。ごく一般的に言えばの、ハエを頭に乗せとる人間というものは、人と向かい合っておら

ん。その人の見ているのは、自分のなかの相手のイメージだけだったりするわけじゃ。 



グループワークの目的 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
機関との関係が整ったら、いよいよ具体的にグループワークの目的

について考えてみます。まずはグループワークの目的の分類から始め、

次にどうやってその目的を決めていくかを説明します。 

1. グループワークの機関目的 

最初に、グループワークの機関目的(agency purpose)について述べ

ましょう。グループワークの機関目的とは、グループワークを実施す

る機関が社会に対して、あるいはクライエントに対して果たす目的の

ことです1。それは 2 つに分けることができます。ひとつは社会化、も

うひとつは再社会化です。 
社会化(socialization)とは「個人が他者との相互作用のなかで、彼が

生活する社会、あるいは将来生活しようとする社会に、適切に参加す

ることが可能になるような価値や知識や技能や行動などを習得する過

程」2です。簡単にいえば、社会とのつながりを作ろうとする人のプロ

セスなのですから、それを促すグループワークは、どのような人の援

助にも適しています。たとえば、新しく母親になった人たちのグルー

                                                  
1 Garvin, C. D. (1997). Contemporary Group Work (3rd ed.). Boston: Allyn and Bacon., p. 

39.  
2 森岡清美編(1993)『新社会学辞典』有斐閣, p. 596.  

スキルの獲得

アイデンティティの確立

リハビリテーション

社会的制御



わかりやすいグループワーク 170

プワークは、そこで母親としての役割を身につけるための社会化を援

助します。大学生活になじむための学生対象のグループワークも、児

童館で近所のこどもを集めて行なうグループワークも、みんな社会化

をめざしたものです。社会化を目的としたグループワークは、ふつう

自発的な参加を前提としています。つまり自ら希望するひとのみを対

象として援助が行なわれます。 

 
バズ：ライフサイクルと社会化 

ライフサイクルにしたがって出てくる社会化の課題にはどんなものがありますか。子ども

のころから順に死ぬところまでを考え、以下に記入してみなさい。また、その課題を達成

するための援助になるグループワークはどのようなものになるのか考えて、隣の人と話し

合いなさい。考えやすいように、以下に若干の例を書き入れてあります。 

+（誕生） 

+ 小学校 

+  （例）子どもどうしで遊ぶことができる 

+ 中学校 

+ 

+ 高等学校 

+ 

+ 大学 

+ （例）進路を決める、就きたい仕事を決める 

+ 就職 

+ 

+ 結婚 

+ 

+ 子育て 

+ 

+ 退職 

+ （例）退職後の生きがいをみつける 

+ 老年 

+（死） 
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それに対して「再社会化(resocialization)」は、もういちど社会化を

やりなおすということですから、以前の社会化がうまくいかなかった

人たちを対象とします。たとえば受刑者や非行少年ですね。こういう

再社会化は、いままでの自分のあり方を矯正するものですから本人た

ちには辛いものになるかもしれません。ですから自発的な参加は望め

ず、半強制的に周囲の声に押されて参加することが多くなります。ま

た、アルコール依存症者など不適切な社会化をしてしまっている人た

ち（たとえば自分の否定的な感情に正面から向かいあうことなく、飲

酒でごまかしてしまうパターンが身についてしまっている人たち）に

も再社会化のグループワークが必要になるでしょう。この場合は自発

的な参加が望めるかもしれません。 
たとえば親がアルコール依存症であるために非常に不安定な家庭環

境に育った人（「アダルト・チルドレン3」と呼ばれます）は歪んだ社

会化をしてしまっている場合がありますが、この人たちもグループワ

ークの対象になるかもしれません。ある本はアルコール依存症者の母

親をもつ子どもについて次のように書いています。 

母がしらふの時は、一番好きですばらしい女性であるが、酒に酔ってし

まうと全く逆になる。私が家に帰ったら、どちらの母と会うことになる

か全くわからない。アルコール依存症の親をもつ子供はこのことから特

殊な教えを学ぶ。彼らは、自分の自発性を抑えることを学ぶ。. . . また自

分の失望をいかに振り捨てるかを学ぶ。. . . そしてそのような学習の結果

を大人の生活の中に持ち込んでいく。4 

 
バズ：自発性の抑圧 

アルコール依存症の母親をもつことが、自発性を抑えることを学ぶことにつながるとした

ら、それはなぜなのでしょう。上の文章から想像して考えてみなさい。 

 

                                                  
3 アダルト・チルドレンとは「もともとは、アルコール依存症の親のもとで育ち、大人にな

った人の性格特性をさしていた用語。最近では、アルコール依存に限らず、安定した家庭

で育つことができずに大人になった人全般のことをさすこともある。ただし、これについ

ては否定的な意見もある。自己肯定感、他者との親密さの構築、自己統制などに困難を有

することが多い」『現代社会福祉辞典』(2003)有斐閣, p. 6. 
4 Gravitz, H.L., & Bowden, J.D.(1994)『リカバリー：アルコール依存症の親を持つ成人し

た子供たちへの手引』（大越崇訳）星和書店, p. 21. 
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余談：「狂気の偽装」 

アダルト・チルドレンという言葉は、一世を風靡し、多くの学生たちがそれについて卒論

をまとめたいと言っていた時代がありました。私も一時期、この概念に興味をもったため

に上のような一節を書いたのですが、最近は、あまりに安易になんでも自分の問題点を生

育歴に求める人が多くなってきたように思えます。私が以前にこの概念に注目していたの

は、これによって自責の念から解放され、人々が希望もって明るく生きることができるの

ではないかと思ったからでした。しかし、現実には、自分自身をアダルト・チルドレンと

する人のなかには、自責の念から解放されても、その代わりに親を責め続け、「生育歴に問

題があるのだから、自分にはどうすることもできない」という運命論者のような諦めや自

暴自棄的な態度をとっている人も少なくないように思いはじめました。 

 このアダルト・チルドレンという概念には多くの批判がありますが、そのうちの一つを

紹介しますと、精神科医の岩波明は、現在おおく使われているアダルト・チルドレンの概

念は「空疎な内容しか持たない」ことを指摘したうえで、次のように書いています5。 

これは何にでも使用可能な危険な概念でもある。というのは、どんな家庭でも何ら

かの問題があるからだ。だからだれでもアダルト・チルドレンである可能性はある

し、さらには大部分の精神疾患の原因がアダルト・チルドレンであることで一応の

説明がついてしまう。うつになるのも、パニック症状が出るのも、あるいはアルコ

ールに依存するのも、すべてアダルト・チルドレンであるからと解釈される。(p. 52) 

そして、このような概念が多くの人を惹き付けたのは、「すべてのことを親や他人のせいに

できる」(p. 54)からだという。 

性格が内向的であるのも、うつ状態が改善しないのも、自分が悪いのではない。

親かだれかのせいでこうなったと主張できるのである。これは楽な考え方だ。病

気の症状はまだしも、自分に都合の悪いことはみな周囲のせいにできるのである。

(p. 54) 

 帰属理論の「利己的偏り」によれば6、自分にとってマイナスのものは外にあるものが原因

と人間は見なしがちなのですね。しかし、そればかりでは人間の成長はありません。特に

生育歴は過去のことで、誰にもどうにもできないことです。現在と将来を、過去にしばら

れたものと見なすことは、ソーシャルワークの価値観には合わないと思います。 

                                                  
5 岩波明(2008)『狂気の偽装』新潮文庫.  
6 70 ページ参照。 
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2. 4 つのタイプの目的 

グループワークの目的を社会化と再社会化に分けましたが、同じ社

会化への援助といっても、たとえば新生児をかかえた母親への援助と、

卒業が近づいても進路を決められない大学生への援助とは内容が違う

のではないかという考えがあります。前者の場合は、すでに「良い母

親になりたい」という共通の目的が考えられます。しかし後者の場合

は卒業後どうしていいのか、わからない人達なのです。前者のグルー

プでは、このような生き方をしたい（良い母親になりたい）という共

通のアイデンティティがすでにできています。わからないのは育児の

仕方や新しい家庭生活の仕方です。ですから、ここではいかに新しい

役割（この例の場合は新生児の母という役割）を達成するかというこ

とが問題になります。しかし後者では、どういう生き方をしたらいい

のかということすら決っていません。むしろ、それを決めるのが目的

になります。ですから学生たちが集まり、グループで話し合っても結

論はひとりひとり違うことでしょう。答えは各自が見つけることにな

ります。何を自分はめざすのか、自分は何になろうとしているのか、

それが問題になります。前者のようなタイプの目的を「スキルの獲得」

(skill attainment)といい、後者のような目的をアイデンティティの確

立(identity development)といいます。 
 
 
     スキルの獲得 
   社会化 
     アイデンティティの確立 
目的 
     リハビリテーション 
   再社会化 
     社会的制御  

 
 
同様に再社会化の方も細分化できます。もういちど社会化をやりな

おそうと本人が決意し、それを支援する目的はリハビリテーション

(rehabilitation)であるといえます。それに対して、グループの力をつ

かって問題のある行動を抑えていこうとする目的は社会的制御(social 
control)と考えます。 
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スキルの獲得  skill attainment  

グループワークは、人のさまざまなスキルを向上させるために使わ

れます。まず生活するためのさまざまなスキルですね。たとえば、料

理や介護、育児のスキルを向上させるためのプログラムがあります。

介護であれば、福祉制度の利用方法の講習から入浴介助の仕方までグ

ループワークを通して行うことができます。 
グループワークの強みは、とくにコミュニケーション・スキルの向

上に役立つことです。コミュニケーション・スキルには、さまざまな

ものがあります。知らない人と会話を始める、信頼関係を深める、秘

密を打ち明ける、自分の要求を伝える、自分の気持ちを伝える、自分

の意志に反することを断る、他の人の気持ちに耳を傾ける、共感する

など、コミュニケーションのあらゆる面でスキルが要求されます。そ

ういうスキルを、グループを利用して練習して身につけるのです。 

 
バズ：Communication skills 

あなたが身につけたいと思うコミュニケーション・スキルを考え、それを隣の人に話して

みなさい。 

アイデンティティの確立 identity development   

人は自分が何者であるのか、はっきりとした自覚がないと生きてい

くことができなくなります7。つまりアイデンティティがしっかりして

いないと悩んでしまうのですね。 
たとえば、 みなさんも卒業後に何をしたいのか、自分は何に向いて

いるのか、そういった自覚がないと悩んでしまうはずです。就職活動

をしようと思っても、どの分野で仕事を探せばいいのかわからない。

職場は、あなたの人生を大きく左右します。若い貴重な頭の冴えた時

間をほとんどその職場で使うことになるわけですし、若いときの出会

いも、その職場を通して行うことになります。上智大学でも就職前の

女子学生を対象にグループワークのプログラムが開かれていたことが

あります。お互いに話し合うことによって自分の生き方を見つけるヒ

ントが得られるのですね。それもグループワークの大事な目的のひと

つになります。 
大事なことは自分なりに考えて納得したうえで生き方を選択するこ

                                                  
7  Ecological social work でも identity (self-esteem) は competence, self-direction, 

relatedness と並んで適応のための大事な条件でした。コミュニティワークで学びました。 
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とです。グループワーカーはメンバーを一つの方向にもっていこうと

はしません8。たとえば自分の生き方を見失った女性たちのグループで、

仕事をしなさいとか、結婚をしなさいとか、そういう一つの指針を与

えるわけではありません。多様な生き方が認められ、生き方に標準が

なくなった社会において、しっかりと自分の選んだ道を、自信をもっ

て歩むことができるように援助していくことが、グループワークの目

的になります。 
Identity development のためのグループワークではメンバーの構成

にも工夫が必要です。たとえば仕事か結婚かで迷っている女性たちの

グループなら、仕事をしている女性たちだけ、専業主婦をしている女

性たちだけでグループをつくらず、この両者を混ぜるようにした方が

より効果あるかもしれません。なぜなら、そうすることによって仕事

をしている女性たちは専業主婦になっている人たちがどういう満足感

をもち、どういうところが不満なのかがわかり、自分の選択について

より深く考えることができるからです。専業主婦をしている女性たち

にとっては、仕事をしている女性たちが決して楽しい思いだけをして

いるとは限らないことを知る機会になるかもしれませんし、特別な才

能がなくても充分に働けるのだということを知ることになるかもしれ

ません。 

 
バズ：Identity development 

Identity development の援助がとくに必要な人として、卒業後の進路を決められない若い

人の問題を取り上げましたが、他にどのような人がこのような援助を必要とすると思いま

すか。他の例を考え、隣の人と話し合ってください。 

リハビリテーション rehabilitation 

リハビリテーションは広い意味をもっていますが、グループワーク

で行うのは社会的リハビリテーションです。つまり、これまでの人生

のなかで身につけた価値観や考え方、スキルなどに代えて、グループ

ワークのなかで新しい価値観や考え方、スキルを身につけることです。 
たとえば酒を飲むことで初めて自分の気持ちを話すことができると

いう人は、酒なしでは人との関係をもつことができません。そういう

                                                  
8 カルト（的な宗教）などは、そういう生き方に不安をもった人に、はっきりと「こう生き

よ」という指針を与えているようですね。しかしグループワークはそうではありません。

自分の生き方を自分で決めることができるように、クライエントに選択をさせます。 
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人は酒なしで人と向かい合う練習をする必要があります。グループワ

ークは、その練習の場を提供します。また怒りを暴力によって表現す

るという習慣がついてしまった人は、別の方法で怒りを伝える練習を

しなければなりません。ワーカーや他のメンバーのフィードバックを

受けながら、グループのなかで怒りの表現の仕方を学習するわけです。 
自分がいままで慣れ親しんできた行動パターンを変えるには勇気が

いります。人にやさしい言葉をかけられず、思いやりを示そうとして

も強圧的に説教をするような態度しかとれない父親がいるとします。

子どもが「出かけてくるよ」と一言いうと、「気をつけて行くんだよ」

と静かに言えばいいのに、「おい、そんなにあわてて行くと危ないじゃ

ないか、バカ！」などと、どなるようにしか言えない父親がいます。

それを直そうと思ってもなかなかできない。どうやって子どもに話せ

ばいいのか、わからないのですね。9 
グループワークはメンバーがこれまでの行動パターンを捨てて、も

ういちど社会化しなおす（再社会化）チャンスを与えます。たとえば、

共感をともなう「あいづち」を、どういう具合にして行うか、それを

ここで学ぶ機会を提供するのです。失敗しても誰も笑いません。そこ

は安全な場所なのです。失敗してもどこが変だったかを、ワーカーや

他のメンバーが教えてくれるのですね。 

 
バズ：社会化の失敗 

社会化に失敗し、再社会化が必要になった例として、暴力やお金を使って人間関係を作っ

てしまうという人や、アルコールや薬物、性関係に依存してしまう人のことを話しました。

それを聞いて、あなたが思うことを自由に話してください。  

社会的制御 social control 

問題をおこしている人たちを社会的に（つまりグループの力をつか

って）コントロールすることが、この目的です。仮釈放中の人たちや

非行少年が再び犯罪行為に走らないようにグループの力で防ぐのです。

アルコールや薬物に依存している人が依存を克服し自立するのを援助

するのも、この目的になります。リハビリテーションがスキルを学び

                                                  
9 「道」というイタリアの映画があります。そこに出てくるザンパノという旅芸人の男は、

うまく感情表現ができない。そういうことを女主人公（ジェルソミーナ）に綱渡り師が話

す場面があります。ラストシーンではアンソニー・クイン扮するザンパノが、ジェルソミ

ーナの死に砂浜で泣きくずれます。感情表現ができない男の泣きかたが見事に描かれてい

ました。 
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なおすことに重点があるのに対して、ここでは以前の望ましくない行

動（犯罪や薬物依存など）をグループの力で押しとどめることが課題

になります。 
リハビリテーションという目的を拒絶している非行少年には、この

目的がまず立てられるでしょう。グループワーカーが少年のグループ

を前にして「じゃあ、みんな、集まって話しあおうか」と呼びかけて

も、「ふん、バカバカしい」と、そっぽを向くかもしれません。こうい

うとき、だれか 1 人でもグループワーカーの呼びかけに応えて「ぼく

はね」と言い出したら、その子は後でイジメられ、リンチにあうかも

しれません。「ぼくはね」と、言葉が出かかっている少年を支え、彼を

からかったり威嚇したりする他の少年の行動こそコントロール（制御）

する必要があります。 
では、どうやってコントロールするのか。それは社会的に行うので

す。ここでいう「社会」とはグループに代表されるような個人の集合

体をいいます。たとえば、ここでは「ぼくはね」と続く言葉に少しで

も共感している他の少年を探しだし、次に彼の発言を求めるサインを

出せばいいでしょう（視線を送るとか、微笑みかけるとか）。こうして

ワーカーに応えようとしている少年に対して、ワーカーが発言をうな

がし、その少年たちの共通点をあげ、少年たちをまとめようとします10。

反抗してくる少年については、その発言のなかからワーカーが評価で

きる部分をとらえ、そこに焦点をあてる。またグループの動きを妨げ

ようとする少年が、共通の敵を見いだして団結するという疑似的な連

帯を崩していく11（たとえばワーカー自身が彼らの共通の「敵」にな

らないようにする）といったことが必要でしょう。 
「グループのみんなが失望するだろうから、もう悪いことはしない」

とメンバーが考えたら社会的制御が効果をあらわしているといえます。

誰からも見捨てられ、誰からも真剣に自分のことなど考えてもらって

いないのだと思っている人が、どうして立ちなおることができるでし

ょう。ただ自分のためだけに立ちなおることは、なかなかできないこ

とです。誰かが見守ってくれているからこそ人間は変わることができ

るのです。 
ただ、グループの力で人を外から変えていこうとすることは、ソー

シャルワークの自己決定の原則に矛盾する部分もあり、難しい問題を

含んでいるといえます。 

                                                  
10 143 ページで説明した positive peer culture を思い出して下さい。 
11 125 ページで説明した Bion の基本的仮定「闘争と逃避の仮定」を思い出して下さい。  
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ノーマライゼーションとの関係  

グループワークの目的を社会化と再社会化に分ける発想は、グルー

プワークの研究者として有名な Vinter が、人を変える機関の目的を社

会化と治療(treatment)に二分したことから来ています12。しかし、こ

れでは、うまく整理できない目的もあります。 
社会化ためのグループワークは、ノーマルな、標準的な人生の歩み

のなかで出てきた課題を解決するための援助であるのに対して、再社

会化は、ノーマルではない、標準的な人生の歩みを経験してこなかっ

た人たち、あるいはその標準から外れてしまった人たちが、標準的な

ものに戻るための援助なのです。 
とすると、障害者の人たちへの援助は社会化でしょうか、再社会化

でしょうか。リハビリテーションは、障害者への援助につきものです

し、とすれば、リハビリテーションに関連した再社会化なのでしょう。

しかし、再社会化とすれば、障害者の人生は「ノーマルではない」と

考えることになり、これはノーマライゼーションの考え方に反します。 
中途障害の人たちが、障害のためにこれまでのキャリアを諦め、新

しい生き方をすることになったとき、これは再社会化なのでしょうか。

しかし、社会化をやり直すといっても、いままでの社会化が間違って

いたというわけではありません。障害のために、やりなおすことにな

っただけで（たとえば、別の仕事を探すために就職活動をやり直すな

ど）、いままでの社会化がノーマルではなかったというわけではありま

せん。また、新しい生き方を模索するとき、アイデンティティ確立が

目的になることもあるでしょう。とすれば、社会化と関連してきます。 
いずれにしても、ノーマライゼーションを考えると、社会化、再社

会化ですっきりと分けられない場合があることがわかります。それで

もこの目的の分類は、グループワークの目的を考えるときに有用だと

思いますので、ここに紹介しておきます。 

演習：あなたが求めるグループワーク 

3-5 人ぐらいでグループをつくり、自分がグループワーカーとして実施してみたい、あるい

は自分がメンバーとして参加してみたいグループワークの例を考えなさい。そして、与え

られた紙に、その例を書き入れなさい。最後に、各グループでどんな事例が出てきたのか

を、グループを組み直して発表してもらいます。次のページに例を示します。 

                                                  
12 Vinter, R. D. (1963). Analysis of treatment organizations. Social Work, 8(3), 3-15. 
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3. ニーズ・アセスメント 

クライエントの立場から始めるというのが、ソーシャルワークの原

則ですから、まずクライエントのニーズをアセスメント（事前評価）

することが大事です。言うまでもありませんが、クライエントが、あ

あしてくれ、こうしてくれと要求するものが、社会福祉のニーズでは

ありません。個々のクライエントにとってニーズとは何かを明らかに

することに社会福祉の専門性の見せどころがあるのですから、クライ

エントが言ったそのままのことを聞いていても仕方がありません。つ

まり「お金がなくて困っています」という人に、ああ、そうですかと

金銭を提供するのはソーシャルワークではないわけです。 
ニーズ・アセスメント(needs assessment)は、ソーシャルワークの

初期には診断(diagnosis)とか社会診断(social diagnosis)という言葉を

使っていました。それがアセスメントという表現に変わったのは、診

断という言葉に含まれている意味が医療的であること、そして、そこ

には専門職側から一方的に「あなたのニーズはこれこれですよ」とい

うように決めてしまうニュアンスがあったからです13。そうではなく

クライエントとの相互交流のなかでニーズは何かを明らかにすべきだ

という理念が、アセスメントという言葉のなかに表現されています。 
そのアセスメントのあとにグループの目的が設定されます。ところ

が、ここで難しい問題が出てきます。つまり、アセスメントのあとに

グループの目的が設定されるとしたら、まず誰のニーズをアセスメン

トするのかという問題が、その前にあるはずです。この「誰」を決め

るときに、ある程度、機関の側で目的を設定（あるいは想定）してい

るはずです。児童館の場合にしても地域の親のニーズを調べるのか、

それとも児童館に通っている子どものニーズなのか、あるいはその子

どもの親に限定してニーズを調べるのか、そこに選択があるわけで、

その選択は、あらかじめ設定された目的に応じて行なわれるものです。 
ですから、アセスメントのあとに目的設定があるのではなくて、ア

セスメントのあとにより細やかな目的設定がある。また、アセスメン

                                                  
13 ソーシャルワーカーたちは一時期、医師をモデルにして実践を深めようとしていました。

これを医療モデル(medical model)といいます。そこでは医師が患者の身体の状態を診断

するように、ソーシャルワーカーがクライエントの社会関係の状態を「診断」できること

が理想でした。「Diagnosis から treatment へ」という言葉が、より医療的なニュアンス

の弱い「assessment から intervention へ」という言葉に変わっています。Barker, R. L. 
(1995). The Social Work Dictionary (3rd ed.). Washington, DC: NASW 参照。  
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トの前には、よりおおざっぱな目的があると言っていいでしょう。つ

まり、このアセスメントと目的設定は双方向的に影響を与え合い、連

鎖的に続くと考えた方が良いのです。 

アセスメントと目的設定 

 

 

 
 
たとえば児童館に通っている子どもの親のニーズを調べるとします。

それで目的を設定してグループワークに参加する親を募集する。そこ

で集まった人たちのニーズは、まえにニーズを調べた人たちと同じだ

とは限りませんから、またニーズを調べます。グループを始めると、

話し合ううちにメンバーのニーズが変わるかもしれません。グループ

で話し合うなかでより深いニーズが明らかになることもあります。 

 
バズ：Needs assessment 

援助者が一方的に問題を「診断」するのではなく、対象者とともに問題をアセスメントし

ていくとき、どういう点が良いのか。考えられる点をあげなさい。 

演習：目的を決める 

4-6 人のロールプレイ。在宅介護支援センターのワーカー（W）が、在宅で介護をしている

人を対象にグループワークを企画しました。市の広報に呼びかけを掲載してもらって、そ

の結果、集まったのは、A さん（初老の男性）、B さん（30 代女性）、C さん（初老の女性）

の 3 人でした。以下は、その人たちの会話の一部です。 

W：今日は介護のストレスを発散しよう！ということで、集まっていただいたんですが、ど

うでしょう、みなさんの介護についての思いなど、語り合いたいんですが。 

A：まあ、愚痴を言っても仕方がないですからね。私は女房が倒れてしまいましてね、具体

的な介護の仕方がわからんのですよ。そういうことを教えてもらいたいと思って、ここ

に来たんですよ。 

B：私は、まだ小さい子どもがいるもんですから、育児と介護の兼ね合いがたいへんで、そ

のヘルパーさんとか、ボランティアさんとか、そういう人を頼むのをどうすればいいの

かと思って誰に聞けばいいのかもわからなくて、とりあえず市の広報を見てきたんです。 

C：私は、もう 5 年ぐらい、夫の世話にあけくれていまして、介護の方はなんとかなってい

アセスメント 目的設定 
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るんですけど、なんか、おしゃべり相手がほしいっていうんですか、病人と部屋で 2 人

きりでいると、気が沈んでくるもんですから。 

以下、ロールプレイをしなさい。ロールプレイのあと、W は、どんなふうに話をもってい

けば良かったのかを、話し合ってみなさい。 

 用語を学ぼう Needs 

Needs を 4 つの種類に分けた Bradshaw の考え方がよく知られています14。1 つは

normative needs（規準としてのニーズ）。専門家が判断するニーズです。本人が「ニーズ

はない」と言っても、専門家から見ればニーズがあることがあります。本人不在でニーズ

が決まるのでパターナリズム(paternalism)15だという批判があります。それから felt needs

あるいは perceived needs（感得されたニーズ）。本人は感じているが、サービスを要求し

ようとまでは思っていないかもしれません。これは want と書かれることもあります。そし

て expressed needs（表出されたニーズ）。Demand ともいう。サービスを求める行動につ

ながるニーズです。最後に comparative needs あるいは relative needs。これは地域単位で

比較したあとのニーズです。同じような条件にある人が他の地域ではサービスを受けてい

たら、受けていない人はこのニーズをもっていると言われる。この 4 つのニーズは微妙に

異なることがあります。たとえば児童を虐待している母親は、育児に関して援助を受ける

必要があるという normative needs をもっています（ところが、虐待している本人は、そ

んなニーズを感じていないかもしれません）。この母親は未婚の母で、たいへんな孤独感を

感じている。それが felt needs。しかし、グループワーク等に参加して人間関係をつくるこ

とは考えていない。彼女は、もっとお金がほしいという。それが expressed needs。労働が

厳しくて余裕をもって育児にとりくめないという。また、彼女の住んでいる地域は保育所

が整っておらず、同じような条件の他の未婚の母には保育のサポートがあるので、その点、

彼女は comparative needs をもっているといえます。 

 
バズ：Needs のタイプ 

上に expressed needs (demand), felt needs (want), normative needs, comparative needs 

が異なる事例をあげましたが、隣の人と話し合いながら他の事例を考えて見なさい。 

                                                  
14 Davies, M. (2000). Need, Bradshaw’s taxonomy. In M. Davies (Ed.), The Blackwell 

Encyclopaedia of Social Work. Oxford: Blackwell., pp. 227-228.  
15「父性主義的」とも訳されますが、「上から援助する」感じで、クライエントの力を充分

に認めていないと批判される考え方です。 
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4. 誓約モデル 

上で述べたようなプロセスを経て、グループワークの目的を定め、

そしてクライエントとワーカー（機関）は契約をむすび、さらに個別

に細かい目標をたてて、サービスを始めます。これがソーシャルワー

クの契約モデル(contract model)ですね。介護保険の影響もあって、日

本でもソーシャルワークでは契約が大事だということが繰り返し強調

されるようになりました。 
しかし、一方、誓約モデル(covenant model)というのもあります。

それはワーカーがクライエントのニーズを満たし、最大の利益になる

ように努力すると約束をするモデルで具体的な細かい目標設定はしま

せん。グループワークはグループの展開によっては、あらかじめ設定

した目標を超えた援助ができることもあります。また、グループワー

クで達成するものが言語的にクライエントには事前に理解されにくい

という事情も出てくるかもしれません。したがって、私はこの誓約モ

デルもグループワークではとても有効だと思います。 
 

Key Words 

スキルの獲得(skill attainment), アイデンティティの確立(Identity development), リハビリテ

ーション , 社会的制御 , ニーズ・アセスメント , 社会診断 , 処遇 (treatment), 介入

(intervention), Normative needs, Felt needs, Perceived needs, Expressed needs, 

Comparative needs, Relative needs, パターナリズム, 契約モデル, 誓約モデル 
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むだばなし 

里の住人：だんだん仙人のお話がわかってきましたよ。 

山の仙人：ほう、そうかいな。 

里の住人：ハエが就職試験の話では終らなくなるとか、おっしゃってましたね。 

山の仙人：はいな。 

里の住人：つまり、就職の面接で、その人の普段の姿が見えてしまうということですな。 

山の仙人：そうじゃ。 

里の住人：面接の場面で、ひどく緊張していても同じなんですな。 

山の仙人：そうじゃ。いくら緊張しても、そのことで身長や体重が変わることはないじゃろ。そ

れと同じことじゃ。コミュニケーションの基本の形は変わらんよ。 

里の住人：ははあん、なるほど。 

山の仙人：だからじゃ、問題は「おまえさんは頭にハエがおるから、福祉職の面接は落ちるぞ」

と教えてやるのはええわい。しかし、それが人間としてのコミュニケーションの仕方に問題が

あるとまで言うことにつながってしまう。そこまで言うのは酷じゃと思うわけじゃ。  

里の住人：たいへんな話になってきましたな。 

山の仙人：そうじゃろ。もともとソーシャルワークなんぞ目指さなければ、そんなことに気づく

こともなかったんじゃ。ところが、そういう世界に入ってしまって面接を受けることになった

から、知らなければそれで済んでいたことを知ることになってしまった。 

里の住人：悲劇ですなあ。 

山の仙人：いやあ、たいへんなショックぞな。 

里の住人：また、もうご存知のような口ぶりですが。 

山の仙人：はいな。ハエが頭におった人は、まあ、一人しか知らんがの。あと、バッタがとまっ

とる人とか、蛾とか、イモ虫とかも、おったなあ。 

里の住人：ええ？ まじですか？ 

山の仙人：そうじゃ。まあ、いろんな事情があっての、バッタのときなんかは、知らせるしかな

かった。その男は泣いとったよ。そういえば、いままでのことで、どうしても理解できなかっ

たことがあったが、バッタが自分の頭におったとなれば、理解できると言うとった。 

里の住人：はあ、いろんな体験をしていたんでしょうなあ。 

山の仙人：なんでも初恋の人に愛を告白したとき、相手の女性は、その男の頭の上のあたりを見

ていて困ったような表情をしておったそうじゃ。あのときはバッタが、いろいろ悪さをしてお

ったんじゃろうと、その男は言うとった。 

里の住人：謎が解明できたわけですな。 

山の仙人：そうとも言えるがの。ただ、原因はバッタらしいとわかっても、自分ではどうするこ

ともできん。ハエと同じで追っても何をしても、また頭の上に戻ってくるのじゃからの。 



メンバーの選択・組み合わせ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
グループワークの目的が決まったあとは、どうやってそれに参加す

るメンバーを選んでいくかを考えます。グループワークを行なうとき

参加するメンバーを選ばない方法もあります。そのようなグループは

blanket group と言います（Blanket とは異なるものをいっしょに覆

ってしまうという意味です）。それに対してメンバーを一定の基準で選

んでいく場合 structured group といいます1。こちらのほうが効果は

大きいと思われますので、以下は structured group をつくるという前

提で、メンバーの選択のしかたを考えます。 

1. 類似性と凝集性 

グループワークのメンバーを集めるための一つの原則は「似た人を

集める」ということです。その理由は、似た人から成っているグルー

プはまとまりが良くなると考えられるからです。「まとまりが良い」と

は、専門的には「凝集性が高い」といいます。グループがメンバーを

引きよせる力が強いとき、そのグループは「凝集性が高い」と定義さ

れます。凝集性(cohesiveness)は、グループワークがうまくいくかど
                                                  
1 Barker (1999). 前掲書, p. 49 および p. 203. ただし Structured group は「構造化された

グループ」の意味で使われることもあります。第 10 章を参照。 
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うかの決定的な条件です。ですから、ワーカーとしてはメンバーを選

ぶ時点において、グループの凝集性を高めるようにメンバーを選ぶこ

とができればいいわけです。凝集性の源（みなもと）には、さまざま

なものがあります。それを、ひとつひとつ考えてみましょう。 

凝集性の源 

凝集性の源の一つは、グループのなかの誰かに感じている魅力です。

「あの人がいるからグループにいたい」という気持ちです。逆にいえ

ば、魅力を感じていた人がいなくなってしまったら、そのグループに

足を運ぶのもやめてしまうのです。グループワークの場合はワーカー

の存在が大きいものです。「なぜ、そのグループワークに参加するの」

と聞くと、「ワーカーに魅力があるから」と答えるメンバーは少なくあ

りません。逆にワーカーが嫌いだとやめてしまうでしょう。 
また、特定のメンバーやワーカーにではなくて「なんとなくあのグ

ループの雰囲気が好きだから」という答えもあります。グループ全体

に魅かれるのです。 
また、グループの雰囲気やそこにいる人間には魅かれないが、その

グループの活動には魅かれるという場合もあります。ボランティア・

グループには、こういう場合がけっこうあると思います。グループの

中の人どうしは仲良くないのだけれども、グループの活動に魅かれて

活動を続けているわけです。 
そのグループに属していることからくる満足感が凝集性の源泉にな

る場合もあります。つまりメンバーシップに付随するステイタスへの

魅力です。例えば、地域で非常に注目されて評価の高いボランティア・

グループには、ほとんど活動もしないし、他のメンバーとも仲がよく

ないのにしっかりと会合には出てきて、あちこちで自分はもう何年来

の会員なのだと吹聴している人がいます。 
また、他に選択肢がないということが凝集性を引き出すことがあり

あす。たとえば、私は、ある機関で青年のグループをつくったことが

ありますが、私の経験不足・勉強不足もあってさっぱりグループがう

まくいきませんでした。グループは少しも楽しそうではなくて沈滞し

切っているのです。いろいろ工夫してもうまくいかないので、私はと

うとう諦めてしまいました。ところがどういうわけか、私が何もしな

くても、メンバーは遅刻をすることもなく時間になればみんなきちん

とテーブルに座っている。それも黙って下を向いて座っていたりする。

何かを、みんなひたすら待っている感じで、それだけワーカーである
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私に期待しているようでした。なぜ彼らはそれほど根気強く足を運ん

だのかと考えてみて、後になってわかったことは、彼らにはここ以外

に他に行くところがなかったのでした。それだけ人間関係が苦手な人

たちが集まっていたのです。つまり、それに代わるものがないという

ことがグループの凝集性の基盤になるということもあるわけです。 

 
バズ：あなたを魅きつけていたもの 

あなた自身が属している、あるいは属していたグループのことを考えてみてください。あ

なたはなぜ、そのグループに入りつづけていたのですか。あなたをそのグループに引き付

けている、あるいは引き付けていたものは何でしょうか。隣の人と話し合ってください。 

類は友をよぶ 

凝集性には、このようにさまざまな源泉があるわけですが、それを

メンバー選択の段階でできるだけ確かなものにしようと思えば、メン

バーの間に類似性をもたせることです。良いグループをつくろうと思

ったら、似た者どうしを集めろ！というのが、ひとつの鉄則です。そ

のようにして集められたグループを同質的グループ(homogeneous 
group)といいます。似た者どうしは一般的に言って互いに魅かれやす

いのです。みなさんの友人関係を考えてみてください。同じような価

値観、人生観や生き方、同じような生活スタイルをとっている人が多

いでしょう。「類は友をよぶ」といいます。もちろん違った世界の人と

も話したいと思うかもしれませんが、それは正確にいえば、同じよう

な価値観をもった別の世界の人ということになるかもしれません。ま

ったく違った世界の人とは話題も合わないでしょうし、話も表面的な

ものに終りがちです。 

 
バズ：類似性 

「類は友を呼ぶ」とは、似たような人は集まりやすいということです。自分自身の例でも

いいし、他人の例でもかまわないので、あなたが見たり聞いたり、あるいは自分が体験し

たりした「類は友を呼ぶ」事例について隣の人と話し合いなさい。 

Group balance 

「類似性が凝集性を生み出し、良いグループを作る」というのが原

則だと書きましたが、例外もあります。たとえば、落ち込みやすい人

ばかりを集めて、グループを作った場合、全員が落ち込んでしまって
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グループとしてどうにも動かないことがあります。その場合は、グル

ープを前に進めてくれる人が数人は必要でしょう。このようにグルー

プワークの目的を達成するために、あまりに極端な人ばかりを集めず、

メンバーの性格に適度な多様性を持たせることを group balance とい

います2。 

2. 女と男 

グループワークでのメンバーの選択の鉄則は似た者を集めるという

ことだというと、よく反論として学生たちから出されるのは「だって

女の子ばっかりじゃ、つまんない」という女子学生の声です。そこで、

この話題にわざわざ一節を割こうと思います3。 
そもそも神聖なるグループワークの授業において、そんな質問をし

てしまう学生は勉強不足のためにグループワークと飲み屋で騒いでい

るグループの区別ができていない。もちろんカラオケで騒ぐのだった

ら、たとえば男ばかりでムンムンしているよりも一人ぐらい女性がい

てほしいと思うのは人情であろうが、グループワークとカラオケをい

っしょにするという発想自体が根本から間違っている。 
どう違うか？ グループで、これから「生きる」ということを、じっ

くり話し合うことを想像してみてほしい。女と男の生きる道は違うも

のだ。男と女は平等ではあっても同等ではない。卒業してどうしよう

かという話でも女性ばかりのグループにいたら男性は孤立してしまう

はずだ。女性の横顔ばかり見ていれば、それで幸せだという、枯れた

ドンファンのような男なら別だが、自分自身も発言したい、自分の生

き方を話したいという普通の男なら、グループのなかにいることさえ

難しさを感じるだろう。 悪の場合、たった一人の男性は女性ばかり

に囲まれて「男の代表」となってしまう。「男の代表」になってしまう

ことが悪い理由は、そこで（つまりグループのなかで）個別的で個人

                                                  
2 Baker, R. L. (1995). The Social Work Dictionary (3rd ed.). Washington, DC: National 

Association of Social Workers. もっと積極的にグループワークには多様な人を集めたほ

うが良いという考えもあります。その場合は異質的グループ(heterogeneous groups)を作

ります。メンバー間の不一致がメンバーの成長を促すのだと考える dissonance theory of 
groups を第 4 章の cognitive balance theory のところで紹介しましたが、この理論を重視

する人もグループワークも異質の人を集めて行なうほうが良いと考えています。 
3 「野郎ばっかじゃ、つまんねー」という男子学生のためにも、この一節を捧げます。（注

の注：実はこの節はずいぶん昔の私のテキストのスタイルの雰囲気を残している例外的な

ものです。ですので、若干、雰囲気が違うと思います。） 
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的な問題が出せなくなる。ソーシャルワークで大切な個別性というも

のが見えなくなってしまう。たとえば、恋愛問題について話している

ときに、女性ばかりにまじって、ひとりの男性が参加しているとする

と、「ね、こういうときに男性はどう思うの？」という質問が女性たち

から出される。ここで彼は自分の意見が出せず一般的な「男性」とい

う枠のなかに閉じこめられることになる（こういうときに得意になっ

て「男というのはね. . . 」と言い始める男は、自分の個別性を自覚で

きていない、いわゆる「だめぽ」の男である）。 
とはいえ、集団心理学の実験によると女性のなかの男性よりも、男

性のなかの女性の方が、もっと状態が悪くなる（つまり自分が出せな

い）らしい。そういわれれば、そういう感じがする。「男はね. . . 」と

男を一般化して物を言う男性よりも、「女の子ってね. . . 」と、女を一

般化して物を言う女性の方が（私の印象では）多いような気がする4。 
男と女とをいっしょにした方がグループは楽しいと思うかもしれな

い。しかし楽しいとか「盛り上がる」ことが、かならずしもグループ

ワークの成功を意味しない5。例えば女性として深刻な問題をもった人

が長い間の沈黙をやぶって心の内を話す機会は、男女半々のグループ

よりも女性ばかりのグループの方が多い。「盛り上がって」しまって、

ワイワイ騒いでいるグループでは心の奥にしまっている悩みとか恐れ

などは話せないのです。 

余談：紅一点の謎 

集団の構成要素としての性別ということを 1994 年度の授業で話題にしたら（なんと 18 年

も昔の話だが）、異様なほど盛り上がってしまい、それだけで 90 分の授業が成立したこと

があった。まず、男性、女性の割合がどの程度のときどのようなグループが成立するだろ

うかということを、それぞれの席で近くの学生同士、話し合ってもらった。その結果、お

およそ次のページのような結果が出た。 

こういう心理学の調査があるのかどうかは知らないが、この結果は面白いと思った。な

ぜ女性が少数か、全員女性のグループに対して最も好意的な感情がもたれたのだろうか。 

 この疑問に対しても学生たちが非常に活発な言葉を返してくれた。そこで出た答えは、

女性が少数のグループ、とくに女性がひとりだけという場合は、女性が「女」としての役

                                                  
4 ハタチを過ぎても自分のことを「女の子」とよぶ女性がいることに注意。 
5 当たり前のことなのだが、意外に忘れられがちである。実習でグループワークに参加した

ときに、そのグループが盛り上がったか、そうではなかったかという単純な尺度でしか実

習ノートに感想を書いていない学生が多い。 
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割を果たせばいいから楽だというのである。逆に女性が複数だと、そこで「女の争い」が

起こるのだという。また全員が女性であるときは「女」としての役割を果たさなくていい

から、また楽だというのである。 

男性と女性の構成比とグループの雰囲気 

女性  なし  少数  同数  多数  全員 

男性  全員  多数  同数  少数  なし 

雰囲気  退屈  楽しい  疲れる  男性が疎外 気が楽 

  

「女性がひとりだけ交じると、男性のグループが安定する」という事例として、私が出

したのは、ウルトラマンシリーズに女性が一人だけでてくることでした。最初のウルトラ

マン、ウルトラセブンのシリーズは、それぞれ、フジアキコ、友里アンヌという紅一点の

女性がでてくる。これを指摘すると学生たちは「刑事物でも、そうだ」という指摘があり、

「男性のなかに女性がひとり」という図式が好まれていることが推測された。これに対し

て「いや、セーラームーンでは、そうではない」とか、「ベルサイユのバラは、どうだ」と

かいう意見も出て、私の知らない少女漫画の世界を論じることになった。 

教室のなかで、あんなに学生たちが活発に「ハイ、ハイ」と手をあげて、議論したのは

私の授業のなかでは初めてだった（それ以後も残念ながら無い）。貴重な体験でした。とは

いえ、これは 20 年ちかく昔のことである。若い人たちの間でも、女性、男性の集団での位

置はかなり変わったのかもしれないと思う。 

 
バズ：グループの男女比 

上のページの表をみて、あなたの思うところを隣の人と話し合いなさい。 

3. 属性と行動 

類似性が大事だということでジェンダーの問題をとりあげましたが、

その他にも差異はいろいろな点であらわれてきます。たとえば、みな

さんが老人クラブに行ってゲートボールをして遊ぼうとしますね。す

ると、そこでは年齢が違いとなって、グループに溶け込めないかもし

れません。また、あるグループに参加すると、あなた以外はみんな職

業を持っている人で、あなただけが学生だったということもあるでし

ょう。このように性や年齢、職業や国籍、既婚・未婚、子どものある
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なしなどの特徴は属性(attributes)といいます。グループワークのメン

バーを集めるときに、なるべく属性も似たような人を集めると凝集性

が高くなると予想できます。 
一方、グループでどういうようにふるまうかということで類似性が

問題になることがあります。たとえば、ある人だけが話すことが苦手

でしゃべらない、ある人だけがいつも支配的にふるまおうとする、あ

る子どもだけが多動で走りまわって落ち着かないということがありま

す。これは属性ではなく行動(behavior)の類似性が問題になっている

例です。 

目的との関連 

メンバーの類似点を高めることが大事だとはいえ、属性と行動が何

もかも同じ人たちを集めようとするのは現実的ではありません。そん

なことは不可能でしょう。それよりもどの属性・行動の類似性が、そ

のグループワークの目的にとっては重要なのか、それを見きわめるこ

とが大切です。 
たとえば夫婦関係について話をするグループに、一人だけ独身でパ

ートナーもいないという人が参加したとしますと、その人は他の既婚

のメンバーとはかなり違ってきます。この場合は男性、女性という違

いよりも、その違いの方が大きく感じられるでしょう。育児について

話す母親のグループがあって、たいていみんなが 20 代後半なのに、

ひとりだけ 10 代の母親がいるとします。しかし他の子どもがみんな

健常児で、20 代後半の一人の母親の子どもだけが重度の障害児である

場合、10 代の母親よりも障害児をもった母親の方が孤立感を味わうか

もしれません。人間関係で悩んでいる人々のグループで、ほとんどみ

んな話し下手で言葉がでてこないという問題で悩んでいて、一人だけ

が、しゃべりすぎる性格で悩んでいたとしたら、誰よりもその人が孤

立してしまうでしょう。青年が職業生活について話し合うグループで

は、一人だけが自営業で、あとはみんな会社勤めの人ばかりであると

自営業の人にとってはグループは魅力のないものとなるでしょう。追

いかけっこというプログラムのなかでは、足の不自由な子どもがいる

と孤立しがちになります6。手芸をプログラムとして使うのなら、手の

器用さの差異には注意すべきです。 

                                                  
6 ただし違っていることは、すべてダメだというわけではありません。健常児のグループの

なかに、ひとり障害児を入れることによって、グループに助け合いの重要さを教えること

は学校の福祉教育のなかで行なわれることがあります。 
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つまり、すべての属性や行動の特性が同じということはありえない

わけですから、すべてを同じにすることが大事なのではなく、グルー

プワークの目的との関連で、どのような属性または行動の類似性が重

要なのかをワーカーが認識しておくことです。 

演習：類似点を探す 

近くに座っている人どうし、4 人ぐらいのグループをつくります。そこで、4 人に共通して

いることをできるだけたくさん探します。どれだけみつかるか数え上げてください。 

Communication skills 

属性の類似性は前もってわかることが多いでしょう。グループワー

クのフェイスシート(face sheet)7を見れば、年齢や性別、職業の有無

や家族の状態がわかります。でも行動の類似性は、なかなかわかりま

せん。話し合いを中心としたグループワークの場合、行動のなかでも

コミュニケーション・スキルの差が大きな問題となります。 
たとえば上智大学社会福祉学科では実習期間中にグループスーパー

ビジョンが行なわれますが、そこでは年齢も同じ、実習生という立場

も同じ、ただ男性がたいてい少数派となってしまいますが、それ以外

を除いてはたいてい見たところ違いはなく、かなり高い類似性が保た

れているような印象があります。ところが、ある人は実習でおこった

ことをどんどん話せる、ある人は話せないという大きな差がある。こ

の「話せる人」と「話せない人」が人数のうえで半々ならば、まだ問

題は深刻ではないのですが、ひとりだけ「話せない人」がいると、そ

の人は孤立感を味わいます。また「話せる人」のなかには「自分たち

はオープンに話しているのに、あなたは聞いているだけで不愉快だ」

と攻撃的になる人も出てくるかもしれません。こういう場合、沈黙し

ている人は「話さない」のではなくて「話せない」のだということを

グループに理解させなければいけません。コミュニケーション・スキ

ルには差があるのです。ただ、みんなの前で「この人は話せないのだ

よ」というと、これもまた「話せない」人を傷つけてしまうことにな

りがちです。 
このような事態を避けるためにはワーカーが事前にメンバーとなる

                                                  
7 ケース記録の 初に付けられた 1 ページ、あるいはサービスの申請時等に書き込む質問紙

の 初に付けられた 1 ページで、そこにクライントの年齢、性別、収入、家族の状況、送

致された経過等が書かれてある。 
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予定の人のコミュニケーション・スキルを調べておく必要があります。

このようなスキルを調べるには、いくつかの方法があります。ひとつ

は待機者グループ (waiting list group)あるいは診断グループ

(diagnostic group)と呼ばれるグループにメンバーの候補者を参加さ

せることです。つまり実際に仮のグループに参加させてみて、その様

子をみることによって、グループのなかでのコミュニケーション・ス

キルを調べるのです。これはおそらく も直接的で確実な方法でしょ

う。しかし、このようなグループを別につくることは時間的に難しい

ことがあります。そのような場合には一人ひとりに面接してみること

です。ただし１対１ではよく話せるのに、グループのなかでは話せな

い人もいますので注意が必要です。また心理テストを使って、このよ

うなスキルを調べる方法もあります。しかし心理学が専門ではないソ

ーシャルワーカーは、このような方法を使わない方が無難でしょう。 

 
バズ：グループでは話せない人 

１対１では話せるのに、グループのなかでは話せない人がいるのは事実です。そういう人

たちは、どうしてそうなのでしょうか。考えられる原因をとなりの人と話し合いなさい。 

 
バズ：自分の得意分野、不得意分野 

コミュニケーション・スキルは、どんなグループにいるのかによっても変わってくるかも

しれません。あなたが話すことに難しさを感じないグループとは、どんなグループですか。

また逆に話すことを難しく感じるグループとは、どんなグループですか。そのグループに

集う人の特性（年齢、性、職業など）、グループで取り上げる話題を考えてみなさい。（こ

れを自覚しておくことが、良いグループワーカーになれる条件の一つです）。 

異質の人 

グループワークのメンバーの選択では類似性が重要だと述べてきま

した。しかし、メンバーはいつの場合も自由に選択できるとは限りま

せん。グループワークを始める前から、すでにメンバーが選ばれてい

ることもあります。たとえば、デイケアのグループでグループワーク

をやることになったとしますね。デイケアには、すでに何人もの人た

ちが集っているのです。ひとりだけ類似性が低い人がいたとしても「あ

なたはダメ」と言えないことが多いでしょう。では、逆にグループの

なかに類似性の低い人、つまり「異質の人」(deviant)がすでにいる場

合、その人がグループに入りやすくするにはどうすればいいかという
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問題が出てきます。 
たとえば Garvin は次のような事例をだしています。5 人の少年のグ

ループをつくろうとして集まった子どもたちのリストをつくると、以

下のようになりました。 

非行少年のグループ 

名前  年齢  人種  言語の攻撃性  問題    グループへの関心 

サム   14  黒人    低い   教師との葛藤    普通 

ビル   15  黒人    普通   窃盗癖     普通 

フランク  15  白人    普通   家出      低い 

カール  13  白人    普通   友人関係が苦手   高い 

ディック  17  黒人    高い   暴力      低い 

 

 
バズ：予想される問題 

この表を見るだけで、このグループにはどんな問題が出てくるか予想がつくと Garvin はい

います。それはどのような問題でしょうか。となりの人と話し合ってください。 

メンバーの選択においては、グループのなかで 1 人だけ違った人が

いるという状況はできるだけ避けるべきです（どの点が違うことを重

視するかは、既に述べたとおりグループワークの目的によって違いま

す）。その原則を“not only one” principle と呼ぶ人もいます8。 
ですから、ひとりだけ異質なメンバーをグループワークに受けいれ

るためには、そのメンバーと同様の人を加えるか、そのメンバーと他

のメンバーの中間的な人（たとえば年齢がその中間ぐらい）の人を加

えて、その異質性(deviance)を弱めることが大事です。 

 
バズ：異質の人としての体験 

あなたがグループで話し合いをしなければならないときに、自分が「異質の人」であると

感じたときの経験を隣の人と話し合いなさい。そのとき、なぜどのような点で、あなたは

あなた自身が「異質」であると感じたのでしょうか。それも話し合いなさい（ただし、あ

まり辛くならない程度に. . . ）。 
                                                  
8 Schiller, L. Y., & Zimmer, B. (1994). Sharing the Secrets: The Power of Women’s 

Groups for Sexual Abuse Survivors. In A. Gitterman & L. Shulman (Eds.). 前掲書, pp. 
220-221.  
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4. Co-worker 

凝集性のためにはメンバーの類似性あるいは同質性(homogeneity)
が大事だと何度もくりかえしましたが、やっかいなのはワーカー自身

がメンバーから見て「異質の人」の場合です。つまりメンバーがみな

女性でワーカーだけが男性である場合、あるいはその逆の場合、ワー

カーはグループから浮き出てしまうことになります。あるいはメンバ

ーが 20 代の青年たちでワーカーだけが 50 代の人であれば、逆にメン

バーが老人たちで、ワーカーが 20 代の若い人であれば、やはり同様

の問題がおきてしまいます。 
このような場合はコ・ワーカー(co-worker)を使います9。コ・ワー

カーとはワーカーといっしょに働く、もう一人のワーカーのことです。

たとえばメンバーが男性ばかりで、ワーカーが女性ならば、ひとりコ・

ワーカーとして男性のワーカーを使うのです。このコ・ワーカーの存

在によってワーカーとメンバーの異質性を和らげます。10 
コ・ワーカーの起用はメンバーとワーカーの異質性に対処するため

だけに行なわれるのではありません。コ・ワーカーを使うとさまざま

な利点があります。まずワーカーはそれぞれ得意なスキルがあります

から、ワーカーが 2 人かかわると使えるスキルが増えることがありま

す。たとえば、メンバーひとりひとりに共感することが得意なワーカ

ーと、グループの雰囲気を作りあげていくことが上手なワーカーは互

いに補いあいながら良い援助ができるでしょう（このように役割分担

をしつつグループワークを進めることを coleadership11といいます）。

また、ワーカーが互いに各自の見方の偏りを点検することができます。

たとえば、あるワーカーはメンバーの一人である A さんの行動を問題

にしているとき、もう一人のワーカーはその見方は A さんに対する偏

見であると指摘できるかもしれません。さらにリーダーシップには P
機能と M 機能があります12。この 2 つの異なる機能を一人のワーカー

が果たすのが難しい場合、ひとりのワーカーが P 機能を果たし、コ・

ワーカーが M 機能を果たせばいいのです。さらに、2 人のワーカーが

助け合っているところをメンバーに見せることによって助けあいのモ

                                                  
9 本によっては、co-worker をコゥ・ワーカーとカタカナ表記しています。 
10 グループワークで 2 人以上の専門職またはメンバーのなかのリーダーがグループ運営の

責任を分担するとき、これを co-practice といいます。Barker (1999). 前掲書, p. 106. 
11 同書, p. 86.  
12 本テキスト 141 ページを参照。 
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デルをメンバーに示すことができます。 
このようにコ・ワーカーを使うことは効果的ですが、注意しなけれ

ばならないこともあります。ひとつは言うまでもありませんが、ワー

カーとコ・ワーカーの息があっていないとどうにもなりません。仲た

がいしているようでは話になりません。それからワーカーとコ・ワー

カーが、カップルのように仲が良すぎるというか、メンバーをそっち

のけで 2 人で目くばせしながらコミュニケーションしていれば、メン

バーは疎外感を感じてしまいます13。また男性と女性のワーカーがか

かわっているとき、男性のワーカーが女性のワーカーに対して、たま

たま上司と部下という関係にあったとしても男性が女性に命令的に指

図していては、そのようなワーカーの組み合わせで「女性の自立」を

テーマとしたグループワークなどは行いにくいかもしれません。 

 
バズ：Co-worker 体験 

あなたがリーダーとしてグループを動かすときに、メンバーから見て自分だけが違う属性

をもっていたために、やりにくかった経験があれば、それを話してください（塾の先生と

しての経験、バイトで高校生のグループをリードする状況などは、それに近いかもしれま

せん）。そのとき co-worker を使えるとしたら、どんな人に co-worker になってもらいた

いですか。 

5. クライエントの好み 

グループワークの参加メンバーを選択するとき考慮しなければなら

ない点としては他に、クライエントの好みの問題があります。クライ

エントがグループワークを望むかどうかということです。 
こういう問題は難しいものです。なぜなら、普通の人にいきなり「グ

ループワークに参加したいですか」と聞いても、グループワークの知

識は一般の人にはありませんから意味のない質問になってしまいます。

また人によっては、グループワークでは 1 対 1 で丁寧に面接という形

で応対してくれるのではなくて、他の人といっしょにまとめて処理さ

れ、個別性を尊重してもらえないという不満をもつかもしれません。

あるいは自分のプライベートな問題をワーカー1 人の前で話すのにも

抵抗があるのに、見も知らない人たちの集団を前にしてなぜ話さなけ

                                                  
13 観光バスのガイドさんが、あんまり運転手と仲が良すぎて、イチャイチャしていたりす

ると、客が白けてしまうようなものです。 
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ればならないのかと怒る人がいるかもしれません14。グループワーク

を勉強したばかりのときはグループワークが役にたつことばかりを学

ぶので、他の人も当然そう思っているに違いないと思いこみがちです。

しかし一般のクライエントはグループワークの理論をまったく知らな

いのです。グループの前で話すということを考えると自分の秘密が街

じゅうに広がってしまうという恐怖感をもつ人さえいるでしょう。 
グループワークとはどんなものかをクライエントに丁寧に説明する

ことが大切です。そのとき難しい専門用語を使ってはいけません。デ

モンストレーション・ビデオを見せたり、メンバーの了解を得た上で

他のグループワークに仮に参加してみる機会を提供したりすると良い

でしょう。ソーシャルワーカーが自分のできる援助を専門用語を使う

ことなく、できるだけクライエントがふだんから使っている日常の言

葉で説明することは大切なことです。とくにソーシャルワークのクラ

イエントたちは教育を充分にうけていない場合が少なくないので、こ

の点はとくに重要です。 

演習：ソーシャルワーカーの説明 

クライエントが充分な教育をうけていない場合、話のなかで漢語をあまり使ってはいけま

せん。漢語としては「社会制度」「小集団」「情緒」などがあります。「ニーズ」等のカタカ

ナ言葉はもちろんダメです。相手に理解されないのです。そこで、以下のような演習をし

てみましょう。 

近くの人 2-3 人が組となり、クライエント役、ワーカー役、観察者になります。ワーカー

役になった人は難しい漢語、外来語を一切、使わずにソーシャルワーカーとは何かを説明

してください。演習は以下（次のページ）のような設定で会話をつづけます。終ったら、

役を交代します。よい説明ができたかどうかをお互いに検討してください。 

状況：クライエント(C)が部屋にはいってきたので、ワーカー(W)が挨拶する。 

--------------------------------- 

W：私、ソーシャルワーカーの□□ともうします。 

C：えっ？ ソース？ メーカー？ 

W：いや、あの、ソースメーカーじゃなくて、ソーシャルワーカーです。 

C：それ、なんですか？ 

W：ええ、つまりですね（以下、漢語、カタカナ語を使わないで、説明する） 

                                                  
14 実習のグループスーパービジョンのときでもそうですね、自分の実習中の失敗などは、

なかなか学生たちは話しません。クラスの仲間といっても、まだほとんど信頼関係ができ

ていないうちは他の学生たちの前で自分の失敗談などはしないものです。 
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余談：手配師 

大阪の天王寺駅の南西（新今宮駅の南側）に「釜が崎」と呼ばれている地区があります。

日雇い労働者たちの街で、東京でいえば「山谷」（南千住駅のあたり）、横浜でいえば「寿

町」（中華街の近く）のようなところです。野宿している人がたくさんいて、私は、そこで

数年間、ボランティアとして「炊き出し」（おかゆ等を無料で配ること）の手伝いをしてい

ました。そこで、その土地の人から私のその当時の仕事（ボランティア・コーディネータ

ー）のことを質問されました。「いったい、その仕事は何なの？」という質問でした。私は

いろいろ説明したところ、「あ、それは手配師のことだね」と誰かが言い、「ああ、あんた、

手配師なのか」と、みんな大笑い。手配師とは日雇い労働者たちに仕事をあっせんする人

のことで、ヤクザみたいな人もいるし、詐欺師のような人もいるし、そうではない人もい

るようです。日雇い労働者たちにとっては天敵のようで、しかも無くてはならない存在の

ようで、私のような外部者には説明のしようがない職業です。もちろん国家資格ではあり

ません。「師」がついても国家資格のないのは詐欺師、香具師、山師と、いろいろあります。 

6. 脱落の原因 

グループワークに適したクライエントかどうかを判断するときに、

逆に過去にグループワークに参加しながら途中で止めてしまった人た

ちがどういう人であったのかを分析すればよいという考え方がありま

す。このことについてはいくつかの調査がありますが Yalom などの調

査によると、だいたい 4 つの理由からクライエントはグループから脱

落していきます。 
ひとつは外在的な理由。つまりグループワークとは関係ない別の理

由で来なくなるということです。たとえば母親が病気になった、仕事

が忙しくなったといった理由です。これは、みなさんがサークル活動

をやめるときにあげる理由を考えてみたらわかるように本当の理由で

あるとは限りません。「言い訳」かもしれませんし、あるいは自分でも

「言い訳」にすぎないことに気づいていないかもしれません。こうい

う無意識に言い訳をでっちあげてしまうことを合理化といいます15。

自分の弱さを見つめたくないために仕事が忙しくなったといってグル

ープをやめてしまうこともあります。 
ふたつめは、グループのなかで自分が異質であると感じること。「こ

                                                  
15 65 ページ参照。 
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れは自分とは違うタイプの人ばかりの集まりだ」と思うことです。こ

れはみなさんも、ふだんからグループのなかで感じることが多いでし

ょう。「なんか違うなあ、私とは合わないなあ」という感覚です。 
3 つめは適度な親しさ。グループによって「適度な親しさ」があり

ます。あるグループは、ひとつのアイスクリームをみんなでナメあう

ほどの仲の良さ（？）です。そういうグループに、ふだんからそんな

ことをしない人が入るとおそらく違和感をもち、そのような「親しさ

(intimacy)」を求められる圧力を感じて心が重たくなるでしょう16。個

人の家庭生活や性的な話題までなんでもかんでも話してしまうような

雰囲気が、あるグループにあって、ふだんからそういうことは親しい

友人にも言わない人が、そんなグループに入ると息苦しさを感じます。

逆に話といっても表面的なあっさりとした話題ばかりで互いの心の奥

に入ってこないようなつきあいが延々と続くグループもあります。そ

ういうグループにおいては快さを感じる人もいるかもしれませんが、

逆に物足りなさを感じる人もいるでしょう。 

 
バズ：適度な親しさ 

自分がいままで経験したグループのなかで、グループの適度な親しさが、自分にとって過

剰な親しさだった例、あるいは逆に少なすぎる親しさだった例を考え、その体験を隣の人

と話し合いなさい。 

 
バズ：やめた理由 

あなたが、これまでやめてしまったグループを思い出し、なぜ、そのグループをやめたの

かを話し合いなさい。グループワーカーは、グループのメンバーがグループから脱落して

しまうことを防がなくてはいけません。もし、あなたが脱落したグループにグループワー

カーのような人がいたら、あなたやグループに対して、どのようにふるまってほしかった

ですか。それを考えることによってグループワーカーの役割について考えてみましょう。 

Emotional contagion 

後に情緒的巻き込まれ(emotional contagion)の問題について考え

てみましょう17。たとえば、グループワークで自分の家庭の問題を話

                                                  
16 私は日本社会事業大学に 1 年間だけ編入生として在学していました。そこで入ったゼミ

が、こんなゼミで、みんなで一本のソフトクリームを「回し舐めっこ」していました。男

性、女性が半々ぐらいのグループだったんですが、ちょっと僕はついていけなかった。 
17 Contagion は感染の意味です。ですから emotional contagion は情緒的感染です。ちな
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すとします。すると家庭の深刻な問題ばかりが出てきたとします。そ

れは他人の問題なのですが、それを聞いていると自分も苦しく恐ろし

くなってしまうのです。 
これは後で述べる「共感」ではありません。ときどき「情緒的巻き

込まれ」と「共感」とを混同している人がいますが、これははっきり

と区別しなければなりません。未成熟な「情緒的巻き込まれ」を実習

で経験して、「私はなんて感受性が豊かなんだろう」と自己陶酔的に実

習ノートに書く人がいますが、これは間違いです。悲しみで混乱して

いる人に向い合って、いっしょに混乱して泣いてしまったら援助はで

きません。 
感情の反映(reflecting feelings)は共感の一部です。感情を反映する

とは「相手の情緒の流れに沿って感じて、その感じたことを相手に返

していくことができる」ということです18。これは情緒的巻き込まれ

とは違います。たとえて言えば、共感は「火を映す鏡」と似ています。

鏡は火を正確に映しだしていますが、鏡が燃えているわけではありま
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

せん
．．

。情緒的巻き込まれは、その火が燃え移り、自分も燃えてしまっ

ている状態なのです。 
あるいはソーシャルワーカーの専門的なスキルのひとつである「統

御された情緒的関与」(controlled emotional involvement)でもありま

せん。こちらのほうは、相手の情緒に自分からかかわり、クライエン

トが悲しいときに、ワーカーも悲しい表情を見せたりしますが、過度

に、その同じ情緒を自分のなかにもたないようにします。その適切な

程度は、もっとも良い援助（にむすびつく反応）ができる状態という

ことになります。 
ある実習生は老人ホームで実習したとき「介護に逃げていた」と言

っていました。どういう意味かというと「ベッドサイドでお話を聞い

ていると、自分が落ち込んでしまう。辛い話をされると自分までが辛

くなってしまうから聞けない」というのです。こういう人のことを「感

受性が豊かだ」とか「心が優しい」とか表現する人がいますが、それ

は誤解です。もしも辛い話を聞いていると辛くなるのが「感受性が豊

か」であるのなら、毎日クライエントの悩みを聞いて平気なソーシャ

                                                                                                                                                  
みに behavioral contagion とは「行動が感染すること」。誰かを見ていると、その行動が

うつってしまうことを言います。たとえばテレビで暴力シーンをみた子どもが暴力をふる

うようになるというのは、その例です。Corsini, J. R. (1999). The Dictionary of 
Psychology. Philadelphia: Brunner/Mazel., p. 100. 

18  Nelson-Jones, R. (1990). Human Relationship Skills (2nd ed.). London: Cassell 
Education Limited., p. 118.  
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ルワーカーは、みんな感受性の鈍い人になってしまいます。 
辛い話をされて自分までが辛くなるのは自分と相手との自我境界が

弱い証拠です。自我と他者の境界がはっきりとしていないのです。逆

にいえば「情緒的巻き込まれ」は自我が弱い人によくあらわれる現象

だと言えます。子どもがひとり泣くと横の子どもが悲しくもないのに

いっしょに泣いてしまうことがあります。それと同じことで未成熟な

人格にありがちなことなのです。 
私の担当した別の実習生で卒業後、優秀なソーシャルワーカーとし

て活動していた人がいます。その人は実習で悲惨なケースをたくさん

見ていました。しかし、そのケースを実習スーパービジョンで語ると

き冷静に話していました。つまり自分と相手とは違う人間で、悩んで

いるのは相手であって自分ではない。しかし相手と向い合っていると

きは相手の気持ちを理解し、その理解したことをフィードバックする

ことに全力を傾ける。そういうことができる自我の強い人だったから

こそ、ソーシャルワーカーとして良い仕事ができたのだと思います。 

 
バズ：情緒的巻き込まれと共感 

ある程度の情緒的巻き込まれは、誰でも経験するものです。あなたの情緒的巻き込まれの

体験を隣の人と話してみましょう。それと共感との違いを考えてみてください。 

7. 選ぶ人数 

後に、メンバーを選ぶ人数について述べておきましょう。グルー

プワークのグループは 初にメンバーを決めたら、 後までメンバー

の入れ替えなしという closed group と、途中で新しいメンバーが入っ

てもよいという open group があります19。ここでは、ある程度、グル

ープのメンバーの人数は固定しているという前提で、大きなグループ、

小さなグループの長所、欠点を考えてみましょう。 
まず、小さなグループの長所は「親しみ」(intimacy)がわいてくる

ことです。20 人くらいのグループよりは 4-5 人のグループの方が親密

に話すことができるのは、みなさんが日頃経験していることでしょう。

しかし 4-5 人のグループでも気があえば楽しいでしょうが、合わない

と苦痛になります。20 人くらいのグループであれば、このグループは

つまらないと思えば、黙っていても目立ちません。つまり参加しない

                                                  
19 次章で述べる open-ended group, closed-ended group と混同しないで下さい。 
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自由があるという感じになります。しかし 4-5 人のグループであれば

黙っていると目立ちますし、面白くなさそうな顔をしていると他の人

を不愉快にさせてしまうでしょう。「親しみ」がある代わりに、そこに

は参加への圧力があります。参加せざるをえないのです。したがって

小さなグループでは息苦しさを感じる人もでてきます。 
大きなグループであれば逆に黙っていても目立ちませんし、つまら

なければつまらないという顔をしていてもいいわけです。つまり引っ

込む自由のようなものが与えられているのですね。あまり積極的に参

加したくないというゼミでは、みなさんは人数の多いゼミの方が気が

楽でしょう。逆に積極的に参加したいと思っているゼミに 40 人も 50
人もの学生が集まっているのを見ると、みなさんはがっかりしてしま

うかもしれません。なぜかというと、発言する人が一部に限られてし

まうからです。つまり話す人と話さない人がはっきりと分かれてしま

うのです。これをメンバーの「両極化」(polarization)といいます。 
つまり小さなグループにも大きなグループにも、それぞれ長所と欠

点があるわけです。Garvin はグループワークにとって理想の人数は 7
人くらいだろうと言っています。7 人くらいだと、やむをえず数人が

欠席してもグループワークとしての形が保てます。4 人ぐらいのグル

ープワークだと、たまたま 2 人の人が欠席してしまえば、もうメンバ

ーは 2 人だけで白けた雰囲気になってしまうわけです。 
Garvin は、また子どものグループワークでは 7 人よりももっと少な

い方がいいだろうと述べています。その理由としては子どもにはワー

カーはすぐに反応しないとダメだということがあります。「ねえねえ、

おねえちゃん、これ見て、見て」と一度にたくさんの子どもたちに言

われて困った経験が、ボランティアをやったことのある人ならあるは

ずです。だから子どもについては少ない人数でグループワークをやっ

た方がいいのです。また、子どもは動きが活発ですから、それを把握

してコントロールするためにも人数の少ないグループワークの方が良

いといえます。 

 
バズ：グループの大きさ 

あなたが大きすぎると感じたグループ（の体験）を考え、それは何人ぐらいで、どのよう

な点で不都合だと感じたのかを話し合いなさい。また、あなたが小さすぎると感じたグル

ープ（の体験）を考え、それは何人ぐらいで、どのような点で不都合だと感じたのかを話

し合いなさい。 
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むだばなし 

里の住人：それで、例のバッタの話ですが。 

山の仙人：なんじゃい、ハエから、バッタに変わったのかい？（笑） 

里の住人：へえ。で、どうなったんでやすか、バッタの人は？  

山の仙人：ふうむ。泣いたり、笑ったりじゃ。 

里の住人：泣いたというのは、わかりますが、笑ったりするのは、どういうことですか？ 

山の仙人：「私は真実がようやくわかった。いまは全く幸せじゃ」と言うとるんじゃ。 

里の住人：ほう。たいしたものですなあ。 

山の仙人：なあに、自分が傷ついたことを認めたくないという否認にすぎんよ。その証拠に、笑

ったあとに、いつもひどく落ち込んでおったからの。 

里の住人：仙人は、なんかバッタの人に冷たすぎるんじゃないですかい？ 

山の仙人：そんなことはないわいな。わしだって心配しておった。なんせ「私の人生はみんな無

駄だった」などと、極端なことを言いはじめたからのう。 

里の住人：おやおや。 

山の仙人：ところが、ハエやバッタを頭の上につけとるもんは、世の中にはけっこういるもんな

んじゃよ。だから、そこまで悲嘆するのは極端だと思うのじゃ。 

里の住人：バッタの人の気持ちはわかりますなあ。人との出会いを大切に思うような人だったか

らこそ、ソーシャルワークを目指したんでしょう。ところが、その出会いを自分は実は、きち

んとしてこなかったんだと教えられたわけですからね。 

山の仙人：そうじゃなあ。 

里の住人：まったく皮肉なもんですなあ。 

山の仙人：いいや、そうは思わん。 

里の住人：そうですか。 

山の仙人：そうじゃ。わしは、バッタの男は、バッタのために人と出会うことがなかった。だか

らソーシャルワークを目指したんじゃないかと、勝手に思うとるんじゃ。 

里の住人：出会いが無かったから、出会いがあるソーシャルワークを求めたというわけですか。 

山の仙人：そうじゃ。よくカウンセラーになりたいと言う人は、自分自身がカウンセラーを必要

とするほど悩んでいる人だったりするじゃろう。それと似ておるんじゃないか。 

里の住人：それじゃあ、皮肉じゃなくて、必然だったわけですな。 

山の仙人：まあ、そうかもしれんなあ。まあ、いずれにせよ、バッタの男は「もうバッタはおら

んようになった」と言ってきた。仕事は対人関係のものではないらしい。 

里の住人：バッタがいなくなったら、社会福祉の職場に勤めたらいいですのにね。 

山の仙人：前にも言ったじゃろう、バッタは本人には見えぬのだ。たぶん、あの男に率直に言っ

てくれる人が周りにいなくなったということにすぎないのだと思うよ。 
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メンバーを選んだら、次に具体的にグループワークの準備をします。

まずグループワークを行う部屋と環境を準備します。次にグループワ

ークを行う期間を決めます。そして、グループワークをどれくらい構

造化するかを考えます。具体的にはグループワークのプログラムも決

めなければいけませんが、それは次の章で述べます。最後にメンバー

とワーカーの準備について考えます。 

1. 部屋と環境 

まずグループワークを行うための部屋と環境を準備しましょう。グ

ループワークに適した物理的、心理的環境を整えることの重要性はす

でに本書の 161-164 ページで述べましたので、ここでは部屋について

具体的に述べてみます。 
部屋は人が入ることができれば、どんなところでも良いというわけ

ではなく、人が入ってくつろげるようなところが良いでしょう。たと

えば絵がかかっていたり1、あたたかい配色がなされていたり、ソファ

                                                  
1 絵といっても、ムンクの「叫び」のような絵だと、かえって不気味かもしれません。思春

期やせ症の少女たちが集まる部屋に、ぷくぷくまるまるしたルノアールの女性たちの絵な

どが置いてあると複雑な問題が出てきます。絵の内容にも配慮すべきでしょう。 

Open-ended
Closed-ended

Unstructured
Structured
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などの家具があればいいですね。壁が四方にないようなオープン・ス

ペースで話し合いをしなければならないときもありますが、それでは

秘密保持の点でメンバーが不安を感じるでしょう。また「うなぎの寝

床」のような細長い部屋で、別の部屋への通路になっているところは

通行人が出入りして落ち着きません。隅に流しなどがあれば、お茶や

コーヒーを出すこともできます。いつも同じ部屋で行うことができれ

ばメンバーも安心するでしょう。メンバーが自分でもってきたカップ

などを置ける、グループ専用の小さなロッカーでもあれば、メンバー

は気分的によりいっそう安心できるでしょう。 
静けさも大事な要素ですね。よく大きな会場で小さなグループに分

かれて話しをするということがありますが（この授業でも、そういう

形をとらざるをえないのですが）、これは他のグループの話が耳につい

て邪魔になることがあります2。 
部屋の大きさも重要です。4-5 人のグループなのに、30 人くらいが

入る教室のようなところで話し合うとなると落ち着かないですね。や

はり 4-5 人のグループには、それくらいにちょうどいい小さな部屋が

いいでしょう。とくに子どもの場合は走り回ったりしますので、大き

な部屋で 4-5 人の子どものグループワークをしようとすると、ワーカ

ーはいつも子どものあとを追いかけて走り回ることにもなりかねませ

ん。また、逆に小さすぎる部屋ですと息苦しさがあります。特にまだ

親しくなっていないのに、いきなり小さな部屋で肩を寄せあうように

座ると、なんだか気まずさを感じるものです。 
イスは自由に動かせる部屋を選びましょう。原則としてグループワ

ークに机はいりません3。イスは軽くて自然に動かせるものがいいでし

ょう。社長のイスのように重たいものは要りません。イスが自由に動

くものであれば、それによってメンバーの人間関係を知ることができ

ます。イスとイスの間隔を見れば人と人との関係（距離）を見ること

ができるのです。ひとりイスを離れたところに置く人は、グループに

入りづらさを感じているものと判断できます。さらにワーカーとの位

                                                  
2 精神障害者とその家族を集めて、話し合いの場をもったことがあります。会場の関係で、

ひとつの大きな会議室にテーブルをふたつ置いて、ひとつに障害者本人、もうひとつに家

族が集って話しあいました。私は家族のグループの司会をしました。話し合いが終わった

とき感想として「となりに息子（娘）がいるもんですから、聞こえるとどうしようと思っ

て、なかなか話せなかった」という声が何人もの人から出てきました。 
3 年配の人の場合は「机があった方が肘をついて休めるからいい」ということがあります。

また年配の人は上座・下座を気にしますから、そういう感覚がでてこないように四角くイ

スを並べたりせずに丸く並べてみましょう。 
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置からみて正面にすわるのか、横にすわるのかも重要です4。またイス

の向いている方向がグループの中心なのか、それともワーカーの方か、

特定のメンバーの方か、あるいは全く別の方向を向いているかを見る

ことによって、その人の注意の方向が判断できます。 

 
バズ：軽いイスの利点 

グループワークでは、イスは、なるべく「軽くて自由に動かせるもの」が望ましいと言わ

れますが、なぜでしょうか。隣の人と話し合って考えなさい。 

机がないと、いろいろなメリットがあります。まず、足を見ること

ができます。足の組み方で、その人がどちらに注意を向けているのが

わかりますし、組んでいるのか組んでいないのか、ひざを閉じている

のか閉じていないのかで緊張の度合がわかります。足の動きで心理状

態をみることもできます（ぶるぶると動かしているとか）5。また、手

の置き場所（ひざの上か、イスの上かなど）と指の動きをみることも

できます。つまり全身をみることができるので、いろんな点で便利な

のです。人間の本音は言葉よりも、そういう身体の動きや形でわかる

ことが多いですから、それをきちんと把握できるような態勢でグルー

プワークを行いましょう。 
イスはグループワークにとって大事なものですが、日本人ならタタ

ミの部屋の方が落ち着くという人も多いでしょう。タタミなら寝ころ

がることもできるのですから、もっとボディランゲージが明確にでて

くるかもしれません。寝ころんだりするゲームをすることも容易です。

ただし、そういうゲームをするときにはスカートをはいている女性は

動けませんから「動きやすい服装を」と事前に注意をしておきます。

高齢者の場合はタタミだと座りにくい人も出てくるでしょう。 

 
バズ：座りかた 

グループになったときの座る位置に、あなたはこれまで注意をしたことがありますか。あ

る人は、どういう点に注意してそれを見ていましたか。話し合ってみましょう。 

                                                  
4 横に座るということはワーカーに親しみをもっている現われだと考えてよいでしょう。た

だしワーカーに親しもうと無理にがまんして、そうするメンバーもいます。防衛機制でい

う反動形成（66 ページ参照）です。正面の場合は、距離的に一番離れているので、心理

的にもワーカーとは距離を置きたいと思っている人が座ることがあります。 
5 正式な会議などで使う上等の長い机の場合、足が見えないように板がはってあります。あ

れはきっと会議の出席者の心を見えないようにしているのでしょう。形式的な会議の場合、

心が互いに見えない方が便利なことがあります。 
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喫煙の問題も実際のグループワークでは大きな問題になることがあ

ります。非喫煙者にはあの煙の臭いは耐え難いものです。たとえばア

ルコール依存症者のグループワークに出ると、アルコールへの依存を

断ったために、こんどはニコチン依存に走った人がたいへん多いこと

に気づくでしょう。どこかの石油コンビナートのように、モウモウと

あちこちで煙が上がっているグループワークの会場を見て驚いた記憶

があります。グループワークを勉強するために、そこに参加した学生

さんが「グループワークの内容は素晴らしいのだけど、あの煙で、次

の日まで喉は痛いし、頭はフラフラです」と言っていました。私が継

続して出席していた会場は幸い禁煙でした。グループワークの部屋も

禁煙にすることを私は薦めたいです。 
ただ、ワーカー自身がニコチン依存症の場合、禁煙のミーティング

場ではイライラしてしまうでしょうし、グループの休憩時間にさっと

部屋を飛び出して、タバコを吸うことになります。その姿はプロとし

ては情けないものかもしれません。休憩時間中にメンバーのさまざま

な様子を見ることで、いろんな情報が得られるのに、その機会よりも

ニコチンを選んでいるからです。 

 
バズ：部屋選び 

あなたがグループ活動をするとき不適切な部屋を選んで苦労した経験を思いだし、それを

隣の人と話し合いなさい。また、それはなぜ不適切だったのかを考えなさい。そのような

思い出がない人は自分がグループ活動をするとき、その場所についてどのような点に注意

していたのかを思いだしてみなさい。 

2. 期間の設定 

グループワークの期間を決めておくことも準備のひとつです。ふつ

う 2-3 カ月続くものを短期のグループワーク、半年以上続くものを長

期のグループワークといいます。特定の限定された治療的な目標（た

とえば「人ともっと楽に話せるようになる」など）の場合は、短期で

あるのがふつうです。ソーシャルアクションにかかわるグループワー

クの場合は、おそらく長期になるでしょう。 
期間を定めないものもあります。つまり、いつもグループワークの

場が開かれていて、そこにいつでも加わっていいし、またやめてもい

いという形です。こういう形のものを open-ended のグループワーク
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といいます。終わりがないわけです。しかしグループワークの主流は

全員が同時にグループに参加し同時にグループから離れていくという

closed-ended の形です。というのも、同時に参加してこそグループの

なかでのメンバーの相互信頼が育ちやすいのです。open-ended だと、

新人だ、古株だとかという関係ができて、新人がグループに溶け込む

のに時間がかかります（古株ががっちりスクラムを組んでいて、新人

が入るスキがないことがあります）。またメンバーの成長過程もバラバ

ラになるので、グループワークの介入が難しくなります。たとえば、

グループに入ったばかりの人は、まだ辛い体験で苦しんでいて、グル

ープでじっくり話を聴いてもらいたいと思っているのに、古い人はす

っかり回復してグループでどこかに遊びに行きたいと思っているとい

った気持ちの違いが出てきます。 
Closed-ended のグループワークの良さの一つは、終わりがあること

です。人生だってそうですね、死があるから、今日の日をいっしょう

けんめい生きようとする。もし人間が永遠に生きることができたら「ま

あ、いつか、できるさ」と、できることを先に伸ばして、いつまでも

本当に生き始めることをしないかもしれません。 
これと同じでグループワークにいつまでも参加できるとなると、「今

日は言わないでおこう。いつか言えばいいさ」と、いつまでたっても

メンバーは一歩踏み出さない。それが closed-ended のグループワーク

だと、メンバーは「あとグループワークは 3 回しかない。いま話さな

いともうチャンスはない」と、思いきって話しはじめます。そのため

グループワークは後半になって、ぐっと内容が濃くなります。お互い

に警戒してしまって、なかなか本音で話しあえないうちに、どんどん

時間が過ぎていく。あと数週間でグループワークが終わりになってき

たというとき「いったい、これで終ってしまっていいのだろうか。自

分は何のためにここに参加したのだろう」とメンバーは焦り始める。

その気持ちがグループワークの内容を飛躍的に高めるわけです。

Closed-ended のグループワークには、このようにドラマがあるのです

ね。みなさんがグループワークの計画をたてるときにも、数カ月で終

るような closed- ended のものをまず計画してみてください。 
そもそもソーシャルワークの援助は、たいてい期限つきのものです。

期限つきということを、ソーシャルワークは否定的にとらえていませ

ん。それがクライエントの自立に結びつくわけですし、また期限つき

だからこそ深くなる関係もあると考えるのです6。 
                                                  
6 中学校や高等学校の卒業式に「愛の告白」をした（あるいは、受けた）、あなたの（ある
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余談：実習先での別れ 

みなさんに考えてもらいたいのは、この期限つきの関係は来年度、みなさんがいく実習先

の施設の利用者との関係でもあるということです。私が担当した学生の一人は 85 日間（む

かし上智の実習は 85 日間必修でした）、ひとつの児童養護施設で実習をしました。彼女は

実習が終る 1 ヶ月まえに、ぜんぶの施設の子どもたちの前で「あと実習は 1 ヶ月で終りま

す」と挨拶したのでした。すると、そのときから子どもたちの態度が変わったというので

す。あと 1 ヶ月しかないから、これだけは話しておきたいと、子どもたちが自分の生い立

ちや将来の不安などを、彼女をつかまえて話しはじめたということです。これなどは期限

つきの関係というソーシャルワークの特徴をよく活かした関係づくりだと思います。みな

さんも実習にいったときは、そういう期限つきの関係であるという良さを活かした関係づ

くりをしてほしいと思います。子どもたちに別れも言わずに、いつのまにか施設から消え

ていた、なんていうのはやめましょうね。 

 
バズ：期限付きの人間関係の意義 

期限付きの人間関係の意義について、隣の人と語り合いなさい。グループワークにおいて、

ワーカー・クライエント間だけではなく、クライエント相互においても、その人間関係を

期限付きのものにする意味を考えなさい。 

3. 構造化の設定 

グループワークでいう「構造」については、後で詳しくお話ししま

すが、ここでは簡単にメンバーが交流しあう形を制限することを「構

造化」というと理解してください。「どのように話しても自由」という

自由形式のものは「構造化されていない」(unstructured)グループと

いいます。T-group7などは、その典型です。そのグループのなかでは、

どんなふうに話してもよいという形をとおして、ひとりひとりのメン

バーに自分の人間関係のつくり方の「癖」などが明らかになります（つ

まり、話したい人は話すでしょうし、話したくない人は話さないでし

ょう。攻撃的なひとは攻撃的に話しますし自虐的なひとは自虐的に話

すでしょう）。しかし、こういうグループのなかで、どのように話して

                                                                                                                                                  
いは友人の）甘い思い出を振り返ってください。あれも期限つきの学校生活だったからこ

そ実現したのです。会えるのはこれで最後と思うから、思い切って告白できたのでした。 
7 127 ページ参照。 
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もよいとなると、逆にいえば、変なふうに話せば笑われるのではない

かという不安がでてきます。たとえば最初に話せば、でしゃばりだと

思われるのではないかと恐れます。精神的に不安定な人だと、こうい

うグループは苦痛にちがいありません8。 
逆に「構造化された」(structured)グループでは誰がどのように話す

かという手順が決まっています。ワーカーが「じゃあ、ひとり 5 分ず

つ話してもらいましょう。順番は、じゃんけんで決めましょう」と言

えば、これはグループに構造を与えたことになります。構造を与える

と余計なことに不安を感じなくてもよくなるわけですから、何かすで

に決まっている目的（たとえば介護の仕方を学ぶなど）があって、そ

れについて取り組むというプログラムに適しています。逆に話したい

人が話したいときに自由に話すわけにはいかないので堅苦しい形式的

なものになる恐れがあります。 
あなたがグループワークをはじめるまえには、そのグループをどの

程度構造化するのかを、その目標との関連で決めておくことが大切で

しょう。注意しなければいけないのは、ワーカーの不安感がつよいと

グループワークを過剰に「構造化」してしまうことがあるということ

です。つまりメンバーのニーズに合わせるというよりも、ワーカー自

身の不安から、自由に話し合う形よりも一方的に講師が話す形や、話

す順番や内容があらかじめ決められたグループワークを選んでしまう

ことがあるわけです。 

 
バズ：構造化 

構造化されすぎて、つまらないとあなたが思ったグループを思い出し、その理由を隣の人

と話し合いなさい。逆に構造化されなさすぎて、あなたが居心地の悪く感じたグループを

思い出し、その理由を隣の人と話し合いなさい。 

                                                  
8 あいまいな状況に耐える力を ambiguity tolerance といいます。「曖昧耐性」と訳される

ようです。曖昧耐性はパーソナリティと深く関係していると言われています。芸術専攻の

学生はビジネス専攻の学生よりも、家庭医は専門医よりも曖昧耐性が高いと言われていま

すが、これは仕事の性格上、想像できることです。ソーシャルワークは仕事の内容が極め

て曖昧であり、ソーシャルワーカーは高い曖昧耐性を要求される職業だと思います。社会

福祉学科を卒業後、言語療法、作業療法、理学療法、看護など、他領域を学び始める学生

は少なくありませんが、これはソーシャルワークのもつ曖昧性と関係がある場合があるの

ではないかと思っています。というのは、それらの他領域の専門性は、より曖昧なものが

少ないと思われるからです。Craigie, F. C., Jr. (1999). Ambiguity, Intolerance of. In D. G. 
Benner & P. C. Hill (Eds.). Baker Encyclopedia of Psychology & Counseling. Grand 
Rapids, MI: Baker Books., pp. 70-71.  
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演習：構造化・非構造化 

1. 近くの人で 5-6 人ぐらいのグループをつくります。（席の近くの人どうしではなく、ラ

ンダムな組み合わせを作ります）。 

2. 各自、今回のテーマ「上智大学社会福祉学科に入ってみて、意外に良かったこと（当

初予想していなかった良いこと）」を 2 分間ほど黙って考え、2 分間ぐらいスピーチで

きる内容に頭のなかでまとめてください。 

3. タイムキーパーをひとり決めてください。 

4. タイムキーパーの左に座っている人から順に 1 人 2 分ずつ、上のテーマについて話し

てください。話す人が話している間は黙って静かに聞きます。うなずいたり、あいづ

ちを入れたりするだけにします。話す人が、途中で何を話していいのかわからなくな

っているようなら、短い質問を投げかけたりして話せるように助けます。（これが構造

を入れたグループ） 

5. 後にタイムキーパーの人が 2 分話したら、こんどは私が合図するまで、（順番に話さ

れたことを題材に）思ったことなどを自由に話してください。順番を決めず、司会も

決めません。（これが構造を入れないグループ） 

6. おおよそ 10 分後、私が合図しますので、構造化されたグループ、されないグループで

雰囲気がどう違ったか、それぞれのメリット、デメリットを話し合いあいます。また、

どういうときに構造化したほうがいいか、どういうときに非構造化のほうが望ましい

か、構造化、非構造化のグループを組み合わせるとすれば、どのような組み合わせが

良いかなど、自由に話し合ってください。 

4. メンバーの準備 

水泳の前に準備運動が必要だということは、みなさんが小学生のこ

ろには耳にタコができるほど聞いたはずです。グループワークでも、

やはりメンバーに参加前の準備をしてもらいます。そうしないと、グ

ループに参加したとたんに拒否反応がでてしまう（例えばむっつりし

て話さない、グループを恐がるなど）ことがあります。 
どういう準備かというと、グループワークに参加するまえに個別に

次のようなことを話しあう機会をもつのです。つまり、グループにど

んなことを期待しているのか、グループで体験することをどのように

利用すればいいと考えているのか、グループワークに参加した理由は

何か、グループワークを紹介されたことについて自分はどのように理

解しているか（ケースワーカーから見放されたと思っているかもしれ
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ない）、いまどういう気持ちでいるか、グループ体験についてこれまで

の生活体験からどんな疑問や恐れをもっているか、自分が過去に体験

したグループについての気持ち（学生時代に仲間はずれになった辛い

思い出があるかもしれない）や、グループワーカーについてどう理解

しているか（成績をつける学校の教師のようなイメージをもっている

かもしれない）といったことを話し合います。 
こういう話しあいを事前に持つことによって、グループワークから

の脱落者が少なくなり、グループの参加をやめるにしてもワーカーに

相談してからやめるようになると言われています。また、グループに

対して責任を感じるようになり、グループワークについての理解もよ

り明確になると考えられます。 

 
バズ：過去のグループ体験 

もし、あなたがグループワークのサービスを受けるとしたら、どのような疑問や、不安、

恐れを持つと思いますか。それはあなたのどのような過去のグループ体験に基づいている

のでしょうか。あなたが辛くならない程度に隣の人と話し合いなさい。 

5. ワーカーの準備 

メンバーに必要な準備があれば、ワーカーにも準備がいります。ま

ず機関内の他のスタッフにもグループワークを始めることを伝えてお

くこと。社会福祉の機関には多くの職員がいます。ですから、一人の

ワーカーがやっていることを他のワーカーが知らないということがあ

ります。そうなると、あなたのクライエントが慣れない道を探してよ

うやく機関にまでたどりついても、他のスタッフから「あなた、何し

にここにきたの？」と言われて戸惑うことも予想されます。そんなこ

とのないように自分がこれから行なうグループワークの内容と予定を

機関内のスタッフに知らせておきます。 
また、ワーカーは余裕をもって時間前にミーティングの会場に入る

べきです。あわてて走ってきて、メンバーに「ごめん、最近、忙しく

ってねえ、たいへんなんだよ」と息切れしながら言うのは最悪です。

なぜなら、それを聞いただけで、メンバーはワーカーに何かを相談し

たいという気持ちを抑えてしまうかもしれないからです。「あんなに忙

しいのだから私の相談をきいてくれる時間はないだろう」とメンバー

は考えてしまうのですね。また、よく考えると、ワーカーの側もメン
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バーから面倒な相談ごとをもちかけられないように無意識的に「毎日、

忙しくってね」という言葉を繰り返していることがあります。 

 
バズ：忙しく見えない工夫 

良いソーシャルワーカーの条件の一つは「たとえどんなに忙しくても、クライエントから

は忙しく見えないこと」です。なぜなら、忙しそうに見えると、クライエントはじっくり

と悩みをワーカーに話そうとは思わないからです。あなたがソーシャルワーカーになった

とき、どんなに忙しくても忙しく見えない工夫として、どういうことを心がけるつもりで

すか。隣の人と話し合いなさい。 

また、早めに会場に行っておくと、メンバーが会場に入ってくる様

子を見ることができます。これは大切なことです9。ひとによって早く

くる人、遅刻する人、早く来ても部屋のなかに入らない人、早くきて

も部屋の隅で本を読んでいる（ふりをしている）人などさまざまです。

また誰といっしょに来たかということもチェックできます。部屋に入

る様子によって、その人のことについて多くのことを知ることができ

るのです。この機会を逃してはいけません。 

感情の自覚と切り換え 

会場に行くまえにワーカーは自分の感情を自覚（自己覚知：self- 
awareness）しておく必要があります。ワーカーの感情はグループに

与える影響が大きいものです。「私のグループは表情のない人が多い」

と言っているワーカー自身の顔に表情がなかったりすると、これはメ

ンバーがワーカーの能面のような顔をみて「ここで笑ってはいけない

んだ」と思いこんでいる結果かもしれません。 
感情の自覚は、たいていの人が思っているほど簡単なことではあり

ません。ソーシャルワーカーの基礎訓練の一つとして「あなたのいま

の感情を話してください」という問いに答えることがあります。基礎

が全くできていない人は、たいてい「いまは感情がありません」と答

えます。感情がない状態などは、人間は機械ではないのですから、あ

りえないことです。しかし「いまは感情がない」と答えてしまうのは、

それは感情の自覚という基本的なところができていない証拠です。 

                                                  
9 メンバーよりも早く会場にいくとワーカーの「権威」がなくなると考えている人がいます

が、みなさんはそういう人にならないように。 



グループワークの準備  215

演習：感情の自覚 

隣どうしの人 2-3 人でグループをつくります。ひとりがワーカー役、もうひとりがスーパー

バイザー役になって、スーパーバイザーからワーカーに「あなたのいまの感情について話

してください」と声をかけてください。ワーカー役の人は答えてください。役割を交替し

て終ったら、感想を話し合います。 

また感情を自覚するだけではなく、感情の切り換えもワーカーがど

うしても行わなければならないことです。たとえば、ある実習生は実

習先の病院で、癌で愛する夫を無くした妻の面接に立会いました。ポ

ロポロと涙を流す妻の前で、彼女も涙を抑えられなかったそうです。

そして、その妻をドアで見送った直後、こんどは、やはり癌で手術し

たものの回復して退院することになり大喜びの患者さんが飛び込んで

きました。彼女のスーパーバイザーであるワーカーは感情を瞬時に切

り換えて、笑顔いっぱいでその人を迎えたそうです。ところが実習生

の彼女は涙を抑えるので精一杯で、笑顔をつくる余裕がありません。

そして思わず、患者さんに背を向けてしまったそうです。それを見た

患者さんは、せっかく自分の退院を知らせにきたのにこちらのほうを

見ようともせず、それまで何度も話したことがある関係だったのに、

いっしょに喜んでもくれない実習生の姿を見て、あまりいい気持ちが

しなかったに違いありません。しかし、だからといって癌から回復し

たばかりの人に、「いまさっき、癌で死んだ人の家族と会っていた」な

どとは言えないでしょう。専門職の守秘義務にも反することです。 
ここであげたのはケースワークの事例ですが、グループワークでも

同じことです。ソーシャルワーカーは悲嘆のどん底にある人と会って、

その苦しさに耳を傾け、そのあとには回復して喜びいっぱいの人を心

から祝福しなければいけないのです。感情の切り換えがいかに大事な

ことかわかるでしょう。 

 
バズ：気持ちの切り換え 

あなたは気持ちの切り換えができなくて対人関係のうえで失敗したことがありますか。あ

れば、その体験を話し合いなさい。また、気持ちの切り換えのためにあなたがしている工

夫があれば、それを隣の人に話しなさい。ソーシャルワーカーとして気持ちの切り換えの

ための工夫を、 低限、ひとつは身につけておくべきだと思います。 
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余談：衝突のあと 

私はむかしワーカーをやっていたとき、グループワークの話し合いのプログラムに入る直

前、上司と大ゲンカをやってしまったことがあります。そのときは、さあ、たいへん。私

の表情ひとつ、言葉ひとつでグループがぐらぐらと動いてしまうのに、どうやって冷静さ

を取り戻そうかと、とっても焦ってしまいました。そのときはトイレに入って、水で顔を

洗い、鏡の前で笑顔の練習をして、取り組みが始まる力士のように顔をぴしゃぴしゃと何

度も叩きました。みなさんだったら、そんなときどうしますか？ 

波長合わせ (Tuning in) 

グループワーカーの準備として不可欠なものに「波長合わせ」

(Tuning in)10があります。「波長合わせ」とは面白い訳語ですが、これ

が定訳になっています。もともと相互作用モデルの創始者である

Schwartz が言い出したもので、ワーカーがグループワークを始める

前にメンバーが感じている不安や問題を予想したり、自分自身の感情

を確認したりすることによって自分の感性(sensitivity)を高めておく

ことです（自分が不安を感じているのに、その不安に気づいていなけ

れば、相手の気持ちへの感受性が鈍るのです）。 
グループワークに参加し始めたとき、メンバーはどのような不安を

感じるのでしょう。考えられることは次のようなものです。「このグル

ープは自分の問題解決のために役にたつのだろうか」「他のメンバーは

自分に親切だろうか、それとも冷たいだろうか。自分はその人たちを

好きになれるだろうか」「目的を達成することができても、それにはあ

まりに費用や時間、労力がかかりすぎるのではないか」「グループのな

かで自分はどのようにふるまえばいいのだろう。心地よい場を見つけ

ることができるだろうか」といったものです。このような不安を予期

してそれを察知する準備をすることが波長合わせです。Shulman は、

これを「準備的共感」(preparatory empathy)を深めることだと言って

います11。これによってメンバーが早くグループワークになじみ、ワ

ーカーとの信頼関係を短期間に作ることを目指します。 

                                                  
10 日本語の社会福祉辞典には tuning-in とハイフンが入っているものがありますが、

Garvin も Shulman もハイフンなしで使っていますので、私のテキストでもハイフンは

つけていません。 
11 Shulman, L. (1994). Group Work Method. In Gitterman, A., & Shulman, L. (Eds.). 

Mutual Aid Groups, Vulnerable Populations, and the Life Cycle (2nd ed.). New York: 
Columbia University Press., p. 30.  
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波長合わせが必要なもうひとつの理由は、メンバーは最初、自分の

不安や問題をグループワークの始めの段階では直接的には言うことが

できず、遠まわしに、ほのめかすようにしか言えないものだからです。

ですから、メンバーの遠まわしの表現にワーカーは気づかなければい

けないのです。Garvin は、アルコール依存症の人たちのグループワー

クを始める前の波長合わせの例として、ワーカーは自分が過食をやめ

られなくて苦しんだ体験を思い出し、メンバーの気持ちに少しでも近

づこうとしたことをあげています12。 

 
バズ：波長合わせ 

あなたが自分の体験として「波長合わせ」が必要だったと思うものがあれば、それを隣の

人と話しなさい。なければ、どういう場合に「波長合わせ」が必要なのか想像して話して

ください。たとえば、自分が想像しがたい境遇にいる人たちの集団のなかに入り、その人

たちと打ち解けた会話をすることが期待される状況においては、「波長合わせ」が必要にな

るでしょう。（ソーシャルワーカーは、グループワークでなくても、このような状況を迎え

ることがよくあります。そのためソーシャルワーカーには十分な想像力が必要です。） 

演習：波長合わせ 

以下のグループワークをいまから始めなければならないという状況を考え、隣の人と話し

合いながら波長合わせをしてみてください。具体的には以下の 2 点を隣の人と話し合いな

がら言語化してみてください。 

1. メンバーは、どういう思いや不安、問題をかかえてグループに集まってくるのだ

ろうか。 

2. あなた自身は、このようなグループワークを行なうにあたって、どのような気持

ちになっているのだろうか。 

[事例] 

 A さんは家出などの問題行動を繰り返している少女たちのグループワークを

担当することになったが、集まる少女の半数は中絶経験者だった。 

 B さんは児童虐待の加害者（父親）のグルーワワークを担当することになった

が、メンバーの数人は自分の娘に性的虐待を行っていたと推測された。 

                                                  
12 Garvin, C. D. (1997). Contemporary Group Work (3rd ed.). Boston: Allyn and Bacon., 

p. 69.  
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プログラム活動 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
グループワークはイスを丸く並べて話し合うことだと思っている人

が多くいます。たしかに、そのようなグループワークもあります。し

かし話し合いがまだ充分にできない子どもたちのグループワークでは、

イスに座ってばかりの活動だと、子どもたちが飽きてしまうでしょう。

グループワークの目的は社会化や再社会化であるのですから、話し合

い以外のグループ活動で目的を達成できれば、それでもいいわけです。 
グループワークのなかで行うグループ活動のことをプログラム活動

(program activity)といい、また、そのようなプログラム活動にメンバ

ーが参加するという形で成立しているグループを activity group とい

います。 
活動をすること自体が目的ではなく、その活動を通じて援助するこ

とが大事なのだということを忘れてはいけません。たとえば、グルー

プワークのプログラム活動としてバレーボールをすることがあります。

精神病院で実習を行った学生が実習としてバレーボールのチームに入

って、いっしょに身体を動かすことがありました。その人は私に「実
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習といっても、バレーボールをやっているだけなんです」と言ってい

ましたが、これはプログラム活動が援助のための媒体であることを忘

れているのです。いっしょになってバレーボールに夢中になるのでは

なく、その活動を通して利用者を援助することを考えなければいけな

いのです。 

1. プログラム素材 

プログラム活動を構成するための材料になるものをプログラム素材

と呼びます1。たとえば料理とか、遠足とか、音楽といったものです。

グループワーカーは、その素材の特質をよく理解し、そこからプログ

ラム活動を作っていきます。それをプログラム計画といいます。そこ

で以下では、その代表的なプログラム素材をいくつか紹介しましょう。 

ゲーム 

手軽に使える素材としてはゲームがあります。ゲームには勝ち負け

がはっきりしているものと、そうではないものがあります。みなさん

がふつう、よくするのは勝ち負けがはっきりしているゲームですね。

しかし、グループワークでは勝ち負けがはっきりしないゲームの方が

楽しいかもしれません。また、ゲームはグループワークの初期におい

て、メンバーの緊張感をほぐす目的で使われるものがあります。その

ゲームを特に ice breaking2あるいは ice-breaker3と呼びます。 

空想 Fantasy 

グループワークのゲームのなかでも、よく使われるのは「空想」を

使ったものです。このテキストでも紹介した「輪廻の夢」(p. 63)や「住

みたい家」(p. 64)も空想を使ったゲームと言えます。 
老人福祉の分野で働く人に対する訓練として、「高齢になった私は、

どのように一日を過ごしているか」というテーマで何分間か空想して

もらい、それをグループのなかで話してみるのも、空想を使ったグル

ープワークの一つです。それによって自分がもっている高齢者のイメ

                                                  
1 プログラム素材は英語では media と呼びます。Garvin, C. D. (1997). Contemporary 

Group Work (3rd ed.). Boston: Allyn & Bacon, p. 116. 
2 Barker, R. L. (1995). The Social Work Dictionary (3rd ed.). Washington, DC: National 

Association of Social Workers, p. 177.  
3 Garvin (1997). 前掲書, p. 91.   
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ージや自分の実践のイメージを確認できますし、お互いのイメージを

点検することもできるのですね。 

 
バズ：実習先のクライエント 

みなさんは、それぞれ来年度にいく実習先が決まっているはずです。その利用者に自分が

なったとしたら、どんな思いでそこにいるのか、3 分間、目をつぶって想像してみてくださ

い（そこにいる実習生に対してどういう気持ちをもつかも想像してもいいでしょう）。その

あと数分間、隣の人どうしで感想をわかちあってください。 

空想を用いたグループワークのプログラム素材として、私が特に面

白いと思うのは「続きを語る」(continuation” stories)4というもので、

誰かが作った話に順番にその続きを作っていくゲームです。自分がか

かえている悩みを他人の（空想上の人物の）問題として出せますし、

「こういう場合にどうしたらいいだろう」という疑問を物語のなかに

入れて、みんなに考えてもらうこともできます。以下に私が実際に授

業でやったことがあるものを紹介しておきます。 

演習：ウルトラマン・ゲーム 

4-6 人のグループをつくります。グループにひとつウルトラマンの人形を渡します。ジャン

ケンで勝った人は、その人形を手にとって、次のセリフを言います。 

「これからは怪獣をたおすだけでは社会はよくならないと考えたウルトラマンは、

超人でありながら上智大学社会福祉学科に入学しました」 

言い終わったら、グループの誰かに人形を投げます。受け取った人は、その物語の続きを

話します。 

（例） A さん：ウルトラマンは、さっそく「やっぱり、社会福祉学科に入ったんだからボ

ランティア・サークルに入ろう」と思って、サークルを探しました。 

B さん：ところが、あいにく適当なサークルがありませんでした。 

C さん：がっかりしたウルトラマンは、ボーッとキャンパスを歩いていたら、「君、

いい体格しているね、プロレス同好会に入らない？」と誘われてしまいました。 

 

ウルトラマンの性格（空を飛べること。3 分間しか地上にいられないことなど）は考えなく

ていいです。手元にある人形なら、どんなものでもいいわけです。 

                                                  
4 Garvin (1997). 前掲書, p. 118.  
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余談：ウルトラマン・ゲーム 

このウルトラマン・ゲームはずいぶん昔、卒業生やゼミのグループで一泊したときに夜中

に 2 時間くらいかけて何度もやりました。お互いに信頼関係ができてくると面白さが倍増

するゲームです。1995 年度のゼミでは「ころくん」というクマの物語をつくってやったの

ですが、夜中にやったこともあって「ころくん」の死の場面では何人もの人が涙を流して

いました。主人公に挫折ばかりを与える人もあれば、彼に幸福をもたらす人もいます。私

はこのゲームに「捨てる神あれば拾う神あり」とか「7 人の神さまたち」というような名前

をつけたいですね。まるで旧約聖書のヨブ記を思いださせます。このゲームに関しては、

以前、ある機関紙にエッセイを書いたことがありますので、みなさんに紹介いたします。 

ウルトラマン・ゲーム 

 私が大学で担当している科目にグループワークがある。グループワークとい

うのは、グループをつかって人間を援助する方法である。講義のなかでは、グ

ループについての理論や概念などを説明するわけだが、それだけだとグループ

ワークの面白さが伝わらないので、授業ではグループの面白さを体験できるゲ

ームを実際に学生たちにやってもらうことにしている。 

 ゲームは、こちらが考えたときにはきっとすごく面白いだろうと予想してい

たのに何となく盛り上がらないことがある。逆に、こんなものはきっと面白く

ないだろうなと考えていたのに、思いもかけず学生たちの好評を得ることもあ

る。ウルトラマン・ゲームは、そういう予想外の好評を得たゲームであった。 

 ウルトラマン・ゲームといっても怪獣のマネをしてプロレスまがいのことを

するわけではない。用意するのはウルトラマンの人形ひとつである。社会福祉

学科の学生たちには女性が多いので、できるだけ可愛いウルトラマンの人形を

私は用意している。 

 だいたい六、七人の人たちが、円の形になって座る。私は合宿の機会などを

利用して、たいていたたみの上に丸く座り、このゲームをするようにしている。 

 ゲームは誰かひとりが人形をもちながら、「では、ウルトラマン・ゲームをは

じめます」と宣言して、次のような台詞（せりふ）を言う。「ウルトラマンは、

怪獣を倒すだけでは社会は良くならないと考え、J 大学の社会福祉学科に入学し

ました」（J 大学とは学生たちと私の学校である）。言い終わったら、人形を他の

人にポイッと投げる。人形を受け取った人は、その後のウルトラマンの物語を

少しだけ語る。たとえば「ウルトラマンは大学のなかに、ボランティア活動を

しているグループはないかと探しました」と、一言いって、また人形をポイッ

と他の人に投げる。投げる相手は誰でもかまわない。順番などはない。 
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 ルールは、これだけで、これを延々と二時間、三時間と続ける。ウルトラマ

ンは学校を卒業あるいは中退し、働き、出会い、別れ、そして老いていく。時

間がたつうちに人形に、いや架空の人物に愛着がわいてくる。丸く座った六、

七人は万能の神や悪魔のようにウルトラマンの運命と人生を決めていく。ある

人は彼に挫折を与えようとし、ある人は、その挫折から彼を救おうとする。そ

れぞれが彼に与える挫折や夢や希望は、ゲームに参加している人ひとりひとり

の個性や、これまでの人生をあまりにも象徴的に表現しているために驚きや笑

いが自然に次々と出てくる。 

 二時間、三時間とやっていてグループに疲れが見え始めたら、ウルトラマン

にも死期が近づいたということだ。ゲームのなかの架空の人物なのに死を与え

るのはなかなか辛い。しかし誰かがそれをしなければならない。この人生が何

であったのかを彼が納得して死んでいけるようにしたいという気持ちが、グル

ープ全体をおおっていく。 

 昨夜、卒業生たちとの合宿で私たちがつくりあげたウルトラマンは酒の力に

負け、職も家族も社会の信頼も失いドン底まで落ちてしまうのだが、やがて酒

を断ち自ら福祉事業をおこしていく。しかし、そこで見えてきたのは J 大学の

社会福祉学科に入学してくるまでに彼自身が殺してきた、多くの怪獣たちの遺

族の貧苦であった。多くの怪獣を倒したあと、さらに社会を良くしたいと正義

感に燃えて社会福祉を学びはじめた彼だったが、自分自身の大きな挫折体験を

とおして自らの過去の罪を見てしまうのである。 

 それ以後、彼の福祉事業は贖罪のための事業となるが、生活資金を提供して

も遺族の心の恨みと憎しみは消えない。その恨みと憎しみが、彼らの心を貧し

くしているのに気づいたウルトラマンは、その恨みと憎しみを自分の身に受け

ることによって、スポンジのように彼らの心の毒を吸い取ることができると考

えた。彼は遺族の罵倒の前に老いと病に弱った自分の身を置くことが自分にと

っての最後の福祉事業かもしれないと思い、それを実行し、死んでいく。 

このゲームの不思議さは、ウルトラマンの人生は、たいてい挫折に満ちたも

のになることである。彼は直情的で、あまりにも自分に正直すぎる。最期は孤

独な死が多いのだが、不思議なことに、ゲームに参加している人たちは彼にも

っとも手痛い挫折を与えた人をも含めて、みんなが彼の死にあってはそばにい

て慰めるような優しい気持ちになっている。彼はしばしばゲームに参加してい

る誰よりも人間的に成長し、私たちの尊敬を集めて死んでいくのである。 
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工芸・工作 

工芸工作もよく使われる素材です。絵をかいたり、陶芸をしたり、

人形づくりをしたりするのです。絵をかくだけでも、そこに自分の個

性を出すことができます。「この人はこんな絵をかく人なんだ」と、グ

ループのメンバー全員にわかります。言葉にできなかった気持ちなど

が絵にあらわれたりします。人形づくりなどは細かい工夫を教えあっ

たりして、そこで仲よくなったりします。工芸・工作を使ったグルー

プワークは art therapy5として使われることもあります。 

文芸 

文芸作品をいっしょに読む bibliotherapy6、メンバーが詩を書いて

発表する poetry therapy7もグループワークの一種です。私自身はアル

コール依存症者たちと俳句を詠むグループワークに何度も参加したこ

とがあります。上手下手をいうのではなく、自分の気持ちを整理し、

短い言葉にまとめて発表することは、とても良い経験になりました。 

演習：俳句（川柳）会 

4-6 人のグループになります。そこで紙を配りますので「大学生活」という題で俳句（川柳）

を一句つくってください（上手下手は関係ありません。季語もわからなければ無視してけ

っこうです）。みんなできたら、一人ひとり詠みあげ、その句についての説明（自分の思い

や気持ちなど）をしてください。観想も自由に交換してください。ただし、時間配分に気

をつけて、全員が自分の句を紹介できるようにしてください。 

寸劇 

寸劇も面白い素材です。劇といっても、シェークスピアやチェーホ

フを上演するのではなく、グループのメンバーが題材を出し、それを

即興でやってみるのです。たとえば実習生が施設の利用者から「自宅

の電話番号を教えて！」と言われてしまった。どうしようと困ってし

まったという問題が出されます。そのとき、グループのなかで実習生

役、利用者役、スーパーバイザー役などと分かれて寸劇で再現してみ

ます。「そのときはっきりと断る勇気がない」というのなら、劇のなか

                                                  
5 Barker (1999). 前掲書, p. 31. 
6 同書, p. 45. 
7 同書, p. 365. 
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で断る練習をします。劇である、架空の状況であるということで意外

に思い切ったことを言えるかもしれません。また、そのときどうふる

まうかで、各自の価値観が明らかになって面白いでしょう。この部分

は本書のロールプレイのところで詳しく書きました8。 

スポーツ 

スポーツは実習先の施設でもよくグループワークの素材として使わ

れています。チームワークの取り方を学んだり、ルールを守ったりす

る練習ができます。また上手な人はそうではない人に教えることがで

きます。教えたり、教えられたりすることは人間関係のとりかたの学

習の機会になります。勝ち負けを争うチーム競技の場合、失敗した人

をどのように励ますかということは、人間関係の下手な人にとっては

難しい課題であり、これも良い学習の機会になります。居住施設の利

用者には運動不足解消の目的も兼ねることにもなります。Movement 
therapy9は体力増進のために行なうグループワークの一種です。 

音楽 

音楽は学生たちに人気の素材です。音楽の使い方はいろいろあり、

歌う、楽器を演奏する、いっしょに歌をつくる、それにあわせて身体

を動かすなどさまざまに活用できます。音楽のいいところは、いっし

ょに身体をうごかしたり歌ったりすることでグループの一体感をもて

ること、気持ちを明るくできること、誰かがリードし誰かがついてい

くという機会をもてることなどがあります。歌詞によっては話しあい

には出てこなかった思い出話をひきだすことができます。老人ホーム

などで、ナツメロをかけて、その当時のことを話しあうこともできる

ので後に述べる回想法と合わせて用いることができます。Music 
therapy10は、この音楽を用いたグループワークですし、音楽と同時に

運動の要素を加えると dance therapy11になります。 

回想 

回想（過去を思い出として振り返ること）をグループワークの素材

とすることは高齢者を対象に行われ、「グループ回想法」という名称で

                                                  
8 110 ページ参照。 
9 Barker (1999). 前掲書, p. 310.  
10 同書, p. 313. 
11 同書, p. 117.  
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行なわれています。とくに認知症の高齢者へのグループワークは、グ

ループワークの新しい開拓領域として注目されているようです。高齢

者が過去を回想として語ることによって自分自身の人生を見直し、自

尊の感情(self-esteem)を取り戻し、周囲の人との関係を改善していく

ことにつながっていくと考えられています。 

演習：回想法 

4-6 人のグループを作ります。ワーカー役をジャンケン等で決めます。ワーカーは紙を 2-3

枚ずつ、メンバーに配ります。メンバーは、その紙に「自分が小さいころ（小学生かそれ

より幼いころ）、遊んで楽しかった遊びや、楽しみだった出来事」を書きます。一枚の紙に

はひとつだけ書くこと。ひとり何枚、書いてもよい。ワーカー役の人も書いてください。  

例：「石割」「チック・水雷」「ケンケンパー」「ひまわり」「消しゴム落とし」  

だいたい書き終わったら、ワーカー役のひとは、それを集めて適当にまぜる。ワーカー役

は裏返した紙の束から一枚を選び、それをみんなに見せながら、各自に思い出を語っても

らう。以下はその例です。  

「じゃあ、次は、これ（と言って、カードをめくる）。石割ですね12」 

「ああ、やった、やった。あれは固い石を見つけるのが難しいんだよね」 

「ぼくも、やってたよ」 

「これは、誰が書いたんですか」 

「ぼくなんですけど」 

「どういう思い出があるんですか」 

「青いきれいな石があって、ずっと試合に勝っていたんですね。それで宝物にしよう

と、風呂場で一生懸命、洗ったんです。そうしたら、次の日には負けてしまったんで

す。洗って、水が入ったのが悪かったのかもしれません」  

ひととおり話し終わったら、次のカードをめくる。  

認知症の高齢者に、このようなゲームをすると昔のころを思い出してもらい、脳に刺激

を与えるなどという効果が期待できるでしょう。ただし実際に高齢者の場合、紙に書いて

もらうのは難しいこともあるので、昔のことを思い出させる小物類を準備しておき、それ

を利用すると良いでしょう。ある本には「思い出袋」というゲームが紹介されています。

                                                  
12 これは 40-50 年前の兵庫県南部は播州地方の一部で流行った子どもの遊び（要するに私

が子どものころ夢中になった遊び）。あの当時は大きな石がそこらへんにいっぱいあった。

いまは道路も舗装され、空き地も少なくなって都会では大きな石を見つけるのも難しいと

思う。 
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これは袋のなかに、そのような小物を入れて、お年よりにとってもらい、その小物に関係

する思い出を語ってもらうというゲームです13。 

料理 

料理は影響力の強い素材です。人間は食べないではいられませんか

ら、他の素材を使ったときには協力しなかった人たちが食べものを作

ることでは協力することが考えられます（たとえば昼前から料理をつ

くるプログラムをはじめると、料理ができたころに、ちょうどお腹が

すく）。料理は子どもや知的障害者、対人関係に障害のある人々に対す

るグループワークで、しばしば使われます。古今東西、共に食べると

いうことは人間関係をつくるときの基本的な活動です。新しく友人に

なった人と、あるいは久しぶりにあった友人たちと友情を確かめ合う

ときに料理は欠かせませんよね。 
また料理は人びとに交流のための機会を提供するだけではなく、グ

ループワークの目的そのものを満たすことがあります。たとえば退院

したばかりの精神障害者たちは自分で安くて栄養のある食事のつくり

かたを学ばなければなりません。私は大学院生のころ、父子家庭のお

父さんたちの料理会に出席しました。お父さんたちは子どもたちのた

めに料理の仕方を勉強しなければならなかったのですね。しかも、美

味しいものを食べると顔がほころび緊張感も解けます。ふだんは話し

下手のお父さんたちも、たがいの料理の腕をほめあったりして話がは

ずんだりするわけです。 

小旅行  

小旅行も素材として面白いものです。たとえば「買い物」というご

く日常的なことでも知的障害をもつ身体障害者のグループにとっては

非常に楽しいことです。その他、みんなで映画にいったり、ファミリ

ー・レストランに行ったり遊園地に行ったりすることは、社会経験の

少ないクライエント（施設で生活してきた障害者など）にとっては楽

しみなものですし、またレストランや映画館ではどのようにふるまえ

ばいいのかという学習の機会にもなります。これから働きたいという

青少年や精神障害者たちのグループでしたら、さまざまな職場を訪問

してもいいでしょう。 

                                                  
13 野村豊子(1998)『回想法とライフレビュー：その理論と技法』中央法規. 
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キャンプ 

キャンプは、グループワークのプログラム素材としては格別の歴史

を持っています。私は大学生のときグループワークの講義を受けまし

たが、そのとき講義の冒頭で教師が「グループワークはキャンプ活動

ではありません」と言ったことをよく覚えています。その教師は、キ

ャンプ活動を中心としたグループワークをずっとやってきたのですね。

ですから、キャンプ活動そのものをグループワークととらえてはいけ

ないという意味で、そんなことを言ったのでしょうが、私はそういう

事情も知らないものですから奇妙なことをいうなあと感じた記憶があ

ります。 
とにかく、キャンプ活動は子どもたちや身体障害をもつ人などにと

っては、いっしょにすごし、食べ、寝て、語るというたまらなく素敵

な時間を提供してくれます。たとえば、私が以前、出会った車イスを

利用していて知的障害のある人たちは、普段は自宅と作業所を送迎バ

スで往復しているだけなので行動する空間が非常に限られていました。

彼らが普通の電車に乗り、山や海の近くまで行き、そこで一泊するこ

とは、たいへんな冒険であり一瞬一瞬が忘れられないほど刺激的な時

間になっていました。もう「キャンプ」という言葉を聞いただけで、

数年前のキャンプ体験を思い出し、みんなワーワーと歓声をあげて興

奮して車イスをガタガタと揺らすほどでした。 
「キャンプ」といってもかならずしも野営のテント生活を意味する

わけではありません。上智大学のオリエンテーション・キャンプのよ

うに、ホテルのようなところで食事も用意されている環境でも、いっ

しょに宿泊するときはキャンプと呼びます。 
私は難病の子どもたちのキャンプ活動にかかわったことがあるので

すが、入院生活が長かったり、自宅からなかなか外出できなかったり

している病気の子どもたちは、みんな熱烈にキャンプを楽しみにして

います。親たちにとっても同じ難病の子どもを育てている親たちと夜

遅くまで語りあう時間は、普段はなかなか人に言えない気持ちをわか

ちあう貴重な機会になっています。 
キャンプは、その非日常性によって、ふだん自分がかぶってしまっ

ている殻を破ることができます。キャンプが自然の美しい場所で行わ

れると、その非日常性がますます良い効果をもつようになるでしょう。

アルコール依存症のおじさんたちが「星空を見上げながら仲間と語り

合った夜が忘れられない」と笑顔満面で私に語ってくれたことがあり
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ます。いつもは恥ずかしがり屋で自分の気持ちを言えない人が星空の

下だと、いろいろと話せるということがあるらしいのです。 

 
バズ：得意な素材 

以上、さまざまなプログラム素材を紹介しましたが、あなたが得意だと思うものは何です

か。たとえば料理の得意な人は料理を使ったグループワークを考えることができるでしょ

うし、スポーツが得意な人はスポーツを素材にできます。これだったら自分にできそうだ

と思うものを考え、隣の人と話し合いなさい。 

2. プログラム活動の分析 

グループワークのプログラム活動は、その性格を分析してグループ

ワークの目的や利用者の性格に合うものを考える必要があります。と、

そこまでは多くのテキストは書いていますが、具体的にそのプログラ

ム活動を分析する方法までは書いていないことが多いようです。そこ

で、ここではグループワークの理論家として有名な Vinter の提案した

分析枠組みを紹介しましょう。 
Vinter によれば、プログラム活動は➀物理的環境：場所はどこで行

い、どういう道具を使い、何人ぐらいが集まる必要があるのかなど、

➁行動：その活動にはどのような行動が求められるのか（野球という

プログラムなら、ボールをバットで打つ、グローブでボールを取る、

投げる、走るなど）、➂反応：その活動によってどのような反応が期待

できるか（野球なら『がんばれ！』という声援、ホームランを打った

ときの喝采、投手や打者の得意顔など）という 3 つの要素から成り立

ちます。ただし➂反応として出てくる行動は、あくまで予想なので、

そのような行動が出てこないこともあります。そこで➀物理的環境と

➁行われる行動が、プログラム活動を考えるときの基本的な骨組みに

なるので、この 2 つから構成されるものを活動場面(activity-setting)
と呼びます。プログラム活動を分析するということは、この活動場面

を分析することだと考えるわけです。そして、これを以下の 6 つの尺

度で測ることができると Vinter は考えています14。 

                                                  
14 Vinter, R. D. (1985). Program Activities: An Analysis of Their Effects on Participant 

Behavior. In M. Sunde, P. Glasser, R. Sarri, & R. Vinter (Eds.), Individual Change 
Through Small Groups (2nd ed.) (pp. 226-236). New York: The Free Press.  
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規定性  

活動が各自の自由にまかされるものと、細かくやりかたが規定され

ているものとがあります。たとえばソフトボールは鬼ごっこよりも活

動の行い方が決まっています。ですから規定性が高いです。空想の絵

を画くことは目の前の花を画くことよりも規定性が低いです。ディス

コ音楽をならして身体を動かすことは、踊り方のきまっているフォー

クダンスよりも規定性が低くなります。 

制御性  

ただボールを蹴るだけなのと審判をきめてサッカーの試合をするの

とは違います。だれかがルールに違反したら、それを抑える仕組みが

プログラムのなかにどれくらいあるかを測る尺度です。規定性と似て

いますが、少し違います。目の前の花をどのように描いてもそれで注

意をうけることはありませんが、サッカーでボールを手でさわると反

則になります。鬼ごっこは、ただ隠れて見つけるだけの規定性が低い

遊びですが、鬼になった子どもは勝手に鬼になることを止められませ

ん。したがって制御性は高い活動であるといえます。 

運動性  

プログラムのなかで身体をどの程度うごかすのかを測る尺度です。

話し合いのプログラムはスポーツのプログラムよりも身体の動きの程

度は少ないですから、運動性は低いといえます。身体の動きがあるプ

ログラムはメンバーの緊張をほぐすことにつながります。 

報酬性  

プログラムで得られる報酬を測る尺度です。例えば手をつなぐこと

による「ふれあい」とか、いっしょに笑うというものもありますし、

ゲームのなかで勝った者だけが得られる満足感もあります。全員が報

酬を受ける場合は報酬性が高いと考え、一部の人（勝ったチームだけ、

優勝者だけ）が報酬を受ける場合は報酬性が低いと考えます。全員に

報酬が与えられる活動はグループの凝集性を高めますが、一部の人だ

けに報酬が与えられる活動はグループのなかで競争が起こります。努

力した量と報酬を受ける量が比例しない場合（たいへん努力した人よ

りも、もともとその活動が上手であるために努力しないでより多く報

酬を受ける場合など）メンバーの葛藤は強くなります。 
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能力性  

どれくらいの（広い意味での）能力が活動に求められているかとい

う尺度です。たとえば非常に複雑なルールがあるゲームは知的障害の

ある人のグループには使えないでしょう。プール遊びの場合は身体障

害があっても参加できますが、野球の場合は、車イスを使っている人

の参加は難しくなります。つまりプール遊びは野球に対して能力性が

低いといえます。 

交流性  

メンバーの相互交流をうながすことが多いプログラムと少ないプロ

グラムがあります。たとえば、みんなで壁画をかくというものは、ひ

とりひとり別々の絵をかくものよりも相互交流をうながす程度が高く、

交流性が高いといえます。 

Key Words 

プログラム活動, Activity group, プログラム素材, Media, プログラム計画, Ice breaking, 

Ice-breaker, グループ回想法, Art therapy, Bibliotherapy, Poetry therapy, Movement 

therapy, Music therapy, Dance therapy, 
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むだばなし 

里の住人：あのう、バッタの人の話の続きなんですが。 

山の仙人：まだ、やるのかい？ わしゃ、いいかげん、飽きてきたぞい。 

里の住人：なんか、とてつもなく不幸だと思うんですよ。  

山の仙人：そうかい？ 

里の住人：そうですよ。たった一匹のバッタのために、自分の就きたい職業にも就けないわけな

んですから。 

山の仙人：そうかのお。 

里の住人：仙人のお力で、なんとか、バッタを駆除してあげられないんですか？ 

山の仙人：まあ、それは、できる。 

里の住人：え？ できるんですか？ だったら、なんで、やってあげなかったんですか？  

山の仙人：なんでって、そりゃあ、バッタがおらんようになったときの後が恐い。 

里の住人：どういうことですか？ 

山の仙人：バッタのあとに、こんどは何が住みつくかわからん。ヘビなんかが住みついたら、た

いへんじゃ。もうバッタどころじゃないぞい。バッタだったら向かいあう人は奇妙に思うくら

いじゃろう。ヘビだったら、こんどはみんな逃げ出すぞい。 

里の住人：そんなことがあるんですか？  

山の仙人：ある。ときどき、「頭の上のバッタ取ります」なんていう広告があるじゃろう？ 

里の住人：見たことないです。 

山の仙人：ないかのう。ほれ、電信柱にときどき看板がひっかけてあるじゃろが。  

里の住人：へえ。. . . で、取ってくれるんですかい？ 

山の仙人：はいな。けっこう、ええ料金は取るがのう。バッタとかは取ってくれるそうじゃ。し

かし、そういう人に会うとなあ、バッタの代わりに、ヘビとか、ゲジゲジとか、マイマイとか、

とんでもないものがおったりするんじゃ。 

里の住人：ひえー。たまりませんなあ。 

山の仙人：はいな、たまらんぞい。しかし「広告に偽りあり」というわけではない。バッタは本

当に取ったんじゃからのう。 

里の住人：バッタのほうが、ずっとマシだったわけですな。 

山の仙人：はいな。 

里の住人：でも、どうしてなんですか？ もともとバッタなんかがいない頭の人も多いわけでし

ょ。よりによって、バッタを取ったばかりの人の頭になぜ住みつくんですか？ 

山の仙人：そうじゃ。そこが問題なんじゃ。つまり、その男の頭はバッタがおってはじめて、バ

ランスが取れとったのじゃ。バッタがおらんようになって頭のバランスが崩れてしまった。そ

れをヘビとか、ゲジゲジが目ざとく見つけるんじゃなあ。この意味がわかるかのう。 
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1. Safe talk 

どんな人間関係でも最初は表面的な話からはじまるものです。「どう

やってここまで来たの」「今日は寒いね」「風がつよいね」「どこにお住

いですか」などという表面的な話がメンバーの間で自然にでてくるよ

うになれば、最初のスタートは上出来です。こういう話は短く終るの

で small talk といったり、あるいは深刻な話にならないので安全だと

いう意味で safe talk といったりします1。 
ところが、こういう表面的な話しが意外に難しい。だから気まずい

沈黙が続くことがあります。エレベータの密室のなかで、ときどきこ

ういう気まずさを経験することがあります。上智大学の 7 号館 11 階

に社会福祉学科の研究室があったころ、狭いエレベータの中はとても

息苦しいものでした。「あたたかくなりましたね」「そうですね」とい

う会話が終ると、11 階まで数十秒の「沈黙」があるわけです2。会話

                                                  
1  Nelson-Jones, R. (1986). Human Relationship Skills: Training and Self-Help. 

Marrickville, NSW: Harcourt Brace Jovanovich., p. 84.  
2 あるときエレベータのなかで社会福祉学科の 3 年の学生に会いました。ちょっと挨拶した
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をする材料もなければ動機もない、考えても話題がみつからないとい

う三重苦のなかで、しかたなく「だまりっこ」をするのです。みなさ

んがグループワークの場の設定に失敗して、何のためにこのグループ

に集まっているのかわからないとメンバーが感じるようになれば、こ

のエレベータの三重苦と同じ状況がグループのなかでも起こるかもし

れません3。 
たとえば「今日はひどい雨ですね」と声をかけられると、ふつうは

「いやあ、ひどいですな、びしょびしょですよ」と応えるでしょう。

そして、すぐに別の人から「今日は、いいお湿りになりましたね」と

言われると、同じ人が「カラカラ天気が続いていましたからね、気持

ちいいですね」と応える。そこに何の矛盾もないわけです。表面的な

話というのは、話を合わせればそれで良いものなのです。ところが、

それを言葉どおりとってしまって「今日はひどい雨ですね」と言われ

て、雨が「ひどい」とはどういう意味だろう、どの程度を「ひどい」

というのだろう、自分は気にもしないでここまできたから「ひどい」

とは感じなかったが、世間ではこれが「ひどい」という程度なのだろ

うか、どういう程度が「ひどい」雨なのか、学校の先生はぜんぜん教

えてくれなかった、国語辞典を調べたら載っているのだろうか、しか

しいまから図書館にいくわけにはいかないし、困ったなあなどと考え

こんでしまうと、すぐに返答できない。すると相手は「声をかけたの

に返事もしない人だ」と不愉快な気持ちになる。その人も早く返答し

ないと相手がそういう気持ちになるということを知っていますから、

ますます焦ってしまい、次の日からは天候のことで声をかけられるの

ではないかという心配と不安で心がいっぱいになってしまい、人と目

を合わすこともできなくなるということになります4。 
私の担当した実習生で、途中で実習をやめたいと言った人がいまし

た。理由を聞いてみると「昼休みが恐い」というのでした。よくわか

らないので詳しくきいてみると、その人は次のように言いました。 

普通の時間は問題ないのです。利用者のケアのために身体を動かしてい

ればいいのですから。でも昼休みの休憩の時間は職員がみんな仲良さそ

うに食事をしていて、とても自分が入っていける雰囲気ではありません。

                                                                                                                                                  
あと黙っていると、彼女は「先生。Safe talk! Safe talk!」と言いました。焦りました。 

3 とはいえ、このような気まずい沈黙が、いつもグループワークの失敗であるとは限りませ

ん。有意義な沈黙もあります。メンバーが息苦しいと思う沈黙でも、それがメンバーの成

長につながると考えれば、ワーカーはそれを意図的に維持することもあります。 
4 実際、私はこんな悩みを学生さんから打ち明けられたことがあります。 
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それで私は昼休みには外でパンを食べていました（雨の日なんかは、な

んで自分は外で食べているんだろうと情けなくなりました）。喫茶店とか

も周囲には無かったので、昼休みの 1 時間は建物の外で立っていました。

入ってきなさいと言われましたが、そう言われると、ますます入ってい

けないような感じがしました。 

大学のクラスでも「昼休み恐怖症」を感じる学生たちがいることは、

すでに本書の 18 ページで述べました。こういう問題は safe talk がで

きないということから生じるのだと考えられます。 

余談：むかしの挨拶 

むかしは近所で顔を合わせると「どちらへ？」と声をかけたものです。どこに行こうが、

人の勝手なんですが、「どちらへ？」と、まあ、声をかける。それで聞かれた方も、べつに

詳しく話さないで、「ええ、ちょっと、そこまで」と答える。すると、「はぁ、そうですか。

それは、よろしいなあ」という言葉が返ってくる。なにが「よろしい」のか、よくわかり

ませんが、これで会話が成立する。そこのところへ、正直に「ええ、実は、どこそこに行

く用事がありまして」なんて答えると、怪訝な顔をされる。挨拶というのは、そういうも

のです。（この話、桂米朝の落語テープにあった）。 

 
バズ：Safe talk & small talk 

あなた自身、表面的な話が難しかった状況を体験したことがあるはずです。その場面を思

いうかべ、それがなぜ難しかったのかを振り返り、となりの人と話し合いなさい。 

似た人に話しかける 

表面的な話がひと段落つくと、メンバーは自分と似た感じの人に声

をかえる場合が多いでしょう。女性は女性と、男性は男性と、若い人

は若い人と話すでしょう。服装などで、その人柄がわかるときがあり

ますね。高校時代からずっと同じ白いカッターシャツを大学生になっ

ても着ているという青年は、耳や鼻にピアスをした茶髪の男性に話し

かけることはあまりないでしょう。人は自分と似たような人に話し始

めます。そういう様子がメンバーのなかに現れ始めたら、グループは、

一歩、新しい段階にすすんだといえます。そのときに、すでに人とは

少し違った雰囲気をもっているということで疎外される人がでてくる

可能性があります。ワーカーはそういう人の存在に注意します。 
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演習：自己紹介カード：Safe Talk 

相手と共通点がみつかると話がしやすくなるということを体験してみましょう。小さな紙

を 1 人 1 枚、配りますから、その右上に、あなたが相手から「呼んでもらいたい名前」を

書きます。右下には話題にしたいあなたの趣味を 2 つか 3 つ書くようにします（人に知ら

れたくない趣味は書かないこと）。趣味のない人は関心があることを書けばいいでしょう。

左上には、あなたが話題にしてもいいと思う、あなたの個人的な情報をやはり 2 つか 3 つ

書きます。出身地とか、何人兄弟だとか所属しているサークルとか、そういうことを書き

ます。左下には、あなたが話題にしたい、あなたの性格をあらわす単語を 3 つほど書きま

す。「あわてもの」とか「のんびり」とか、そういうのでけっこうです。これが「自己紹介

カード」です。 

全員が書けたら、私が出席者ひとりひとりに番号をつけます。そして、奇数をつけられ

た人は教室の真ん中に輪をつくります。偶数の人は、その輪を囲むような大きな輪をつく

ります。そして 1-2, 3-4, 5-6 というようにペアをつくります（ペアが作れない人がいたら、

私が入ります）。私が合図したら、ペアの相手とカードを交換して自由に話をしてください。

実際にカードに書かれた「呼ばれたい名前」で呼びかけてください。3 分たてば合図します

ので、そうしたら、偶数の輪だけを、時計回りにひとつだけ進めて、ペアの組み合わせを

変えます。これを 5-6 回繰り返します。 

        自己紹介カード（例） 

         兵庫県姫路市出身          ごまちゃん 

         賃貸住宅に住む 

         神戸新聞漫画年間優秀賞受賞 

 

 

         怒らない         旅行（海外＆国内） 

         マイペース         積み木 

     考えないで物をよく言う      ヨーヨー 

     

 
グループワークの最初は、上の演習のように 2 人ペアになって行うゲ

ームをよくします。いちどにたくさんの人と話すより、隣どうし 2 人

で話す方が、不安が少ないからです。 
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2. 目的の明確化 

グループワークにおいてワーカーが注意すべきことは、目的を常に

メンバーに対して明確にしておくということです。グループワークを

始めるときにも目的をもういちど明確にしておきます。目的といって

も、すでに本書の 180 ページで述べたように、各メンバーはそれぞれ

いろいろな思いをもってグループにきています。そういう思いを聞き

ながら、もういちど目的をはっきりさせておきます。 
このときメンバーが集まるまでに漠然と決められていた目的を、メ

ンバーが集まった時点で、より限定された具体的な目的に変えてもい

いわけです。たとえば「大学での学校生活を充実させるために助けあ

おう」という目的で集まったなら、集まった時点で各自の思いを出し

あいます。そこで友人ができないから学生生活がつまらないのだとい

うことが明らかになったなら、こんどは「大学で友だちをつくるため

にはどうしたらいいのかを話しあおう」という、より限定した目的に

変えるといいのです。 
このように目的をより限定し具体的にするためには集まったメンバ

ー各自が、自分の問題をグループの前に明らかにしなければなりませ

ん。それができるようにメンバーを援助することが、この時点でのグ

ループワーカーの大事な仕事です。 

 
バズ：不明確な目的によるグループ崩壊 

みんなが集まっているのに、それぞれのメンバーは自分たちが何のためにこのグループに

集まっているのかわからない。そのためにグループの雰囲気は沈滞し、グループが崩壊し

てしまうことがあります。そういうグループに参加したことがあると思うのですが、その

体験を隣どうしで話し合って下さい。 

3. 契約 

ソーシャルワークは、クライエントとの契約(contract)にしたがって

行う場合が多いです5。契約では、その援助関係において何を目標にし

て、それをどのように達成するのか、そのためにクライエントが何を

して、ワーカーが何をするのかが明らかにされています。 
                                                  
5 Covenant model（誓約モデル）のように契約をともなわないソーシャルワーク実践もあ

ることは、183 ページで述べました。 
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ただ、グループワークの契約は複雑です。Garvin によれば、そこに

は次の 5 種類の契約があります。すなわち①グループ全体と機関との

契約、②グループとワーカーの契約、③メンバー個人とワーカーの契

約、④メンバー個々人相互の契約、⑤メンバーとグループの契約です。 
 
   
              ⑤ 
機関    ワーカー   グループ   メンバー  メンバー 
  ①         ②            ④ 
                ③ 
 
 
 
グループワークと機関との関係については、153 ページからの章で

すでに述べましたが、機関がどのような目的でグループワークを実施

するかということで、グループ全体と機関との契約が決まってきます。

この機関との契約がグループのニーズに合っていない場合は、ワーカ

ーは組織実践をして、その契約を変えるようにします。 
グループとワーカーの契約とメンバー個人とワーカーの契約の区別

は大切です。ワーカーはグループ全体をどのように援助するかという

ことについての契約を結ぶ一方で、メンバーひとりひとりと違った個

別的な契約を結ぶのです。たとえば、グループで対人関係を学ぶ機会

を提供するという契約が、グループとワーカーの間で行われる一方で、

グループのメンバーのＡさんは、孤立した生活から脱出するための援

助をワーカーが行うという契約を個人としてワーカーと結んでいるか

もしれません。 
一方、メンバー個々人相互の契約はワーカーが見えないところで行

われるかもしれません。「じゃあ、こんど絶対、きてね」「わかったよ」

というメンバー相互の短い会話のなかにも契約が成立していると考え

ます。メンバーとグループの契約はグループが準拠集団となり、メン

バーの行動変容につながることもあります（たとえば、「もう万引きは

やめよう」とお互いに約束しあうなど）6。 
契約というと文書に書かれたものを連想するかもしれません。実際、

グループワークでも文書の形にかかれた契約もあります（たとえば、

グループワーク申込書に書かれたグループワークの内容など）。しかし、

                                                  
6 詳しくは本書 143 ページ以降に述べた positive peer culture の節を参照してください。 
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ワーカーとメンバー、そしてメンバー相互の言葉のやりとりによって

積み重ねられるようにして決められていくものもありますし、そちら

のほうがずっと重要になることもあります。 
たとえば、障害児の母親のグループワークを施設で開くとしましょ

う。施設はグループに毎週水曜日の午前中の 2 時間グループワークを

行なうことを約束しました（これがグループと機関との契約）。ワーカ

ーはグループに対して、お母さんたちが子どもに対する気持ちを自由

にわかちあえるように援助することを約束しました（グループとワー

カーとの契約）。ワーカーは、メンバーの A さんに対して、自分の子

どもへの思いと、その子どもをめぐっての夫と夫の親族との感情的な

軋轢をグループでの話し合いを通じて、自分のなかで整理できるよう

に援助することを約束しました（メンバー個人とワーカーの契約）。A
さんは、やはり同じ障害の子どもをもつ母親であるBさんと協力して、

このグループの簡単な広報紙作りを担当することにしました（メンバ

ー個々人相互の契約）。A さんと B さんはグループ全体に対して自分

たちは広報紙づくりをしたいので、原稿を書いてくれるようにお願い

し、グループもそれを受け入れました（メンバーとグループとの契約）。

こんなふうに契約は網の目のように個人と個人、個人とグループを結

んでいくわけです。 

 
バズ：契約と「空気」 

例年、この部分を説明するときに難しさを感じるのですが、よく考えてみると、これはア

メリカ文化の一側面なのかもしれません。人と人との関係を契約で考えていくことは、神

と人との関係も契約で考えていくキリスト教文化が根にあるのかもしれません。日本の文

化のなかでは、それほど契約を重視しないでしょう。とすれば、日本の文化のなかで行わ

れるグループワークの初期において「契約」の代わりに問題になるのは何なのでしょうか。

私は「空気」かもしれないと思っています。日本の文化のなかでは「空気を読む」という

ことをしきりに求められます。「空気を読んで」自分が何を求められているのか、他の人が

何を望んでいるのかを探ります。「空気を読めなくて」グループワークの初期に失敗してし

まう人がいるのではないでしょうか。あなたはどう思いますか。自由に話し合って下さい。 

4. 初期の不安 

グループワークの初期においては、メンバーはいろんな不安を持っ

ていることを 216 ページの「波長合わせ」のところで述べました。こ
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のような不安を感じつつ、グループに魅かれているのがメンバーの状

態です。このように「同一の対象への関係において、相反する傾向や

態度および感情（ことに愛憎）が同時に存在すること」を両価性

(ambivalence)といいます7。メンバーが両価性を抱いていることを知

りながら、その相反する感情をとりあげるとメンバーはますます混乱

してしまうだろうという恐れから、それを無視するワーカーもいると

思いますが、それではダメです。メンバーの感情を無視していて問題

は解決しません。それを正確にとらえて共感的にコメントすることが

大切です。 
また、メンバーの不安を少なくするために（210 ページで説明した）

構造化の程度を高めるという方法もあります。たとえば最初から自由

討論という形にしないで「順番に時計まわりに、ひとり 5 分ずつ話し

てもらう」というように構造を入れてみるのもいいでしょう。このよ

うに回るように順番に話してもらうことを go-round といいます8。ぐ

るりと順番に話してもらうことによって、メンバーはそこにどんな人

が集まってきたのか互いに注意を払うことができますし、一人ひとり

大切にされているのだと実感することもできます。特にグループのセ

ッションの最初にメンバー一人ひとりに一言、順番に話してもらうこ

とを check-in9といいますが、そのときに go-round を使うことが多く

なります。 

 
バズ：不安の現れ 

メンバーの初期の不安は、具体的にメンバーのどのような言動あるいは様子に現れるのか

を考えるために次のことを考えてみましょう。あなたが最近、入ったグループ（サークル、

ゼミ、バイト先のグループなど）を考え、入った直後のころ、どのような不安を感じ、そ

の結果、どのような行動をとっていたかを振り返り、隣の人と話し合って下さい。たとえ

ば「自分の発言が受け入れられるかどうかわからなかったので、極力、黙っていた」「自分

の能力が充分に評価されないのではないかと不安だったので、聞かれてもいないのに知っ

ていることをベラベラと話していた」「暗い人だと思われるかと不安だったので、できるだ

け声をあげて笑っていた」「なんどもトイレに行っていた」といった話が聞けるかもしれま

せん。ひととおり終わったら、他にどのような言動が現れると考えられるか、想像してみ

なさい。そして不安の現れが、一般にイメージされているような「小さな声で話す」「うつ

むいて黙っている」というものであるとは限らないことを確かめなさい。 

                                                  
7 『新版 心理学辞典』(1981)平凡社, p. 10. 
8 Barker (1999). 前掲書, p. 197.  
9 同書, p. 69. セッションの最後に、一言ずつ言ってもらうことは check-out といいます。 
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2 つのタイプの不安 

メンバーのグループワークのなかでの不安には 2 つのタイプがある

ことを覚えておきましょう10。ひとつは内在的不安(intrinsic anxiety)。
これは、グループワークに参加しているうちに、いままで見えてこな

かった問題が見えてきた、あるいは見えてくるのではないかという恐

れからくる不安です。この不安はメンバーの成長の過程で必然的に出

てくるものでしょう。ワーカーはそれに共感することによってサポー

トすることができます。 
もうひとつは外在的不安(extrinsic anxiety)。これはグループワーク

の目的がよくわからない。グループワークの進め方が理解できないと

いった外部的な状況からくる不安です。この不安はワーカーが注意深

くグループワークを進めることによって避けることが可能でしょう。

ただし、私の経験では、メンバーは自分の内在的不安の存在を認めた

くないために外在的不安を訴えることもあることもあるようです。た

とえば、両親との関係を振り返る話し合う過程で、いままで見なかっ

た両親との問題が見えてきそうな感じで不安になってきたが、それを

認めたくないために「この話し合いの意味がわからなくて不安だ」と

いう発言が出てくることがあります。 

ワーカーとメンバーの初期の関係 

グループワークの初期においては、たいていワーカーを中心に放射

状に広がるコミュニケーション構造11があらわれます。具体的には、

メンバー相互のコミュニケーションはあまり起こらず、メンバーはワ

ーカーの顔ばかりを見て、グループのなかで話すことが多いのです。

ですからグループとしてのコミュニケーションは少なく、ワーカーひ

とりに対して集中することになります。この状態が長くつづけば、グ

ループはワーカーの言葉や身ぶりだけを見て動くことになります。ワ

ーカーなしではグループが動かなくなります。つまりワーカーへの過

度の依存が生じるわけです。 
 
 
 

                                                  
10 Barker (1999). 前掲書, p. 164およびp. 253. この 2つの不安の区別はケースワーク等の

個別の援助関係でも用いられます。 
11 グループの構造については第 15 章で説明します。 
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ワーカーとメンバーの関係 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
しかしながら、グループワークの初期の段階でコミュニケーション

がワーカー中心に行なわれたとしても、それはメンバー相互の関係が

まだ充分にできていない以上、自然なことだといえます。そういうコ

ミュニケーション構造がでてきても、それは初期の段階だけで、親和

期12になればグループ全体に網のようにコミュニケーション構造が広

がります。そこに至る過渡的な形だと考えればいいでしょう。 
問題はむしろワーカーを中心にしてコミュニケーションがすすむこ

の初期の段階において、ワーカーはメンバーとの個別的な関係を充分

に確立できるかどうかです。私の経験を言えば、グループワークの最

初のセッションから私の方を見ないでメンバーの方ばかりを向いてい

た人がいました。私はその態度を最初はグループワークの性質（つま

りグループワークはワーカーを中心にしておこなわれるのではなく、

メンバー同士の関係も重要なのだということ）を知っていることから

来ていると評価していました。しかし、それは誤解だとわかりました。

彼女は最初に私との信頼関係を築くことができず、私の視線を避ける

ためにグループ全体に目を向けていたのでした。そして予想したとお

り彼女は途中でグループへの参加を止めてしまいました。 
ですから、みなさんもグループワークの初期、メンバーの視線を一

身にうけるこの時期に、メンバーとの個別の信頼関係をつくるように

努力しましょう。そのためにはワーカーがメンバーひとりひとりに関

心をもっていることを態度で示すことです。たとえば「みなさん」な

どと呼びかけずに、ひとりひとりの名前をできるだけ使うようにしま

す。また「○○さんは、○○が得意でしたね」「○○さんは、○○に興

                                                  
12 グループの発展段階については第 14 章で説明します。 
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味をもっていたね」と声をかけるのもいいでしょう13。 

余談：名前を呼ぶ習慣 

欧米人は会話のなかで、いちいち相手の名前を入れますね。若いころ一人でオーストラリ

アの大陸横断鉄道に乗ったことがあるのですが、そのとき寝台列車で、タスマニア島で不

動産屋をやっているというたくましい初老の男性と同室になりました。Tomofumi は長い

ので Tom と呼んでくれと言ったら「おはよう、トム」「顔は洗ったか、トム」「シャワーを

あびてみろよ、トム」「いい月夜だな、トム」と、いちいちうるさいほどだった記憶があり

ます。このように英会話では、いちいち名前を呼ぶことは礼儀にかなうことだと聞いたこ

とがあるのですが、なかなか私にはできません。そこで最近は Tom なんていう名前はやめ

て Tomofumi という本名を使うことにしています（日本人が Tom なんていう名前であると

は、さすがに彼らも考えていないので「Tom と呼んでくれ」というと苗字だと誤解されて、

ドクター・トムなんて漫画みたいな名前で呼ばれたこともある）。すると彼らは Tomofumi

なんて（彼らには信じがたいほど）長い名前は覚えられず、いちいち名前を呼ぶことをし

ない。すると、私も彼らの名前を呼ぶ必要がない。「Tomo と呼んでいいか」と聞かれたこ

ともあるのですが、「ダメ」と答えるようにしています。 

演習：私の隣 

名前をおぼえるための簡単なゲーム。いろんなグループワークの本に載っています。メン

バーに丸く座ってもらって A さんに「A です」と言ってもらいます。A さんの横に座った

B さんには、「A さんの隣の B です」と言ってもらいます。B さんの隣の C さんには、「A

さん、B さんの隣の C です」と言ってもらいます。この調子で一巡して最後に A さんに「B

さん、C さん、D さん、E さん、F さん、G さんの隣の A です」と言ってもらいます。 

このゲームには変形があり、名前の上に短い形容詞をひとつだけつけるという約束で行

うこともできます。そのとき形容詞の最初の文字は名前の最初の文字と同じであることと

いう条件をつけると、名前を思い出しやすくなるでしょう。たとえば、秋葉さんは「あわ

て者の、秋葉です」と言うと、となりの大塚さんは「あわて者の秋葉さんの、となりの、

おっとりした大塚です」といいます。そのとなりの品川さんは「あわて者の秋葉さんのと

                                                  
13 この意味では、人の名前をおぼえることが下手だという人には、ワーカーは向かない（ワ

ーカーだけではなく、人を相手にした職業すべてに向かないかもしれない）。グループを

前にして「ええと、キミはなんという名前だったかな」というのは最悪だ。メンバーはた

いていワーカーの名前はおぼえているから、ワーカーから忘れられていると知るとがっか

りしてしまう。同じことが教員と学生の間にも言えると思いますので、私などはグループ

で行う授業の前には学生の名前のリストを見て名前を思い出すようにしています。 
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なりの、おっとりした大塚さんのとなりの、しっかり者の品川です」というように続けま

す。あとは上と同じく一巡して終わります。 

何度か、これをやったことがあるのですが、メンバーのなかには照れもあるのでしょう

が、自分にあまり良くない形容詞をつけることがあります。たとえば「老けこんだ藤田で

す」と自己紹介してしまうと、あとに続く全ての人から何度も何度も「老けこんだ藤田さ

ん」と呼ばれてしまい、本当に老けこんだような気になって本人は落ち込んでしまうこと

がありました。ですから、メンバーがあまり良くない形容詞をつけないように注意するべ

きだと思います。 

演習：昨夜の自己紹介 

これは、名前以外に自分の性格などを抵抗なく紹介できるゲームです。7-8 人のグループを

つくり、イスだけで円をつくるようにして座ります。ワーカー役になった人は次のように

言います。「いまから自己紹介ゲームをします。ただ名前だけを言っても印象に残らないの

で、昨日の夜には、どうしていたのかを話して自分の名前を言ってください。そして自分

の紹介が終わったら、次に自己紹介をしてもらいたい人の前に手を出して握手をしてくだ

さい。握手をされた人は同じように自己紹介をします。こうやって順々に紹介していくの

です。いいですか。では、私からはじめます。」以下は例。「昨夜は、外食した中華料理が

まずくて、ずっと調子がわるかったのですが、それにもかかわらず夜中の 3 時ごろまで明

日の仕事の準備をしていた、おかともふみと言います。」 自分が選んだ人と握手をするこ

とで親近感がわきます。話題は「昨夜したこと」から始まり「自分が好きなタレント」「自

分が好きな食べ物」「自分が好きな時間」「自分が好きな場所」「いま一番ほしいもの」「い

ま一番したいこと」「最近、うれしかったこと」「いままでで一番うれしかったこと」「最近、

つらかったこと」「いままででいちばん辛かったこと」というように変えることができます。

あとの話題ほど話題が深いものになり、グループのメンバーの親しさが要求されてきます。

したがって、毎回、少しずつ深い話題を選んでみてもいいでしょう14。 

5. 相互交流の促進 

「メンバーの選択・組み合わせ」の章でグループの凝集性は類似性

によってもたらされると述べました。ですから、グループがまとまり

の良いものになるためには、メンバーが互いに似ている点を見つけら

れるように援助すること、すなわち「共通性」の発見を促します。そ

れによって「私たちは互いに同じだ」という感覚、つまり mutual 

                                                  
14 諏訪茂樹(1989)『集団心理ゲーム入門』TBS ブリタニカ, pp.27-31. 
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identification（相互的な自己同一化）を実現します。そして、その結

果グループとしてのつながりができ、「私たちは一つという感情」（こ

れは we-feeling 呼ばれる）が生まれます。それによってメンバーが相

互に認め合い、支えあう関係が築かれ、グループワークの効果が出て

くるわけです15。 
また、グループワークの初期においてはコミュニケーションがワー

カーに依存しがちだということを指摘しました。メンバーは互いに初

対面なのですから、インテーク16のときにじっくり話したワーカーの

方ばかりを向いて話すことが多いのです。しかしメンバーが互いに向

き合わずワーカーの方ばかりを見ていたのでは、いつまでたってもグ

ループの良さは出てきません。互いの類似性にも気がつかないでしょ

う。したがってメンバーには互いに向かい合うように促すことが必要

です。そのためにはどうすればいいでしょうか。 
小さなテクニックをひとつ紹介しておきましょう。これは、みなさ

んも日常的にやっていることだと思いますが、ワーカーである自分に

向けられた質問を、そのまま他のメンバーに振りむけるのです。たと

えば A さんがワーカーに向かって「夫は毎晩、会社の人と遅くまで飲

んでくるのですよ。ほんとになんて言ったらいいのかわからなくて」

と言ったとします。ワーカーは A さんに直接こたえないで、B さんに

向かって「B さん、あなたも前回のセッションでそういうお話をされ

ましたよね」と呼びかければ、B さんはワーカーと A さんの両方を向

いて答えてくれるかもしれません。また B さんの発言のあと「では、

A さんも B さんも同じようにご主人のお酒の問題に悩まれていたんで

すね」と、共通点をみつけて確認させることもできます。このとき A
さんと B さんだけではなく、グループのメンバー全員に共通する点を

みつけて、みんなの前で確認することができれば、さらに良いでしょ

う。 
グループワークを理解していないメンバーは、その集まりを「ワー

カーの話を聞く会」のように思っていることがあります。患者の相談

会というときに医師を囲んで話を聞きますね。グループで聞くのは、

医師の他のメンバーに対するアドバイスが自分に役だつかもしれない

という可能性だけのためです。そういうグループではメンバーは医師

                                                  
15 Heap, K. (1985). The Practice of Social Work with Groups: A Systematic Approach. 

London: George Allen & Unwin., p. 15. 
16 受理ともいう。「申請者のニーズを吟味し、サービス提供の可否を決定するために行なわ

れる援助過程の入り口をいう。」『現代社会福祉辞典』有斐閣, p. 221.  
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の話だけを聞いて、他のメンバーの話は「素人の話を聞いても仕方が

ない」というふうに聞き流してしまうことがあります。 
そういうときにはメンバーに互いの話を聞きあうことの大切さを伝

えていきます。「話を聞く」ということに関しては、医療スタッフやソ

ーシャルワーカーなどの専門職の話だけが聞くに値するのだと信じて

いるメンバーがいるものです。そうではなく同じ立場の者どうしが話

しあうことによって、いままで見えてこなかったことが見えてきたり

助け合ったりできるのだということを強調していきます。 
私の経験では、グループの司会をワーカーが自分からするのではな

くて、メンバーにさせたときに、グループの動きに各自が責任をもつ

という意識がでてきて、メンバーの相互交流が一気に増えたことがあ

ります。 

演習：Blind walk 

相互交流を促すものとして、お互いに身体的な接触をさせてみる方法があります。そのた

めのゲームのひとつとして blind walk は、よく知られています。それは知らない人どうし

でペアになり、ひとりが目かくしをします（目をつぶるだけでもよいが、目かくしをした

方が効果的）。もう一人は、その人の手引きをするかっこうで、その人をつれて外に出ます。

手引きをするほうは、しゃべってはいけません。「階段があるよ」とか「足もとに気をつけ

て」というサインは相手の手が階段にふれるようにしたりするなど、いろいろ工夫して伝

えます。目かくしをしたほうは、どこそこにつれていってとか、いろいろと要求を出しま

す。これは信頼関係を作ったり、non-verbal communication を活用したりする演習にもな

ります。簡単で、かなり確実に満足度が高くなるゲームのひとつです。異性同士でペアを

組ませるといいようです。「春を感じさせてあげてください」というテーマで、社会福祉学

科の新入生を対象に、この演習をやったことが数年あります。（他の授業でも、やっている

らしいので、最近はやっていません。） 

Key Words 

Safe talk, Small talk, 契約, 両価性, Go-round, Check-in, Check-out, 内在的不安, 外在

的不安, Mutual identification, We-feeling 



望ましい規範の形成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
グループワークの始めたあとは、どうやって進めたらいいのでしょ

うか。それは一言でいえば、望ましい規範の形成です。 

1. 望ましい規範 

グループを理解するには集団規範(group norm)という概念を知って

おく必要があります（以下、規範と書く）。集団には「その成員が一定

の様式で行動し、一定の態度を所有するように働きかける力（集団圧

力）が存在する」1。その力が実現しようとしている価値や、それに関

するルールを規範というわけです。ただし、ルールといってもそれが

文章の形で書かれていることはほとんどなく、たいていはグループの

なかで暗黙に認められていることなのです。 
規範にはいくつかの特徴があります2。まず規範は、それがグループ

のメンバーには重要であると思われていることに関係しています。つ

まり大事なことでなければメンバーは、それぞれ自由に振舞うでしょ

                                                  
1 『新版心理学事典』(1981)平凡社, p. 181.  
2 この特徴については Ivanchevich, J. M., & Matteson, M. T. (1996). Organizational 

Behavior and Management (4th ed.). Chicago: Irwin., p. 288.  
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う。たとえば「遅刻をしない」という規範が定着するということは、

グループのメンバーが「遅刻をしてはいけない」というルールを重視

しているということです。また規範はグループにたいへん強く働いて

いるものもあれば、そうではないものもあります。規範の働き方は流

動的で、そこにグループワーカーの介入の余地があります。さらに、

規範はグループのメンバー全員に働くものもあれば、メンバーの一部

にしか働かないものもあります。たとえば「新入りは早く会場に来て、

お茶の用意などをしておくこと」という規範は新入りにしか働かない

わけです。 
この規範はグループの不思議な性格がよく現れているところだと思

います。たとえば、私はゼミや社会福祉演習、実習指導の科目でなど

でグループ主体の授業をやっていますが、そのグループの規範は毎年、

かなり違います。あるときは「遅刻、欠席は絶対にいけない」という

規範が定着し、前期・後期を通してほとんど遅刻する人、欠席する人

がいないというグループができました。また、ある時は「遅刻してき

た人を責めない」という規範が定着してしまい、毎回の授業は半数以

上の人が遅刻していたというグループができました。いちど一つの規

範が定着してしまうと、なかなか個人の力で変えることが難しくなり

ます。それが集団の力というものです。 
規範によって個人の力がしばられてしまうことを規範同調(norm 

conformity)あるいは単に同調(conformity)といいます。たとえばゼミ

の学生の半数以上が毎回、遅刻してくる。そのために授業がなかなか

前に進まない。しかし「遅刻してきた人を責めない」という規範が定

着してしまっているために「遅刻はやめよう」という声を出しにくく

なってしまう。これは集団同調の例です。授業中、私語ばかりしてい

るグループがあって、授業中はいつも一緒に座り、昼食も毎日いっし

ょにとっている。その場合、そのグループが私語をしていたら、グル

ープのなかにいる人は、一人だけ私語をすることなく講義を聴くこと

は難しいと思います。「みんなに合わせる」という圧力がかかるわけで

すね。 

規範形成 

この規範を利用して、グループが望ましい規範をもつように導けば、

メンバーの価値観や日常の行動までも変えることができます。例えば

「人を受容することは大事なことだ」という規範をグループがもてば、

そのグループのメンバーの価値観や行動を、そのように変えることが
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できます。ですから望ましい規範をどのようにグループに定着させる

かということがグループワーカーの重要な問題になってきます。この

ように望ましい規範をグループに定着させていくことを規範形成

(norm development)といいます3。 
そもそも規範はどのようにグループのなかに定着するのでしょうか。

それには 4 つのパターンがあるようです4。ひとつはワーカーやメンバ

ーのなかで影響力をもった人の明確な発言です。たとえばゼミで教員

が「遅刻してはいけない」「授業中は活発に意見を言うべきだ」という

ことを明言することによって、その規範を定着させることができます。 
また「重要な出来事」が規範を生むことがあります。たとえば、ゼ

ミでどこかの施設見学をすることになって誰かが遅刻してきたとしま

す。そのために皆が予定の電車に乗ることができず、施設の側にたい

へん迷惑をかけてしまいました。このことをきっかけに、ゼミの学生

たちには「遅刻してはならない」という規範ができることがあります。 
あるいは「初頭効果(primacy effect)」と呼ばれる現象があります5。

これは最初の現象は後にまで影響を及ぼすということです。たとえば

知らない人どうしが毎週、部屋に座って話し合うというとき、最初に

座ったのと同じ場所に、次の週も皆が座り続ける傾向があります。つ

まり偶然の出来事にすぎない最初の集団の様子が、以後の集団のあり

方をも決めてしまうということです。「なにごとも最初が肝心だ」と、

最初に厳しい訓練があったりしますが、それは心理学的にも妥当な考

え方なのですね。 
そして「持ち越し行動(carry-over behavior)」というものがありま

す。これは前の集団の規範を次の集団に持ち込んで規範としてしまう

ことです。たとえば、ゼミで「遅刻しても構わない」という規範が定

着してしまったのは、学生たちが去年に入っていたゼミでは「遅刻し

ても構わない」という雰囲気だったから、その規範を次のゼミにも持

ち込んだということがあるわけです。 
 
 

                                                  
3 Garvin, C. D. (1997). Contemporary Group Work (3rd ed.). Boston: Allyn and Bacon., p. 

79.  
4 Cook, C. W., Hunsaker, P. L., Coffey, R. E. (1997). Management and Organizational 

Behavior (2nd ed.). Boston: Irwin/McGraw-Hill., p. 324.  
5 Primacy effect については第 16 章で再び述べます。 
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バズ：規範が定着した理由 

あなたの身近なグループを思い浮かべ、重要な出来事や、初頭効果、持ち越し行動などで

集団規範が形成された例を考え、隣の人と話し合いなさい。 

モデリング 

以上の 4 点が規範形成について言われることですが、ソーシャルワ

ーカーの場合、とくにモデリング(modeling)という手法も使います。

つまりワーカーの行うことをメンバーに模倣させて、その行動パター

ンを規範として定着させるのです。たとえば望ましい規範の一つとし

て「他者の受容」という規範があります。その規範を定着させるため

には、ワーカーが他のメンバーから受容されていない一人のメンバー

を、グループのなかで受容してみせます。つまりワーカーがモデルを

示すわけです。 
たとえばキャンプのときに、一人ぐずぐずしている子どもがいたり

すると、他の子どもたちは「グズ」「のろま」とか言ってからかうかも

しれません。ワーカーが、ついイライラして、その子に対して「おい、

早くしろよ、みんなに迷惑かけるとダメだぞ」とか言うと、他の子ど

もたちは「ワーカーもあいつをグズだと認めた」というわけで、ます

ます「グズ」「のろま」といっていじめることでしょう。これでは「の

ろい人はダメ」という規範をワーカーが定着させてしまうことになり

ます。そうではなくて、ゆっくりしかできないその子の良いところを

見つけ、例えば、たき木を燃やすのにも根気強く火をつけようとして

努力してようやく火がついたときに、「きみは、すぐあきらめずに、ゆ

っくり根気よくやってくれるね」と言えば、それを聞いていた他の子

どもたちは、彼は「グズ」ではなくて、ゆっくりしているだけなのだ

ということ、それが根気強さにもつながるのだということに気がつき、

彼を受容することができるかもしれません。さらに「人の良いところ

に気がつく」という規範も定着させることができるでしょう。 
もうひとつキャンプの例をあげましょう。たき木をつくるときに、

力の強いワーカーが、ひとりでたき木をつくってしまい、小さな子ど

もがうろうろしていると、「おい、あぶないから、そっちに行っていな

さい」と言えば、「何もできない奴はひっこんでろ」という規範を定着

させることになります。そうではなくて小さな柔らかい木であれば子

どもにまかせ、大きな堅い木はワーカーが割るというように分担すれ

ば、「その能力に応じて活動に参加する」という規範をつくることがで
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きます。また重いものを運ぶとき、みんなで運ぶようにすれば「みん

なで協力する」という規範をつくることができます。子どもがころん

でひざから血がでるとしますね。すぐに周囲の子どもに手伝わせて手

当してあげれば「思いやり」という規範が作られるかもしれませんし、

「なんだ、そのくらいの傷、平気だよ」と言えば「小さなことは人に

訴えるな」という抑圧的な規範を作ることになるかもしれません。 
ワーカーが何か言えば、すぐになんらかの規範がつくられると簡単

には考えてはいけませんが、ワーカーの言動によって規範が大きく左

右されるというのは事実です。また利用者が過去にどのようなグルー

プにいたのかを知ることによって「持ち越し行動」に注意できますし、

初頭効果を知っていれば、グループの初期に規範をつくることがいか

に大事かということがわかるでしょう。また、228 ページで述べたキ

ャンプ活動などでは「重要な出来事」を作り出し、望ましい規範をつ

くるきっかけをつかむこともできます。 

 
バズ：望ましい規範 

望ましい規範には、その他、「たがいの尊厳や権利を認める」「自分の行動には責任をもつ」

「みんなで決める」「少数意見をたいせつにする」といったものがあります。他にどのよう

なものがありますか。隣どうしで話し合ってみてください。 

 
バズ：規範形成 

以下の状況においては、どのような望ましい規範を、ワーカーのどのような行動によって

グループに定着させることが可能でしょうか。隣どうしで意見を交換しなさい。 

[場面 1：老人ホームで] みんなで歌うときに、いつもは黙っている A さんが秋

田県の民謡になったときに、かすかに歌いだした。みんな驚いて呆れたように

顔を見あわせた。 

[場面 2：子どものグループワークで] ハイキングの途中、B ちゃんが「もう、

歩けない」と言って、しゃがみこんでしまった。それを見ていた年長の C 君が

「おい、ぐずぐずするな！」と言った。B ちゃんは泣き出した。 

[場面 3：知的障害者の料理教室で] D さんが塩をあわてて、どっさり入れてし

まった。あわてて取り除いたが、もう遅かった。食べるときになって E さんが

「塩からい！」と言った。F さんが「まずくて食べられないよ」と言った。D さ

んは、黙ってポロポロと涙を落としていたが、みんな、それを無視していた。 
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Norm development の対象となる望ましい規範は、いくらでもあり

ます。グループワークの目的によっても違ってくるでしょう。そこで

このテキストでは人間関係のスキルを身につけるためのグループワー

クをイメージして、それに適した規範を 4 つとりあげることにしまし

た。それが傾聴と共感、自己開示、そして誠実さです。これは私が社

会福祉演習のグループや実習のスーパービジョンのグループを担当す

るときに最も重視する規範です。おそらく担当教員が誰かということ

にかかわらず、グループで話し合う場合、この 4 つの規範はたいへん

大事なのではないでしょうか。以下、主にワーカーがモデルを示すこ

とによってメンバーに規範を定着させていくという前提で、それぞれ

の規範の基礎になっているスキルも合わせて説明します。 

2. 傾聴 

傾聴は誤解されやすい概念だと思います。日本では、人は子どもの

ころ「さあ、先生の言うことをよく聞いていてね」と注意をうながさ

れますね。その場合の「よく聞く」というのは注意事項を頭に入れて

おくということです。「言うことをきかない子」という言い方のように、

「きく」ことは「服従する」ことと同じ意味で使われています。つま

り言っている内容がわかれば、それでいいという感じですね。 
ある実習生が病院でケースワークの面接を見学することになったと

き、ワーカーから「しっかり
．．．．

聴いていてくださいね」と言われて、し
．

っかり
．．．

ときいていたそうです。ところが面接が終ってから「あなたは

ぜんぜん聴いていない。そんなことでは実習指導できません」とたい

へん叱られ、実習を中断させられてしまいました。事態が理解できな

いので、私が「どうやって聴いていたの」と聞くと、彼女は（患者さ

んの目の前で）雑誌を読みながら聞いていたというのです。「どうして

雑誌を見ながら？」と私は驚いたのですが、彼女は「目は雑誌にいっ

ていても、耳は面接の方を向いていました」と真顔で答えました。つ

まり彼女はラジオをきくことと人の話を聴くこととを区別していなか

ったのですね。自分の悩みを真剣に話している患者さんの目の前で、

自分が雑誌を読んでいたというのは、たとえ患者さんと受け答えをす

ることが許されてなくても、そんなことをすることは話す人の気持ち

を挫くことになるということを想像できなかったのでしょうか。（彼女

は自分が相手を見たら、かえって相手が話しにくくなるだろうと考え

たと言っていましたが、やはり想像力の欠如だと思います。） 
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Active listening 

聞くというとき hearing と listening を区別すべきです。Hearing
とは耳に音として聞こえることです。マイクのテストのときに会議場

で can you hear me?とか誰かが言っていましたが、耳に自然に入る状

態が hear です。一方 listening は言われている意味を理解することで

す。そこで、この hearing と listening の違いを「聞く」と「聴く」

というように漢字で使い分けている人もいます。 
しかし、専門的な意味での傾聴はただの listening ではないのです。

専門的な傾聴はしばしば active listening と言われます。これは「相

手の言っている意味を理解するだけではなく、自分が理解しているこ

とを相手に示すこと」が含まれます6。相手に示す、あるいはフィード

バックをするという点が非常に重要です。つまり黙っていては active 
listening になりません。私は、あなたが言っていることをこのように

理解したけれども、これでいいですか？というように、たとえば要約

して相手に返していくという積極的な行動が求められるのです。です

から、たとえば「私は話し下手なので、たぶん聴き上手」と言う人が

いますが、それは専門的な傾聴ということでいえば全くの間違いであ

り、ありえないことでもあります。 

演習：会話の要約 

4-6 人のグループで 10 分ほど自由に話し合います（メモ等をとらないでください）。そのあ

とひとりひとり順番に、この 10 分の間に誰がどのような話をして、どのようにグループの

なかでの話し合いがどのように進んでいったのかを、ひとり 30 秒から 1 分で要約して話し

ます（誰がどのような順番で、どのような内容のことを話したかを明確に話すこと）。これ

をすると自分がグループの話し合いをどれくらい聴けていたかわかります。全員が順番に

要約を発表できたら、あとは全体で感想を自由に話し合います。 

Active listening では言語的メッセージだけではなく非言語のメ

ッセージ（特に声と身体のメッセージ）にも耳を傾けます。その重

要性を考えてもらうために以下のバズと演習をやってみましょう。 
 
 

                                                  
6 Nelson-Jones, R. (1997). Practical Counseling & Helping Skills: Text and Exercises for 

the Lifeskills Counseling Model (4th ed.). London: Cassell., p. 100.   
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バズ：声のメッセージ 

クライエントが以下のような言葉を投げかけてきたとします。あなたがソーシャルワーカ

ーなら、どのように応答しますか。隣どうしで意見を交換しなさい。 

[場面 1] 本当に、うちの娘は親孝行で、夫とつねづね、「あんなにいい娘をもっ

て私たちは幸せだね」と話しあっているんですよ。（小さな声で、しかも非常に

沈んだ、低い抑揚のない声で） 

[場面 2] いちばん困っていることはですね、ハハッ、これで就職試験をすべて

落ちてしまったってことなんですよ、ハハハ。もう、これから何をしたらいい

か、まったくわかんないって状態で。ハハハ、（笑いながら、快活な声で） 

演習：身体のメッセージ 

2-3 人で 1 組になります。そして A さんが最近、おもしろく思ったこと（内容は何でも良い）

を B さんに話します。（3 人の場合、C さんはタイムキーパーになります。）①B さんは、身

体は A さんのほうを向いているものの、eye contact（視線を交えること）を決してとらな

いで A さんの話を聴きます（相槌や質問をしても OK です）。この状態で 1 分ほど話してみ

てください。1 分たったら、②つぎに B さんは。顔を見ているものの、疑わしそうな目で、

A さんに対してまったくうなずいたり、あいづちを打ったりしないで聞いてください（質問

はしても OK です）。これで 1 分。そして③最後に A さんと視線を合わせて、うなずいたり

相槌をうったり質問したりして自然に聴いてください。これで 1 分。合計 3 分。ひととお

り終わったら感想を話し合います。 

感情の反映 

相手に対して自分が理解していることを示すことが active 
listening の条件だと書きましたが、理解していることを示す方法とし

て大事なのが感情の反映(reflecting feelings)です7。つまり、相手の感

情をくみとり、その感情にぴったりした言葉をさがしあてて返してい

きます。自分が感じている感情をなんとか相手に伝えようとしている

のだけれど、状況だけ説明しても通じたかどうかわからないと相手が

不安に思っているとき、その感情にぴったりと合う言葉を返してあげ

ると、「あ、それそれ」と相手の顔がパッと変わることがあります。こ

れが専門的スキルとしてできるようになるためには、ワーカーは感情

について豊富な語彙をもっている必要があります。 
                                                  
7 Nelson-Jones (1997). 前掲書, p. 129.  



望ましい規範の形成   255

演習：感情リスト 

ソーシャルワークのクライエントはしばしば自分の感情を判別することが苦手です。それ

は生育過程で、親から自分の本当の気持ちを感じたり、表現したりすることを抑えられて

きた人が多いからだと言われています。たとえば自分が怒っているときに、親から「あな

たは怒っているんじゃないのよ。きっと疲れているのよ」と言われて、自分の怒りを自覚

できなくなった人がいます。悲しくなって泣いていると、「泣くんじゃない、男の子のくせ

に！」と言われて、悲しみの気持ちを抑える習慣がついてしまっていることもあります。

そんなクライエントには感情に関する言葉が並んだリスト（これを the feelings list といい

ます8)を見せて、自分の感情を言語化する援助ができます。そこで、みなさんも、この感情

リストをつくってみましょう。以下、2-3 人で 1 組になり、以下、6 つの領域に入る感情

の語彙をできるだけ多く書き出してみてください。 

＜幸福＞例：楽しい、ときめく、浮かれる  

 

＜怒り＞例：頭にくる、しゃくにさわる、いきどおる  

 

＜嫌悪＞例：呆れる、うんざりする、虫酸（むしず）が走る  

 

＜悲しみ＞例：さびしい、辛い、いたたまれない  

 

＜恐怖＞例：おびえる、ぞっとする、寒気がする  

 

＜驚き＞例：仰天する、どきっとする、愕然（がくぜん）とする  

 

 

                                                  
8 Sheafor, B. W., & Horejsi, C. R. (2003). Techniques and Guidelines for Social Work 

Practice (6th ed.). Boston: Ally & Bacon., pp. 412-413. 
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余談：感情の分類 

感情をどう分類するかは難しい問題ですが、日本語の語彙からすると、喜怒哀楽がもっと

も自然な分け方でしょう9。一方、人間の表情からは前のページにあげた 6 つの領域が考え

られています10。たしかに喜怒哀楽で考えると、恐怖や驚き、嫌悪の感情の語彙がうまくあ

てはまらないような感じがします。 

また言葉だけではなく自分の声の調子や身体の様子にも気をつけ、

自分の声や身体でも相手の感情を反映するように努めます。つまり悲

しい感情を聴いたときには、「悲しいのですね」という言葉を言うだけ

ではなく、相手の感情を反映した悲しい声で、そして悲しい表情で言

うわけです。これを鏡で映すように相手の感情を自分の言葉や声、表

情に表すという意味でミラーリング(mirroring)といいます。 

演習：ミラーリング 

2-3 人で 1 組になります。そして以下のセリフを言うことによって非言語メッセージによる

ミラーリングの重要性を考えてください。 

A：こんどのテスト、あまりできなかったの。結果を知るのが恐いわ（とても不

安そうに） 

B：点数のことが、とても心配なんですね（ニコニコ笑って、快活な声で） 

A：こんどのテスト、あまりできなかったの。結果を知るのが恐いわ（とても不

安そうに） 

C：点数のことが、とても心配なんですね（心配そうな顔と声で） 

A：このあいだ、さあ、ステキな人から声をかけられたの。こんど、いっしょに

お茶することになったの（嬉しそうに） 

B：それで、とても嬉しく思っているんですね（ニコニコ笑って、うなずいて） 

A：このあいだ、さあ、ステキな人から声をかけられたの。こんど、いっしょに

お茶することになったの（嬉しそうに） 

C：それで、とても嬉しく思っているんですね！（苦々しい顔で、吐き捨てるよ

うに） 

                                                  
9 現代言語セミナー(1996)『気持ちを伝える言葉辞典：喜怒哀楽を確かに伝えるこの一言』

実務教育出版.  
10 Ekman, P., & Friesen, W. V. (1987)『表情分析入門』（工藤力訳編）誠信書房.   
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バズ：もともとの顔 

ミラーリングのことを話すと、ある学生さんがこんな質問をしました。「相手の感情を自分

の感情に表現することが大事だということですが、私はもともといつも笑っている顔だと

言われます。その場合はどうすればいいのでしょうか。」あなたなら、その質問にどう答え

ますか。隣の人と話し合ってください。 

余談：「聴」という字 

「聴く」ことは全身で聴くものなのです。上智の神父で、カウンセリングを教えていた人

（もう退職されました）が言っていたことですが「『聴』という漢字のなかには、『目』と

『耳』と『心』がある」。なるほど、たしかにそうですよね。「目」は横向きになっていま

すけどね。ついでに、この神父さん、こんなことも言っていた。「よくごらんなさい。『聴』

の字には十字架もある」。なるほど。脱帽。 

3. 共感 

傾聴と共感(empathy)は似ています。しかし傾聴は手段であって、

共感は結果あるいは状態であるといえるでしょう。共感は相手の感情

と、その感情の背景にある状況を正確にフィードバックすることだと

定義できます11。感情と状況という 2 つの要素があることを忘れない

でください。ときどき感情だけをフィードバックしたらいいのだと思

っていたり（例えば「ふうん、つらかったのね」「嬉しかったんだね」

など）、あるいは逆に状況だけをフィードバックすればそれで充分だと

思っていたり（例えば「お父さんが病気なんだね」「そのとき誰もいな

かったんだね」など）する人がいますが、片方だけでは不十分なので

す。感情と状況の両方をフィードバックすることが大事なのです12。

相手の表現していること、あるいは表現しようとしていることを言葉

によって表現して返すということなのです。 
「よくわかります」というのは共感しているという自分の状況を説

明しているのだけれども、それだけではあなたが実際に共感している

かどうか相手は確かめることができません。共感とは自分が「共感し
．．．．．．．．．．．

                                                  
11 Garvin (1997)., 前掲書, p. 81. 
12 心理学のカウンセリングでは「感情」の方を重視しますが、ソーシャルワークでは「感

情」だけではなく「状況」も同じように重視します。実際に社会資源に結びつけていくと

きに「状況」を正確に理解しておくことは絶対に必要な条件ですから。 



わかりやすいグループワーク 258

ている」という「証拠」を見せること
．．．．．．．．．．．．．．．．．

です。さらにそれが不正確な共

感であれば（つまり不充分な共感であれば）、それを訂正してもらわな

ければなりませんが、訂正してもらうためには自分が共感したと思っ

ている内容（つまり感情と状況）を相手に示し、確かめてもらわなけ

ればならないのです。 

 
バズ：「わかるもんか！」体験 

涙ながらに話している人の話をきいていて「うん、わかるわ」とついひとこと言ってしま

ったために、「あなたなんかにわかるもんですか！」と言われてしまったことはないです

か？ いろんな事情や気持ちがあるのに、それを話し終わらないうちに簡単に「わかるわ」

と言われてしまうと腹がたつものです。あなたの体験として簡単に「わかるよ」と言われ

て腹がたったこと、あるいはわかったつもりで「わかるよ」と言って、「わかるもんか！」

と言われたことがあれば、それを隣の人と話し合いなさい。どちらもない人は、「わかるも

んか！」と怒る人の気持ちを想像して、それに対するあなたの意見を述べなさい。 

「相手の立場にたって考える」のは間違い？ 

共感が難しいのは同じ状況に対しても、違う人は違う感じかたをす

るからです。よく「相手の立場になって考えなさい」と言いますね。

私は、それは間違いだと思います。なぜなら同じ立場になっても、そ

こでどう感じるかは人によって違うからです。 
たとえば、あなたはあなたの大切な人（彼）が大事にしている花瓶

を割ってしまいました。彼はあなたに猛烈に怒りました。あなたは、

とてもショックでした。そのことを、あなたは友達に話しました。す

ると、その友達は、ふんふんとうなずいて、「彼も彼よね、そんな花瓶

のことぐらいで、そんなに怒るなんて」と言いました。あなたは、そ

の言葉に同意できませんでした。なぜなら、あなたは花瓶を割ってし

まった自分に腹がたっていたからです。その友達は全くあなたのこと

を理解していないと思いました。そこで、あなたは話すのをやめまし

た。友達は黙っているあなたが落ち込んでいるのだと思い、それを励

ますつもりで、ますます、あなたに怒った彼を責めました。あなたは、

がまんができなくなって、その友達に「もう彼を責めるのはやめて！」

といいました。その友達は、びっくりして「あなたが辛い思いをして

いると思ったから、言ったのに」と、とても不満そうでした。その友

達は、あなたが彼を責めたい気持ちになっていると想像していたので

した。つまり、その友達はあなたが言おうとした状況は理解していた
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けれども、あなたの感情を確かめることをしなかった。自分だったら、

こう感じるだろうと気持ちを推測して、その推測のうえにたって言葉

を返していたにすぎません。 
このように私たちは通常、相手の感情を言葉で確かめることなく、

相手の立場であれば自分はどう感じるだろうかと想像したうえで言葉

を返しています。しかし、その人の考え方によって同じ状況において

も結果として出てくる感情は違うのです。共感は「相手の気持ちを考

えること」「相手の立場にたって想像すること」だけでは不充分です。

考えるだけではなく確かめることが大事です。ソーシャルワーカーな

どの専門職は自分の想像だけで相手の感情を推し量ってはいけません。 

STC framework 

このことをうまく説明しているのが Nelson-Jones が考えた STC 
framework です13。これは S(Situation：状況)、T(Thinking：考え)、
C(Consequences：結果)の頭文字をとったものです。Framework とは

枠組みですね。つまり、人は状況に出くわしたときに、考えて、そし

て結果としての行動や感情が出てくるということです。S=>T=>C と

いう順番なのですね。ところが一般には私たちは S=>C と考えていま

す。つまり状況があれば、そこで感情や行動が出てくると思っている

わけです。たとえば、 

状況(S)：人から誉められた。 

結果(C)：嬉しい。 

状況(S)：人から叱られた。 

結果(C)：悲しい。 

このような状況と結果のつながりは理解しやすいですね。逆にいえ

ば、こういうつながりだと共感しやすいわけです。ところが、 

状況(S)：人から誉められた。 

結果(C)：苦しい。 

状況(S)：人から叱られた。 

結果(C)：嬉しい。 

という状況と結果はわかりにくいですね。ところが、実際にそういう
                                                  
13 Nelson-Jones, R. (1997). Practical Counseling and Helping Skills (4th ed.). London: 

Cassell., p. 220.  
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状況でこのような結果になっている人がいるとしたら、どういうふう

に理解すればいいのでしょうか。そのときに STC framework を使う

と理解しやすくなります。 

状況(S)：人から誉められた。 

考え(T)：私は誤解されている（誉められる理由はない）。 

結果(C)：苦しい。 

状況(S)：人から叱られた。 

考え(T)：私のことを心配してくれている。 

結果(C)：嬉しい。 

これで、この人が誉められて苦しい思いをしたのはなぜか、叱られて

嬉しく思っているのはなぜかということがわかりました。 

 
バズ：誉められて苦しい理由 

人から誉められると、苦しいとか辛いと思う人がいるものです。その理由のひとつが上に

も書いたように「私は誤解されている」という考えがあるためです。他にどのような考え

があるでしょうか。隣の人と話しあってください。 

 
バズ：STC framework の実習への応用 

以下は、ある人の実習ノートです。この人のノートに描かれた利用者の T（考え）を想像し、

隣の人と話しあってください。 

[児童養護施設にて] 洗濯物を片付けていると A ちゃんが学校から帰ってきた。私が「A ち

ゃん、お帰り。学校は楽しかった？」と聞くと、A ちゃんは「うるせー、ババア、死ねよ」

と言って、私をにらみつけると、自分の部屋にさっさと入ってしまった。 

[精神科デイケアにて] テーブルの上の雑誌を読んでいたら、B さん（男性）が「実習生の

かたですか？」と、話しかけてくれた。年齢の話になって、B さんが「ぼくはもう 40 をす

ぎましたよ」と言ったので、私は思わず「お若いですね。どう見ても 30 代前半に見えます

よ」と言った。B さんは苦笑すると、そのままその場を去った。あとで職員のかたによると、

私のその一言で B さんはとても傷ついたというのである。（この話は、よく聞きますし、私

も経験したことがあります。予備知識なしで、この理由がわかれば、たいしたものです。） 

 

 



望ましい規範の形成   261

余談：トマスの公理 

トマスの公理(Thomas theorem)とは「人が状況をリアルだと定義すれば，結果としてもリ

アルである」という命題です14。たとえば、Ａさんは上司であるＢさんにひどく叱られた。

Ａさんは「私のことを心配してくれているからＢさんは叱ったのだ」と解釈したとすると、

その解釈にしたがってＡさんは振る舞うでしょう。つまり、ＢさんはＡさんのことを心配

してくれているという状況と同じ結果を、Ａさんの行動にもたらすわけです（実際は、Ｂ

さんはＡさんのことを何も考えていなかったとしても）。STC framework と通じる考え方

ですね。 

共感と是認 

これは基礎的なことですが、しばしば共感と是認を混同する人がい

るので、その違いを指摘しておきましょう。気持ちに耳を傾けるとい

うことが、その言い分を認めることに繋がると考え「そんなことは聞

きたくない！」と拒否する人がいますね。あなたは、そのような間違

いをしてはいけません。盗みをしたことを正しいことであると是認す

ることと、盗みをするようになってしまった事情とその気持ちに耳を

傾けることとは違うのです。その区別をするために以下の演習をやっ

てみましょう。 

演習：共感と是認 

2-3 人で 1 組になります。そして、それぞれクライエント役、実習生役、（観察者の役）に

分かれます。以下はクライエント役の最初の言葉です。その言葉から始めて、会話のなか

で実習生役の人はクライエントの行為を是認しないで共感するロールプレイをしなさい。 

事例 1. 児童養護施設にて。「ねえ、ねえ、おねえちゃん、私、おねえちゃんの

ために、高島屋にまで行って、クリスマス・プレゼントを買っちゃったの。12

月のおこづかい、みんな、使っちゃったのよ。だから、おねえちゃんも私にク

リスマス・プレゼント、買ってよね、ね」（その施設では、児童に個人的にモノ

を贈ることを実習生には禁じている） 

事例 2. 障害者の作業所にて。「実習生の目から見て、わかるでしょ。あの職員、

えこひいきが、ひどいんだ。A 君ばっかり、ひいきして。ぜったい、ぼくの方が

                                                  
14 森岡清美他編(1993)『新社会学辞典』有斐閣, p. 728.  
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うまくできていたのに、ぜったい、ぼくを誉めなくていつも A 君しか誉めない

んだ」（実際は、そうではないことを実習生は知っている） 

4. 自己開示 

傾聴と共感の規範ができれば、グループの雰囲気はよくなって、メ

ンバーは自然と自分のことを語りだすと思います。もし、そうならな

ければ適切な自己開示はグループワークにおいて望ましい行動である

ことをメンバーに知らせていく必要があります。 
自己開示(self-disclosure)とは「現在の状況を自分がいかに感じ、認

知しているかを明らかにしていくこと15」であると定義できます。決

して過去のことを話したり、自分の秘密を打ち明けたりすることでは

ありません。このあたりのことは誤解している人が多くいます16。 
たとえば、あるグループで体験したことですが、A さんは自分が親

から暴力を受け虐待されたことをグループのなかで話しました。その

態度は頑なで、自分の話を一気にしますが、それに対していかなる質

問も意見も許さないという態度でした。A さんのその勝ち誇ったよう

な表情からは、以下のような非言語メッセージが伝わりました。「ど

う？ 私の体験に驚いたでしょ？ あなたたちの誰か一人でも私の体験

に勝てる人がいますか？ いないでしょう？ 悔しかったら、私と同じ

くらいのスゴイ体験を披露してみなさいよ。」すると、ワーカーが「A
さん、話し終わったあとの気持ちはどうですか？」と聞きました。A
さんは「どうって？ 別に何もありませんよ。もう、これは過去のこと

ですから！」と答えました。過去のことは話している。しかし現在の

気持ちのことは話せない（あるいは話さない）。つまり自己開示ができ

ていないのです。 
グループワークにとって大事なことは、どれくらい打ち明け話がで

きるかということではなく、いま・ここで(here and now)の感情や考

え方を話すことなのです。たとえば自分の過去や秘密を話さなくても、

自己開示はその意味で充分にできるのです。 
傾聴や共感には制限がありませんが、自己開示には適度な制限があ

ります。いま・ここで感じたことは、なんでもかんでも話せばいいと

いうものではありません。たとえば「いまの A さんの話は、私には退

                                                  
15 Cook, C. W., Hunsaker, P. L., Coffey, R. E. (1997). Management and Organizational 

Behavior (2nd ed.). Boston: Irwin/McGraw-Hill., p. 300.  
16 本書 54 ページ参照。 
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屈でした」と、わざわざ必要もないのに言うことは不適切でしょう。

自己開示は、メンバー相互の尊敬や人権への配慮を当然の前提として

います。 

 
バズ：自己開示なしの打ち明け話 

上の例の A さんは自己開示がないままに秘密を打ち明けたり、過去を語ったりする事例で

した。あなたも、このような事例を自分の身近に見たことがありますか。つまり、一見、

オープンなように見えて、実はオープンではないという人のことです。隣の人どうしで話

しあってください。 

5. 誠実さ  

誠実さとは、genuineness の訳語です。正直なこと、相手に対して

オープンであること、ウソがないこと、ウラオモテがないということ

などを意味します。 
前の節で紹介しましたが、自分の被虐待体験を話し、他のメンバー

を威圧するように見ていた A さんは、この誠実さという点で問題があ

りました。つまり、被虐待体験を話すとき、それはメンバーに理解さ

れたいという気持ち以外の別の気持ちがあって、それをオープンにし

ていないということです。ただ、この誠実さは、傾聴、共感、自己開

示のときよりも複雑でわかりにくい問題を含んでいると思います。 
たとえば、いつも笑っている目をしているのですが、笑っていると

は感じられない人がいて、その人の前では「なんだか得体の知れない

人だなあ」と警戒してしまったことがありませんか。それはなぜでし

ょう。その人は表面ではこういう顔をしていても腹の中では何を考え

ているのかわからないと、こちらが疑ってしまうのです。そういう疑

いを人に抱かせてしまう人は、おそらく、ここでいう誠実さがない人

である（ウラで何を考えているのかわからない）といえます。 
あるいは「いいの、私、そんなこと気にしていないから」と言いな

がら、それを気にしていることがありありと
．．．．．

分かる人がいます。そう

いうとき「あなた、やっぱり気にしているのね」と言っても、「気にし

ていないわよ」と言葉を返してくる。そうなれば、そこでコミュニケ

ーションは切れてしまいます。ここで本人が「本当は気にしているの

よ」と正直になってくれたらいいのですが、なかなか、そうなってく

れません。 
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バズ：「怒ってないよ！」と怒る人 

「怒ってないよ！」と怒る人は、ここでいう「誠実」な人ではないと思います。こういう

人について、あなたの思うところを隣の人と話し合いなさい。 

あるグループで討論になりました。双方とも感情的になってしまっ

て、なにか悪口の言い合いのような形になってしまったのです。その

あと、どちらかが「少し言いすぎたところもあったね。ごめんなさい」

と謝れば、「いいえ、こちらこそ、ついかっとなって、すみません」と

いう言葉が戻ってきたはずだと思うのですが、そうはなりませんでし

た。実際は一人の人が「今日は本当にいい話し合いだった。正直な意

見を交換できてよかった」と、怒ったような表情で冷たく吐き捨てる

ように言ったので、場がしらけ切ってしまったのです。明らかに後味

の悪い話し合いだったのに、それを認めたくないから、「いい話し合い

だった」と先取りしてまとめてしまった。すると他の人は何も言うこ

とができずに沈黙してしまったのですね。 

自己覚知 

誠実であるためには深い自己覚知が必要です17。自分にとって認め

たくない事実を認めることが求められます。ワーカーの立場なのにグ

ループのなかのある特定のメンバーがどうしても好きになれない、感

情的に受容できないということがあるかもしれませんが、そのときに、

そのメンバーの欠点を取り上げて自分の嫌悪感を「合理化」18しよう

としてはいけません。しかし、だからといってワーカーとしてそうい

う嫌悪感をあらわにすることは許されません。嫌悪感は嫌悪感として

認め、それを出さないように考慮すれば、そのメンバーに対して誠実

に向い合うことができます。そうではなくて嫌悪感を嫌悪感と認めな

い場合は、ワーカーの行為は屈折したものとなります。たとえば嫌い

なメンバーに無理に好意的に振舞う「反動形成」19が生じるでしょう。 
このような誠実さを、グループの規範とするようにワーカーは働き

かけます。お互いにウソを言い合うグループではダメなのです。しか

し、ウソは明らかにウソとわかることがありますが、ウソをついてい

る本人はウソと思っていないときがあります（言い換えれば、自己覚

                                                  
17 Garvin (1997). 前掲書, p. 82. 
18 本書 65 ページ参照。 
19 本書 66 ページ参照。 
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知が不充分なのです）。ですから「それは、あなたは本心から言ってい

ないのではないですか」とワーカーが言うと、メンバーは「ウソつき」

という烙印をワーカーから押されたような気持ちになり、ひどく傷つ

いてしまいます。ですから、この規範を定着させていくためには充分

な注意が必要です。 
あるグループで、こんなことがありました。A さんが自分の深刻な

悩みを話しました。そこで私は B さんに「いまの話、聞いていてどう

思いましたか」と聞きました。B さんは「ごめんなさい、他のことを

考えていて聞いていませんでした」と答えました。私は、とても残念

に思って B さんに「ちゃんと聞いていてほしかったなあ。せっかく A
さんが勇気をもって話してくれたのに」と言うと、A さんは、私の言

葉をさえぎるようにして「いいえ、いいんです。 B さんのことばを聞

いて安心しました。あんまり真剣に聞いてもらうと、私の方も心が重

くなりますから」と言いました。A さんは B さんが自分のことで私に

注意をされているのを見て辛くなったのでしょう。そこで「聞いても

らえてなくて安心した」というウソをついたのです。しかし、この場

合、A さんは自分の言っていることがウソであるとは思っていません

でした。このウソはウソだとわかってついたのではなく、自分のこと

が原因で（実際は原因ではないのですが）他の人が批判されていると

いう事態から逃れたいというAさんの無意識の行動だったのでしょう。

こういう場合、ウソをウソと指摘するだけでは相手を硬化させてしま

うだけかもしれません。 

 
バズ：ウソに気づかせる方法 

あなたがグループワーカーであったなら、上の A さんが自分のウソに気づくように、どの

ように援助しますか。また、あなたは友達と話していて、話している本人が気づいていな

いウソに気づいたことがありますか。それは、どんなウソでしたか。あなたは、そのウソ

に気づかせようとしましたか。それとも、しませんでしたか。あなたが、そのような行動

をとった理由は何でしたか。となりの人と自由に話し合ってください。 
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余談：過剰な責任感 

A さんの行動は「過剰な責任感」といって、家庭内不和のなかで育った人に、よく見られる

行動パターンのひとつかもしれません。ある本は、以下のように、アルコール依存症者を

親にもつ子どもたちに、このパターンが現れやすいと指摘しています20。 

子供たちは、家族の中に起こったことに対して、自分に責任があると信じる

ようになる。結局、両親が、「もし、お前がそのように口応えしなかったら、

もしお前が学校でトラブルを起こさなかったら、俺は今夜飲まんでもすんだ」

と言うのは、よくあることだ。. . . これらの子供時代の体験から、アルコール

依存症の親を持つ成人した子供たちは、他の人の感情や行動に対して責任が

あるように思い込みながら成長する。私たちの観察では、これを特にグルー

プ療法の時によく見かける。もし誰かが怒ると、グループの他のメンバーが

即座に自分のせいではないかと思ってしまう。同様に、グループのメンバー

が一人欠席すると、他の者は自分が言ったことが原因ではないかと思い込ん

でしまう21。 

このような家族のダイナミックスは、アルコール依存症にかぎらず、さまざまな問題によ

って生じることは容易に想像できるでしょう。 

Key Words 

集団規範, 規範同調, 規範形成, 初頭効果, 持ち越し行動, モデリング, 傾聴, Active 

listening, 感情の反映, ミラーリング, 共感, STC framework, 共感と是認, 自己開示, 誠実

さ, 自己覚知 

                                                  
20 ただし本書 172 ページにも書いたように、生育歴から性格が決まるような考え方は、ク

ライエントのエンパワメントにもつながらず、ソーシャルワーカーはあまり利用すべきで

はないと思います。 
21 Gravitz, H. L., & Bowden, J. D. (1994)『リカバリー：アルコール依存症の親を持つ成人

した子供たちへの手引』（大越崇訳）星和書店, pp. 106-107. 



グループの発展段階 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
プログラム活動を活用しながら、話し合いを進め、望ましい規範を

定着させることができたら、それからグループワークはどのように発

展するのでしょうか。それを考えるためにグループの発展段階につい

てここで整理してみます。それについては 5 段階に分ける方法が知ら

れ て い ま す 1 。 そ れ は 初 期 (preaffiliation phase) 、  激 動 期

(power-and-control phase) 、 親 和 期 (intimacy phase) 、 識 別 期

(differentiation phase)、分離期(separation phase)です。以下、ひと

つひとつ説明していきましょう。 

1. 初期 

初期とはグループのメンバーの間の距離が大きく互いに遠慮がちで、

まだ交流も活発ではない段階をいいます。どのグループも、この段階

から始まるのですが、問題はいつまでたってもグループがこの段階に

留まっている場合があることです。 

                                                  
1 Barker, R. L. (1995). The Social Work Dictionary (3rd ed.). Washington, DC: National 

Association of Social Workers. 初期、激動期、親和期、識別期、分離期の訳語は私がつ

けたものですので、別の訳語があるかもしれません。 
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なぜ一部のグループはグループワーカーの努力にもかかわらず、い

つまでたっても初期状態から脱出できないのでしょうか。その理由を

いくつか以下に説明しましょう。 

目的が定まらないと初期状態が続く 

まず考えられる原因としては、グループの目的が定まらない、グル

ープワークの契約があいまいで頻繁に変わるということがあります。

メンバーは集まっても何のために集まっているのかわからない。だか

ら、何を発言していいのかわからない。そのグループに自分がいてい

いのかどうか確信がない。そのために落ちついてグループの話し合い

に取り組むことができないのです。 
たとえば、昔の私の実習スーパービジョンのグループがそうだった

ように思います。まだ上智にきたばかりのころは、スーパービジョン

で何を私がすればよいのか、よくわかりませんでした（いまは、そう

ではありません。ご安心を！）。そこで学生たちのニーズに答えればい

いのだと思って、よく学生たちに「みなさんが自主的に何をしたいの

かを言ってください。それに私が合わせます」という言い方をしてい

ました。しかし学生たちは「でも、私たちはスーパービジョンがどう

いうことなのかわからないのだから『自主的に』と言われても何を望

んだらいいのかわかりません」と言っていました2。 
また、たとえ目的や契約が定まっても、メンバーがそれに納得して

いない場合も初期状態が長引きます。納得していなくても、それを言

えなくて、何となく気がのらないままにグループに参加している。そ

ういう状態ならばグループは発展しません。目的が定まらないからグ

ループワークがうまくいかないことがわかっても、だからといってメ

ンバーの意思を無視して無理やり、強引に決めてもうまくいきません。 

 
バズ：目的が決まらないグループの例 

あなたの身近なグループで、その目的が決まらないために、いつまでたってもグループが

初期状態から脱しなかった例を思い出し、その体験を隣の人と話し合ってください。 

                                                  
2 ここにおいて既に述べたリーダーシップの状況理論が使えます（本書 141-143 ページ参

照）。つまり、学生たちは「やる気」はあったが、どうやってスーパービジョンを受けた

らいいのかわからない。その follower readiness は低能力・高意欲だといえます。その学

生たちに私は「おまかせ・タイプ」のリーダーシップをとっていたから不適応を起こした

のです。理論に従えば、そこでは学生たちとの人間関係に十分に配慮しつつ丁寧に説明す

る「ていねい・タイプ」のリーダーシップをとるべきでした。 
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メンバーが固定しないと初期状態が続く 

メンバーが固定しない、メンバーの出入りが激しいというとき、や

はりグループは発展しません。10 人ぐらいのグループでグループワー

クを始めたとします。しかし 1 日目には 5 人の人が欠席だったとしま

しょう。残りの 5 人で、これからの方向づけとか目的を話し合い「じ

ゃあ、これからこういう方向でやっていきましょう」と契約できたと

します。しかし 2 日めで、その 5 人のうちの 3 人が欠席して、前日欠

席していた 5 人が出席したとしますと「前回こういうことが決まりま

した」とワーカーが言っても欠席していた人は納得できないかもしれ

ません。「欠席していたから文句はいえない」と思って納得できないま

まに参加していても、参加は消極的になってしまいます。かといって

2 日目に改めて方向を決めなおすと、こんどは 1 日目に出席していて

2 日目に欠席していた人が、3 日目に来たときに「では 1 日目に出席

して自分たちが話しあったことは何だったんだ。無駄だったのか」と

不満をもつことになります。ですからメンバーの出席率が悪いグルー

プはグループワークが非常に難しい。グループとして発展しないので

す。しかし open group3では、後から自由に新人が入ってくるという

仕組みになっていますから、グループを発展させるのが難しくなりま

す。 
ただし治療的なグループワークの場合には、状態の悪い、自分たち

の過去を思い出させるようなメンバーと話しあう機会ができ、古いメ

ンバーは自分が病的な状態から回復してきたことを確認することがで

きると言われています。また新しいメンバーはグループワークに参加

していれば、これだけ問題が改善されるのだという「証拠」を見るこ

とができ、グループワークの参加への動機づけがなされることがあり

ます。 

 
バズ：初期状態に留まっているグループ 

いつも集まる人の顔ぶれが違っていて、なかなかグループとして発展できなかった例など、

いつまでも初期状態に留まっていた、あなたの身近なグループについて考え、その体験を

隣の人と話しなさい。 

                                                  
3 本書 201 ページ参照。 
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2. 激動期 

初期の静かな状態からメンバー同士が親しくなると、グループは混

乱の時期を迎えます。それが「激動期」です。初期においては、メン

バーは目標も理解できず、メンバー同士の関係も深くはないために疑

問や意見があっても充分にそれを出せません。しかし、グループが順

調に発展すれば、グループワークに対する理解やグループへの信頼や

愛着も深くなり、これまでの疑問や意見が多くのメンバーから堰
せき

を切

ったようにどんどん出てきます。 
たとえばリーダーシップについても初期においては、声が大きかっ

たり物事をはっきり言ったり、社会的地位が高かったり年齢が上の人

がリーダーとして選ばれがちです。しかし、この時期になるとリーダ

ーとなるのに本当に適した人がメンバーの間で明らかになってきます。

「A さんではなくて B さんがリーダーだったらよかったのに」という

声が出てくるわけです。すると悪くすると初期からのリーダーであっ

たAさんと新しくメンバーの人望を集め始めているBさんとの間に葛

藤が生まれてしまいます。 
この時期はワーカーの舵取りが非常に重要になります。たとえば、

この混乱を抑えたいために、A さんではなくて B さんをリーダーにし

たいというメンバーの気持ちを無視したり、あるいは簡単な多数決で

新しいリーダーを決めたりした場合には、メンバーの積極性は否定さ

れ、メンバーは失望するでしょう。この時期にメンバーの積極性を評

価し、ワーカーの介入によって新たな葛藤をみんなが満足するように

解決することができれば、グループは見違えるように、より凝集性の

高い素晴らしいグループになっていきます。 
ただ、この時期にメンバーが挫折を経験し、またもとの初期状態に

戻ってしまうことは稀ではありません。悪い場合はグループそのもの

が崩壊してしまうことがあります。 
たとえば、ずいぶん以前になりますが、上智大学の社会福祉学科で

実習が必修科目だったころのことです。実習指導のグループも少し親

しくなりかけて、学生たちが自分の気持ちやグループへの要望などを

話し始めたことがありました。ところが本音が出たところで、みんな

の気持ちが余りにバラバラであることが見えてしまったのです。そし

て、そのとき最も発言をしていた人が残念ながら実習について否定的

なことばかりを言っていた人たちでした。「私たちは実習なんて、やる

気がないんです。それはやる気のある人には申し訳ないと思うんです
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が、それはもう仕方がないんじゃないですか」と言っていました。実

習に意欲をもっていた人は、その発言に失望して「では、なぜ、この

授業に出ているの？」と聞いたら、彼らは「それは必修だからですよ。

だから実習が必修であるのはカリキュラム上、問題があります」と、

学科のカリキュラムの問題について投げやりな態度で批判を続けまし

た。Bion の「闘争と逃避の仮定」4のとおり、グループは、学科のカ

リキュラムを批判することで一時的にまとまったような感じになりま

した。しかし、そのカリキュラムの上にグループが成立しているので、

結論として自分たちのグループ自身を否定することにあり、グループ

の雰囲気は白けきったものになってしまいました。 
私の間違いは、そういう彼らの態度を受容するつもりで、実際は是

認したような印象を学生たちに与えてしまったことでした。それで「実

習はやる気がなくても良い」「スーパービジョンは意欲を見せずに、た

だ出席するだけで良い」という規範が定着してしまい、私のその学年

での実習スーパービジョンのグループは、卒業後、専門職に進んだ人

が多かったにもかかわらず、その人たちもグループのなかでは自分の

実習に対する意欲を出さなくなってしまいました。激動期を経て、グ

ループは前よりも一層、悪い状態になってしまった例が、そこにあり

ます。 

 
バズ：激動期 

あまり親しくなかったグループにおいて、みんなが親しくなりかけたとき、大混乱が起き

た経験はありませんか。そして、その混乱のあとはどうなりましたか。仲良くなりました

か、それともバラバラになってしまいましたか。その体験を思い出し、隣の人と話しなさ

い。そのような体験がない人は、こういう混乱がなぜ起こるのかを想像してみなさい。 

3. 親和期 

親和期はグループとして一番楽しい時期でしょう。グループのメン

バーは we-feeling5を強くもっています。メンバーは本音を自由に言い

合いますが、それでグループの信頼関係が揺らぐとは考えていません。

少しばかり乱暴な冗談を言っても誰も傷つかず、安心できる場所にな

っています。 

                                                  
4 本書 125 ページ参照。 
5 本書 245 ページ参照。 
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私の経験では、ある年度のゼミが、こんな感じになりました。卒業

後も毎年のように合宿をやって、朝まで話すということをやっていま

した。仕事のこと、恋愛のこと、結婚のこと、何でもそのグループに

なら話せるという雰囲気でした。集まるメンバーが欠けると、その人

がいないことがなんとなく物足りなく感じがして、グループみんなが

集まらないと寂しい気持ちがするのでした。 
社会福祉演習のグループや実習スーパービジョンのグループでも、

この親和期に入ったと思われたものがいくつかありました。授業が終

ったあとでも、いつまでもみんなが話していたり、また土曜日の日に

わざわざ大学に集まって飲み会をしていたりしていたようです。 
ただ、そういう親和期に入ったグループでも、よく見ると 1 人か 2

人、孤立してしまっている人がいたりします。そういう孤立者は全く

グループに顔を出さなくなるし、あるいは顔を見せても飲み会などで

は皆がなんとなく、その人が欠席することを望んでいる雰囲気を感じ

たりしました。ワーカーは、そういう人たちの存在を忘れず、グルー

プに受け入れられるように援助すべきだと思います。 

 
バズ：親和期 

グループの親和期を体験したことがあれば、それを隣の人と話し合いなさい。無い人は、

ぜひ残りの大学生活のなかで、そういうグループ体験をしてもらいたいと思います。 

4. 識別期 

親和期ではメンバーはグループとの一体感をもっていますから、グ

ループのなかの仲間はみんな似た者どうしだと思っています（たとえ

年齢や性、職業が違っていても）。しかし、しだいにメンバーは各自の

状況に目を向け始め、自分と他のメンバーとの違いを意識し始めます。 
たとえは、上に紹介したゼミのグループは、親和期を経て、識別期

に入りました。とても仲の良いゼミの卒業生のグループでしたが、卒

業して何年もたつと、仕事の違い、生活の仕方の違いで、しだいに違

いの大きさが目立ってきました。また結婚生活を始めた人も増え、独

身者との時間の感覚も変わってきます。結局、べつに仲違いしたわけ

ではないけれども、しだいに会う回数が減っていきました。 
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バズ：識別期 

どんなに仲の良いグループでも時間が経てば自然にバラバラになっていきます。そのプロ

セスは識別期の特徴と一致したでしょうか。自分の体験をふりかえり確かめてみなさい。 

5. 分離期 

良いグループワークであればあるほど、グループの最後は感動的な

ものになります。グループワークの終り方は非常に重要なテーマです

ので、これは章を独立させて説明したいと思います。 

 
バズ：分離期 

グループワークのグループが分離期に入ったとき、まだグループを失いたくないと思って

いるメンバーがいるとしたら、そのメンバーはどのような反応をすると思われますか。想

像してみなさい。 

 
バズ：発展段階のまとめ 

あなたが、さまざまなグループ（友人のグループ、サークルのグループなど）で体験した

親和期、識別期、分離期の思い出を隣の人と語りあいなさい。思い出せない場合は、隣の

人の体験を聴いてみましょう。「ああ、そういえば」と思い出すかもしれませんよ 

Key Words 

初期, 激動期, 親和期, 識別期, 分離期 
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むだばなし 

里の住人：仙人のお話しには矛盾があるような気がするんですが。 

山の仙人：そうかえ？ 

里の住人：へえ。たしか、バッタがいなくなると頭のバランスが悪くなって、それで、まあ、ヘ

ビとか、別のムシとかが住みつくとか、おっしゃいましたよね。  

山の仙人：ふむ。言うた。 

里の住人：でも、バッタとか、ハエとかは、とても軽いものだから気にする必要はないと、この

テキストの最初の「むだばなし」で、おっしゃいまいたよ。 

山の仙人：ほんなことを言うたかのう。 

里の住人：おっしゃいました。 

山の仙人：言うたかもしれんが、そんなことは、どうでもええことじゃ。わしの言うたバランス

というのはな、重さのことなんぞではないからの。 

里の住人：と、いいますと？ 

山の仙人：つまり頭にバッタがおるということは、向かいおうた人が、対話の相手を見る代わり

に、その頭の上のバッタを見るということじゃ。それでバッタがおる本人と、その人と向かい

あう人とは、本当に視線を交えて出会うことがないのじゃな。 

里の住人：それは、お聞きしました。バッタが邪魔をしているわけですな。 

山の仙人：邪魔というよりは、なんじゃなあ、壁になっているのじゃ。 

里の住人：壁？ 人と人との間の壁ですか。 

山の仙人：そうじゃ。 

里の住人：つまり壁があるから、視線が交わらないということですか。 

山の仙人：そこが難しいところじゃ。わしが、あのバッタの男を見とるとのお。その壁に隠れて

おったような感じなのじゃ。 

里の住人：バッタの陰に入って、その人が隠れていたというのですな。 

山の仙人：ふうむ。隠れていたというか、自分を隠していたというか、そんな感じじゃな。 

里の住人：じゃあ、バッタがいなくなると隠れるところが無くなるわけですな。 

山の仙人：そうそう。おまえさん、ものわかりが早いのお。そのとおりじゃ。 

里の住人：つまり、バッタを頭に乗せていた人は、バッタにとりつかれたというより、バッタを

利用していたんだと、仙人は言いたいわけですな。 

山の仙人：まあ、そこまでは言わん。バッタを利用したなんていうことは本人は思ってもいない

じゃろう。なにせ、バッタが頭におることも知らんのだからのう。 

里の住人：しかし、バッタがいなくなったとたん、居心地の悪さを感じるわけですな。自分を隠

す場所がないから。 

山の仙人：そうじゃ。だから、バッタを駆除してもすぐに別のムシが入ってくるのじゃよ。 



グループの構造 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
グループの発展段階について前の章で説明しましたが、グループが

いま、どの段階にいるのかを判断するときに役にたつのがグループの

構造を理解です。構造にはコミュニケーション構造、ソシオメトリッ

ク構造、役割構造、勢力構造の 4 つのタイプがあります。 

1. コミュニケーション構造 

コミュニケーション構造は、誰が誰に何をどういう状況で話してい

るかということに関係します。コミュニケーション構造を調べるには、

次のような演習をしてみるといいでしょう。 

演習：コミュニケーション構造 

8 人でひとつのグループをつくります。そのうち 4 人を観察者にします。そして残りの 4

人（A, B, C, D）は自由に話しあい、下のような表をつくって誰が誰に話しかけたかを観察

します（表に書く順番を共通にすると、あとで表を比べるのが容易になります）。1 回はな

しかけると、ひとつ線をいれて数えるのです。あとで 4 人の観察結果をくらべてみて正確

に数えられたかどうか点検してみましょう（数よりも、どのコミュニケーションが多かっ



わかりやすいグループワーク 276

たか、その傾向が一致すればよい）。また、その観察結果を見て、観察された側の 4 人も感

想を話しあいます。観察する時間は 5 分、話し合いの時間は 5 分とります。なお観察され

ている人は、ぜひ演技してみてください。たとえば、わざと独り言を天井に向かって言う

とか。ひととおり終われば立場を変えてやってみます。以下に分析例をあげます。 

 

コミュニケーション構造分析 

 

 A B C D 数人 全員 なし 

A X 5      

B 5 X   2   

C   X    3 

D 2   X    

 

左はある年度の授業のなかで、4 人のグループを他

の 5 人が観察した結果です。それぞれの観察のな

かで頻度が多かったコミュニケーション（たとえ

ば A->B など）をいくつか抜き出し、それを他の人

と比べて、他の人のシートでもそこが抜き出され

ているものだけを上の表に書き入れました。つま

りA->Bへのコミュニケーションは5人の人全員が、

頻度が上位 3 位以内のものとして選んだというこ

とです。この例を図で表現すると左のようになり

ます。B は複数の人に声をかけているということで、

円を少し大きくしてみました。 

[この演習に際しての注意] 

 長く一人で話し続けている人の場合は、適当に、他の人が一回で話す量の 2 倍話して

いたと思ったら 2 回、3 倍話していると思ったら 3 回と数えてみてください。だいたい

の傾向がわかればいいので、細かい回数にこだわる必要はありません。  

 観察後、複数の観察者の演習シートを比べたとき、同じ場所（マス）に多くチェック

が入っていたら、観察は成功だったと見てよいでしょう。あまりにも他の人とパター

ンが違っていたり、観察者の観察結果が互いに一致しなかったりすると、観察技能は

訓練の必要がありそうです。 

話
し
か
け
た
人 

話しかけられた人 

A 

B 

C 

D

Communications structure 
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 ABCD の役になった人は、観察されやすいよう、正方形の頂点に座るような感じで向

かい合ってください。ちょっとお互いに離れたほうが良いでしょう。  

 言葉があまり出ない場合は、視線や表情など、ノンバーバルによるコミュニケーショ

ンの構造に注目してみましょう。  

 だいたいの結果が一致したら、左のページのような図を描いてみましょう。 

実際に何度か授業中にこの演習をやってみましたが、面白かった

のは話しかけられた人が「なし」というふうに数えられたコミュニ

ケーションがいくつも見られたことでした。つまり、下を見て独り

言のように発言するとか、誰かが聞いてくれることをほとんど期待

していないように（たとえば天井を見て）話しているとか、そうい

うコミュニケーション行動が見られたということです。 
また、このような記録をとることで自分の観察力がわかります。

あまりにも自分の観察結果が他の人と違うようでしたら練習が必要

だということでしょう。 
さらに、自分のコミュニケーションの癖に気づくきっかけになる

かもしれません。たとえば、全員に話しかけているつもりが、記録

では誰にも話しかけていない（天井や床に話しかけているようにし

か見えない）ということがわかると、自分のコミュニケーションの

癖をどのように直したらいいかというヒントが得られるかもしれま

せん。 
さて、実際のグループワークのなかで、このようなコミュニケー

ション構造を明らかにしておくと、いろいろな問題に気づけるよう

になるでしょう。たとえば、あまりにも話しすぎる人、あるいはま

ったく話していない人がいれば、この構造によってわかります。あ

るいはワーカーだけ、あるいは特定の人だけに話しかけている人が

いるかもしれません。 
このような観察によって、メンバーがあまりにも偏ったコミュニ

ケーション行動をとっていることが明らかになったら、それはなぜ

なのか考えてみましょう。ワーカーに認められたい、メンバーから

疎外されているように感じている、自信がない、特定の人が苦手な

どいろいろな原因が考えられます。そのような問題になる行動をと

っているメンバーには、自分の行動の問題点に気づくよう援助して

みましょう。原因については直接本人に問いただすと、非難されて

いるように誤解されることがあるので注意しましょう。 
グループワークに構造を入れる（構造化する）ということを、す

でに学びましたが、そのときの構造とはこのコミュケーション構造
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を意味することが多いのです。つまりどのような順番で話すか、誰

が誰に話すかという構造をワーカー側から指定してしまうことがで

きるわけです。しかし、それだけではなく次に述べる役割構造にお

いても構造を入れるときに問題になります。 

2. 役割構造 

役割にはフォーマルなもの(formal roles)とインフォーマルなも

の(informal roles)があります。フォーマルな役割とはグループのな

かの議長とか会計係、記録係など、みんなが合意のうえで決めた明

確な役割のことです。フォーマルな役割から構成されたものをフォ

ーマルな役割構造といいます。グループワークに役割構造を入れる

というとき、話し合いに司会や進行担当、問題提起者といった役割

を決めることを意味することもあります。 
これとは別にインフォーマルな役割があります。インフォーマル

な役割とは誰も表だって決めたわけではないのに、なんとなくある

特定の人に特定の役割が決まってしまっているものです。みなさん

の仲良しグループを考えてみてください。たとえば A さんはいつも

みんなを笑わせます。こういう人は「道化」(clown)の役になってい

るのです。グループにはいると、A さんには「またあの人はみんな

を笑わせてくれるだろう」という役割期待が与えられ、A さん自身

もその期待を感じて「道化」の役を実行します（役割遂行）。A さん

自身がそれで満足していればいいのですが、A さんがいつになく悩

んでいて真剣な話をしたいときにも、グループのみんなはいつもの

ように A さんに「道化」の役しか期待しない。深刻な話をはじめる

と「やめろよ、おまえらしくもない」と笑われてしまいます。A さ

んは、みんながつくりあげてしまった「道化」という役割に閉じ込

められてしまっているのです。 

余談：道化の涙 

あなたが、そんな「道化」だとしますね。いつも、みんなを笑わせているあなたも昨夜は

彼との間で別れ話がでて、いつになく悲しく辛い。しかし、いつもの仲間と喫茶店に行く

と、みんなが「なんか面白いことを言ってくれるにちがいない」と、もう顔は笑う準備を

して、あなたの方を見つめている。あなたは、ジョークを言うしかない。みんなが冗談ば

かり言うあなたを待っている。あなたは昨夜のことを思いだして胸がいっぱいになり、い
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まにも涙があふれてきそうで声がつまってしまう。すると、みんなは「あれぇ、どうした

のよぉ」とあなたの顔をのぞき込む。ほら、もうみんなの目は笑っている。あなたが笑わ

せてくれるのを待っている。あなたは笑わせなければならない。どんなことを言ってもも

う、みんなは笑う準備をしている。失恋して涙を流すあなたなんて誰も期待していない。

それは、あなたの役ではない。あなたは「道化」。あなたに楽しませてもらうことを、みん

なは待っている。ずっと前から、あなたは、みんなを笑わせてきた。だから今朝もあなた

はみんなを笑わせなければいけない。あなたは唇を噛み、涙をこらえる。そして、いきな

り「イェーイ！」と、ブイサインを出して、「きのう、風呂からあがって、酒飲んでたらさ

ぁ、裸で寝ちゃってさぁ、もうひでぇ風邪なんだぁ」と大声で言って笑う。「裸で寝たって、

バッカじゃないの！」と、誰かが答えて仲間はどっと笑う。そうだ、それでいいのだ。ど

んなつまらないことでも、あなたが言えば、みんなは大笑い。みんな笑うために、あなた

のところに集まっている。あなたが、たとえ「私は、今日、死んでしまいたい気分なの！」

と言っても、みんなはどっと笑うだろう。あなたが何を言おうと誰も真剣に聞いていない。

あなたが言うのは冗談だと決められてしまっている。しかも、それにあなたは合わせてい

る。「道化」を演じている。それしか、あなたが仲間に受け入れられる方法はない。「道化」

が泣いてしまっては仕事にならない。仲間といっしょに大笑いして、コーヒーを少しスカ

ートの上にこぼしてしまったら、「やっだぁ、もう、ちょっと洗ってくる」と言って、あな

たは陽気に立ち上がる。トイレのなかに入り、戸をしめて、水を流し、音が聞こえないよ

うにしてから、あなたはハンカチをにぎりしめ、唇をかみしめながら声をしぼるように泣

きはじめる。ほんの短い間に、たまった涙をできるだけ出したら、赤くなった目を水で冷

やす。気づかれないかと心配しながらテーブルのところまで戻ったら、もうあなたは次の

冗談を待ちながら、もうすでに口もとは笑っている仲間たちの視線をあびる。すると、あ

なたは、まだ乾いていない涙のあとも忘れて、つい、なんの意味もないガッツポーズをや

ってしまうのだった。 

インフォーマルな役割のなかには、他に「裁判官」があります。グ

ループがふたつに分かれたとき、あるいは仲良しグループのなかで対

立がおこったとき、いつも間にはいってどちらかを裁こうとする人で

す。また「外交官」という役割は同じようにグループの対立のなかに

はいろうとする役割ですが、双方の顔をたてるように仲裁することに

懸命になります。 
インフォーマルな役割は自分がこういう役割をしようと思って、で

きるものではありません。たとえば、あなたが「裁判官」の役割をし

たいと思っても、そうすることをグループが認めてくれなければダメ

です。また逆に、グループから決められてしまった役割を自分は果た

したくないと抵抗しても、なかなかその役割から逃れられないもので

す。グループは、あなたにそういう役割を期待するからです。役割は
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グループのダイナミックスのなかで決められてしまうのです。 
あなたがワーカーになったとき誰がどのような役割を果たしている

のか理解すべきです。とくにインフォーマルな役割構造についてはメ

ンバーは誰も明確には気づいていない場合が多いので、あなた自身の

観察で発見しなければいけません。そして、その役割からのがれたい

と思っているメンバーがあれば、その人を援助すべきです。「道化」の

役割を期待されてきた人は、こんどは真面目な話をしたいのかもしれ

ません。「裁判官」になってきた人は、もっと自由に自分の意見を言い、

気持ちを表現したいのかもしれません。ある女性はグループの「お母

さん」になってしまっていて、いつも人の世話ばかりしていて彼女自

身が自分のニーズを出しても誰も注意を向けてくれません。グループ

から期待されている「お母さん」役割から自由になれないのです。固

定的な役割構造はメンバーを不自由にさせるかもしれません。ワーカ

ーは固定的な役割構造を必要ならば壊していくことが求められます。 
インフォーマルな役割のなかでも悲劇的なのは「スケープゴート」

(scapegoat)です。ひとりが攻撃されて、それでグループがまとまるの

です。「いじめの構造」も scapegoat をめぐるインフォーマルな役割構

造として理解できます。Bion の「闘争と逃避の仮定」を合わせて考え

ると1、人の集団は本当のつながりがなくて不安定である場合、誰か一

人に攻撃の対象を絞ることによって集団全体の不安定感を減らそうと

します。いじめられる側には何の問題もないのに、集団全体の人間関

係が希薄で不安定であるために集団に充満した不安を攻撃によって解

消するための「はけ口」にされてしまうのです。いわば、ゴム風船に

閉じ込められた空気が、どんどん量が多くなるにつれて、いつか風船

の表面が薄くなっているところに穴があき、そこから爆発的に空気が

出ていくようなものです。ですから、誰だって「いじめ」の対象にな

る可能性があります。そういう構造を無くすためには集団全体の不安

感を減らすしかありません。「いや、そうではない、いじめられる方に

も問題があった」と、あなたがもし思うのなら、帰属理論でいえば、

人は原因を人の外よりも中に求める傾向があるという fundamental 
attribution error についてもう一度学んでもらいたいと思います2。 
以上、インフォーマルな役割のマイナス面ばかりを強調してしまい

ましたが、もちろんプラスの面もあります。ある女性は、グループの

                                                  
1 本書 125 ページ参照。 
2 本書 70 ページ参照。 
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なかで少し年上であるために「異質の人」3になりがちでした。しかし

社会人としての経験豊富な彼女に、いろいろ相談してみる事をメンバ

ーにうながし、彼女がアドバイスしたり、他のメンバーのサポートで

きる機会を増やしたりして、ワーカーは意図的に彼女が「グループの

お母さん」というインフォーマルな役割を得られるように援助し、彼

女もその役割を引き受けることで、グループのなかでの居場所が得ら

れたような気持ちになったのでした。 

余談：場所とり M 君 

私のゼミに M 君という人がいました。ゼミの飲み会の場所とりは、なぜかいつも M 君がや

っていました。みんなも M 君にそういう役割を期待していました。ある日の夕方、ゼミの

仲間で飲み会にいくために(現在はもう無くなった)6 号館の入り口で集まっていました。外

は冷たい雨が降っていました。「こんな冷たい雨のなかを、いろいろ空いている店を探すの

は嫌だよねえ」と、みんな言いながら、なんとなくその視線が M 君に集中しました。M 君

はそれを察知して「あ、じゃあ、僕、行ってきます」と言って、傘もささずに飛び出して

行きました。その後ろ姿を見て誰かが笑いながら「インフォーマルな役割構造だよねえ」

と言いました。M 君はどう思っているんだろうと、そのあと、雨で濡れた髪の毛をハンカ

チで拭いている彼に私は聞きました。M 君は「Clown ですよね、僕は」と笑っていました。

Clown と英語で答えてくれたことがとても印象的でした。（M 君は現在、第一線のソーシャ

ルワーカーとして活躍中です。） 

 
バズ：仲良し仲間の役割構造 

あなたの仲よしグループや家族の役割構造を考えてみなさい。誰がいつも笑わせる役（道

化）か、誰がグループをひっぱっていく役か。「外交官」「しきりたがりの姉御」「甘えん坊

の末娘」など、いろんな役割を考えてみなさい。 

3. ソシオメトリック構造 

ソシオメトリック構造とは、すでに学んだソシオメトリー4で描かれ

る図（ソシオグラム）において明らかにされる構造です。グループワ

ークの場合は、誰が好きで誰が嫌いかなどと質問紙に書かせるような

ことは実際的ではないでしょう。そんなことをしなくても、この構造

                                                  
3 本書 193 ページ参照。 
4 本書 137 ページ参照。 
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を調べることができます。たとえばグループのなかで誰と誰がよく話

すか、誰と誰がいっしょに部屋にくるか、誰がいつも一人でくるか、

あるいは帰るとき誰と誰がいっしょに帰っていくかを見て記録してお

きます。座る位置も大切ですね。サブ・グループの構造は座る位置に

現れているものです。ですから出席者はかならず座る位置がわかるよ

うに記録しておきます。 
ソシオグラムを描くことによって孤立している人を探し出し、その

人たちがグループに受け入れられるように援助することができるでし

ょう。グループの全体から排除されているサブ・グループにも注目で

きます。 

4. 勢力構造 

グループのなかでは、力をもっているメンバーとそうでないメンバ

ーがいます。まえに SYMLOG のところで U 行動と D 行動について

述べました5。また A さんは B さんに対して力はあるが、C さんには

力がないということがあります。さらに同じく力があるといっても、

言うことをきかないと後で暴力をふるうというような仕方で相手に影

響力をもつこともあれば、社会経済的な地位が高い人が、そういう特

性を賞賛する人に対して影響力をもつことがあります。また弁舌や指

導力から周囲の人に影響力を与えやすい人もいます。つまり誰が誰に

対して、どのような意味で力をもっているのかということは複雑な問

題ですが、それを簡略に示すのが勢力構造(power structure)です。 
どういう人が力をもちやすいかは、メンバーの性格によって異なり

ます。たとえば子どもたちの間では腕力があったり体格が良かったり

する子どもが力を持つかもしれません。オトナの間では地位や財産が

ある人が力をもちやすいのかもしれません。ワーカーは、そのような

場合、力をもたない人の弁護にまわることが求められるでしょう。 
また、特定の人が不適切な仕方で力をふるっている場合は、ワーカ

ーはそれを押しとどめなければいけません（たとえば自由な発言を禁

じるような力の使い方をするなど）。しかしながら力を持ってしまって

いる人が、自分が不適切な仕方で力を使っているとは自覚していない

ときがあります。たとえば女性ばかりのグループで A さんは何でもズ

ケズケと大きな声で言う人だとしますね。気が弱そうな B さんが、ぼ

                                                  
5 本書 131 ページ参照。 
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そぼそと小さな声で「私の夫は私にやさしくない。ときどき私なんか

死んでしまった方が、みんなが喜ぶような気がする」といったとき、

A さんが「あんたそんなバカなこと考えてるの！ 冗談でしょ！そんな

しめっぽい話されたら、あたしはいいけれどね、みんな迷惑だわよ！」

と大声で、ビシッと言われると、他の人は B さんを慰めようとしても

声が出せなくなる。B さんも下を向いてしまい自分の発言を後悔して

いるように見えます。しかし当の A さんは B さんが深刻に悩んでいる

とは思ってもいない場合があり、B さんに言ったことばも「しっかり

しなさいよ」というぐらいの軽い励ましのつもりだったりするのです。 
また、ワーカー自身の力はワーカーが必ずしも自覚していないもの

です。私がワーカーとして働いていたときも自分がメンバーに対して

命令調で話さない、対等な者としてつきあうという自覚をもっていれ

ば、ワーカーは友人のように対等なメンバーのようにふるまえると思

っていました。しかし、そうではないのですね。ワーカーはどんなに

メンバーのようにふるまおうとしても、メンバーから見ればワーカー

なのです。そして他のメンバーが言う言葉よりも（ふつうは）はるか

に重みをもって、ワーカーの言葉はとらえられます。メンバーから「し

っかりしてね」といわれると、「そうだ、がんばらなくては」という気

持ちになりますが、ワーカーから同じような調子で「しっかりしてね」

といわれると、ワーカーの背後にある「力」によって、その言葉はワ

ーカーが予期しなかったほどに強いものとして理解され「私は評価さ

れていないのだろうか」とメンバーを悩ましてしまうこともあります。

他のメンバーから褒められると嬉しいだけなのに、ワーカーから褒め

られると他のメンバーから嫉妬されることを恐れて不安になる人もい

ます。また、その期待が重すぎるような気がしてかえってグループか

ら遠ざかってしまうこともあるでしょう。あなたがワーカーになった

ときには、くれぐれも自分がワーカーとして個々のメンバーに対して、

どれだけの力をもっているのか自覚しておいた方がよいでしょう。 

演習：勢力構造 

あなたの身近なグループ（バイト先、サークル、家族など）を取り上げ、そのなかで力が

強い人を大きな丸で、力が弱い人を小さな丸で描いてみてください。そして誰にとくに影

響力があるかを矢印で表現してみてください。そのあと、隣の人に、その図を使いながら、

グループの様子を説明してみてください。次の例は、ある人の家族の勢力構造です。母親

が一番、大きな力をもっていて、父親は孤立している様子が描かれています。 
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勢力構造 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

演習：グループの構造を描く 

ソシオグラムと勢力構造を組み合わせた図で、あなたの身近なグループの構造を図示して

みることを考えてみなさい。次のような手順で描くと良いでしょう。描いてみると、どん

なことがわかるか、隣の人と話し合ってみましょう。 

1. そのグループのなかで、力がある人、声が大きくて発言の多い人、影響力の強い人を

大きな丸で、おとなしくて、だまりがちで、他の人への影響力が弱い人を小さい丸で

表現します。 

2. 次に、それぞれの人の関係（ＡさんはＢさんが好き＝選択、ＣさんはＤさんが嫌い＝

排斥）などを書き入れます。 

 

Key Words 

コミュニケーション構造, 役割構造, フォーマルな役割, インフォーマルな役割, 道化, スケー

プゴート, ソシオメトリック構造, 勢力構造  

母 

兄 私

父



グループへの介入 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
グループの発展段階と構造について説明しました。さて問題は、グ

ループの発展段階が次に進まなかったり、構造が望ましいものではな

かったりしたときにどのようにグループに介入するかということです。

グループの介入については多種多様なものが考えられますが、ここで

はグループに生じると予想されるいくつかの問題と、それに対する方

法について説明します。 

1. 抵抗 

抵抗(resistance)とはグループワークの特に初期において、メンバー

が援助関係に入ることを拒否する態度をいいます。たとえば抵抗を示

す態度としては、グループのなかで腕組みをして話さない、目をつぶ

ってしまう、背を向けて座るなどの例があります。 
これに対する方法としては 2-3 人の小さな組を作ってそこで話し合

いをさせることがよく使われます。いきなり 7-8 人の前で話すことを

求めるより隣同士で自己紹介をさせたりするわけです。 
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また、すでに紹介したアイスブレーキング1といわれる小さなゲーム

も使われます。みなさんもオリエンテーション・キャンプのときに、

いきなり自己紹介をするのではなくて、その前にイスとりゲームなど

をやったでしょう。あのように身体を動かし、互いに身体が接触する

ゲームをして身体の緊張をとり、身体的な近接感から心理的な親近感

をつくるようにするのです。あのようなゲームのあと自己紹介をさせ

ると比較的リラックスして楽しくできるものです。アイスブレーキン

グを使うときのコツは、強い抵抗を示す人でもできるものから始めて、

しだいに抵抗が少なくないとできないものに変えていくことです。た

とえば、いきなり全身がぶつかりあうゲームをするのではなくて、最

初は手をつながないで個々人で身体を動かすゲームとかで始めます。 

 
バズ：Ice-breaking 

あなたが知っているアイスブレーキングを思い出して、隣の人と話し合ってみてください。

子どものころのキャンプ活動などで経験しているはずです。 

演習：Falling back2 

アイス・ブレーカーのひとつをやってみましょう。3 人ずつ組になります。ひとりが直立の

姿勢から後ろに倒れます（倒れるときに目かくしをさせると、いっそう効果があります）。

あとの 2 人はそれを支えます。これは倒れる人があとの 2 人を信用しないとできません。

まったく互いに知らない人どうしで 3 人でやってみるといいでしょう。また身体をふれあ

うことで心理的な近さを味わうことができるかもしれません。3 人それぞれが倒れる役をや

ってみて、そのあと簡単に感想を話しあいます。 

演習：「信頼実習」 

Head entrust という演習で、「頭ころころ」と私は呼んでいます。寝ころべる床があるとき

にできるアイスブレーキングです。ふたりひと組になり、一人が、あお向けに寝ます。も

うひとりは、その人の頭のあたりに座ります。そして頭をボールのように軽く持ち上げま

す。そして手のなかで頭を軽く、ころころと揺らします。そのとき寝ころんでいる人は相

手に頭をあずけることができたら、頭がころころと動くでしょう。逆に緊張していたら頭

                                                  
1 本書 220 ページ参照。 
2 伊東博(1983)『ニュー・カウンセリング：“からだ”にとどく新しいタイプのカウンセリン

グ』誠信書房, p. 313. 伊東はこういう演習の目的を、人を信頼することを学ぶということ

で「信頼実習」と呼んでいる。Head entrust もその一つである。 
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は動きません。頭は人間にとって急所であり、その部分を人に預けるということで、これ

をやることによって相手を信頼してリラックスすることを学びます
3
。 

2. 知覚の歪み 

グループワークがうまくいかない理由の一つは、メンバーが互いに

固定的で否定的なイメージをもっていて、「ああいう人たちと話しても

無駄」と考えていることです。まず、そのような思い込みがどうして

起きるのかを考えてみましょう4。 

選択的知覚 

私たちは自分の枠組みで人を判断しようとします。たとえば受験勉

強に必死の高校生がいるとしましょう。彼女は「一流大学に入れば成

功者、入れなければ失敗者」という狭い枠組みで人間を分けて見てい

るのかもしれません。そういう枠組みをもっていたら、誰か新しい人

と知り合ったとき、その人が「一流大学」出身者かどうかが気になる

でしょう。そうであれば、その人を「成功者」であると見るでしょう

し、受験勉強に失敗して、そのまま大学に行かなかったという人に対

しては、その人を「失敗者」と見ることでしょう。 
そういう枠組みを frame of reference（準拠枠5）といいます。人は

誰もが各自の準拠枠を持っていて、その枠のなかから出会う人を見て

います。人は優しさが第一だと思っている人は、人と出会うとき相手

が優しい人か、そうではない人なのかという尺度で人を見るでしょう。

相手の笑顔に注目し、その笑顔から信頼できる人かどうかを見極めよ

うとする人もいるでしょう。つまり、私たちは誰か新しい人と出会う

ときに、その人のすべてを見るわけにはいきませんから、ある特定の

視点からのみ見ることになります。そして、その結果、その人への態

度を決めてしまうのです。そういう特定の視点が準拠枠です。そして、

このように自分の準拠枠に入るものしか知覚せず、枠外のものは切り

捨ててしまうことを選択的知覚(selective perception)といいます。 
私たちは通常、選択的知覚を使っています。たとえば私たちは千円

                                                  
3 同書, p. 316. 以前、授業でやりましたが、学生の抵抗感が強く、「嫌だった」という人（特

に女子学生）がいたので、それ以来やっていません。ある程度、親近感が形成されないと

難しいようです。 
4 Cook, C. W., Hunsaker, P. L., & Coffey, R. E. (1997). Management and Organizational 

Behavior (2nd ed.). Boston: Irwin/McGraw-Hill., pp. 155-156. 
5 『新版心理学事典』(1981)平凡社, p. 369.   
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札と一万円札の区別は瞬時につきますが、これも選択的知覚のおかげ

です。細かいところまですべて知覚して、それで区別をするのは効率

的ではありません。同じように人と出会ったとき、その人の細かいと

ころまですべてを知ってから挨拶するというわけにはいきません。対

面しあった直後に自分がどういう態度をその人にとればいいのか（丁

寧に挨拶するか、無視するか、攻撃を受けないように防御するか）判

断しなければいけないのですから、どうしても選択的知覚は必要です。

しかし、そのために場合によっては、根拠無く人を嫌ってしまったり

避けてしまったりするわけです。 

 
バズ：あなたの選択的知覚 

あなたはどのような準拠枠で新しく出会った人を見ていますか。いいかえれば、どのよう

な点にまず注目して相手について判断しますか。その準拠枠で人を誤解してしまったこと

はありませんか。隣の人と話し合いなさい。 

ステレオタイプ 

Stereotype というと英和辞典をみると「単純化された定型概念・固

定概念」という説明があります。ステレオタイプと、カタカナで書か

れることも多いと思います。人をカテゴリーでくくって、そのカテゴ

リーを通して人を見てしまうことを stereotyping といいます。たとえ

ば「上智大出身者というだけで英会話ができると思われて困る。アジ

アからの施設見学者が来て、いきなり通訳をさせられた」と卒業生の

ソーシャルワーカーが嘆いていましたが、これは「上智大卒業生」の

ステレオタイプであるといえます。「社会福祉学科の大学教員」という

と一般の人からは介護保険のことも詳しく知っているように思われて

私は困ることがありますが、これも「社会福祉学科の大学教員」とい

うステレオタイプがあるからです。 
ステレオタイプは容易に差別的な偏見に変わります。「女（男）とい

うのは、しょせん、こういうものだ」と決め付けてしまう考え方は sex 
role stereotyping6、また異民族への偏見は ethnic stereotyping7とい

い、どちらもステレオタイプ的な見方の代表的なものといえます。他

に、障害者差別(able-ism8)、高齢者差別(ageism9)も社会福祉では問題

                                                  
6 Barker (1999). 前掲書, p. 438. Gender bias も同様の意味です。 
7 同書, p. 160. 
8 同書, p. 1.  
9 同書, p. 13. Agism と書かれるときもあります。 
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になるステレオタイプに関係しています。 
グループワークでは、このステレオタイプがメンバー相互の理解の

邪魔になることが多くあります。たとえば、メンバーのなかに「障害

者」がいて、そのステレオタイプのために、その人が「弱い人」とし

て扱われ、コミュニケーション構造のなかで疎外されているかもしれ

ません。また、メンバーのなかに一人だけ何年も留年している人がい

て「留年生」は「劣等生」というステレオタイプで見られて辛い思い

をしているかもしれません。 

 
バズ：あなたが困ったステレオタイプ 

あなたは、これまで stereotype で見られて困った経験はありますか。あれば、それを隣の

人と話し合いなさい。そういう経験がなかったり、あるいは話しにくかったりする場合は、

他の stereotype の身近な例を考えて話し合いなさい。 

 
バズ：選択的知覚とステレオタイプ 

選択的知覚とステレオタイプについて思うことを自由に隣の人と話し合いなさい。 

光背効果 

光背効果(halo effect)とは、人をたった一つの特性（特徴）だけでそ

の人全体の良い評価、あるいは悪い評価をしてしまう傾向のことです。

ステレオタイプと似ていますが、特定のカテゴリーを前提としないと

ころが違います。たとえばグループワークの始まる 5 分前には毎回、

きちんと着席している人がいるとしますと、その行動だけを見て「真

面目で素晴らしい人だ」と判断してしまい、その人のグループワーク

のなかでの発言もよく考えられた意味深いものとして受け止めてしま

うわけです10。 
逆に、人と話すときにいつも爪をいじる癖がある人をみて「あれは

落ち着きのない人だ」と考えてしまい、普通に話していても、こちら

の話を理解していないような気がしてしまったり、その人の意見が浅

                                                  
10 グリム童話などを読むと「あるところに、それはそれは美しい女の子がいました」とい

う言葉が、何度も出てきます。そして、その「美しい女の子」は、ほとんどの場合、心も

美しく、また彼女をいじめる悪い女の人は、たいてい外見が良くないのです。心が美しく

ても姿は醜いカエルだった場合、それはたいてい悪い魔女の魔法のためであって、物語の

最後には、本来の「美しい姿」に戻ります。そういう設定は現実を反映しているでしょう

か。「外見の美しい人＝心も美しい人」と思い込んでしまうのは、光背効果としてよく出

される例ですが、子どもに繰り返し聞かされる童話にも問題があるように思います。 
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薄なものに見えたりするとしたら、これはマイナスの halo effect であ

るといえます。 

 
バズ：あなたの halo effect 

あなたは、これまで halo effect から根拠無く肯定的に見られた経験がありますか。あるい

は逆に根拠無く否定的に見られた経験がありますか。どちらの経験も思いつかなければ、

自分が halo effect で人を見ていないか考えてみなさい。そして、その結果を隣の人と話し

合いなさい。 

投影 

投影(projection)は防衛機制にも出てきましたが11、知覚的歪みとし

ても生じます。これは自分自身がもっている考えや感情などを相手が

もっているものとして見てしまうことです。たとえば自分が疲れてい

る人が相手も疲れていると見てしまうわけです（実際は疲れていない

のに）。自分が空腹だと他の人も空腹だと思ってしまうことがあります。

老人ホームの実習で高齢者たちとグループ活動をしたあと「みんな興

味がなさそうでした」と言った学生は、自分自身がその活動に興味が

持てなかったのかもしれません。授業をつまらなく思っている人は他

の人もつまらなそうに聞いているように見える傾向があります。 
グループワークの事例で言えば、自分が、学校が嫌いだった人は他

の人も学校が嫌いだったと思いやすい。「グループのメンバーは、みん

な孤独な感じ人だ」と思ってしまう人は自分自身が孤独である場合が

あります。 

 
バズ：Projection 

あなたの身近な projection の事例を考え、隣の人と話し合いなさい。 

期待効果 

期待効果(expectancy effect)とは、自分が予期したように人間は状況

を認知するという理論です12。たとえば、あるメンバーはワーカーか

ら「こんどのグループワークは残念ながら君以外はとんでもない人ば

かりしか集まらなかった。あまりいいグループワークは期待できない

                                                  
11 本書 66 ページ参照。 
12 Hellriegel, D., Slocum, J. W., Jr., & Woodman, R. W. (1995). Organizational Behavior 

(7th ed.). St. Paul, MN: West Publishing Company., p. 89.  
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が、まあ仕方が無いね」と言われたとします（もちろん、そんなこと

はたとえ本当のことでも言うべきではありませんが）。すると、その人

は実際にグループワークに集まった人たちを「とんでもない人ばかり」

だと感じるでしょう。逆に「こんどのグループワークのメンバーは素

晴らしい人たちばかりだ」と言われると、言われた人は「素晴らしい

人たちばかりが来る」と期待するために、実際に「素晴らしい人たち

ばかりが来ている」ように思ってしまうわけです。 
この理論を早く知っておけば避けられた過ちが、私にはいくつか思

いあたります。私は以前、何事につけても「相手に過剰な期待をさせ

てはかえって失望させてしまうから、逆に期待をさせないようにしよ

う。そうすれば普通にうまくいったときには予想外にうまくいったよ

うに見えて、かえって結果的に良いのではないか」と考える癖があり

ました。それで、グループで話し合う授業にしても「どんな授業にな

りますか」という学生たちの質問に対しては「うまくいくとは限らな

い」「去年は大失敗だった」「白けた授業になるかもしれないから覚悟

したほうがいい」などと、できるだけ期待させないようなことを言っ

ていました。そう言われた学生たちは、実際に私の授業に出ても「た

ぶん失敗するだろう」と思って状況を見ていますから失敗しているよ

うに見えやすくなるわけです。 
そこで、この期待効果からは自己実現性予言 (self-fulfilling 

prophecy)13という現象が生じます。つまりグループワークで出会うメ

ンバーが「つまらない人」ばかりにちがいないと予期して、グループ

ワークに参加すると、実際に他のメンバーは「つまらない人」ばかり

に見えてくる。そして「つまらない人」に対しては関心をもったり、

積極的につながりを持とうとしたりしないので、その人にとっては本

当に「つまらない人」ばかりになってしまう。つまり「つまらない人

ばかりに違いない」という「予言」は、その「予言」の効果で実現し

てしまったわけです。ですからこれを自己実現性予言といいます。逆

に、グループワークで出会う人たちは「素晴らしい人たちばかりに違

いない」と思って参加すると、ちょっとした話し合いにも「深い意味」

を感じとったり、自分から積極的に関係づくりをしたりして、結果的

                                                  
13 『新版心理学事典』(1981)平凡社には「自己実現性予言」を self-actualizing prophecy
の訳語として記載している(p. 143)。しかし Barker, R. L. (1995). The Social Work 
Dictionary (3rd ed.). Washington, DC: National Association of Social Workers には

self-fulfilling prophecy とあるのでこちらの英語を記載することにする。自己充足的予言、

自己成就的予言と訳されることもあります。社会学では「トマスの公理」（本書, p. 261）
との関連で論じられることもあります。 
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に、その人にとっては「素晴らしい人」に出会うことになるわけです。 
交流分析の理論では I’m not OK あるいは You’re not OK という life 

position が問題になると書きましたが14、これは自己実現性予言の理

論にも関係するでしょう。「人間なんてどうせ悪い奴らばかりだ」とい

う You’re not OK の態度あるいは期待をもって生きていると、実際に

「悪い奴ら」にばかり出会っているように人は知覚するわけです。ま

た「私なんて何をやってもどうせダメなんだ」という I’m not OK の

態度、あるいは期待をもっていると、実際に何をやってもダメなよう

に感じるのですね。 

余談：ツマンネー大学生活の自己実現 

自己実現性予言とはなかなか深みのある理論です。私の知っている学生で、「大学の授業な

んて超ツマンネー」と何度も言っていた人がいました。どんな授業をとって、そう思って

いるかというと「大学の授業なんて超ツマンネーから、できるだけ出席しないでも単位が

くるものをとるようにしている」と言っていました。つまり自分の興味や関心とかとは別

にして、楽に単位がとれるものだけを選んで履修しているらしいのです。逆にいえば、そ

んな履修の仕方をしていたら「授業がツマンネー」のは当たり前だと思うのですが、本人

はそう思わなかったようです。「授業はツマンネー」という予言をして、実際に本人にとっ

ては「ツマンネー授業」だけを要領よく履修して、自分の予言どおり「ああ、大学って、

ほんと、ツマンネー」と言って卒業していきました。 

 
バズ：期待効果または自己実現性予言 

あなたの身近な期待効果または自己実現性予言の事例を考え、隣の人と話し合いなさい。 

初頭効果 

初頭効果(primacy effect)は first-impression error とも呼ばれるも

ので、第一印象で人を決めてしまう誤りを言います15。人が第一印象

で得た認知はなかなか変わらないと言われています。つまりグループ

ワークの例でいえば、メンバーはグループを見て、第一印象で「あ、

これは自分には合わない人ばかりだ」と思えば、その気持ちはなかな

                                                  
14 本書 107 ページ参照。 
15 本書 249 ページには規範形成に関連した初頭効果について述べていますが、最初のやり

方が規範になるというのは、それだけ最初に知覚したものの印象が強いということでもあ

ると考えられます。 
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か変わらないのですね16。 
ソーシャルワーカーもクライエントから第一印象でいろんなことを

思われてしまいます。ですから「私は、つきあえば、やがて良さがわ

かるタイプよ」なんて呑気なことを言っていてはダメです。ソーシャ

ルワーカーは短期間でクライエントとの信頼関係を作っていかなけれ

ばいけないので自らの第一印象には充分に注意すべきだと思います。

そのため印象管理(impression management)という考え方があります
17。ソーシャルワーカーになろうとする人は日ごろからフィードバッ

クを受け、自らの印象を管理する姿勢をもつべきでしょうね。 

 
バズ：印象管理 

あなた自身、印象管理をやった経験がありませんか（就職活動をしている人なら、もうや

っているはず）。もし、あるのなら、どんな場合に、どんな印象を相手に与えようとして、

どんな工夫をしたのかを隣の人と話し合いなさい。もし、そういう経験がないなら、今後、

自分がやってみたい印象管理について話し合いなさい。 

 
バズ：知覚の歪み 

ここまで、さまざまな知覚の歪みの原因（選択的知覚、ステレオタイプ、光背効果、投影、

期待効果、自己実現性予言、初頭効果）を考えてきました。あなたが最も経験的に納得で

きたことを隣の人に、その経験も含めて話してください。 

知覚を新たにするゲーム 

グループワークはメンバーが互いに知り合い理解しあうことを重視

しますから、メンバー相互の知覚の歪みを少なくするようなゲームは

多く作られていますし、また、この種のゲームはちょっと工夫すれば

自分でいくらでも作ることができると思います。ここでは、まず互い

の印象を確かめ合うゲームを紹介し、次に違いの考え方や行動パター

ンを知るゲームを紹介します。 

演習：好みのゲーム 

4-6 人のグループに分かれ、メンバー全員に紙片を 1 枚ずつ配ります。そこにグループのメ

ンバーにたずねたい質問をひとつ書きます。その質問は「好きな動物は何ですか」とか「好

                                                  
16 Hellriegel, D., Slocum, J. W., Jr., & Woodman, R. W. (1995). 前掲書, p. 87.  
17 同書, p. 85. 
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きなテレビ番組は何ですか」「行ってみたい国はどこですか」など、人の好みに焦点をあて

たものにします。そのカードを「親」になった人が集めて順番をバラバラにして、またメ

ンバーに返します。すると、ひとりひとりに別々の質問がくるわけです。それぞれ受け取

った質問に対する答えを考えておき、小さくメモしておきます。 

 次に、ひとりひとり受け取った質問をみんなの前でよみあげます。他のメンバーは、そ

の人がどんな答えを書いたのか推理して、それをその人の前で議論します。たとえば、「好

きなテレビ番組は何ですか？」という質問に対して、「お笑い番組だと思います。みかんを

食べながら、テレビの前でゲラゲラと笑っている印象があります」「そうかなあ、ミステリ

ー番組を真剣な顔してみている感じがするけど」「いやいや、やっぱりクイズ番組でしょう。

A さんは物知りだし、そこで自分の知識を増やしているんじゃないかな」などと議論します。

（その間、言われている本人は黙って、うなずいたりせず、ヒントを与えないようにしま

す）。 

 そしてだいたいの意見が出そろったら、その人に伝えます。その人は自分の答えを（小

さく書いておいたメモを）読上げます（書きとめておくのは、人の話を聞いていると自分

の答が変わってくるときがあるからです）。ここでは相手が書いた答えを「当てる」ことが

重要なのではなく、自分が人に与えている印象を確かめ、自分がもっているその人への印

象を他の人のそれと比べてみることのほうが、より重要です。全員が終えたら、また紙を

配り、2 ラウンド目をやってください。 

このゲームは何度も授業でやりましたが、かなり好評です。自分が他人に対してどのよ

うな印象を与えているのかわかっておもしろいですし、自分のことを無理なく人に伝える

機会にもなります。意外と自分が好きなものを相手も好きだと思いこんでいることに気づ

くかもしれません18。 

なんどもやっていると質問を考えるのが面白くなります。「四谷でいちばん好きな場所は

どこですか」「好きなお風呂の入り方は？」「好きな旅行のスタイルは？」「好きな雑誌は？」

「好きなアニメは？」「好きな都道府県は？」など、いろいろ考えてみましょう19。  

このゲームを学生たちと合宿でやっていて、これを簡略化して偶然で

きたのが次のゲームです。全員が共通した「好み」の質問を受ける形

なので、より簡単にできるはずです。 

                                                  
18 認知的均衡理論（本書, p. 86）を思い出して下さい。自分が好意をもっている人に対し

ては、いっそう自分の好みと一致すると思いこむことが多いと思われます。 
19 「好きなものの代りに嫌いなものを聞いていいんじゃないか」という意見が学生から出

されましたが、ソーシャルワークのクライエントには、いろいろ不快な体験をしてきた人

も多いわけです。ですから「嫌いなもの」という質問だと、そういうマイナスの体験を不

用意に思い出させてしまう危険性があります。もちろん、マイナスの体験を話すこともグ

ループワークでは大切なことですが、それを自分から話す心の準備がないときに周りから

印象を含めてフィードバックされると、やはり危険だと思います。 
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演習：無人島への手荷物 

4-6 人のグループをつくり、小さな紙をメンバーひとりひとりに配ります。そして「あなた

がひとりで無人島にいかなければならないときに、何か 1 つだけもっていくことができる

とすれば、何をもっていきますか。ただしそれは人や抽象的な概念であってはいけません。

具体的な物にかぎります」と、説明してそこに答えを書かせる。そのあと、みんなでひと

りひとり、どんなことを書いたのかを推測して当てる。たとえば A さんは何を書いただろ

うかと A さん以外の人が話し合うわけです。「A さんは実務的な人だから、食料になる植物

の種かなにかじゃないかな」とか「いやいや A さんは日記をもっていくような印象がある」

とか「きっと家族の写真だろう」とか、いろいろ話し合います。A さんが終わったら、つぎ

に B さんについて同じことを行います。 

これらのゲームは「好み」を当てるという間接的なところを話題にし

て抵抗を少なくさせるというのが、ミソになっています。そういう間

接性を無くすと、以下のような印象を確かめるゲームになります。 

演習：わたしはどんな花？ 

4-6 人でグループをつくります。まず、グループのなかからひとり（A さんとしましょう）

を選んで、その人に似合う花は何なのか、グループで話し合い決めるのです。ひとりひと

り意見を言うだけではなく、グループ（A さんを除く）の統一見解として、ひとつの花を決

められたら最高ですが、無理にひとつにまとめなくてもよいでしょう。選んだ理由をあげ

ながら論議してみましょう。つまり、以下のようにするのです。 

司会：では、A さんににあう花ですが、どうですか。 

B：A さんには、バラがいいな。情熱的な感じだし。 

C：私は、A さんには桜がいいと思う。情熱的というより、清楚な感じだ。 

D：いや、たんぽぽだ。がまん強いという印象があると思います。（こんなに他人がも

つ印象が違う人は現実にはいないと思いますが） 

ひととおり、みんなの意見が出てグループ全体の意見も出たところで、A さん自身が聞いた

感想を述べる。そのときに、A さんがみんなの意見を聞くまえに書いておいた自分にもって

いるイメージの花を答えます。たとえば「私のことを情熱的だと思っている人がいたので

驚きました。私自身は、自分はスミレの花のイメージです」と答えます。 

「好み」を聞くのと違って、この演習は、その人の印象そのものを語

りあうことになるので、ある程度の人間関係ができあがっていること

が必要かもしれません。たとえば上の演習の変形として「生まれかわ
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ったなら、どんな動物になっているか」を話し合うゲームをしたとし

ます。そんなとき、子どもや社会性の欠けた人たちの場合は、相手の

ことを傷つけるようなものをあげることがあります。たとえば「マム

シ」「ゴキブリ」「スカンク」「ブタ」「アリジゴク」「ハエ」などは、言

われた人たちを傷つけてしまうかもしれません。花でも「ドクダミの

花」なんていわれると、あんまり愉快ではないでしょうねえ。 
上の演習は印象を何かに喩えるものでしたが、もっと直接的に印象

を話すものもあります。それが以下に紹介する占い師ゲームです。 

演習：占い師ゲーム 

これはグループのメンバーが互いに初対面のときに行なうと効果があるゲームです。知ら

ない人どうしが 2 人 1 組（3 人 1 組でも良い）になります。そして、じっと顔を見て一方が

他方に向かって、1 分間だけ、その人が休日にはどんなふうに過ごしているのか、あるいは、

どんなふうに過ごしたいと考えているのかを推量しながら言ってみます。実際に相手のプ

ライベートな事情を良く知っている人どうしなら、「いま突然、1000 万円の宝くじが当たっ

たら、この人ならどんなふうに使うか、そしてどんな結果になるか」を予想して言ってみ

てください。聞いている方は、それが当たっているかどうかを相手に知らせないために、

うなずいたり声を出したりしないようにします。ひとりが終わったら感想を聞き、そのあ

とは立場を変えて、やはり 1 分間やってみます。自分の印象を相手に言ってもらい、それ

を確認し、またその印象とは異なる自分の姿があれば、それを伝えるというるゲームです。 

余談：占い師が当たる理由 

私は、あるワークショップで、この「占い師」ゲームを経験しましたが、意外なほど当た

っているので驚きました。そのときの講師の話では誰でも平均して 7 割は当たるといいま

す。占い師が当たるように思えるのは、そのためだと彼は言っていました。組織のなかで

指導的な立場にあって、つねに人を評価しなければならない仕事にある人ほど、この能力

は高いそうです。 

 このとき相手の性格について占うようなことは止めたほうがいいでしょう。たとえば「あ

なたは、とても我慢強い人で、嫌なことがあってもがんばることができますね。でも、気

持ちが乗らないときは、そうでもないみたいです」なんていうことを言われたら、非常に

多くの人が「当たっている！」と思うことでしょう。これはバーナム効果(Barnum effect)

と呼ばれるもので20、誰にでも当てはまるような望ましい性格の記述は、言われると当たっ

                                                  
20 村上宣寛(2005)『「心理テスト」はウソでした：受けたみんなが馬鹿を見た』日経 BP 社

にバーナム効果についての詳しい説明があります。心理テストで嫌な結果が出たら読んで
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ているように感じてしまいがちだということが心理学の実験でわかっています。 

印象を語りあうゲームの変形として具体的な状況を設定して、そこか

らの行動を予想するものを考えることもできます。 

演習：あなたならどうする？ 

白い紙を用意してメンバーに一枚ずつ配る。親がメンバーと相談して「困った状況」を設

定する。たとえば「先週から、あなたは一人暮らしでアパートに住みはじめた。すると、

夜中にドンドンとドアをたたく人がいて、開けてみると見たことのないおばあさんで実は

隣に住んでいるという。夜中にゴミを捨てにいったのだが、部屋にカギをおいたままドア

をしめてしまい、中にはいれないので、一晩、泊めてくれという。しかし、あなたの部屋

は 4 畳半ひと間で、ふとんもひと組しかない。あなたならどうする。」（ちなみにこれと似

た状況を私は実際に大学時代に経験しました）。簡単に各自、答えを紙に書き（そのとき隅

に自分の名前を書いておく）、親が集める。集めたあと親が全員の答えを読み上げ、誰が書

いたのかをあてさせる。メンバーは最初の答えは誰、2 番目は誰というように、答えを紙に

かく。メンバーが答えを書きおわったら親が正解を公表する。たくさん当てた人が勝ち。 

さらに積極的な自己開示を求めながら、互いの印象も確かめ合うゲー

ムが次の「親愛なる私へ」です。 

演習：「親愛なる私へ」 

5-6 人のグループに分けます。一枚の便箋と封筒を一人一人に配ります。そこに「親愛なる

私へ」という言葉から始まる短い手紙を書いてもらいます。内容はなんでも良い。呼びか

けは「あなた」ないし「君」にすること。名前は書かない。  

例：親愛なる私へ 最近、無理をしていないかい。こんな生活をしていたら、きっと

身体をこわすよ。こんなこと、君もわかっているはずじゃないか。どうして、わかっ

ているのに、やめられないんだい。私は君のことが心配でしかたがないよ。  

5 分くらいで書き終えたら、各自、封筒に入れる。封筒を集めて、こんどは無作為に、一人

一人に配りなおす。このとき、誰の手紙が誰の手にわたったかわからなくなる。一人一人、

順番に手紙を朗読する。読み上げられた手紙が誰のものかを予想してメモしておく。  

全員の朗読が終わったら、誰の手紙だったのか確かめる。 自分の持っている印象、あるい

は持たれている印象について感じたことをグループのなかで話し合う。 

                                                                                                                                                  
みるといいと思います。タイトルは冗談みたいですが、中身は真面目な本です。. 
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長所を発見するゲーム 

認知を改めるゲームの変形として、お互いの長所を探しあうものが

あります。これは自分自身へのイメージを変えるのに役立ちますし、

誉められて悪い気持ちがする人は少ないので、他のメンバーに対する

気持ちも変えることができます。これを行うことによってグループの

雰囲気21を明るいものに変えることができるでしょう。 

演習：隣をほめる 

グループは輪になって座ります。各自、自分の右側に座っている人をほめます。ほめられ

た人は、それに対して、それを肯定する返事をします（つまり、「いえ、そんなことはない

ですよ」と否定しない）。たとえば「A さんは、とてもソフトな声で、聞いていて感じがい

いわ」と言われたら、「そうですか、どうもありがとう。友達から以前にも、あなたの声を

きくと落ち着くって言われたことがあります」と答える。もしも否定的なコメントをメン

バーがしたら、肯定的に言うことができるまで言い直すように促します。そうやって、ひ

ととおり言ってまわったら終わり。 

上の演習では「誉め言葉」は隣の人からしかもらえませんが、下の演

習ではグループに参加しているメンバー全員からもらえます。私のグ

ループワークの授業で例年、満足度ナンバーワンの演習が次のラブレ

ター・ゲームです（2000 年度には満足度 5.0 を記録しました）。 

演習：ラブレター・ゲーム（「言葉の花束」） 

1. 5-6 人のグループになる。小さな紙をグループのメンバーの人数分、それぞれひとりひ

とりにわたす（つまり 6 人のグループなら、ひとりひとりに 6 枚わたす。合計 6×6＝

36 枚用意する）。そこにメンバーひとりひとりの名前を書く。そして、その下にそのメ

ンバーの長所（相手をよく知らない場合は、よい第一印象）をできるだけ手紙のよう

に書きます（つまり、「やさしそう。」と、ひとことだけ書くのではなく、「やさしそう

ですね。」と書く）。自分についても自分の長所をいくつか書いておきます。 

2. 全員が書けたら、ひとりずつ立ち上がり、「よろしく御願いします」と目をつぶって、

両手を差し出す。そこに他の人は自分がその人にあてて書いたラブレターを渡す。目

をつぶっているので、誰がどのラブレターを書いたのかわからないようになっている。 

3. 全員が、自分あてのラブレターをすべて受け取ったら、各自で黙ってそれを読む。 

                                                  
21 グループの雰囲気はグループワークの専門用語としては group climate といいます。

Climate は「風土」と訳されることがあります。 



グループへの介入   299

4. 読み終わったら、ひとりずつ、みんなの前で自分に届いたラブレターを一枚ずつすべ

て読み上げる。そこで感じたことを簡単にコメントする（そのとき自分が書いた長所

も区別しないで紹介する）。 

5. すべて終わったら、感想を自由に話し合う。 

私は、このゲームにラブレター・ゲームという名前をつけました22。このゲームは、たい

へん満足度の高い面白いものですが、欠点は時間がどれくらいかかるのか予想しにくいこ

とです。つまり、ラブレターにかける時間の個人差が大きいのです。凝る人は長い手紙を

長い時間をかけて書いてしまい、一言しか書かない人がすべての人への分を書き終わって

も、まだ 2-3 人の分しか書けていないということがよくあります。したがって事前にグルー

プで時間の配分について充分に話し合うことが大切です。 

余談：誉められて悩む 

この「ラブレター・ゲーム」は、たいてい好評なのですが、「ひどく落ち込んだ」という人

がいました。彼女がもらったラブレターの多くは彼女を「はっきり自己主張ができる」「自

分の意見をもっている」「はきはきしている」と誉めていました。ところが彼女の感想は「私

は、こんなにズバズバものをいうキツイ女だって思われているんですね。もう立ち直れま

せん」というものでした。誉められて、その逆のメッセージを読むという癖は、彼女の life 

position（I’m not OK）23からきているのかなと思いました。 

3. 価値観明確化演習 

ここまで知覚の歪みによって相手に偏見をもってしまっている場合、

あるいは自分について片寄った印象を持たれてしまっている場合、そ

れをグループワークのなかでどのように変えることができるかという

ことを考えてきました。しかし、グループワークの内容が深まるため

には、互いの印象を変えるだけでは十分ではありません。互いに理解

を深めあうためには、互いの考え方や意見について知る必要がありま

す。 
しかし日本の文化のなかでは、個人は、あまり自分の意見をはっき

りとは言わないことが美徳であると考えられてきたところがあります。

自分の意見を他人に押しつけないということは、ある意味では時代が

                                                  
22 最近の若い人はラブレターなど書かないということでしたので、「言葉の花束」という別

の名前も考えました。 
23 本書 109 ページ参照。 
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変わっても美徳であると言えるでしょうが、たとえば、グループワー

クの目的として「アイデンティティの確立」をあげたときには、自分

生き方や価値観をグループのメンバーに出して、そこで話し合う必要

があります24。しかし、人によっては自分の価値観を言うことには抵

抗を感じるかもしれません。あるいは価値観という抽象的なものをグ

ループの前に出して話すということは言語的にも難しいものですし、

それを否定されたらどうしようという不安もあります。 
そこで価値観明確化演習というものが考えられています。その有名

なものを 2 つ紹介しておきましょう。同じ演習が、いろんなテキスト

に載っているはずです。 

演習：9 つの価値 

3-4 人のグループをつくります（最低 3 人以上でやってください）。次の 9 つの項目を書い

たカードを配りますから、まずは一人ひとり、配られたカードを自分が大きな価値を置く

順に、みんなの前で並べてください。そして、そのように順位をつけたことについての説

明をしてください。聞いている人は質問してもいいですが、別に表を配りますので、その

人の順位を書き込んでおきます。全員がひととおり価値観を述べたあとは、こんどは話し

合って、グループ全員が納得できる価値観（順位）を決めてみましょう。全員が納得でき

る価値観の順位が決まったあと、それを各自が最初に出した価値観の順位と比べてみて、

思ったことを自由に述べあいます。 

 愛（男女の愛に代表される個人への愛） 

 健康（心身の健康） 

 自己実現 

 誇り 

 お金（財産） 

 家庭 

 平和（戦争や殺戮のない状態） 

 楽しみ 

 人権（民主主義社会で保障される人権） 

あなたがたが家庭をもっても、職場で協働作業をしても、同じように価値観のすり合わ

せの必要性を経験することでしょう。「価値観が違うね」ということだけで終わらないので

す。妥協しあい、主張しあうことが必要になります。その疑似体験をすることによって、

人とのかかわりかたを学んでいこうというのが、この演習のねらいです。 

                                                  
24 本書 174 ページ参照。 
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演習：ワニの河 

これも、たいへんよく知られた「価値観明確化演習」です。結婚や恋愛について話し合う

グループワークで用いるといいでしょう。 

1 人の女性がいました。河のむこう岸に彼女の恋人がいます。河はワニがいっぱいいて非

常に危険でした。彼女は、ひとりの男友達に、むこう岸にわたるときの助けを求めました。

しかし断られました。そこに 1 人だけ船頭がいました。彼は彼女が一晩、彼と寝てくれた

ら船でむこう岸まで連れていってやると言いましたので、彼女はしかたなく承知しました。

そして彼女は、ようやく恋人に会えました。どうやってここまで来ることができたのかと

不思議がる彼に対して、彼女は正直に彼に船頭との一件を話しました。彼は、そのことを

知ってたいへん悲しみ、彼女と別れることを決意しました。彼女は絶望して、そのことを

また別の男友達に話しました。その友達は怒り、彼女の恋人に重傷を負わせるほど殴って

暴力を加えました。さて、あなたは以下の 5 人（女性、恋人、船頭、断った友人、殴った

友人）のうち誰がもっとも人を傷つけたと思いますか。また、誰がもっとも傷つけられた

と思いますか。4-5 人のグループになり、ひとりひとりの意見をよく聞いたあとで、グルー

プのなかで議論し、グループ全体の意見をまとめてみましょう。 

                  ワニの河 

 

 

 

 

  ・女性 

  ・ 

 
 

 

彼に会うためには手段を

選べなかったのよ。それな

のに彼は理解してくれな

かった。とても辛いわ 

友達とはいっても、そこま

で危ないことをする義理

はないでしょ 

わしは、この娘と取引しただ

けだぞ。双方とも合意のうえ

のことじゃないか 

ボクはただのワニなんだ

から、ぼくが一番悪いなん

て言わないでよね 

彼女がそんなことをする

なんて信じられない。 

しかもそのあと殴られる

なんてひどすぎるよ 

乙女心をふみに

じる奴は、オレ

が許さん！
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[『ワニの河』についての注] この演習は、やってみると毎回好評です。船頭を「卑劣で許

せない人」と非難する人と、「船頭はただギブ・アンド・テイクの契約をしただけ」と船頭

には無関心な人な人がいます。また、この女性を「恋人会いたさに必死になっていただけ

なのに、それを理解されなかった可哀想な女」と同情する人と、「彼の気持ちもわからずに

身体を売ってしまった愚かな女」と非難する人がいました。女性の恋人に対しても「こん

な愚かな女と別れるというのは当然のことで、その当然のことをして重傷を負うほど殴ら

れるなんて本当に不運な男」と同情する人と、「女心のわからない、どうしようもない愚劣

な男」と非難する人がいました。変わった意見としては、船頭のことを「最も傷つけられ

た人だ」という人がいて、「どうして？」と私が聞いたら、「こんなに非倫理的なことを女

性に頼まれてしてしまった。彼はいまもっとも傷ついているはずだ」と彼女は答えました

が、うーん、どうなんでしょ。また「船頭がイケメンであるかどうかによって、状況判断

が変わってくる」という意見が 2004 年度に出てきて、私は返す言葉を無くしました。 

 性や恋愛に関する価値観は、直接的には話しにくいところもありますし、自分の体験を

話すのも抵抗がある人が多いでしょう。ですから、このような架空の物語をつかって互い

の価値観を明確にしあうことを考えるわけです。 

4. 考えるための介入 

グループワークの活動が行き詰まるときにはメンバー相互の関係だ

けではなく、これから何をやっていけばいいのかを考える点が重要に

なります。そこでグループ活動において前に進むのにはどうすればい

いのか，何を目標にして活動をしていけばいいのかわからなくなって

いる状態を考えてみましょう。メンバー同士はお互いに理解しあえた。

しかし、これからどうやって活動を進めていけばいいのかわからない。

そういうときに必要なのはアイデアでしょう。以下に紹介するのはグ

ループのなかで新しいアイデアを探す方法です。 

ブレーンストーミング 

新しいアイデアを出す方法として非常に有名なのが、ブレーンスト

ーミング(brainstorming)です。いろんなところで使われていますので、

みなさんも経験したことがあるかもしれません。原理は簡単です。い

ろいろアイデアを出すときに妨げになるのは、「こんなことを言って笑

われることはないだろうか」「みんなに無視されるかもしれない」とい

った不安をメンバーがもつことです。また、ひとつのアイデアが出さ

れると他にもいろいろ良いアイデアがあるのに、その一つに議論に多

くの時間が費やされてしまって効率が悪いということがあります。 
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そこでブレーンストーミングでは、とにかくどんどん多くのアイデ

アを出してもらう。それについて一つひとつ批判しない、質より量と

いう感じで、とにかく出せるだけ出してみる。一見するとバカバカし

いものに見えるものにこそ意外に良い答えがあるので、バカバカしい

ものも大歓迎というルールを置くこと、とにかく出し尽くしたあとに

無理やりにでも考え出そうとすると良いアイデアが出てくるかもしれ

ない、といった考え方で進めるわけです。試しにやってみましょう。 

演習：Brainstorming 

6-8 人のグループにわかれて、それぞれメモ用紙の束と筆記道具（太い鉛筆など）と糊を用

意します。問題は、上智大学の教員から、みなさんに次のような依頼があったと仮定しま

す。『上智大学の社会福祉学科をもっと楽しい学科にしたいが、そのために教員は何ができ

るだろうか。アドバイスをいただきたい』ということでした。 

司会者と筆記者を決めます。司会者が「じゃあ、順番に答えてください」という。メンバ

ーは順番に、どんなアイデアでもいいから言っていく。筆記者はそれをメモ用紙に書いて

いきます。パスはできるだけしないこと。現実感はなくても突拍子もないことでもよい。

むしろそういう奇抜でユーモアのあるアイデアを歓迎する。20 分ほどやって、アイデアが

出尽くしたら、それを模造紙の上にならべて、似たアイデアをグループにして集め、適当

に糊でくっつけて固定させます。 

演習：グループの議論の結果のわかちあい 

大きなグループを小グループにわけて話し合うことは、よく行われます。そのとき小さな

グループに分かれて話し合った結果を大きなグループとわかちあう方法として「キャラバ

ン方式」と呼んでよい方法があります。それは小グループが 6 人から成るとすれば、それ

ぞれに 1 番から 6 番の番号をつけます。そして各グループの 1 番、2 番、3 番、4 番、5 番、

6 番が、それぞれ「集団」を作ります（たとえば 1 番グループには A グループ、B グルー

プ、C グループ等、各グループの 1 番が集まる）。そしてそれぞれの集団が、グループが話

し合った形跡（たとえば模造紙のメモ）を順番に訪問します。その各集団のなかには元の

グループのメンバーが必ず一人はいるはずですから、その人に説明してもらいます。説明

が終ったら、また別のグループが話し合った形跡を訪れます。こうすることによって、そ

の場の全員が最初に話し合った人とは違う人と出会い、必ず自分のグループの発表を自分

で説明する機会が与えられます。この方法は、私は、あるセミナーで学びましたが、面白

い方法だと思いました。これを上の演習の結果のわかちあいで使ってみましょう。 



わかりやすいグループワーク 304

ブレーンストーミングは有名な方法だと書きましたが、発想法の世界

的権威である de Bono はその有用性を否定しています。ブレーンスト

ーミングでいくらアイデアを出しても、それは古いアイデアを繰り返

す結果にしかならないというのです。つまり、人間はいちど考え方を

身につけてしまうと別の考えかたをするのが難しい。たとえば砂場に

水を流せば、自然に水路ができますが、一度水路が作られてしまうと、

いくらあとで水を流しても同じ水路を流れるだけだというのですね。

ですから新しい発想を出すためには、古い水路を断たなければいけな

い。そこで彼はその古い水路を断つ方法をいくつも考えていますが25、

ここではその一つを紹介しましょう。 

The escape method 

これは「当然の前提」を否定して、その否定されたものを積極的に

解釈してみるという方法です。たとえば de Bono は、レストランを問

題にして次のような例を出しています。 

前提：レストランでは食事がでる。 

否定：そのレストランでは食事がでない。 

解釈：客が自分で食事をもってくる。雨の日でもピクニックの代わりに、その

レストランに飾られた絵画などを楽しみながら持参の食事を楽しむのである。

レストランの従業員が休みの日に、こういうことをするとビジネスになる。 

前提：レストランではウェイターは礼儀正しい。 

否定：そのレストランではウェイターが礼儀正しくない。 

解釈：そのレストランでは、ウェイターが俳優のように話術で楽しましてくれ

る。客はウェイターの毒舌を楽しみに食事にくる。 

前提：レストランは食事代を請求する。 

否定：そのレストランでは食事代は請求されない。 

解釈：その代わりに時間で払う。客のなかには一杯のコーヒーで長く居座って

いる人がいて、その人が店の収益を増やすために邪魔になっている。料金を

時間制にすれば客の回転が速くなる。 

前提：レストランでは皿を出してくれる。 

否定：そのレストランでは皿を出さない。 

解釈：客が皿をもってくる。大企業が自社名やロゴのはいった皿を用意し、そ

の皿をもった客にはレストランが食事を提供する。 
                                                  
25 De Bono, E. (1992). Serious Creativity. London: HarperCollinsBusiness. 
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バズ：The escape method 

この escape method をあなたの日常生活の問題解決に使えないでしょうか。その可能性に

ついて隣の人と話し合ってください。 

集団思考 

グループで話し合うことによって新しいアイデアを見つける方法を

紹介しましたが、それに対して反論があります。それは「船頭多くて

船山に上る」という諺に代表されるように、アイデアを出す人が多す

ぎても逆に良くないのではないかという考え方です。一方、「三人寄れ

ば文殊の智恵」という諺もあります。どちらが本当なのでしょうか。 
それに答えてくれるのが、Janis が提唱した集団思考(groupthink)

という概念です。これは凝集性が高い集団で物事を考えると不合理な

結論になることがあることを主張しています。Janis によれば集団思

考の兆候は以下の 3 つのタイプに分けることができます26。 
まず、自分たちのグループの過剰評価。根拠のない楽天主義、自分

たちは間違っていないし、力もあるのだという幻想が出てくるという

わけです。 
第 2 に、閉ざされた心。自分たちの考えを覆すような情報には耳を

かさず、自分たちの考えだけに固執する。 
第 3 に、統一性への圧力。黙っている人は賛成であると考え、いつ

も全員一致の意見でまとまっているという幻想をもっている。そのた

め反対意見は言いにくい。メンバーは自分では内心疑問に思っても、

グループの雰囲気から自分のほうが間違っていると思いこみ自分の疑

問を自分から抑えこんでしまう。 
たとえば、ある障害者のグループがあって非常に団結心がある。自

分たちのグループの考え方は絶対に間違っていないし、自分たちは障

害者運動の最先端を行っていると思っている。他の障害者運動の流れ

は「つまらない」「健常者に振り回されている」「行政に利用されてい

るだけ」などと理由をつけて無視して、交流しようとしない。そして、

その方向がおかしいのではないかと、リーダーたちは内心思いながら

も、それを口に出しにくい雰囲気があるため、みんな黙って賛成して

いる状態である。 
グループワークへの応用としては、この概念によって「まとまりが

                                                  
26  Janis, I. L. (1982). Groupthink: Psychological Studies of Policy Decisions and 

Fiascoes. Boston: Houghton Mifflin Company., pp. 174-175.  



わかりやすいグループワーク 306

ある集団なら話し合って良い考えが浮かぶ」ということは、むしろ逆

に難しいのだということをワーカーは覚えておくことができるでしょ

う。 

 
バズ：集団思考 

あなたの身近な集団思考の例を考えなさい。たとえば、サークルが一部の人たちの発言に

踊らされて無茶苦茶な強化トレーニングの予定を組んでしまった。何人かの人は冷静に内

心「こんなのできるわけないよ」と思いながらも反対しづらい雰囲気を感じて沈黙した。

その結果、全員一致で強化トレーニングに入ったが、やっぱり破滅的な結果になったとか。 

5. 問題解決への介入 

グループが考えることに介入して今後の計画が決まったら、こんど

はそれを実行していくことを援助しなければいけません。そのプロセ

スは複雑なので、ここでは Garvin が例示している問題解決への援助

のモデルを紹介しておきます。それによれば、グループワーカーは以

下のような 8 つのプロセスでグループの問題解決を援助することがで

きます27。 

1. 問題の分析：問題の性格を詳しく明らかにする。 
2. 意思の確認：グループで取り組むかどうか決める。 
3. 解決の促進：グループを問題解決に取り組ませる。 
4. 目標の決定：具体的な目標を決める。 
5. 情報の収集：必要な情報を求める。 
6. 方法の提示：解決方法をいくつかあげる。 
7. 方法の選択：ひとつの解決方法を選ぶ。 
8. 手順の提示：選んだ方法を実行する手順（計画）をつくる。 

具体例をあげながら説明していきましょう。例としては、人が集ま

らないボランティア・グループの問題を考えてみます。 
(1) 問題の分析：集まらないのは人数が少ないのか。メンバーとし

て登録している人が少ないのか。それとも登録していても実際にくる

人が少ないのか。少ないということで問題になることは何なのか（障

害者を介護する人がいないなど）。いつから少ないのか。人数は減って

                                                  
27 Garvin, C. D. (1997). Contemporary Group Work (3rd ed.). Boston: Allyn & Bacon., pp. 

123-125. 
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きているのかなどを明らかにします。 
(2) 意思の確認：人数が集まらないことは他の問題（たとえばグル

ープのメンバー同士がなかなか親しくならないなど）に優先して取り

組むべき問題なのか。この問題の解決のために、グループはどれだけ

の時間を割くつもりなのか。ワーカーはメンバーがこの問題に取り組

む意欲があるのかどうか点検します。これをやっておかないと 1 時間

も 2 時間も話し合っていても、途中で「もう、いいじゃない、なんと

かなるよ」と誰かが言って、それで終わり！ということになりかねま

せん。やるか、やらないのか、まずははっきりさせておくことです。 
(3) 解決の促進：グループは問題解決のためには段階が必要なこと

を知らないことが多いのです。ですから、たとえば「人が集まらない、

どうしようか」と誰かがいうと、「じゃあビラをまこう」「ビラはどこ

でまく？」「駅前はどう？」「駅前だと警察の許可がいるんじゃない？」

と最初の提案で話がとまってしまう。問題解決のためには以下に述べ

るように目標をさだめ、情報を集め、方法を検討し、選び、実行のた

めの計画をつくるという段階が必要なのです。それを教えていきます。 
(4) 目標の決定：どういう状態が目標の達成された状態なのかを明

らかにします。たとえば、この場合、介護を求めている障害者すべて

に介護人がつけられるほどの数のボランティアを集めることを目標に

することができます。この目標にいたるまでの下位目標を決めること

も大事です。たとえばハイキングに行けるだけの介護人の人数と、会

議室で会議をするための介護人の人数とは違ってきます。会議をする

ためだけに必要な人数を下位目標の一つにすることもできます。 
(5) 情報の収集：いったい何人が必要なのか、どこでボランティア

が見つかるのか、どこにポスターをまけば効果的なのか、登録だけし

て来ない人にはどんな理由があるのか、どうしたらボランティアがこ

のグループに気軽にくるようになるのかなどいろいろな疑問がでてき

ます。それに対する情報を集めます。人に聞いてもいいでしょうし、

自分たちで論議して考えてもいいのです。 
(6) 方法の提示：「ポスターを役所にはる」「登録している人に電話

をかけて誘う」「障害者たちを励ましてボランティアを探すようにさせ

る」「ボランティア・センターに自分たちの活動をアピールする」「駅

前でビラをまく」など、さまざまな方法を考えてみます。それぞれの

方法の長所・欠点を明らかにすること。また、それぞれの方法につい

てのメンバーの感情（「駅前でビラをまくなんて恥ずかしい」など）、

あるいはそれを関係者（障害者自身、その家族など）がどう思うかな



わかりやすいグループワーク 308

どを検討します。 
(7) 方法の選択：以上のような方法のなかから、ひとつ（または、

その組み合わせ）を選びます。それぞれの方法の長所・欠点、有効性、

かかる時間や費用、価値観との関係、関係者の協力の有無、長期的・

短期的効果などをよく考えて選びます。 
(8) 手順の提示：電話をかけて人を誘うなら、それをロールプレイ

で練習してもよい。実際に言葉に出して行動リハーサル28をやってみ

るといいのです。この方法を実行すると、どういう反応が相手からく

るのか（ビラをつき返される、駅員から苦情をいわれるなど）を考え

ておく。方法を実行するとき何が障害になるのかを明らかにしておく

（電話代がかかりすぎるなど）。またどの程度集まれば成功だとするの

か、その判断はいつするのかも話しあっておく。 

余談：段取りの重要性 

このようなことはなんでもないように思われるかもしれませんが、私の経験をいえば、グ

ループワークを長年、研究している人とチームで仕事をすると、さっさと物事がきまって

いって驚くことがあったのです。その人がいないと、話し合ってもいつも話題がくるくる

変わるだけでちっとも前に進まないという感じでした。みなさんが職場に出ると、ものご

との段取りの進行が上手な人と下手な人の違いがよくわかると思います。上手な人は、た

とえばこのモデルに示されるような手順をきちんと踏んでいるのです。私はコミュニティ

ワーカーをやっていたころ、スーパーバイザーから「仕事は段取りだよ。段取りが全て」

などと何度も聞かされました。聞いたときは何を言われているのかわかりませんでしたが、

いまはよくわかります。 

余談：投票のパラドックス 

3 人で山に行くか、海に行くか、温泉に行くかを決めるとします。A さんは山、海、温泉の

順で行きたいそうです。B さんは海、温泉、山の順、C さんは温泉、山、海の順です。3 つ

いっぺんに考えるのは難しいので、まず山か海にしようと 3 人で話し合いました。A さん

と C さんが山、B さんが海と答えたので、多数決で山となりました。次に残りの山と温泉

を比べると、A さんだけが山で、結局、多数決で温泉になりました。実際によく考えてみる

とわかりますが、最初に比較する二つ以外のものが、必ず選択されます。つまり多数決は

一見合理的に見えますが、比較する順番で選ばれる結果が変わってしまうのです。議論の

                                                  
28 本書 110 ページ参照。 
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最後のほうに提案した案が採択されやすいのは、この原理のためとか。こういうことを投

票のパラドックス、またはコンドルセのパラドックスといいます。 

 
バズ：グループの挫折 

グループで何かをしようとしたとき話し合いがうまくいかずに失敗した例を思い出し、そ

れに 8 つのステップを当てはめれば、どこでつまずいたことになるのかを考えてみなさい。 

Key Words 

抵抗, 知覚の歪み, 選択的知覚, ステレオタイプ, 光背効果, 投影, 期待効果, 自己実現性

予言, 初頭効果, バーナム効果、価値観明確化演習, ブレーンストーミング, 集団思考, 投

票のパラドックス 
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むだばなし 

里の住人：バッタの話なんですけどね。 

山の仙人：なんじゃ、おまえさん、まだそこにおったのかえ？ 

里の住人：へえ。結局、なんですな。バッタを駆除しても無駄で、問題はバッタを住まわせてい

た人が、バッタなしでも人と向かい合うことができるかどうかなんですな。  

山の仙人：そういうことになるかのう。ただ難しいのは本人はバッタの存在に気づいておらん。

バッタに頼りつつも、バッタを意識しておらんのじゃ。 

里の住人：なんかわかりにくいですなあ。 

山の仙人：まあ、適当なたとえかどうかわからんが、アルコール依存症の人間はのう、酒をやめ

たら問題解決かというと、そうではないというんじゃな。 

里の住人：どういうことですか？ 

山の仙人：つまり、酒は止めた。しかし、その酒のおかげで他人と本当に向かい合わなくて済ん

でいたわけじゃ。人と話しをするときはいつも酔っておって、人と向かい合っていても相手の

言葉も自分自身の言葉も、まあ酒に流されておって、まともに受け止めなくてすんでいた。と

ころが酒をやめたら、その言葉が素面（しらふ）の耳に入ってくるし、自分も言葉を出さなけ

ればいかん。つまり人間関係に疲れるわけじゃな。だから酒にまた逃げたくなる。 

里の住人：バッタは酒と同じなんですか？ 

山の仙人：酒は自分の意思で飲むもんじゃからの。バッタのように向こうから付いてくるもので

はない。とはいえ、バッタの場合も、酒の場合も、あまりに長くとりつかれた人間は、それな

しでやってきた人間関係というものを忘れてしまう。 

里の住人：アルコール依存の場合は酒を飲まないと苦しくなりますわな。バッタの場合も、バッ

タに長くとりつかれていた人は、バッタがいなくなると苦しくなるんですかね？ 

山の仙人：なるんじゃのう、ただしアルコール依存の場合のように生理的な苦しさではない。 

里の住人：わかりにくいですなあ。バッタがいなくなった苦しさとは、どんな苦しさですか？ 

山の仙人：そうさなあ。バッタがいたころは相手の視線はバッタのほうに向けられていたわな。

ところが、バッタがいなくなったら、目と目が合うわけじゃ。 

里の住人：けっこうじゃないですか。 

山の仙人：しかし、目は心の窓というからのう。人によっては自分の部屋をのぞかれるのが不安

なように、自分の心を窓からのぞかれるのが不安なんじゃよ。 

里の住人：ははん、なるほど。 

山の仙人：しかし、そんなことが不安だったら、もうソーシャルワーカーなんてできんぞな。 

里の住人：厳しいですなあ。 

山の仙人：バッタは、その人が本当に人と人との交流をするのを妨げていたわけじゃ。しかし、

その妨げのために、人との交流の不安からその人は免れておったわけじゃのう。 



グループの葛藤 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
グループへの介入について前章では説明しましたが、介入すべき問

題のなかでも特に難しいのはグループ内の葛藤です。葛藤を処理する

理論は葛藤管理(conflict management)として研究が進んでいます。こ

の章ではその理論の概略を説明します1。 
葛藤すべてが悪いものではありません。国会のなかには与党と野党

の葛藤がありますが、それは健全な民主主義の証拠です。その葛藤の

中から政治の問題点などが明らかにされるわけです。このような肯定

的な結果をもたらす葛藤を「有益な葛藤」(functional conflict)といい

ます。特にソーシャルワークの手法には集団のなかに葛藤を故意に起

こし、集団のなかで未解決のまま放置されている問題を掘り出し、メ

ンバーの意識をそこに向けるというものもあります（ conflict 
induction という2）。それに対して、否定的な結果しかもたらさない葛

                                                  
1 ここで扱う葛藤はグループワークのグループ等、期限つきのグループの葛藤です。家族の

なかには「葛藤慣れした関係」(conflict habituated relationship)をもつ場合があります

が、そのような永続的な濃密な人間関係の葛藤はここでは扱いません。Barker (1999). 前
掲書, pp. 97-98.  

2 文字どおり訳せば「葛藤導入」。Barker (1999). 前掲書, p. 98. 
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藤を「無益な葛藤」(dysfunctional conflict)といいます3。ここでは後

者のタイプの葛藤について考えます。 

 
バズ：有益な葛藤 

本文では民主主義社会の政治に見られる有益な葛藤について述べましたが、他の有益な葛

藤の例を考え、隣の人と話し合いなさい。 

1. 葛藤のレベル 

有益、無益という分け方の他に、葛藤の生じる場所による分類も可

能です。まず個人の内面で起きている葛藤があります。たとえば、グ

ループ活動には興味があるが、自分はもっと仕事に時間を使いたいと

悩む。これは個人内葛藤(intrapersonal conflict)といいます。それに

対して、グループ内の他のメンバーとの葛藤があります。たとえば A
さんは B さんとどうしてもうまくいきません。これは個人間葛藤

(interpersonal conflict)です。また、グループのなかが A さんのサブ・

グループ4と B さんのサブ・グループに分かれてしまい、その間に葛

藤があるなら、それを集団内葛藤(intragroup conflict)といいます。さ

らにグループワークは同じ機関内で、親のグループ、子どものグルー

プ、障害者のグループ、ボランティアのグループ等を平行して行われ

ている場合があり、そのグループの間で葛藤が生じているのなら、そ

れは集団間葛藤(intergroup conflict)となります5。 

葛藤のレベル 

 
 
 
 
 
 
 

                                                  
3  Ivancevich, J. M., & Matteson, M. T. (1996). Organizational Behavior and 

Management (4th ed.). Chicago: Irwin., pp. 325-326.  
4 本書 139 ページ参照。 
5 Hellriegel, D., Slocum, J. W., Jr., & Woodman, R. W. (1995). Organizational Behavior 

(7th ed.). St. Paul, MN: West Publishing Company., p. 432.   
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グループワークの場合、もっとも問題になるのは集団内および個人

間の葛藤でしょう。以下ではこの 2 つのレベルの葛藤を念頭において

説明します。ただし、その葛藤は個人内や集団間の葛藤と深い関係が

ある場合が多いので注意すべきです。 

 
バズ：個人間および個人内の葛藤 

個人間の葛藤の原因の一つとして個人内の葛藤がある事例を考え、隣の人と話し合いなさ

い。対人関係の葛藤の原因の一つが、個人の内面の葛藤にあるという事例です。 

2. 葛藤の形 

実際に葛藤はどのような形で現れるのでしょうか。葛藤の形(forms 
of conflict)としては以下の 4 つがあると言われています6。まず、目標

の葛藤(goal conflict)。つまり、何を目標とするかということでグルー

プ内に争いが起きるのですね。たとえば、クラスでソフィア祭に出店

を開くことは決まっても、そこで「たこ焼き」を出すか、「お好み焼き」

を出すのか、あるいは「餃子」を出すのかで意見が分かれて葛藤が生

じるわけです。 
次に認知の葛藤(cognitive conflict)。状況をどう考えるかで葛藤が起

きるわけです。たとえば「お好み焼き」を出すのに、安くて小さいも

のを出したほうが喜ばれると考える人と、大きくて野菜とかがいっぱ

い入ったもののほうがヘルシーでいいと考える人の葛藤が生じる。そ

もそもソフィア祭で出店を出すことについてどう考えるかという考え

方の違いです。 
また感情の葛藤(affective conflict)もあります。「お好み焼き」を出

すのに、関西人の A さんが「あほたれ！ 大阪のお好み焼きっちゅう

のはなあ、そんなもんやないんやでぇ」と、やたらに指図してうるさ

い。「なんだ、あの態度は」ということになる。なにか理屈抜きで感情

的に受け入れられなくなる。そういうことで葛藤が起きます。 
そして手順の葛藤(procedural conflict)。ソフィア祭で出店をすると

いっても、クラスのみんなにどういう手順で説明し、どのような形で

了承をもらうか、そういった手順の問題で争いが起きる。結果として

出店を出すことは賛成だが、その案のクラスへの持っていきかたが気

に食わないという人は必ずいるものです。 

                                                  
6 Hellriegel, D., Slocum, J. W., Jr., & Woodman, R. W. (1995)., 前掲書, pp. 429-430.  
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バズ：葛藤の形 

あなたの身近な集団をとりあげ、その集団がもっている葛藤は何かを考えなさい。そして

その葛藤は上の 4 つの類型のうちどれに属するものかを考えてみなさい。 

3. 役割葛藤 

グループ内の葛藤を考えるときに便利なのが役割理論(role theory)
です。役割理論は社会福祉の援助の基本原理を説明することにも使わ

れるたいへん有用な理論です7。それによれば葛藤は役割の点から 4 つ

の類型に分けられます8。 
ひとつはグループのなかのある人から矛盾する複数の役割を期待さ

れてしまうときです。たとえば精神障害者のグループワークで、みん

なで「お好み焼き」をつくるというプログラムをたてたとします。ワ

ーカーはメンバーの A さんに「買出し係」という役割を期待していま

したが、同時に「B さんが、お好み焼きは自分には作れないって悩ん

でいたから話を聞いてあげてほしい」という「B さんのお世話役」と

いう役割も期待しています。買い出しもやって、同時に B さんの悩み

を聴くということは、時間的にできそうにもないと思ったとき、A さ

んに葛藤が生じるわけです。このような葛藤を「同じ人からの役割葛

藤」(intrasender role conflict)といいます9。Sender とは役割の期待

をする人のことです。 
またAさんは買出しに行こうとしたら、コ・ワーカーのCさんから、

調理室の準備をしてほしいと頼まれてしまいます。これは違う人から

矛盾する複数の役割を期待されてしまうことから生じる葛藤であり、

「異なる人からの役割葛藤」(intersender role conflict)といいます。 
さらに A さんは買出しに行くときに、母親から午前中は家にいて留

守番をしてほしいと頼まれたことを思い出して悩んでしまいました。

これは異なる場面から矛盾する役割を期待されたときに起きる葛藤で

「異なる場面からの役割葛藤」(interrole conflict)といいます。「異な

る人からの役割葛藤」と似ていますが、「異なる人からの役割葛藤」の

                                                  
7 岡村重夫(1983)『社会福祉原論』全国社会福祉協議会では、社会福祉の援助の原理が役割

理論で説明されています。 
8 Hellriegel, D., Slocum, J. W., Jr., & Woodman, R. W. (1995)., 前掲書, pp. 435-436. 
9 役割葛藤に関しては適当な訳語をネットで探しましたが、ありませんでしたので、私が適

当に意訳してつけています。 
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場合、同じグループ内で違う人から違う役割を期待されることであり、

「異なる場面からの役割葛藤」は、場面が違うところで（たとえば、

一方は家庭、一方は職場など）矛盾する役割を期待されてしまうこと

から出てくる葛藤です。 
また、A さんはグループワークの参加メンバーのなかでは最年長で

した。その自分が「下っ端」のように買出しに行くという役割には、

屈辱感を覚えていました。このように自分の価値観や態度と矛盾する

役割を期待されて感じる葛藤を「対役割葛藤」(person-role conflict)
といいます。 

 
バズ：役割葛藤 

あなたが（集団のなかで）体験した役割葛藤の例を思い出し、それが上の 4 つの類型のう

ちどれに属するものかを考えてみなさい。 

葛藤を生じやすい役割 

役割どうしの関係や役割と自分の価値観との矛盾から葛藤が生じる

ことを述べましたが、役割そのものから葛藤を生じることがあります。

その典型的な例が役割多義性(role ambiguity)です10。Ambiguity とは

曖昧ということです。 
たとえば、ある障害者の人のグループワークで、ワーカーは A さん

に「こんどのグループのプログラムはお好み焼き大会だからね。よろ

しく頼むよ」と言ったとします。そう言われた A さんは考えます。「よ

ろしく頼むって、どういうことなんだろう？」。A さんは悩んで、お好

み焼きがいったいどんなものなのか改めて知るために、近所のお好み

屋さんを食べ歩いて研究しました。それをワーカーに話すと、ワーカ

ーは呆れたような、驚いたような顔をして笑いながら「そんなことま

でしなくてもいいよ」と言います。じゃあ、何をすればよかったので

しょう？ ワーカーは「みんなはどんなお好み焼きを食べたいのかな

あ、聞いてきてよ」と言います。 
A さんはグループ・ミーティングの時間を利用して「どんなお好み

焼きが食べたいですか」と、みんなに聞きます。B さんは「広島風お

好み焼きがいい」といいました。C さんはそれを聞いて「広島風お好

み焼きってどんなものですか？」と質問しました。広島出身の B さん

                                                  
10 Cook, C. W., Hunsker, P. L., & Coffey, R. E. (1997). Management and Organizational 

Behavior (2nd ed.). Boston: Irwin/McGraw-Hill., p. 358.  
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は得意気に広島風のお好み焼きの作り方をペラペラと説明しました。

D さんは「へえ。おいしそうですね」と言いました。E さんは自分が

通い始めた工場のことをみんなの前で話したかったので「もう、いい

じゃん、お好み焼きのことなんか。それより仕事の話をしたい」と言

いました。みんなも E さんの話を聞きはじめました。 
A さんはミーティングが終ったあと、悩んでしまいました。自分は

広島風のお好み焼きを作るようにがんばらなければいけないのだろう

か。しかし広島風のお好み焼きの作り方なんて A さんは知りません。

B さんが何やら言ったことをメモできなかったし、B さんもその場で、

思いつきで言ったような感じでした。それに D さんは広島風のお好み

焼きに関心をもっていたようでしたが、後の人は特に何も言いません

でしたから、これは広島風にしたほうがいいということなのでしょう

か。それとも、しないほうがいいのでしょうか。いや、そもそも、こ

れを決めるのは A さんの役割なのでしょうか。わざわざそのことを決

めるために A さんは会議を招集する必要があるのでしょうか。その会

議を招集する権限は A さんに与えられているのでしょうか。 
「こんどお好み焼き大会だから、よろしく頼むね」というワーカー

の何気ない一言がどんなにか A さんを悩ましたことでしょう。A さん

は、また「こんなお好み焼き大会のことぐらいで悩むなんて自分には

到底、社会復帰なんか無理だ」と一層悩んでしまうかもしれません。

私の経験では、こういう役割の曖昧性は生真面目な人にはたいへんな

苦痛を与えてしまいます。 
葛藤を生じやすい役割としては他に役割過剰(role overload)があり

ます11。たとえば A さんは、お好み焼きの買出しもしなければいけな

いし、お好み焼きの種類についてグループ内で合意を得ることもしな

ければいけない。調理室の準備もしなければならない。あまりに期待

されている役割が多すぎて A さんはパニックになってしまいます。 

 
バズ：役割多義性・役割過剰 

あなたがこれまで体験した役割の曖昧性や役割の過剰について隣の人と話し合いなさい。 

 

                                                  
11 Cook, C. W., Hunsker, P. L., & Coffey, R. E. (1997)., 前掲書, p. 359.  
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4. 葛藤対処の方法 

では、このような葛藤に人はどのように対処しようとしているので

しょうか。その行動パターンは葛藤に対処するために自己主張をはっ

きりとして assertive になるか12、それとも自分の主張を抑えるか、ま

た相手に対して協力的な姿勢を見せるか見せないか、という 2 つの軸

を交叉させて 5 つの類型をつくることが知られています。それぞれを

簡単に紹介しておきましょう13。 
まず自己主張しないで、協力もしないという方法。これは回避

(avoiding style)です。嫌な人がいたら、その人には自分から何も言わ

ない。しかし協力するのも嫌なのでできるだけ避けるという方法です。 
一方、自己主張はするが協力はしないという方法もあります。これ

が強制(forcing style)です。相手が反対したら、力づくで抑える。黙ら

せる。相手を力で潰してしまうことによって葛藤を解決するという、

乱暴なやりかたです。 
また自己主張はするし、また協力もするという方法があります。こ

れが協同(collaborating style)です。葛藤解決の方法としては最も望ま

しいものですね。 
さらに自己主張はしないが、協力はするという方法があります。こ

れは同調(accommodating style)といいます。自分を抑えて、相手をた

てて葛藤を解決するという方法ですね。 

葛藤対処の方法 

                    非協力的        協力的 

                                                  
12 Assertion についてはアサーション・トレーニングの項（本書, p. 118）を参照。 
13 Hellriegel, D., Slocum, J. W., Jr., & Woodman, R. W. (1995)., 前掲書, pp. 440-445.  

自己主張       Forcing       Collaborating 
（強制）         （協同） 

 
                  
 
自己抑制      Avoiding     Accommodating 
          （回避）           （同調） 

 
Compromising

（妥協） 
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そして最後に以上の 4 つの方法の中間のものが妥協(compromising 
style)といいます。葛藤をもつ双方とも充分に満足できない方法であり、

必ずしも最善のものだとは限りません。 

 
バズ：葛藤処理 

あなたは対人関係のうえでの葛藤に対して、上の 5 つのスタイルのうち、どれを使うこと

が多いですか。隣の人と話しあってください。 

理論の応用 

この理論が実際のグループワークで使えるのは、葛藤に対してメン

バーがどのように対処しているかを分析するときです。たとえば、一

見、協力しているかのように見える A さんは、よく観察すると自己主

張をしておらず、実は「同調」だったということがわかるかもしれま

せん。とすれば A さんが assertive になれるように援助すべきでしょ

う。また何事にも消極的な B さんと、なんでも積極的な C さんとは正

反対の行動をしているように見えますが、この枠組みを使って分析す

れば「回避」と「強制」をとっていることがわかり、どちらも他者へ

の配慮に欠けている点が共通であることがわかります。 
ワーカーは葛藤に対しては基本的に mediator role14を使ってグルー

プに介入します。できるだけメンバーが「協同」で葛藤解決できるよ

うに援助していきます。 

Key Words 

葛藤管理, 有益な葛藤, 無益な葛藤, 葛藤慣れした関係, Conflict induction, 葛藤導入, 個

人内葛藤, 個人間葛藤, 集団内葛藤, 集団間葛藤, 目標の葛藤, 認知の葛藤, 感情の葛

藤, 手続きの葛藤, 同じ人からの役割葛藤, 異なる人からの役割葛藤, 異なる場面からの

役割葛藤 , 対役割葛藤 , 役割多義性 , 過剰役割 , 回避 ,  強制 , 協同 , 同調 , 妥協 , 

Mediator role  

                                                  
14 コミュニティワークの授業でもこの役割については説明します。 
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グループワークはグループを援助する方法です。しかし、ソーシャ

ルワークの一部なのですから、グループワークのなかで個人を援助す

ることも多くあります。この章ではこのことについて書きます。 

1. 個別的介入の必要性 

どんなときにグループワーカーはメンバーを個別的に援助すべきな

のでしょうか。Garvin はその判断基準となるものをいくつかあげてい

ます。それを私なりに整理しなおしたのを以下にあげておきます。 
まず、グループが未熟で個人を援助できる状態ではないとき、ワー

カーは個別的に援助する必要があります。グループがまだ充分にでき

あがっていないとき、メンバーがグループから助けられることは期待

できませんから、必要なときは個別的関係のなかで援助していくしか

ありません。 
またメンバーの問題がすばやい対応を求めているときがあります。 

グループが援助するのを待っていられないほどメンバーが深刻な問題

をもっている場合は、ワーカーは個別的な関係のなかで援助しなけれ

ばなりません。しかし、何もかもワーカーが先走ってメンバーをひと

りで援助してしまうとグループは助け合う機会をなくしますし、メン
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バーがグループによって助けられたという貴重な体験をすることもで

きません。ですから、ここでワーカーがひとりで援助した方がいいの

か、それとももう少し待ってグループがその人を助けるのを見とどけ

るか、それがワーカーの難しい判断になります。 
さらに問題をグループで解決することが他のメンバーにとって利益

にならないときがあります。たとえば一人のメンバーが性についての

強い不安をもっていたとします。それをグループのなかで話し合い解

決していこうとすると、他のメンバーもその不安にまきこまれてしま

い、やはりその不安が大きくなるということがあります。そういう場

合には、ワーカーはグループの外で、その不安をもった人と個別に話

しあうようにします。 

2. 個別的介入の危険性 

以上のような必要性にもかかわらず、グループワークにおいての個

別的援助は慎重に行わなければいけません。たとえば個別的に援助さ

れたメンバーは他のメンバーから特別視される危険性があります。た

とえば A さんを個別に援助して、あとの人にはそのような援助をしな

かった場合、A さんはワーカーから特別扱いを受けていると他のメン

バーが思うかもしれません。その結果、他のメンバーは A さんに嫉妬

を感じ敵意をもつかもしれません。グループから孤立しているから援

助しなければならないと思って個別的に援助すると、ワーカーの個別

的援助を知って他のメンバーは、ますます A さんから離れ、また A さ

んもワーカーが支えてくれているのだから無理をしてグループに溶け

込む必要もないと考えるでしょう。また A さんは特別な配慮を必要と

する人なのだと他のメンバーから思われてしまい、グループの役割構

造1のなかで、いつも「助けを必要としている人」と位置づけられてし

まうかもしれません。 
また、個別的援助はグループの信頼関係を崩す危険性があります。

たとえばAさんが自分の家族の問題をワーカーに個別に相談したとし

ます。そして、そのあとでグループのなかで、そのメンバーが話すと

きに「私の家族にもいろいろ問題があって」と、ワーカーの方をちら

っと見て、ニコッと笑ったりしますよね。そしてワーカーもふんふん

とわかったような顔をしてうなずいている。すると他のメンバーは「ワ

                                                  
1 本書 278 ページ参照。 
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ーカーは A さんの問題が何かということは知っているんだな。でも A
さんは私たちには話してくれないんだな」と感じる。すると A さんと

他のメンバーの関係は、そこで遠くなります。そして A さんとワーカ

ーの関係が他のメンバーとワーカーの関係よりも強くなったような印

象を与える。すると A さんはワーカーの注意をひくという点では他の

メンバーに「勝った」という気持ちが出てくる。他のメンバーも、そ

のまねをして、ワーカーの注意をひくために、いろいろ個別に相談に

くるかもしれません。そうなるとワーカーはモテモテなわけで自己覚

知が不充分なワーカーは、その状態にけっこう満足してしまうのです

が、グループワークとしては完全な失敗になります。メンバーの間の

信頼関係はいつまでたっても育ちません。 
このように個別的援助はグループの役割をメンバーが誤解すること

につながりやすいのです。グループワークの 初のときには、メンバ

ーはワーカーだけに向かって話すことが多いと書きました2。メンバー

はグループで話し合い助け合う意味をわかっていないことが多いので

す3。たとえば患者の集まりをもっても、話をしたいのはワーカーとだ

け、話を聴いてもらいたいのもワーカーだけということが、しばしば

みられます。そういうときにワーカーが個別的関係のなかで援助する

と、それを見たメンバーは「ワーカーとメンバーが個別的な関係をも

っていくのがグループワークなのだ」と誤解します。つまり、グルー

プワークではなく「グループのなかのケースワーク」(casework in the 
group4)と理解してしまうのです。 

他のメンバーの視線 

グループワーカーは以上のようなことを考慮して、メンバーを個別

的に援助すべきかどうか判断しなければなりません。個別的援助で使

う手法はケースワークで使うものとほとんどかわりません。ただし、

グループワーカーは個別に援助していても、その傍らには、それを見

ている他のメンバーがいるかもしれません。それを忘れないことです。 
メンバーへの個別的介入は他のメンバーの見ている前で行わない方

がよい場合があります。なぜなら、すでに述べたように、それは他の

                                                  
2 本書 241 ページ参照。 
3 本書 159 ページにその例をあげました。 
4 Shulman, L, & Gitterman, A. (1994). The Life Model, Mutual Aid, Oppression, and the 

Mediating Function. In A. Gitterman & L. Shulman (Eds.), Mutual Aid Groups, 
Vulnerable Populations, and the Life Cycle (2nd ed.). New York: Columbia University 
Press., p. 17.  
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メンバーにとって良くないことがあり、さらに個別的に援助された人

が特別視され、個別的に援助が行われているのを見たメンバーがグル

ープワークの趣旨を誤解する危険性があるからです。しかしながら、

グループの集まりのなかで素早く行われなければならない援助もある

でしょうから（話し合いの途中でパニックになってしまうなど）判断

は、なかなか難しいといえます。たとえ他のメンバーが見ていないと

ころで援助しても、ワーカーから特別の注意を向けられていることを、

そのメンバーが知らず知らずのうちに（あるいは故意に）グループの

なかで知らせてしまうと、メンバーの見ている前で援助するのと同じ

ことになってしまいます。 
たとえば、私は学校のスーパービジョンのなかで、グループワーク

の手法を取り入れてやっていますが、あるグループで話し合いが終っ

たすぐ後に「先生、どうしたらいいでしょう、実習でこんなことがあ

ったんです」と話しかけてくる人がいました。「君、それをグループの

なかで言えば良かったのに！」と、私は思わず言ってしまいました。

そういう会話が、まだ教室のなかにいる他のメンバーに聞こえてしま

いました。そのグループは、ずいぶん活発なグループで実にいろんな

ことが話し合えたのです。ところが私にそういう相談をした学生だけ

は 初から 後まで口を「への字」にして一言もしゃべらない。下を

向いたままなのです。そして終ったとたんに、私にだけ「どうしたら

いいでしょう」と声をかける。それを聞いていた他のメンバーは「な

によ、あの態度！」と思ったことでしょう。彼女は実習中にずいぶん

悩んだ人で、私は個別に長い時間を割いて彼女の話を聞いたのです。

そこで作られてきた個別的な関係がグループの前で出てしまうと、か

えってその人をグループのなかで孤立させてしまう結果になってしま

うわけです。 
また、グループのなかで個別に援助しようとしたとき、他のメンバ

ーの思いがけないかかわりによってワーカーの援助がダメになってし

まうこともあります。たとえば、やはり実習指導のグループで、ある

学生が施設先のスーパーバイザーの悪口ばかりをいっていました。私

はその施設と連絡をとっていて、その学生とスーパーバイザーの関係

にはいろいろ特別な事情があることを知っていました。そのようなわ

けで私は個別的に彼と話したいと思い、授業が終わったあとの教室で

声をかけました。すると、私と彼の対話を傍で聞いていた他の学生が

「先生は知らないんですよ、ホントにひどい職員がいるんですよ」と、

自分の行っている実習先の悪口を言い始めました。そして、その場の
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数人で実習先の職員の悪口で盛り上がってしまい「教員は施設の実態

を何もわかっていない」という結論になってしまったことがあります。

他の人の前なので、彼の私的な事情を説明することもできず、私は困

ってしまいました。グループのメンバーがまだ部屋から去らない前に

私が個別的な話を彼と始めてしまったのが間違いだったのです。 

 
バズ：個別的援助の問題点 

グループのなかでリーダーが個別的に誰か一人を援助することによって、グループ全体に

悪い影響を与えたという例は、きっと見たり聞いたりしたことがあるでしょう。それを隣

の人と話し合いなさい。 

時間と人数の問題 

個別的に援助する場合、それにどれだけの時間を使うかが大きな問

題になります。とくにグループが充分に成熟していないときに特定の

個人の問題ばかりをワーカーが取り上げると、他のメンバーは面白く

ないでしょう。それでも、メンバーがそれぞれ似たような問題をもっ

ている場合は、メンバーはがまんするでしょう。ワーカーの助言が、

自分の問題の解決にも役にたつかもしれないと考えるからです。 
たとえば障害者のグループワークで、A さんだけが結婚していて結

婚生活の難しさについて話したとき、ワーカーが結婚についての助言

をしても、他の独身のメンバーには自分たちは無視されているという

ように感じられるかもしれません。 
またグループの大きさも個別的介入を考えるときに考慮しなければ

ならない点です。5 人や 6 人の小さなグループなら、たとえ一人の人

に焦点をあてた話をワーカーが続けても、いずれ自分にも順番がまわ

ってくるからと、それほど不満にも思わないでしょう。ところが 15
人も 16 人もいるグループなら、いつになったら自分の番になるのか

わかりませんから、ワーカーが特定の個人に焦点をあてた援助を快く

思わないでしょう。 

注意事項 

グループワークにおける個別的介入には、以上のような難しさがあ

りますので、まずは次のようなことを考えてみましょう。ワーカーが

個別的な介入を行わなくても、誰か他のメンバーが、その人を個別的

に助けてはくれないだろうか。その人どうし、メンバーどうしで助け
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合う形にできないだろうか。そのメンバーの個別的問題を個別的介入

によって扱うのではなく、グループ全体で取り上げられないだろうか。

問題になっているメンバーはワーカーの個別的な介入を望んでいるの

だろうか。それともグループ全体で話し合ってほしいと思っているの

か。あるいは誰にも干渉されたくないと思っているのか。ワーカーの

個別的介入はグループの助け合いを難しくする結果にならないか。ワ

ーカーの個別的介入はグループの凝集性や望ましい規範の形成5に否

定的な結果をまねかないか。そういったことを事前に考えておきます。 
また、個別的な援助の 中には他のメンバーがそれを見ていること

を忘れないようにします。そしてワーカーの個別的介入の様子をみて、

他のメンバーもそれにならってメンバー同士で助け合うようになるの

か。あるいは逆にワーカーの個別的介入を否定的に理解して、それを

冷やかしたり、その援助の効果をつぶそうとしたりするか（たとえば、

子どものグループワークの場合、ひとりの子どもを特別に可愛がって

いるというように理解されて「先生は□□ちゃんが可愛いから好きな

んでしょう？」と冷やかす）。それを注意深くみておきます。 
さらに介入が終ったあとは、メンバーがワーカーのやったように相

手を援助するという行動に出るか。それともワーカーから個別的に援

助されたメンバーを仲間はずれにしようとするか。他のメンバーも、

ワーカーからの個別的介入を求めてワーカーに依存しようとするのか。

ワーカーの個別的介入がグループの規範や構造、プロセスにどのよう

に影響を与えるようになるか観察します。 

3. 個別的介入の方法 

次に、グループのなかで個人を援助する方法について説明します。

これまでに述べた方法でも（たとえばロールプレイ6）、グループのな

かで個人を援助する方法として充分に使えるものが多くありますが、

ここではこれまでにあまり述べてこなかったものを中心に紹介するこ

とにします。 

役割を与える 

ワーカーはメンバー個人に、さまざまなフォーマルな役7をさせるこ

                                                  
5 本書 247 ページより始まる章を参照。 
6 本書 110 ページ参照。 
7 本書 278 ページ参照。 
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とによって援助することができます。話し合いの司会をさせたり、ゲ

ームの「親」にさせたり、お茶の係をさせたり、グループのなかでは、

いろいろな役があるものです。メンバーともっと接したいのだけれど、

どうやって接したらいいのかわからないというメンバーには、お茶の

係をやってもらいましょう。「お砂糖いれますか」「何杯ですか」とい

う簡単な会話でも、それが人に声をかけるきっかけとなるでしょう。 
個人はグループのなかで役割を与えられ、それを果たすように期待

されることによって変わることがあります。グループワーカーは、そ

れを利用するのです。「役は人をつくる」と言います。しかし、グルー

プに必要もない役をどんどんつくるのではありません。グループのニ

ーズとメンバー個人のニーズの両方を考慮して役を考え、個人に割り

当てていきます。 
たとえば、キャンプにみんなで行くとしますね。ひとりだけ手が不

自由な A さんがいる。テントをつくったり、食事をつくったりすると

きに自分はじゃまになるのではないかと心配しています。そのとき A
さんに会計をやってもらうことを話しあって決めます。すると A さん

は手が不自由でも、ひけ目を感じることなくグループの活動に参加で

きるでしょう。 
役はメンバーを訓練することにもなります。上の例でいえば、手が

不自由なために自信がもてず、何ごとにも消極的だった A さんは会計

を担当することによって、まだ会費をおさめていない人に催促しなけ

ればなりませんでした。キャンプ場の使用料を払わなければならない

ので、メンバーに「早く払ってね」とアサーティブに8きちんと言わな

ければなりません。そういうことも小さな声でしか言えなかった A さ

んにとっては、それは良い訓練の機会になりました。また、お菓子を

買ってきて領収書も提出しないで「2000 円使ったから、2000 円ちょ

うだい」と言うようなメンバーに対して「領収書がないと、お金を渡

せません」と言わなければいけません。あるいは自分で立て替えてい

るのに気をつかって請求しない人がいないかどうか注意しなければい

けません。そういう会計に伴うさまざまな仕事が A さんを社会的に鍛

える良い機会になりました。同様のことは、キャンプのリーダーや食

事の準備係、小さな子どもをケアする係など、いろいろな役について

も言えます。キャンプではなくても話しあいの場面でも司会をやった

り、記録をつけたりという役は、その人にとって大きな成長の機会に

なるでしょう。 
                                                  
8 アサーティブについては本書 118 ページ参照。 
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バズ：役割の効用性 

グループのなかで役割を与えられて、個人が生き生きとし始めたという例をみなさんは見

たことがあると思います。それを隣の人と話し合いなさい。 

相互に観察する 

人間関係のあり方などを変える治療的なグループワークの場合、グ

ループのなかでメンバーの言動を相互に観察することがあります。グ

ループの場において各個人の人間関係のあり方がそのまま出てきます

から、グループのなかの個人の言動を見ることだけで多くの貴重な情

報が得られるわけです。以下にあげるのは人間関係の訓練としてよく

使われる方法のひとつです。 

演習：金魚鉢 

14-5 人のグループを、ふたつにわけて、7 人ぐらいのグループを 2 つつくります。そして、

ひとつのグループ（A）に部屋のまん中で話し合いをしてもらいます。あとのグループ（B）

は、そのグループのまわりを囲むようにして座ります。A グループは B グループがあたか

も存在しないかのように話し合います。つまり A グループは「金魚鉢」のなかにいる金魚

のようになるのです。B グループは A グループの話し合いが終ったあと、A グループの話

し合いがどうであったかを A グループに伝えます。そのとき、とくに A グループの a1, a2, 

a3, . . . の正面に、B グループの b1, b2, b3, . . . がいるようにして、b1 はもっぱら a1 の動

きに目をつけて、その話し合いの仕方について感じたことを述べます。とくに以下の点に

注意を向けます。（a1 のところは a2, a3 等に変わります） 

1. 話の流れのなかで a1 が果たした役割（a1 が話題を切り出していた、みんなに発言を促

していたなど） 

2. a1 の非言語的なコミュニケーション（手足の動きや位置、身体の傾き、声の調子など） 

話し合いが終ったら(1) 話のなかで a1 が果たした役割、(2) a1 の非言語的なコミュニケ

ーションを、b1 が観察した結果に基づいて話します。a1 は b1 のコメントを聞いた感想を

述べます。これによって a1 は自分が人から見ればどのように見えるのかがわかりますし、

b1 は自分の見方がどこまで正しかったのかがわかります。「金魚たち」の話し合いは 10 分、

それについてのフィードバックが 10 分。それが終ったら「金魚役」を交代します。 

観察にまわった人のなかには相手の身体の動きばかりに目をとられてしまい、その人の

発言やグループ全体の話の流れをつかめない人がいます。また、いろんなことを感じてい

ても、それをどうフィードバックしていいのかわからずに戸惑ってしまう人もいます。 
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金魚鉢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例：「私は A さんを観察していたのですが、最初は B さんのバイトの話に、あまり興味が

もてない感じで、下のほうを向いているだけでした。でも C さんがディズニーランドでの

バイトの話をしたとき、急に顔を上げて質問していました。そのあとは、ディズニーシー

の話を出していましたが、C さんのほうだけを向いて話していました。D さんが自分のバ

イトの話をすると、また急に関心がなさそうに指をいじっていたりしていました」 

(A さんの感想)「いろいろ見られていたので、びっくりしました。バイトの話は、興味が

ないわけではなかったのですが、話したいことが頭に浮かばなかったんです」 

知覚を変える 

集団は人の知覚に大きな影響を与えます。同じものを食べても、ま

わりの人が「美味しい！」と言っているのを聞いていると、なんだか

本当に美味しい気がしてきます。逆に、まわりの人が「まずい！」と

言っているのを聞くと、本当にまずいと感じるようになります。この

ことを利用して個人の偏った感じ方を変えていきます。 
たとえば自分の声が嫌でしかたがないと感じている人がいます。ワ

ーカーは、その人の声についてどう思うかをグループに聞いてみます。

たいていは「べつに変なところは何もないよ」「やわらかくて素敵だわ」

という声が返ってくるでしょう。それを聞くと「自分の声は、それほ

ど変じゃないんだ、それどころか人によってはいい声だと誉めてくれ

るのだな」と自分の声についてのイメージが変わるわけです9。 

                                                  
9 自分の声に劣等感をもっているという人は意外にいます。外見ほどフィードバックされる

ことが少ないので、自分の思い込みが強くなってしまうのではないでしょうか。 

a5 

a4 a3

a2

a1

b2 

b1

b5 

b4b3 
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また帰属理論との関連で説明したように10、メンバーの問題の解決

は、彼ら自身がその問題の原因をどのように認識しているかに関係し

ています。原因についての認識が間違っていると、いつまでたっても

問題解決にはつながりません。たとえば、夫の暴力で悩んでいる妻た

ちのグループのなかで「夫が私をなぐるのは私がバカだから」と口ぐ

せのように言う人がいるとします。その人の場合、夫との関係がうま

くいかないのは、みんな自分の低い知的能力が原因だと考えている。

しかしグループは彼女がりっぱにグループの仕事をこなし、発言もし

っかりしていて、とても知的能力が低いとは思えないことを伝えます。

そうすることによって彼女の認識の過ちを正していきます。 

問題解決を援助する 

グループ全体でメンバー個人の問題解決に取り組むことがあります。

自分だけのために、みんなが一生懸命考えてくれるということは、本

人にも大きな励ましになります。援助された人は自分がグループから

尊重されていることを感じるでしょう。またメンバーは互いに似たよ

うな状況にあるために、ワーカーひとりの助言や励ましよりも複数の

メンバーのさまざまな角度からの助言やヒントの方がずっと役にたつ

ということが多いのです。 
ただ、ここで生じやすいトラブルは、グループが一人のメンバーの

問題解決のために充分に時間をかけて取り組んだのに、 終的には、

そのメンバーがどの方法も選択せずに拒否してしまうことです。ふつ

うはグループが全体で、その当人もまきこんで話し合うのですから、

後になってメンバーがすべての提案を拒否してしまうことは考えに

くいのですが、当人が多くの人の注意を長くひきたいと無意識のうち

に願っている場合は、そういうことも起こります。問題を解決してし

まうと、みんなが一生懸命自分のことを考えてくれるという気分を、

もう味わえなくなってしまいますから11。 

 
バズ：グループが個人の問題に取り組むとき 

一つのグループがあなたの個人的問題を解決するために、いろいろと親身になって時間を

割いてくれたという経験がありますか。あれば、その経験によって自分が感じたことを隣

の人を語り合いなさい。ない場合は、それに似た体験を思い出すか、想像してみましょう。 

                                                  
10 本書 70 ページ参照。 
11 ゲームとストロークという概念を使い、この行動を理解できます。本書 103 ページ参照。 
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環境に介入する 

個人を援助するためにグループワーカーが、その環境に介入するこ

とがあります。しかし環境への介入を考える前に、当のメンバーが、

そのことを望んでいるかどうかを把握しておく必要があります。たと

えば障害のあるクライエントが一人で街に出る訓練をするグループワ

ークに参加したあと、いざ一人で外出しようとすると親がどうしても

反対するとします。ワーカーはその親に会って話すことができます。

これも環境への介入のひとつです。 
また、ワーカーがその環境を変えるときにも、ワーカーひとりでそ

の環境を変えるよう取り組めばいいのか、それともグループ全体で取

り組んだ方がいいのかも事前によく考えることです。たとえば障害者

の自由な外出を認めない施設があったとして、それを変えようとして

も、一人のワーカーが施設の責任者とかけあっても耳を傾けてくれな

いかもしれません。ところが、グループ全体がそれにかかわれば施設

も耳をかすかもしれません。なんといっても「数は力」です。このよ

うに変えようとする相手が大きな組織であるような場合はワーカー個

人がいろいろ動くよりも、グループ全体で取り組んだ方がいいかもし

れません。 
逆に相手が小さい場合、たとえば障害をもった A さんの外出を認め

ないのが A さんの父親だとして、その父親の態度を変えようとして、

グループのメンバーが全員Aさんの家に集まってAさんの父親と話し

合おうとしたらどうでしょう。A さんのお父さんはグループの力に圧

倒されてしまい、A さんと父親の関係も気まずくなってしまうかもし

れません。また A さんの家庭の細かい事情がグループに知られてしま

い、A さんは、そのようなことを望まないかもしれません。 
個別的介入との関連で環境の介入について述べましたが、次の章で

は環境への介入をもう少し一般的に述べてみましょう。 

 
バズ：環境への介入 

環境に介入することによって、かえって当人の迷惑になってしまったことが、あなたの友

達関係のなかでありますか。あれば、それを隣の人と話し合いなさい。 

Key Words 

Casework in the group 
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むだばなし 

里の住人：もう、そろそろ終わりに近づいたんで、結論を言ってほしいのですけど。 

山の仙人：結論なんか、ありゃせんぞな。もともと「むだばなし」なんじゃからの。 

里の住人：まあ、そんなこと、言わないで。結局、バッタの人はどうすれば良かったんですか。 

山の仙人：さあなあ、どうすれば良かったんじゃろうかの。 

里の住人：バッタなしで人と向かい合うことができればいいんでしたね。 

山の仙人：要するに、そういうことじゃな。 

里の住人：じゃあ、練習あるのみですな。 

山の仙人：ふむ。 

里の住人：ははあ、これでグループワークの必要性がわかりましたな。そういうオチでしたか。 

山の仙人：なあ、おまえさん、あんた、天籟（てんらい）というものを聴いたことがあるかえ？  

里の住人：はあ、なんですか、それは？  

山の仙人：荘子の斉物論篇に出てくるんじゃ。 

里の住人：荘子っていうのは、仙人のお師匠さんですな。 

山の仙人：そうじゃ。あれほど偉い人はおらんよ。 

里の住人：はあ。天籟というのは辞書によれば「天然に発する音」と書いてあります。 

山の仙人：そんな辞書は役にたたんよ。天籟というものは斉物、すなわち万物は一つであるとい

うことを悟り、世界と自己との一体的な響きを聴くことじゃ。 

里の住人：よくわかりませんが。 

山の仙人：聴きたいとは思わんのか。 

里の住人：はあ、思うような、思わないような。 

山の仙人：いやしくも仙人ならば、みな天籟を聴いておる。聴こえないおまえにとっては、羨ま

しいかぎりじゃろうが。 

里の住人：はあ、いや、そうでもないです。 

山の仙人：おや、そうかい。 

里の住人：そうですよ。なんたって聴いたことがないんですから、それがどんなものかもわかり

ませんし。だいたい、そんなもの、聴こえなくてもいままで問題なく生きてきてますから。 

山の仙人：聴く練習をしたらどうかの。 

里の住人：はあ？ 聴いたことがないものを、どうやって聴く練習をするんですか。 

山の仙人：そうじゃろう。体験したことがなくて、それがどういうものかもわからんもの、しか

も、その存在も疑い、それを体験していなくても一向に困っていないというものを誰が熱心に

手に入れたいと思うかね。人間関係もまた同じじゃ。人とほんとうの交流ができていなくても、

人は生きていける。「本当の交流」を知らんと言われても、それを体験したことがない人にと

っては、そんな存在じたい怪しいものではないか。 



環境への介入 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
これまでグループワークによって、どのようにグループを変え、メ

ンバー個人を援助するかを検討してきました。しかしソーシャルワー

クの伝統は人間の問題を環境とのかかわりで見ることにあります。単

にグループのありかたを変えたり、グループのなかで個人を変えたり

するだけでは不充分で人間をとりまく環境そのものにも働きかけてい

くことが必要です。 
ただ、グループワークでの個別的援助がケースワークの手法と重な

るように、グループワークにおいての環境への働きかけはコミュニテ

ィワークの手法と重なります。そこで、ここでは前章と似たような形

で、環境に働きかけるときの問題点に限定して述べることにします。 

1. 環境と逸脱 

環境を変えなければならない理由として環境が逸脱行動を支えつづ

けていることがあります。たとえば、盗みをやめられないのは盗んだ

ときに仲間から誉められる環境があるからだと考えられます。ウソば

かりついているのは、周りにウソをついてうまく世間を渡っている人
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がたくさんいて「正直者はバカをみるのさ」と言われつづけていたか

らでしょう。 
一方、その逸脱行為を本人がやめようとしても環境のために、それ

ができないことがあります。それは周りの人から「あいつはダメな奴

だ」と決め付けられてしまうことが原因です。それをラベリング

(labeling)といいます1。たとえば A 君は学校では「不良」と言われて

います。クラスメートも学校の教師も「あいつは不良だから」と距離

を置いている感じです。学校のガラスが割れていたりすると、まっ先

に A 君が疑われます。近所でも「あの子は不良だからね」と言われて

いて、みんな避けています。「不良」だと思われている子は、歩いてい

る姿だけをみても、いかにも「不良」のように見えてくるようです（一

種の期待効果2でしょうね）。こんな状態では A 君はほんとうに「不良」

になりきって「不良仲間」といっしょにいるしかありません。だから

ラベリングをする周りの人たちの態度を変えていく必要があります。

これも環境を変えなければならない理由のひとつです。 

 
バズ：Labeling 

ラベリングの例で、あなたが見聞きしたことを隣どうしで話し合いなさい。もし、そうい

う体験がなければ想像して話しなさい。 

環境を変える理由としては、他にクライエントが新しい環境を求め

ることがあります。たとえば車イス利用者がバスを利用しようとして

も介護者が 2 人以上いなければダメだと言われ、バスに乗せてもらえ

ない時代がありました3。そんなことでは車イスで生活している人の活

動範囲はとても狭くなってしまいます。そんなとき、ワーカーはグル

ープといっしょにバス会社と交渉することができます。 

置き換え 

ただ、このようにグループワークによって環境を変えようとするこ

とに一部のグループワーカーは反対しています。というのは、このよ

うな行動はメンバーの注意を自分自身から逸らしてしまい、自分自身

                                                  
1 通常、カタカナでラベリングと書きます。英語の発音はむしろレィブリングでしょうが。 
2 本書 290 ページ参照。 
3 私の大学時代がそうでした。毎回バスの運転手に苦情を言われて、それでも障害者運動の

活動家たちはバスに乗ろうとしました。私はボランティアの介助者だったのですが、運転

手たちは車イスに座っている活動家たちに文句を言わず、ボランティアの私に苦情を言う

ので困りました。 
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のもつ矛盾を相手の矛盾へと置き換えてしまうことになるというので

す。防衛機制でいう「置き換え」4ですね。たとえば息子との関係がう

まくいかないで悩んでいる父親が、その怒りを教師にぶつけたりする

わけです。 
ただ、そういうことがあったとしても、やはり環境への働きかけの

重要性は変わらないと思います。それに環境への働きかけという目標

は自分自身の問題を考える準備ができていないメンバーに対しても効

果的です。たとえば社会的な訓練ができていないために対人関係を深

められない身体障害者のグループがあるとしましょう。その人間的な

未熟さゆえにボランティアが定着せず、いつも介護人不足で充分な活

動ができないのです。そんなとき「メンバーの対人関係の能力に問題

があるからボランティアが定着しないのだ」とワーカーが言えば、メ

ンバーから反発があるかもしれません。メンバーとの充分な信頼関係

ができたとき初めて、そういうことを問題にすればいいのです。それ

までは「ボランティア活動に対する一般社会の理解がないからだ」と

いうことにして「ボランティア活動に対する人々の関心を高めること」

を目標に、グループワークをすすめていってもいいわけです。 

 
バズ：置き換え 

自分の内面の問題から目をそらすために、外に対して攻撃的になっている人の事例を知っ

ていますか。知っていたら、そのことを隣の人と話し合いなさい。 

2. Target system 

さて、グループワークで環境を変えるというとき、その target 
system5は何になるのでしょうか。以下に例をあげておきます。 

家族 

身近な環境としては家族があります。メンバーが変わろうとすると

き、それを妨げる存在として家族が現れるときがあります。たとえば

身体障害者のグループで、これからはできることは自分でしようとい

                                                  
4 本書 66 ページ参照。 
5 コミュニティワークの授業で説明しますが、ソーシャルワークでは client system, target 

system, change agent system, action system という 4 つのシステムを考えます。Target 
system とはワーカーが変化を起こさせる対象になるものをいいます。 
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う目標をたてたとします。しかし親たちはいつまでも彼らを子ども扱

いし、自分で車を手配して外出しようとすると親が先に電話をして手

配してしまったりするのです。こういう親の態度ではいつまでたって

も子どもは自立したオトナになることができません。そんなとき、ど

うやって親の行動を変えていくかグループで話し合ったり、ロールプ

レイで親との話し合いを練習してみたり6、あるいは自分たちの話しあ

いに親にも加わってもらい話し合ってみます。 

友人 

たとえば、いつも酒を飲んで失敗している人たちのグループワーク

では酒飲み友達との関係をどうすればいいかを話しあいます。いかに

「おい、飲みにいこうや」という誘いを断るか。断ると「なんだ、つ

きあい悪いな」と非難される。「酒も飲めないなんて、男じゃないぞ！」

と挑発される。そういう友達に対して、きっぱりと自分は飲まないん

だと主張していくこと、つまりアサーション7が大事です。酒だけでつ

ながっている関係なら切ってしまってもいいのです。 
非行少年たちのグループも同じですね。これからはマジメにやろう

と思っているのに「おい、マジメぶるなよ！」と殴られる8。もう盗ん

だりしないと言えば、いじめられて、とうとう負けて、また盗みをす

ると「ようやく、お前らしくなったぞ」と肩を組んでくれる。そうい

う仲間がいるかぎり、なかなか自分の行動を変えられない。したがっ

てこのような環境を変えていくということもグループワークの目標に

なります。 

施設や機関 

メンバーが共通して利用している施設や機関が変える目標になるこ

とがあります。たとえば、あるグループでは日中は働いている人が多

く、公民館を利用して集まっているものの、その利用時間が午後 8 時

までで 1 時間ほどしか集まりがもてません。そこで、その利用時間帯

を延長してもらうよう働きかけることにしました。これも環境を変え

るという事例のひとつです。 

                                                  
6 本書 110 ページ参照。 
7 本書 118 ページ参照。 
8 マイケル・ジャクソンの曲に “Bad” がありますね。あのビデオの Official video（18 分

のショートフィルム）は、このテーマをよく描いています。Youtube にあると思います。 
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制度 

ひとつの機関や施設を越えた大きな制度を変えることを目標にする

こともあります。たとえば公営住宅の家賃を上げることが検討されて

いることを知った貧困者のグループは住居者団体に連絡をとって、そ

の値上げ反対のために何をすればよいか聞き、その反対運動に加わる

ことができます。 

システムのレベル 

変える対象が定まったら、次に、その対象のどのレベルに介入する

かが問題になります。いちばん小さなレベルは個人のレベルです。た

とえば家族を変えるときは家族のなかの母親が対象になったり、友人

関係のなかでも特定の A さんだけ、施設職員のなかでも特定のある職

員が対象になったりします。次は、複数の人々のレベルで、家族では

父親と母親、友人関係では A さんとその仲間、施設では問題のある職

員と彼を支える数人の人びとが対象になります。さらにシステム全体

のレベルがあります。家族なら家族全体、施設なら施設全体、職場全

体というレベルです。そして最後にシステムの権威構造のレベルがあ

ります。そのシステムのあり方を決める最上部の人たちであり、施設

なら理事会のメンバーであり、制度なら自治体の長や議会になるでし

ょう。 
この対象のレベルを選ぶことは易しいようで実は難しいのです。た

とえば施設のなかで一人の職員が利用者に対して非常に乱暴な言葉使

いをするとしましょう。それを変えていくとき、対象となるレベルは

個人のレベルであるように見えます。しかし、実際はその職員が利用

者に対して乱暴な言葉を使っているとき、他の職員たちはニヤニヤと

笑って彼の暴言を心理的に支えているのかもしれません。そうなると

変えるべきは彼と彼の周辺の人々ということになります。また施設全

体の雰囲気が利用者の人権を認めていないもので、その職員だけがは

っきりとそれを口に出すだけなのかもしれません。とすれば施設全体

が変える対象となります。 
もしも個人の特別な性格のために問題が生じているのなら、その個

人に働きかければ問題は解決します。しかし、その個人が頑固者だっ

たりすると、それはなかなかうまくいきません。そのようなときは問

題が個人レベルであっても、介入する対象は施設の理事会レベルにな

ります。施設長や理事長に訴えて職員の入れ換えを頼んだり、厳重に
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注意してもらったりすることができるでしょう。 
また、最も変えやすいレベルを選んでいくことが大事です。たとえ

ば役所の福祉部のある職員の態度が悪いとしますね。それを変えてい

くためには、その職員個人に働きかける、福祉部の部長に働きかける、

役所の苦情受付係に相談するといったいろんな方法があります。一般

にはシステム全体に働きかけるより個人に働きかける方が簡単です。

ただし、その個人がどうしても変わらない場合には、より大きなレベ

ルからその個人を変えてもらうように働きかける必要がでてきます。 

 
バズ：レベル 

変えようとする環境のレベルの選択を適切に行ったために成功した例、逆に、その選択を

間違ったために問題解決にいたらなかった例を考え、それをとなりの人と話しなさい。 

3. 変革の主体 

グループワークを通して環境を変えようとするとき、まず確認して

おきたいのはメンバーの意志です。環境を変えるのは、けっこうたい

へんなことです。外部の人の態度を変えようとすると、かえって逆に

圧力をかけられたりします。ですから、グループのメンバーが過去に

周りの人たちを変えようとしてひどい目にあったという経験があるの

なら、グループ全体で変えるということは無理かもしれません。もう

いちど自信がつくまで待つしかないでしょう。 
さらに、メンバーの能力も確認しておきましょう。たとえば施設の

あり方を変えるのだと説明しても、子どもたちがグループワークの対

象であれば、子どもたちには施設のあり方を変えるとはどういうこと

なのか理解できないかもしれません。対象者が知的障害者でも似たよ

うな状況が考えられるでしょう。知的障害者の家族に働きかけるとい

っても、家族と自分たちをケンカさせようとしているのだとしか理解

してくれないかもしれません。つまり状況を理解して相手を変えよう

とするだけの行動をとれないかもしれないのです。また、相手を変え

るときにはかなりの不安やストレスをともないます。そのような不安

やストレスに耐えられない人には、このようなアプローチは適してい

ないでしょう。 
その他、個人が動いたらいいのか、それともグループ全体で取り組

んだ方がいいのかという判断基準としては、どちらの方が能率的なの
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か、失敗した場合の危険性はどうなのか、グループ全体の凝集性を高

めるものかどうか、メンバーやグループの目的と重なるものかどうか

などを点検できます。 

個人が変えるか、グループが変えるか 

環境を変えるときにも、グループのなかの個人を励まして環境を変

えさせるようにするか、それともグループ全体で取り組むかは難しい

選択です。たとえば少年のグループで、ある少年は「自分が何をいっ

てもA先生は耳を傾けてくれない」と苦情を言っているとしましょう。

「じゃあ、どんなふうに君は A 先生に話しかけているのかな」と、ワ

ーカーは聞いてロールプレイでみんなの前でA先生に話しかける様子

を演じてもらいます。少年は「ねぇ、先生、じつはね」と言うのです

が、それがいかにもボソボソと言って何を言っているのかよくわから

ない。A 先生は、そのとき少年によれば「なんだ、いいたいことがあ

ったらはっきり言いなさい」と答えたということで、グループのメン

バーは「あんな調子だったら A 先生がそう言うのも無理ない」と思っ

たりするわけです。A 先生にピシッと言われて、少年はムッとしてし

まい、それ以上なにも言わなくなってしまう。それでコミュニケーシ

ョンが切れてしまっていたんですね。そこでグループのなかで少年が

はっきりと A 先生にモノが言えるように何度も練習します。そして少

年が、実際に A 先生にはっきりとモノを言うと（「先生、ちゃんとボ

クの言うことを聞いて下さい！」）A 先生の態度も変わったということ

です。つまりこの場合は少年個人が自分の態度を変えることによって

A 先生個人を変えるという方法を取ったわけです。これを、グループ

全体が A 先生を呼びだして話しあいをもったり、あるいはグループ全

体で校長先生に訴えたりすると状況は複雑になってうまくいかなかっ

たでしょう。 
また「不良少年」としてラベリングされてしまっている少年たちの

グループワークで「俺たちのこと、先生は嫌がって避けているみたい

だ。だから勉強のことも質問する気にならないんだ」という声が出た

としましょう。ワーカーは「じゃあ、はっきりと自分の気持ちを伝え

たらいいのに」というと、少年たちは「そこまでして先生たちと話し

たいとは思わない」ということでした。それに、こういう微妙なこと

は、うまく言葉で表現できないということでした（つまりスキルが不

足している）。そこでワーカーは教師を何人か、そのグループに招いて

少年たちと教師たちの話しあいの場を設けたのでした。すると少年た
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ちも自分ひとりではありませんから、日ごろの思い（「自分たちは、先

生から相手にされていないと思う」など）を思いきって言うことがで

きました。教師たちも一人の少年が言うなら「そんなことないよ」と

簡単に否定できたのですが、このように何人もの少年たちが同じよう

な思いをしていたという事実を目の前に見せられたら、自分の態度を

反省せざるをえません。 
このように、グループのなかの個人に変えさせるか、それともグル

ープ全体に変えさせるかは、グループワーカーがさまざまな状況を判

断して決めなければならないのです。 
 

 
バズ：変革の主体 

グループのなかの個人が変えるべき問題なのか、グループ全体で変えるべき問題なのかと

いう判断が適切で成功した例、逆に、その判断が不適切で失敗した例を考え、となりの人

とそれについて話し合いなさい。 

Key Words 

ラベリング, 置き換え, Target system 



グループワークの評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ソーシャルワークのプロセスにおいて評価(evaluation)は非常に大

事なことです。「あまりに忙しくて評価する暇がない」などと言ってい

れば、やりっぱなしの無責任な業務になってしまいます。そこでこの

大切な評価についてまとめてみました。 

1. 評価の重要性 

ソーシャルワークにおいて評価が大切な理由としては 3 つあげるこ

とができます。まずクライエントに対する責任です。援助が果たして

有効だったのかどうか確かめることは、クライエントに対する責任の

ひとつでしょう。 
第 2 に技術の向上への責任です。グループワークをどのように行う

と効果的なのかということは、グループワーカー自身が実践を積み上

げて明らかにしていくしかありません。技術を修得する手段としては

ワークショップに出たり本を読んだりする方法があるでしょう。しか

し、ワークショップを開いたり本を書いたりするときに基礎にあるグ

ループワークの知識は誰かが産み出さなければいけません。そして知

識は実践を通してしか得ることができません。あなたがソーシャルワ

ークの専門職になるのだったら、知識の生産を他人にばかり頼らない
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で、自分でもその知識の生産の過程に参加すべきです1。それがあなた

の実践を評価する第 2 の理由です。 
第 3 の理由は、これはますます重要になっていることですが、あな

たの実践の有効性を機関に示さなければならないということです。そ

うしなければ、あなたは専門職として認められず、最悪の場合は自分

の雇用も危うくなります。「私は良い実践をしている。ソーシャルワー

クはクライエントの役にたっている」と思えば、その証拠を示さなけ

ればいけません。 

余談：書くしかない！ 

ソーシャルワーカーは自らの実践を評価する論文を書かなければいけません。この意識は

日本では、特に医療の現場で働くソーシャルワーカーの間に強まっています。それは医師

や看護師など他の専門職がどんどん現場の実践を論文にしていっているからで、ソーシャ

ルワーカーだけが「私は何も書いていないけど、良い実践をやっているんだ」と叫んでも、

それはもう通用しなくなっているのです。通用しなければ、ソーシャルワーカーは機関の

予算が苦しいときに人員削減の対象になってしまいます。ですから、これからの時代は、

実践者も論文を書くしかありません。「論文を書くなんて嫌だ。私はクライエントの援助に

専念したい」という、あなたの主張は「その援助が有効かどうか、わからない」というこ

とで病院長には受け入れてもらえないでしょう。その流れは病院だけではなく、今後、老

人施設など他の福祉施設にも及んでいくことでしょう。 

2. 実践研究者 

私が以前、あるアメリカの社会福祉機関を訪問して驚いたのは、彼

らが、かなりの時間と労力をかけて自分たちの実践の評価を行い、そ

の実績を公表していることでした。それによって福祉基金からの補助

金を獲得することに成功しているのです。ですから成功している機関

を訪問すると、その機関の実績や活動内容を書いた資料を、どっさり

と山のようにもらうことができます。逆に、ワーカーが熱心にクライ

                                                  
1 グループワークの日本の研究論文を読んでいると、アメリカ・イギリス等でつくられた理

論の紹介に終わっているものが少なくありません。実際、そういう研究論文も重要である

ことは確かです。しかし日本人と欧米人のグループに対する文化の違いは大きいもので、

欧米で開発されたグループワークの理論が、そのまま日本で使えるとは限りません。では、

日本のグループワークの理論をどう作り上げていくかということですが、それは日本での

グループワーク実践の評価を地道に積み重ねていくしかないと思います。 
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エントの相談に親身にのっていても、ただそれだけのところでは、そ

の活動が外に見えず基金の補助金を得ることがないので数年でつぶれ

てしまうのです。 
そんなアメリカのソーシャルワーカーの間では、実践研究者

(practitioner-researchers)という言葉が広がっています2。つまり、ソ

ーシャルワーカーは実践だけではなく調査研究も平行してやっていく

ものだという考え方が定着しつつあるのです。これまではアメリカで

も研究は研究者が行い、実践は実践者がするというはっきりとした分

業がありました。実践をやっている人が研究をしたのでは、調査の客

観性が得られないと考えられていたからです。しかし、それでは現場

を知らない研究者だけが理論をつくることになり、結果として実践に

は役立たない理論がつくられてしまう危険性があることがわかってき

ました。そういった反省もあって実践者も研究する必要が言われ始め

たのです。 
ただ研究が大切だといってもソーシャルワーカーの場合は、あくま

でも実践が優先されて、研究は第 2 のものだということです。直接に

そのクライエントに役立たない研究のために、あなたのクライエント

に余分なストレスがかかることは避けなければなりません。また、ク

ライエントには研究の目的を知らせ、その研究に協力するかどうかは

援助とは別の問題として選択させるべきです。つまり「アンケートに

答えて、この研究に協力しなければ、今後、私の援助は受けにくくな

りますよ」などと脅してはいけないということです。 
また、クライエントにはその実践の評価について知らせ、彼らが評

価を通して何を知りたいと思っているのかを（たとえば、どのように

グループワークが自分の問題解決のために役立ったのかということな

どを）確かめておきましょう。グループワークの評価とはどういうも

のなのか、わからないクライエントが大半でしょうが、そのときはわ

かるように懇切丁寧に説明します。さらに実践の評価はワーカー自身

がクライエントに対する専門職としての責任を果たす上で知りたいと

おもっている事柄も含むべきです。というのは、これまでの実践の評

価は、機関が自分の実績評価のためにおこなうものが多く、ワーカー

自身の専門職としての関心が反映されないこともあったからです。た

とえば私がボランティア・ビューローに勤めていたころ、機関として

                                                  
2  “A growing idea in social work is that the ‘practitioner’ should become a 

'practitioner-researcher’.” C. D. Garvin (1997). Contemporary Group Work (3rd ed.). 
Boston: Allyn & Bacon, p.190. 
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のビューローの関心は「ワーカー（である私）が、いくつのグループ

を援助したか」ということにあり、そのグループを数えあげることに

関心をもっていました。しかし私自身は援助した個々のグループが活

発になり凝集性を高めたかどうかに関心をもっていました。機関とし

てのビューローは私のグループワークの質までは評価の対象とするつ

もりはなかったのです。私たちが、ここで学ぶのは機関だけではなく、

クライエントやワーカー自身の関心をふくんだ形で行なう実践の評価

です。 

余談：Practitioner, researcher, educator 

上智の卒業生で現場に入っている人と話すとき、「しっかり大学で研究してくださいね。それで、

それを現場に戻してください」と言われることがあります。私は、それに対して practitioner- 

researcher という概念を紹介しています。社会福祉学の研究は社会福祉学科の大学教員だけが

するものではないのですね。私は、ある社会福祉専攻の大学の教員から「大学の教員は現場にい

ないと言われるが、自分たちは福祉の現場にいないが、教育の現場にいるじゃないか」と聞いて

感心したことがあります。ソーシャルワーカーが practitioner-researcher であれば、社会福祉

の大学教員は educator-researcher でしょうか。また現場のソーシャルワーカーは実習生を担当

することによって educator になることもあるわけですから practitioner, educator, researcher

は、以下の図のように一部重複しながら、みんな別々なのではないかと思っています（PRE 

Model）。ですから現場の方に進もうと思っているみなさんには、研究はぜひやってもらいたい

と思います。 

 

PRE Model 

 

 

 

 

 

 

Practitioner Researcher 

Educator 
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3. Single-system design 

評価は数字やグラフで表現すると客観的で、わかりやすく、他職種

の人や一般の人にもアピールしやすいと思います。ただ社会調査にお

いてもっともよく使われる統計的な手法は 1 回あたりのグループワー

クの人数がせいぜい 15 人であることを考えれば、使うことがなかな

か難しいと思います。 
そこで考え出されたのが single-system design です。これは英語で

は single-subject design, single-case experimentations あるいは

ideographic research と書くこともあります3。また社会福祉士の国家

試験では単一固体実験計画法または単一事例実験計画法として出題さ

れているようです（日本語で書くとかえって難しいですね）。 
これはグループワークを経験する前後で変化をみつける方法です。

よく新聞のチラシなどで「使用前」「使用後」の写真を比べたものがあ

りますね。あれと似たような発想です。Single system design には、

いろんな種類がありますが、ここではソーシャルワークの評価で最も

よく使われる AB design と B design について説明しましょう4。 
AB design の A は、A phase (介入前の状態)、B は B phase (介入後

の状態)を意味します5。たとえば、グループのなかで太郎君は落ち着

きがなく、すぐに立ち上がってしまうとしましょう。その回数を数え

ておきます。下のグラフでは 1 回目から 5 回目のセッションで、それ

ぞれ 20 回、18 回、19 回、16 回、21 回、立ち上がってしまっている

ことが記入されています。これが A phase の状態です。この介入前の

状態をベースライン(baseline)ともいいます。 
ワーカーは 6 回目のセッションから太郎君に特別の援助をします。

たとえば太郎君に「5 分間ちゃんと座っていたら、お菓子をあげるよ」

と言います。5 分おきに、それまできちんと座っていたらお菓子をあ

げるわけです。そして 1 時間のセッションが終わったときには立ち上

がった回数は 6 回、9 回、4 回と、減っていることがわかります。こ

れが B phase です。A, B には、特別な意味はありません。状態の順番

から A, B と名づけているだけです。 
 

                                                  
3 Thyer, B. A. (1993). Single-System Research Designs. In R. M. Grinnell, Jr. (Ed.), 

Social Work Research and Evaluation (4th ed.). Itasca, IL: F. E. Peacock., p. 95. 
4 同書, p. 98.  
5 Royse, D. (1995). Research Methods in Social Work (2nd ed.). Chicago: Nelson-Hall., p. 

60.  
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AB Design 

 

 
このグラフをみれば、明らかにトークン6は太郎君の落ち着きのない

行動を抑えたことがわかります。Single system design の強みは、こ

のようなデータのグラフィックな表示にあります。複雑な統計処理を

求められることも通常ありません7。みなさんの卒論でも使えそうです

ね。単純に見えますが、専門的な調査法として広く認められています。 
AB designの弱点は baselineを明らかにするために介入を待たなけ

ればならないということです。つまり上の例では太郎君の baseline を

とるために、1 回から 5 回までのセッションは太郎君への介入をしな

かったのです。立ち上がるくらいの行動なら問題は少ないでしょうが、

たとえば夫が妻に暴力を一週間に何回ふるうかということを baseline
としてとるとしたら何週間もワーカーは介入をしないで、妻が受ける

暴力の回数を数えなければいけません。そんなことは実際的ではない

し倫理的にも問題があります。 
そのような場合は回想して baseline をとるということもします。つ

まり「むかしは週に 5 回はなぐられていた」と、妻に思いださせて、

それを baseline とします。これを回想的ベースライン（retrospective 
baseline）といいます。ただ人間の記憶はあてになりませんから難し

い問題もでてきます。 
そこで baseline をとることを断念したのが B design です。これは

baseline をとるまで待っていられないケースへの介入の評価に使われ

ます。以下の図は、毎週のグループワークでその週に何回、夫から暴

                                                  
6 本書 79 ページ参照。 
7 Royse (1995). 前掲書, p. 68.  
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力を振るわれたかを数えあげたものです。グループワークの援助を受

けてから暴力を受けた回数が減っているのがわかります。 
 

B Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

Single system design は主に個人の変化を調べるために使われます。

ただ、それでもグループ全体の変化を調べることにも使えるでしょう。

たとえば、グループで話し合ったあとの満足度を、メンバーひとりひ

とりに数字で表現してもらい、それを合計（または平均）したものを

縦軸にとってグラフを書くことができます8。 

測定 

Single system design で数値を出すときに測定(measurement)9を

します。何をどのように測定するのかは Single system design の質を

決定する重要な問題です。その方法としては数値を直接測定する方法

と、尺度をあてはめて、それを反映させた数値を測定する方法（評定

尺度法）があります。評定尺度法は大きなテーマですので次節で述べ

ることにして、ここでは数値を直接測定する方法について説明します。 
数値を直接測定すると単純明解な結果が出ます。その方法には目に

見える行動に焦点をあてるか、それとも目には見えない生理的変化に

注意するかという 2 つのものがあります。 
まず、問題行動を数えることが単純でわかりやすい測定方法です。

                                                  
8 Single system design には他に ABAB design, BAB design, BCBC design など数多くの

種類があります。ここでは紹介しませんが、関心がある人は調べてみましょう。 
9 「測定」の訳語は『新版心理学事典』(1981)平凡社に従った。 
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たとえば前述のAB designの例として出した太郎君の行動を数えるこ

ともこの手法を使っています。行動を数えるのはワーカーだけとは限

りません。B design の例としてあげた暴力の回数はクライエントの家

庭内でしか数えられませんから、クライエント自身かその家族の報告

を待たなければいけません10。 
単純に 1 回 2 回と数えることが適切ではない場合もあります。たと

えばAちゃんはずっと泣いているのに対してBちゃんは少し泣いてか

ら、笑って、また泣いたとします。すると A ちゃんは 1 回、B ちゃん

は 2 回泣いたことになり、実際は A ちゃんの方がよく泣いているのに

Ｂちゃんの泣いた回数の方が多くなってしまいます。こんなときは 10
分おきに子どもを観察して泣いているかどうかチェックして、それで

泣いていた数を数えます。そうすると 1 時間じゅう、ずっと泣き続け

ていた A ちゃんは 6 回、途中で泣きやんだ B ちゃんは（たとえば）3
回になります。 
運動不足を解消するグループワークでメンバーに万歩計をつけても

らうこともできます。それで歩いた歩数を数えるわけです。不登校の

子どもが月に何回、学校に行ったかという回数を数えることもできま

す。数を数えるだけではなく、その行動が持続している時間を計るこ

ともできます。ただタイムウォッチをもちながら、グループワークを

するということは現実には少ないでしょう。録音記録をとることによ

って、そういった細かい測定は可能かもしれません。 
以上は個人の行動に着目したものですが、行動を数えることはグル

ープの評価にも使えます。数える対象となる行動としては「感情を出

すこと」「自己開示をおこなうこと」「他者に援助を求めること」「時間

どおりにミーティング場にくること」「自分の価値観を明らかにするこ

と」「他者にはげましの言葉をおくること」などがあります。 
目に見える行動を観察するだけではなく簡単な器具をつかってその

生理的変化を測定することもあります。たとえば閉所恐怖症の人に 30
秒だけタンスのなかに入ってもらって、そのあとに心拍数を計るとい

うことも可能です。その他、血圧や体重測定などの生理的測定も、よ

く使われています。 
 

                                                  
10 行動の変化をクライエント自身が測定することを client self-monitoring といい、クライ

エント以外の人が測定することを collateral monitoring といいます。Collateral とは「相

並べて」という意味です。Barker (1999). 前掲書, p. 81 および p. 87. 
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バズ：何を数えるか？ 

あなたが援助してみたいと思う人を考え、その人への援助を評価するために数値に変える

ことができる行動、または生理的測定方法を考えてみなさい。それを隣の人と話し合いな

さい。 

4. 評定尺度法 

評定尺度法は目に見える形で数えたり計ったりすることができない

もの（情緒とか価値観など）の変化を数字で表現するために尺度（ス

ケール）を利用します11。この尺度によって数字も違ってくるので、

結果を普遍化するには難しさが伴います。したがって最初に紹介する

情緒の評定(rating)以外は single system design には、あまり使われな

いようです。しかし、グループワークの結果を言葉でいろいろと表現

するよりも数字で表現したほうが簡潔でわかりやすく説得力があるこ

とがあります。 

情緒 

情緒の評定とは自分自身の情緒で変化させたいものをとりあげ、そ

れを 0 から 100 までの点数をつけます。たとえば A さんは大学生です

が、教室のなかにはいると人の視線をあびているような気がして恐く

てしかたがありません。そこで最も恐いときを 100、全く平気なとき

を 0 として恐さの尺度をつくり、その変化を見るわけです。 
グループワークでよくとりあげられる情緒としては不安、怒り、い

らだち、恐れ、落ち着きなどがあります。点数で評価するのは主観的

であてにならない感じがしますが、さまざまな調査によって、この数

字には信頼性があることが示されています。 

 
バズ：どんな情緒を評定しますか？ 

あなたが援助してみたいと思う人を考え、その人にはどのような情緒を評定すればよいと

思うかを隣の人と話し合いなさい。 

                                                  
11 「評定尺度法」の訳語は『新版心理学事典』(1981)平凡社に従った。それによれば「価

値段階法」という訳語もある。p. 734.  
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目標達成 

これは各個人に対して目標を完全に達成した状態を 5 点、まったく

達成していない状態を 1 点として点数をつけていくものです。その状

態を文章化して点数をつけやすくします。尺度は各個人の状況に応じ

て個別的に作っていきますが、その点数の基準はグループみんなで話

し合いながら決めていくと良いといわれています。 
たとえばAさんは夫を亡くしたあと一人で孤独な生活を送っていま

す。その A さんにとっての目標はその孤独な生活から抜けでて地域の

人びとと交流することですが、とくに何かの趣味の会をみつけて、そ

れに入ることが良いのではないかとグループで話し合われました。そ

のグループが A さんのためにつくったのは以下のような尺度です。 

5 点：A さんは自分が関心をもつことができる趣味の会を見つけ、そこに入る

ことができた。 

4 点：A さんは自分が関心をもつことができる趣味の会を見つけ、連絡をとり

はじめた。 

3 点：A さんは自分の孤独についてグループワークのなかで語り、しかも具体

的になにかの趣味の会を探す計画をたてている。 

2 点：A さんは自分の孤独についてグループワークのなかで語っているが、具

体的な行動をなにもしようとしていない。 

1 点：A さんは自分の孤独に対して何の行動も起こしていないし、それをグル

ープワークのなかで話すこともしない。 

演習：「充実した長期休暇」という目標の達成尺度 

あなたが、こんどの長期休暇（夏休み、または春休み）を充実して過ごすという目標をた

てたとき、その目標達成度を測るための尺度を考え、できたものを点検しあいなさい。 

 5 点 

 4 点 

 3 点 

 2 点 

 1 点 

よくできていない尺度は、レベル間になんら関連がない。良い例は、より目標に近づくに

するにはどうすれば良いかという具体的な小さな目標が提示されています。また、レベル

の上下が関連しています。 
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上の例はひとつの尺度において点数の基準を並べたものですが、そ

れとは違い、複数の尺度を並べてそれぞれの点数の合計を出す方法も

あります。たとえば A さんの場合に以下のような尺度を出します。 

 A さんは自分の孤独をグループのなかで話すことができた。 
 A さんは自分の孤独の克服は自分の意思の問題だと認めた。 
 A さんは自分が入ることができる地域のサークルを探した。 
 A さんは自分から知人に電話をして話をすることができた。 
 A さんは自分から地域の人に声をかけることができた。 

これに対して、一つひとつ A さんとグループが話し合いながら、たい

へん良くできたときには 5 点、まったくできなかったときには 1 点、

その中間が 3 点として、また必要に応じて 2 点または 4 点を各項目に

つけていきます。そして合計点を目標達成の目安とするわけです。 

演習：上智大学社会福祉学科に入学したときの目標 

あなたが上智大学社会福祉学科に入った目標（例：社会福祉の法律について充分に学ぶ）

を 5 つか 6 つならべて、それぞれ目標が（あなたにとって）完全に達成されているときは 5

点、まったく達成されていないときは 1 点として、それぞれ点数をつけてみなさい。そし

て合計点を出してみましょう。（卒業式の日にそれを再び行ってみることをすすめます） 

  

   

   

   

   

価値観 

グループワークで問題になるような行動は間違った価値観によって

裏打ちされていることが多いものです。たとえば「酒をあびるほど飲

むのは男らしい」という価値観が毎晩の泥酔状態を引き起こしている

ことがあります。また「女はやせていればやせているほど美しい」と

いう価値観が拒食につながることもあります。そのような場合、間違

った価値観を変えることがグループワークの目標になります。そして、

どれくらい価値観を変えられたかが評定の対象になるわけです。 
たとえば A さんは大学生ですが、自分でもちょっと金づかいが荒い
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とおもっている。しかし、お金を使わないと友達ともつきあえないの

ではないかと不安をもっています。そういう A さんにとって大事な価

値観は何か。それについて A さんを含めてグループで話し合います。

そして、以下のような 4 つの価値観が明らかになったとしましょう。 

1. 計画的に金は使うべきである。 

2. ひと晩で数万円も人におごるべきではない。 

3. 金を返すつもりがない友達に金を貸すべきではない。 

4. 学生なのにサラ金から借金をするべきではない。 

この上の 4 つの価値観に対してそれぞれ以下の 7 つの質問をします。

だいたい下にいけばいくほど、その価値観がその人にとって根づいて

いることを意味します。 

1. そう考えることを恥ずかしく感じないか。 

2. そう考えることを人前ではっきりといえるか。 

3. ほかの考えと比べたあとに、まだ、そう考えることができるか。 

4. そう考えたときの肯定的側面と否定的側面とを考慮して、そのあとにも、

なおそう考えることができるか。 

5. 迷うことなく、そう考えることができるか。 

6. そう考えて、なにか行動したことがあるか。 

7. その考え方は、あなたの日常の生活に根づき、それにしたがって毎日を

すごしているか。 

そして、上のような質問に○、△または×をつけるという形で答え

てもらいます。それはたとえば以下のようになるでしょう。これを○

は 2 点、△は 1 点、×を 0 点として、すべての合計点をだすことで、

どれくらい価値観が変わったかを数字で表現できることになります。 

浪費をめぐる価値観の評定 

 
価値観      1 2 3 4 5 6 7 計 

計画的に使うべきである  2 2 2 2 2 1 0 11 

おごるべきではない   2 2 2 1 1 2 0 10 

金を貸すべきではない  2 2 2 2 1 1 0 10 

借金をするべきではない  1 1 1 0 1 1 0  5 

総計             36 
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演習：受講に対する価値観の評定 

授業に出ることができないで、学校からドロップアウトしかけている人たちのグループワ

ークにおいては、以下の 4 つの価値観をあげてみてもいいでしょう。 

1. 授業には出席するべきである。 

2. 授業には遅刻するべきではない。 

3. 授業中には眠らず、集中して講義を聞くべきである。 

4. 欠席した場合、授業の様子を出席した友人に聞いておくべきだ。 

あなたがもし上にあげた例のようなグループワークに参加した場合、以下のような評定を

おこなうよう指示されるかもしれません。ためしに、○(2)、△(1)、×(0)をつけてみましょ

う。もし、入学当初に同じようにしたら、点数はどうなっていたでしょうか。この点数の

変化で、あなたの価値観がどのように変化したかを表現することができるでしょう。 

受講に対する価値観の評定 

 
価値観      1 2 3 4 5 6 7 計 

出席するべきである    

遅刻すべきではない    

集中して聴くべきである   

欠席した場合の対処    

総計       

 

演習：望ましい価値観のリストをつくる 

望ましい価値観を定着させるためのグループワークにおいて、どのような価値観を評定の

ための道具にすればいいでしょうか。3-4 人のグループにわかれて考えてみましょう。上の

例のように表がつくれるような価値観を書き出してください。 

1. 「女性は何事も控えめに言うほうが良い」という価値観をもっているために、夫に対

して自己主張できず、家庭に問題をかかえている女性たちのグループワーク。 

2. 「男は人まえで泣くべきではない」と教えられ、悲しみなどの感情を表現することを

男の恥だと思いこみ、心身に病気をかかえてしまっている男性のグループワーク。 

3. 「一流大学に入学しなければ人間としての価値がない」と思い込み、何年も浪人して

しまっている青年たちのグループワーク。 
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4. 「男は、なんでも腕（暴力）で解決すべきだ」と思い、家庭でも暴力をふるう男性の

グループワーク。 

以上のものはすべて個人を対象とした尺度でした。それに対して、

グループ全体を対象にしたものもあります。それを次に紹介しておき

ます。 

問題解決 

グループがどれだけ問題解決に向かっているかを次のような尺度で

測ることができます。ワーカーが一人で行うこともできますし、グル

ープ全体で評定してもいいでしょう。グループ全体で行うときにはグ

ループの運営の仕方の反省材料にできるでしょう。 

5 点：問題は完全に解決された。問題のあらゆる面が検討され、すべてのメン

バーが結果に満足しており、これ以上の検討は必要がない。 

4 点：問題の解決にグループは向かったが、もし、もっと時間と資源があれば、

さらによりよい解決が可能であったと思われる。 

3 点：問題解決には向かわなかったが、グループがより悪い方向には向かって

いない。 

2 点：問題解決には向かわず意見の相違は広がり、感情的対立もみられた。 

1 点：問題解決には向かわず話が別方向に進んだ。問題は感情的な対立や他の

話題によってまったく忘れられた。 

演習：問題解決の評定 

あなたがこれまで参加したいくつかの会議や話し合いの場面を思い出し、上の尺度で評価

してみなさい。同じメンバーで複数の場面が思いだせたら時間の経過によって問題解決能

力が高まったかどうかを点検してみましょう。 

5. グループ記録 

評価方法として Single-system design を紹介し、効果を測るために

必要になる評定尺度について説明しました。ただ、グループワークの

評価方法としてワーカーが日常的に使っているのは、以下に述べるグ

ループ記録(group recording)だと思います。 
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3 つのタイプ 

グループ記録には 3 つのタイプがあります。ひとつはプロセス・レ

コード(process record12)です。いちばん時間がかかりますが、もっと

も基本的なものです。グループで生じたメンバーどうしの交流のプロ

セスを記録します。もちろんメンバーの一言一句を記録していたら時

間がいくらあっても足りません。ですからメンバーやワーカーが言っ

た重要な言葉、グループの話題の流れ、そのグループの流れに対して

メンバーやワーカーが果たした役割等をとらえて書くようにします。

プロセス・レコードの作成に際しては、メンバーの承認さえあれば、

デジタルレコーダーやビデオなど電子機具による記録も行われます。 
これより時間がかからないのは重要な出来事(critical incident)だけ

を記録することです。第 1 のプロセス・レコードと似ていますが、こ

ちらの方法は、そのプロセスのなかでとくに重要でグループ全体の様

子を象徴的にあらわすものを記録しておくのです。 
第 3 の方法は要約記録(summary recording)です。これは最も簡単

なもので、グループワーク全体の概略を記録するものです。グループ

ワーク・プログラムの名称（「1998 年度介護者家族のつどい」など）、

プログラムの目的、プログラムの内容、日程、ワーカーの氏名、メン

バーの氏名、出席状況、ワーカーのコメントなど、項目を埋めていく

ような形で書き入れていきます。 

事例 

以下にグループワークの記録の事例を載せておきます。ゴシックの

部分はあらかじめ決められた項目の見出しで、その下を埋めるように

して書いていきます。この記録は上の 3 つの種類を組み合わせた形に

なっています。 

ワーカー氏名：上智 紀子 

グループ名：麹町大学生グループ 

セッション：第 3 回目 

ミーティング日時：11 月 5 日（火曜日）午後 2 時から 4 時まで 

ミーティング場所：第 3 学習ルーム 

出席したメンバー：6 名（四谷、市谷、上野、神田、品川、渋谷） 

 

                                                  
12 Process recording ともいう。 
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 セッションでのワーカーの目標と、それに対するメンバーの認知 

それぞれのメンバーが、大学生活に対する率直な気持ちを語り合い、わ

かちあう。メンバーは前回のセッションでその目標を知らされている。 

 個人に対するワーカーの目標と、それに対するメンバーの認知 

孤立している品川をリラックスさせて、グループにとけこむ準備をさせ

る。これについてはメンバーには知らせていない。 

 セッションにおけるワーカーの役割とメンバーの役割 

話し合いの潤滑油的な役割。メンバーをリラックスさせる。アイス・ブ

レーキングの導入。メンバーには傾聴を期待する。 

 グループのプロセス 

最初に check-in として、この 1 週間の学生生活について go-round で話

をすることをワーカーが提案した（2:00-2:30）。その後、市谷の問題がメ

ンバーの注意をひく。彼はクラスの女子学生をラウンジに食事に誘った

ら「彼が待っているから」と断られた。自分としては「深い意味がない」

のに、そんなふうに断られたのがショックだったという。「それがどうし

てショックだったの」と、上野が聞く。市谷は「それは彼女がウソをつ

いていると思ったから」で、しかも「自分が彼女に特別な気持ちがある

ように受けとめられてしまったから」だという。ワーカーは、どんなふ

うに、その女子学生をラウンジに誘ったのか、ローププレイで再現して

みてはどうかと提案する。市谷は神田を相手にロールプレイをする。神

田「なにか思いつめて誘っているみたいで、これでは女の子は警戒して

しまうと思う」という（2:30-2:50）。それは市谷のノンバーバルなコミュ

ニケーションに問題があるからではないかと、ワーカーは指摘し、ノン

バーバルなコミュニケーションの演習をしてみることを提案する。それ

は 9 つの感情がかかれたカードを一枚、選んで、その感情を表情で表現

し、メンバーにあててもらうというものだった（2:50-3:25）。終わったあ

とに、グループでこれから取り組む課題について話し合う。上野は各自

のコミュニケーション・スキルについて、それぞれがもっとフィードバ

ックをする時間をもちたいと言う。他のメンバーも同意している様子だ

（3:25-3:45）。最後に check-out としてメンバーひとりひとりに感想を求

めた。品川「ロールプレイの様子をみて、自分はこのグループについて

いけるかどうか、自信がなくなってきた」。 神田「もうすこしディスカ

ッションしたかったのに、いきなりエクササイズにはいってしまった。

残念」。 市谷「自分の問題が中心になってしまって申し訳なかった」。上

野「だいぶん、みんなリラックスしてきたと思う」(3:45-4:00)。 
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 セッションのなかで明らかになった問題点 

品川、四谷、渋谷の 3 人が、かたくなに心を閉ざしていて、それが他の

メンバーにも緊張感を与えている。市谷が「自分の問題ばかりが中心に

なって申し訳なかった」と言ったのは、品川、四谷、渋谷らが、黙って

話し合いに参加しようとしなかったからではないか。 

 次回のセッションの予定 

今回できなかったアイス・ブレーキングを行い、品川、四谷、渋谷がリ

ラックスできるような雰囲気をつくる。そののち互いのコミュニケーシ

ョン・スキルについてフィードバックする時間をもつ。 

 全体の概略的評価 

市谷がメンバーとしては初めて、かなり自分の問題をオープンに語り、

それをロールプレイなどでわかちあうことができた。しかし、まだ緊張

して話せないメンバーが多い。ロールプレイ、ディスカッションと、メ

ニューが多すぎて、ついていけなかったメンバーもいた（品川、四谷、

渋谷）。 

 

描写と解釈 

グループワークの記録をうまく書くための、一つのヒントをここで

述べておきましょう。それは事実の描写は、ワーカーの解釈や判断と

は明確に区別して書くことです13。以下は、あまり望ましくない記録

の例です。 

A さんは B さんに怒っていた。どうやら、B さんの C さんへの態度が A さ

んには傲慢に見えるようだった。B さんは、それに対して、がまんしている

様子だ。そこが B さんの良いところだ。 

まず「A さんは B さんに怒っていた」というのは、一人のワーカーの

解釈です。A さんの同じ様子を見た別のワーカーは「A さんは B さん

に八つ当たりしていた」と解釈するかもしれません。どちらが正しい

のでしょうか。どちらも正しくないかもしれません。また A さんの次

の日の行動で、この日の A さんの行動の解釈が変わってくるかもしれ

ません。つまり解釈は確実なものではありません。記録はワーカーの
．．．．．．．．

私的文書ではなく、複数の専門職が共有する文書
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

なのですから、あく

                                                  
13 本書 59 ページでも述べました。 
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まで事実に基づいた記述を心がけるべきです。 
解釈や判断を書くべきではないというのではありません。それが自

分の、その日に限って行う解釈・判断だということを自覚して書くな

ら、それはいいのです。記録はあとで振り返るものです。あとで振り

返って解釈や判断をするための材料です。ですから、できるだけ事実

の描写を行うことが重要です。事実の描写は、その人の具体的な発言

や身体の動きなどを中心に書くと良いでしょう。上の事例は次のよう

に書くことができます。 

B さんは C さんに対して、アパートの見つけ方が「まずかった」「経験が足

りない」と言い、自分のアパートさがしの体験を話していた。すると A さ

んは突然、B さんの発言をさえぎって、「ちょっと、そういう言い方は私、

がまんできないわ！ C さんの気持ちも考えるべきよ！」と大きな声で言っ

た。A さんの顔は真っ赤になっていた。B さんは驚いた顔をして黙って下を

向いた。C さんはおろおろして、ワーカーの方を向いた。グループは、しば

らく沈黙が続いた。 

具体的な話題について書き、実際に話された言葉を抜き出し、話さな

かったメンバーの動きも書いています。すると読む人に状況が伝わり

ます。よく旅行から帰ってきた人に「どう？ 旅行は良かった？」とき

くと「良かったよ」と返事が返ってきます。でも、それだけでは、ど

ういう旅行に行ったのかがまったく伝わってきません。「良かった」と

いう判断だけを言われても何もわからないのです。それと似ています。 

余談：実習ノートの書き方 

実習ノートを書くのも同じ要領です。できるだけ description（描写）を心がけること。学

生たちの実習ノートには、この描写がないものが目立ちます。たとえば、 

今日は、子どもたちが、とても素直だった。私は安心できた。ようやく子ども

たちに私が受け入れられてきたと実感できた。 

という書き方をする人がよくいます。でも、これではスーパービジョンができません。子

どもたちのどういう様子を見て「素直だった」と「判断」したのか？ 「ようやく子どもた

ちに私が受け入れられてきた」と、どういう事実をもって「解釈」したのか。スーパービ

ジョンの重要な対象の一つは、そういう判断や解釈のプロセスです。 
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演習：グループ記録 

5-6 人のグループにわかれて 20 分ほど話します（メモを取ってはいけない）。そのあと 10

分で具体的な描写を含む簡単な記録をかきなさい。10 分後にグループのなかで一人一人、

その記録を読上げます。最後に感想を話し合います。 

分析方法 

このような記録をつけていると、ついには膨大な量になります。そ

の記録を前にして「このデータをもとに論文を書きたいのですが、ど

うすればいいですか？」という質問を受けることがあります。このよ

うな記録は分析者によって加工される前の状態(raw)であるという意

味で raw data file と呼ばれます。これをどうやって「加工」するので

しょうか。よく使われるのが cut and paste という手法です。 
たとえば、アルコール依存症者のグループワークで、メンバーのア

ルコールに対する考え方の変化を評価することを考えると、その記録

のなかの該当個所に印をつけます。この作業を「アルコールに対する

考え方の変化」というコード(code)をつけるといいます。コードをつ

ける作業をコーディング(coding)と言います。 
コードは本に貼り付ける付箋のようなものです。実際には、たとえ

ば、コードに関連する記録の個所にカラーペンで印をつけます。そし

て、あとで、その印をつけたところをハサミで切り取って集めたら、

それでメンバーのアルコールに対する考え方の発言が集まります。こ

れはハサミで切って(cut)、そして集めて貼る(paste)という作業ですか

ら cut and paste と呼ばれます。 
その切り取ったものをグループワークの初期、中期、後期にわけて

比べてみると、その人のアルコールに対する考え方の変化がわかりま

す。そのときに実際の発言を利用します。調査する側が言葉を変えた

り抽象的な表現に変えてしまったりすると良くありません（不要な言

葉を省くといった編集は良いとされています）。できるだけ生の言葉を

集めます。 
Cut and paste は単純な方法ですが、コードは無限に考えられます。

「アルコールに対する考え方」というコードより、「家族に対する考え

方」のコードで cut and paste した方が興味深い結果が出るかもしれ

ません。どちらが良いかは、やってみないとわかりません。その結果、

多くのコードをつけて切ったり貼ったりすることになります。グルー

プ記録を何枚もコピーして、それをいちいち切って貼る作業を繰り返
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すことになります14。 
コードをつけて重要なデータを引き出したら、こんどは表をつくり

ます。この表をつくるという手法はデータを見やすくする上で重要で

す15。アルコール依存症の人のグループワークの例を下にあげておき

ます。 

アルコールに対する考え方の変化 

時期             A さんの発言       

初期  何年か前に胃の手術をしたときにね、入院中は 3 週間、飲まなかったんです

よ。でも、手が震えたりしませんでしたからね。あ、これは、まだ飲めるなと

思いまして。オレは、アル中なんかじゃないぞ、とね。 

中期  やっぱり大酒飲みっていうのが、いけませんね。家族崩壊ですしね。でも節

酒はできると思うんです。ほどほどに飲むことが大事じゃないかなと。病院で

は先生も、節酒は無理だと、おっしゃるんですけどね。でも、じゃあ、イッパ

ツ、オレが挑戦してやろうじゃないかと。（笑いながら） 

後期  一滴飲んだら、もう止まらないということが、だんだんわかってきました。

たしかに入院中に、こうやってみなさんの体験談を聞きながら、自分のことを

振り返ってみると、やっぱり酒のコントロールはできなかったなあと。でも、

オレから酒を取ると、結局、何が残るんだと、それがねえ、一番の悩みかな。 

前のページのような表を、A さん、B さん、C さんというふうに、メ

ンバー別につくっていけば、それで何か共通のパターンがみつかるか

もしれません。たとえば、この表でいえば「依存の否認」から「節酒

へのこだわり」「飲酒行動のコントロールの断念」に移って行くパター

ンが見えてくるかもしれません。 
共通のパターンを見つけるには正確な多量のデータが必要です。メ

ンバーの了解が得られたら、グループワーク記録も録音記録をとり、

それを文書化したもの（テープ起こし）を使うのが良いでしょう。録

                                                  
14 この作業はコンピュータソフトを使うと便利です。特にその作業をするために開発され

たコンピュータ・ソフトウエアのことを「質的データ分析ソフト」といいます。ネットで

調べるといろいろなソフトが紹介されています。佐藤郁哉(2008)『実践質的データ分析入

門：ＱＤＡソフトを活用する』新曜社も参考になります。 
15 Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded 

Sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 
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音記録を文書化したものをトランスクリプト(transcript)といいます。

トランスクリプトを作成することと、いわゆる「テープ起こし」とは

少し違います。通常、そこには「テープ起こし」には出てこないメン

バーの動作や表情など非言語的メッセージが書き入れられています。

たとえば「嬉しいです」という言葉は、テープ起こしでは「嬉しいで

す」としか書かれていないでしょうが、トランスクリプトには「嬉し

いです」（笑顔で）、あるいは「嬉しいです」（顔をしかめて）といった

注が書かれています。 
このような文章で書かれたデータを分析する方法は、質的研究、定

性的研究あるいは質的調査法(qualitative research)といわれ、多くの

手法が開発されていますので、そちらを参照してください。それに対

して統計的な手法を使う調査や single-system design などは量的研究、

定量的研究あるいは量的調査(quantitative research)といいます。ど

ちらの調査法が優れているというものではなく、どちらの調査法を使

うかは、調査の対象や目的によって決めていきます。 

Key Words 

実践研究者, Single-system design, AB design, B design, A phase, B phase, Baseline, 

評定尺度法, グループ記録, プロセス・レコード,要約記録, Cut and paste, Codes, Coding, 

トランスクリプト, 質的調査法 
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むだばなし 

里の住人：なんか、最後の最後になって妙に難しくなってしまいました。 

山の仙人：そうかえ。 

里の住人：へえ。天籟とか、なんとか。 

山の仙人：ははは。あれかえ。おまえさんにはわからんじゃろ。 

里の住人：へえ。さっぱりわかりません。でも、バッタの人にとっても、対人関係は天籟のよう

なものだと、仙人はおっしゃりたいんですな。 

山の仙人：そうじゃ。犬を見てこいと言われたら、犬を探せば良い。犬を探すのが容易なのは、

もうすでに、おまえさんが犬というものが、どんなものか知っておるからじゃ。ところが犬を

見たことがない人に、犬を見て来なさいと言っても、その人は困るじゃろう。どれが犬なのか

わからんからのう。 

里の住人：本を読んでもダメですかな。 

山の仙人：言葉で伝えられることは限られておる。森林のなんともいえん香りを、おまえさん、

どうやって言葉で伝えられるかね。伝えられんじゃろう。 

里の住人：ううむ。では、バッタの人はどうなるんですか。その人は本当の人間の交流を知らな

いわけでしょ。練習しても、それを知ることができないんじゃあ、もう絶望的じゃないですか。 

山の仙人：変なことを言うのう。おまえさん、天籟を聴くことができなくて絶望しておるかい？  

里の住人：はあ？ いいえ、それは絶望しておりませんけど。  

山の仙人：絶望していいはずじゃぞ。あのような美しい音を聴けんのじゃから。 

里の住人：はあ。でも、わたしゃ、これで満足していますから。 

山の仙人：そうじゃろ。だったら、バッタの男も同じではないか。あの男も人間どうしの深い交

流は知らん。しかし、その知らんこともよくわかっておらんのだ。深い交流と言われても、そ

んなものがこの世にあるのかどうかも疑っておる。おまえさんが絶望しておらんように、バッ

タの男も絶望しておらん。 

里の住人：はあ、では、そのまま放っておいていいわけですな。 

山の仙人：もちろんじゃ。わしたちに何ができる。 

里の住人：しかし、私は教えてあげたいです。 

山の仙人：要らぬお節介じゃ。おまえさんだって、わしが無理に天籟を聴かせてやろうとしたら

嫌だろう。それと同じではないか。 

里の住人：バッタの人は、このままで幸せなんでしょうか。 

山の仙人：ふうむ。周りの人が自分を認めてくれないと悔しがってはいるようだがね。自分の限

界に気づけば、その悔しさもなくなるじゃろうが、それを知ったら、まえよりも幸福になれる

かどうか、わしにはわからん。問題は、まだ自分が理解できないものの存在を信じ、謙虚に自

分の無知を恥じることなく受け入れることができるかどうか。そこが分かれ目じゃろうなあ。 



グループワークの終結 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
いよいよグループワークの終り方について学びます。「終り良ければ

すべて良し」という諺にもあるように、ものごとの終り方は大切です。

とくに、グループワークにおいては、その終り方が大切です。という

のも、グループワークで学んだことが、その後の生活で活かされるよ

うになるかならないかは、このグループワークの終り方にかかってい

るからです。 

1. 終結の設定 

すでに述べたようにグループワークには終了期間が設定されている

ものと、されていないものとがありました1。設定されているものは

closed-ended group とよび、そうでないものは open-ended group と

呼ぶのでした。Open-ended の場合は、メンバーは目的を達成した人

や目的達成を諦めてしまった人が、ひとりひとり、ぽつりぽつりと去

っていきます。Closed-ended の場合は、あらかじめ設定された回数の

セッションを終えると、そこでグループは解散になります。 
グループワークとして効果的なのは closed-ended の方です。しかし、

みなさんが実習先で見たり参加したりするグループワークは open- 

                                                  
1 本書 208 ページ参照。 
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ended のものが多いと思います。それは施設運営上の理由から open- 
ended になっている場合もありますが、グループに向かい合うワーカ

ーが、グループワークを充分に意識的に実践していない結果として

open-ended の形になっているだけのものもあるでしょう。いずれにし

ても、ここで論じるのは closed-ended のグループワークを中心にしま

す。それは closed-ended のグループワークの方が、メンバーを変える

点において効果的だと考えられているからです。 
期間限定のグループワークには、すでに述べたとおり、短期のもの

と長期のものがあります。短期のものは典型的には 8 回から 12 回の

セッションから成り、3 ヶ月以内に終ります。長期のものは半年以上

続きます。Garvin は、グループワークは短期の方が望ましいと考えて

います。なぜなら、グループワークが長くなると、それがその人の生

活の一部になってしまい、グループワークのなかで安定してしまうこ

とになってしまうからです。それではメンバーの社会復帰につながり

にくいのです。 
グループワークは、いついつに終ると、はっきりとメンバーに提示

しておくことが大切です。メンバーは終りが近づくにつれてグループ

ワークの延長を頼んだり、あるいは終りがあたかもないかのように振

る舞ったりするかもしれません。しかし、それはグループワークのメ

ンバーにはよくあることですので、ワーカーは終りの日を安易に動か

すべきではありません。活動の予定も終りの日を意識しながらつくっ

ていきます。ディスカッションをしたり目標を定めたりするときにも、

メンバーが終りの日を意識しておこなうようにしていきます。グルー

プワークの終了を迎える準備をするプロセスを終結過程(termination 
process)といいますが、そういう意味でグループワークをはじめた時

点から終結過程は始まっているといえます。 
グループワークの目標が達成された時点で終りにする方法もありま

す。しかし、これはさまざまな難しい問題をもたらします。ワーカー

が「もうグループワークは必要ない」と思っても、メンバーはたいて

い「自分たちにはまだグループは必要だ」と答えるでしょう2。ワーカ

ーが、それでもグループワークを終えようとすると「なぜ、そんなに

止めたがるのだ」と、ワーカーに怒りをぶつけてくるかもしれません。
                                                  
2 援助が終了に近づくと、急に自分の問題を訴え、援助の継続を求めるクライエントがいま

す。この現象を「病気への逃避」(flight into illness)といいます。ワーカーへの過剰な依

存、あるいは見捨てられ不安がその背景にあると考えられます。逆に flight into health
とは援助の過程で問題が見えてきて、それに向かいあいたくないために「もう治った」と

いって援助を打ち切るクライエントの姿勢をいいます。Barker (1999). 前掲書, p. 177. 
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またワーカーがグループワークを止めたいという理由をメンバーが勝

手に推測して、自分自身や他のメンバーを責めたりするかもしれませ

ん。いずれにしても難しい問題が出てきますので、グループワークは

終りの日をあらかじめメンバーにはっきり示しておくことが基本であ

ると考えてください。 

 
バズ：終結過程 

終結過程がうまくいかなかったグループ活動に参加した経験がありますか。 あれば、その

経験を話し合いなさい（「さようなら」もお互いに言う機会も与えられず、解散してしまっ

たグループなど）。逆に終結過程がうまくいったグループ活動に参加した経験がありますか。

うまく、気持ちよく解散できたグループがあったか、ということです。あれば、その経験

を話し合いなさい。 

2. メンバーによる評価 

いかにワーカーがグループワーク実践を評価するかということは、

前の章で学びました。一方、グループワークの終結過程では、メンバ

ーが自分たちのグループを振り返り評価します。 
自由にいままでのグループの歩みをメンバーとともに振り返ってみ

ると、ワーカーが思いもしなかったことが、メンバーの口から出てく

ることがあります。たとえば、ロールプレイやアイス・ブレーキング

を多くおこなったワーカーが、きっとそのことがメンバーにとって良

かっただろうと思い、感想を聞いてみると、ワーカーの落ち着いた態

度や笑顔が良かったといわれることがあります。またグループがよく

まとまっていて互いに支えあっていることに心を打たれたワーカーが、

最後にメンバーに感想を求めると、ワーカーが与えてくれたサービス

利用の情報が一番役にたったと言われ驚くこともあるでしょう。 
もちろんメンバーが言うことがすべて正しいとはかぎりません。メ

ンバーの発言は、何らかの意図をもち聴き手を意識して行われます。

しかし、メンバーの感想は重要であり、ワーカーは次のグループワー

クのときにできるだけ、その感想を活かすように努力すべきです。た

とえば、あるワーカーはメンバーに感想を求めると、ある晩ミーティ

ングが終ったときに外では強い嵐がふいていて、そのまま数時間みん

な部屋に残って自由に話したことが一番よかったと言われたそうです。

ワーカーは、その後のグループワークでは自由にゆったりと数時間話



わかりやすいグループワーク 364

せるような機会をつくったそうですが、このようにメンバーの感想を

聞いて自分のグループワークの方法を少しずつ高めていくと良いでし

ょう。 

ワーカーの評価 

グループの評価だけではなく、メンバーによるワーカーの評価も忘

れてはいけません。もちろん、ワーカーはこのような最後の最後にな

って、メンバーの評価を受けるのでは遅すぎます。長いグループワー

クでは、ときどきメンバーからの評価を受けるべきです。なかにはメ

ンバーから評価を受けることに不安を感じるワーカーもいるかもしれ

ません。なぜならメンバーから自分が気づかなかった欠点を指摘され

るかもしれませんし、自分がメンバーから尊敬されていると思ってい

たのに、それが幻想だとわかるかもしれないからです。しかし、ワー

カーは、グループワークを通して、メンバーにフィードバックを建設

的に受け止めることを教えてきたのですから、ワーカー自身もまたメ

ンバーからのフィードバックを積極的に受けるべきです。そうするこ

とによって賞賛も批判も、厳しいフィードバックも嬉しいフィードバ

ックも自分自身を向上させるために活用することを、メンバーに対し

てモデルとして示すことができます。 
問題は、どのような形でメンバーから評価を受けるかということで

す。一般的にはワーカーが前もって用意しておいた質問表を配布し、

それにしたがってメンバーがグループのなかで自由に話し合うという

ものが良いでしょう。しかし場合によっては匿名の回答用紙で答えを

求めることもあります。 
忘れてはいけないことは、メンバーはワーカーの批判に繋がるよう

な質問には正直に答えにくいということです。とくに批判的なフィー

ドバックは伝えにくいものです。そのためワーカーに対するフィード

バックをおこなっているときに、いつのまにか、グループワークのプ

ログラムの問題や、機関やサービスについての問題に話題が移ってし

まうことがあります。それはワーカーがフィードバックを受けている

ときに不快そうな顔をしていたからかもしれません。ワーカーは、で

きるだけ率直にメンバーに評価をしてくれるよう頼みましょう。否定

的なフィードバックを受けているときでも（メンバーの率直なフィー

ドバックを抑えてしまうような）悲しそうな顔や落胆した表情を見せ

ないことです。メンバーからの率直なフィードバックを受けて、はじ

めてワーカーとしての資質の向上が望めるのです。 



グループワークの終結   365

 

余談：Feedback 

授業のたびに学生たちのフィードバックを受けて授業の改善をするということを始めたこ

ろ、数人の学生たちから「そんな学生の言うことをいちいち気にしないでください」「もっ

と自信をもって授業をすればいいじゃないですか」という「励まし？」を受けたことがあ

りました。しかし「自信がない」からフィードバックを受けるのではないのですね。また

フィードバックを受けることは「いちいち気にする」ことでもないと思います。クライエ

ントからのフィードバックを受けることが評価の基本であり、ソーシャルワークにとって

評価が不可欠の要素であるなら、ソーシャルワークを教える授業では学生からのフィード

バックは不可欠ではないでしょうか。ソーシャルワークにおける評価の重要性を指摘しな

がら、ソーシャルワークの授業でその評価をしないのは矛盾しているような気がします。 

とはいえ、私の授業に対して非常に辛辣なフィードバックが戻ってくると、いまでもド

キッとします。「こんなひどいことを書いてくるなんて、よほど私のことを憎んでいるに違

いない」と被害妄想的になったりします。しかし、私は一方でゼミのなかでゼミ論の相互

批判を学生たちにするように勧めるのですが、そのときに「論文を批判することは、その

人の人間としての価値を否定するものでは全くない」と何度も説明します。それと同じよ

うに私の授業が辛辣に批判されても、私の人間としての価値を否定されたわけではなく、

過度に傷ついたり「怨まれている」と思いこんだりしてはいけないのですね。 

いちど私の授業の評価を「オール１（最低評価）」にした人が誰かわかったときがあり、

その人が、どちらかというと私と親しい学生だったので驚いたことがあります。そのとき

「ずいぶん、ひどい評価だったね」と声をかけると、「あんなもんですよ。まだまだ修行が

足りませんね」と、あっけらかんと笑っていたので、またまた驚きました。「低い評価＝憎

まれている」という誤解は、私が低い評価をつけた学生たちから持たれることがあるので

すが、私も自分に対して低い評価をする学生たちを誤解する傾向にあるのだと、そのとき

気がつきました。 

 
バズ：フィードバックへの姿勢 

あなたは一般にフィードバックを受けることに積極的なタイプですか。それとも消極的な

タイプですか。いろんな場でフィードバックを受けるときの自分の態度を振り返って、隣

の人と話しあってください。 

3. 喪失感への対処 

グループワークを終結するにあたって忘れてはならないのは、メン
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バーが「喪失感」を味わうことです。グループワークが終れば、仲間

を失い、グループを失い、ワーカーとの関係も失うことになります。

この「喪失感」は、ときには強い悲しみと不安を招きます。逆にメン

バーが、この「喪失感」を全く感じないとすれば、それはグループワ

ークが成功しなかったということです。グループワークが成功すれば

するほど、メンバー同士のつながりは強くなり、それだけそれを失う

ときのショックは大きいのです。 
たとえば卒業式のときに泣く人と泣かない人がいますね。泣く人は、

それだけ失うと辛い人間関係がたくさんあるのでしょう。泣かない人

は学校を離れても失うものは何もなかったのかもしれません。泣いて

いる人と泣いていない人を比べると、それだけ見れば泣いている人が

かわいそうに見えるかもしれませんが、泣かない人の方が失って悲し

いほどの深い人間関係がなかったという点で、もっと不運だったのか

もしれません。別れのときに辛いと思うときは、失って辛いと思える

ほどの関係をもてたことを感謝しないといけませんね。逆に別れのと

きに悲しくもなんともなかったとき、かえって虚しく感じるときがあ

るものです。 
ですから、グループワークの終結過程で、メンバーがさまざまな問

題を起こしても（たとえば突然「自分にはまだグループが必要だ」と

騒いだり、ワーカーに「もう数回、グループを続けてほしい」と頼ん

できたりしても）、それはグループワークが充実していたという証拠な

のだと思い、落ち着いて対処することが必要です。 

余談：卒業式の冷静さ 

この話を授業でしたとき、学生たちの一人が言いました。「私は高校の卒業式では冷めてい

た。それは自分の性格のためだろうと思っていたけど、実は深い出会いがなかったという

ことだったのかもしれない。」 そう思うと、いろんなことが違って見えてきますね。 

余談：別れる強さ 

あなたがソーシャルワーカーになりたいなら、クライエントと別れる強さをもってくださ

い。あなたの前から消え、あなたを忘れてはじめて、クライエントは自立するのです。ま

た、あなたはクライエントに、あまりにも感謝されてはいけません。「あのワーカーがいた

からこそ、今日の自分がある」などと、クライエントが思っていたら、こんど困ったとき

は、またワーカーを探そうとするでしょう。あなたがどんなに努力して援助しても、その
．．
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援助があたかもなかったかのようにクライエント
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

が
．
思えるよう
．．．．．

援助しましょう。クライエ

ントが自分の力で自立できたと思うことが、クライエントの自信につながるからです。 

 
バズ：別れる強さについて語ろう 

上の「別れる強さ」を読んで考えたことを隣の人と話し合ってください。 

グループワークを終えるにあたっては、メンバーを感情面で援助す

ることが大事になってきます。何か大事な関係を終えるときに出てく

る感情に対処する方法を学ぶことは、これからも同様の経験はいくら

でもあるはずですから大切なことです。またグループワークを終える

ときに抑えられたままの怒りや悲しみがあれば、それはグループワー

クで得たことをその後の生活に役立てるときに妨げになる可能性があ

ります。 
グループワークの終了の際にメンバーが共通して感じるものは、先

に述べたように喪失感です。人はいろんな場面で喪失感を感じます。

深刻さによって差はありますが、健康を失ったとき、肉親を亡くした

とき、財産を失ったときなどに喪失感を味わいます。 
喪失感のあとには、いろいろな反応が起こりますが、その代表的な

ものを以下にあげてみます。 

余談：キューブラ＝ロスの DABDA 

Garvin はグループワークの終結過程でメンバーが体験する喪失感と、それに対する反応に

ついて、有名なキューブラ＝ロスの研究の成果に言及しながら整理しています3。キューブ

ラ＝ロスは、死にゆく人について研究したのですが、その死んでいく人の反応を 5 つの段

階に分けたのでした。その研究成果は多くの人に大きな影響を与え、DABDA という覚えや

すい略称まで考えられました。D(Denial=否認)、A(Anger=怒り), B(Bargaining=交渉)、

D(Depression=落ち込み)、A(Acceptance=受容)という形式はドラマチックで、人々にアピ

ールしたのでしょうね。しかし、元々の、死にゆく人が対象で得られた研究成果は、その

後、どのような喪失感への反応も同じようなものだという科学的根拠のない話になってい

きます4。本書では Garvin に従って、DABDA を一部分、用いますが、DABDA の順で出

現するとは限らないこと、他の反応もありうることを断っておきます。 

                                                  
3 Garvin, C. (1997). Contemporary Group Work (3rd ed.). Boston: Allyn and Bacon, p. 

212.  
4 その非科学性は多くの研究者によって指摘されていますが、そういった批判を一般向きの

書としてまとめたものとして Konigsberg, R. D. (2011). The truth about grief: The myth 
of its five stages and the new science of loss. New York: Simon & Schuster があります。 
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否認 

大切なものを失うとき、人はしばしばそれを認めないという反応を

示します。防衛機制としての否認ですね5。「いや、そんなことは、あ

るはずがない」と認めないのです。グループワークが終ることが近づ

いているのに、あたかも、それがいつまでも続くようにふるまうので

す。子どものグループで、みんな、これでお別れなのに「じゃあ、明

日はディズニーランドにいこうよ！」と言ったりします。また、グル

ープワークが終るにあたって自分が感じている感情を否認することも

あります。辛い、さびしいと感じているのに自分は平気だと言うので

す。あるいは「グループワークの終り方」について話し合うと、その

あとは、こなくなってしまう、あるいは欠席しがちになるメンバーが

います。そのような人は喪失感を体験したくないので、そういう場面

から逃げているのかもしれません。その人に直接喪失感についてたず

ねても否認するかもしれません。否認しているかどうかをたずねても

無駄です。なぜなら感じていても否認するのが否認なのですから。 

余談：児童養護施設にて 

私の担当の実習生の A さんは児童養護施設で 30 日の実習をしました。終りの日になって、

実習の最初の日からいろんなかかわりのあった B ちゃんにお別れの挨拶をした。すると B

ちゃんはボール遊びに夢中で、A さんのほうも見ずに「さようなら」と言ったという。A さ

んは寂しく思いましたが、「子どもたちはきっと実習生慣れしているんだ」と思ったそうで

す。私は、それは B ちゃんの否認の態度だったのかもしれないと思いました。 

ワーカーはメンバーの否認に対してどんな援助ができるでしょうか。

ひとつにはメンバーに対してグループワークが終るときには喪失感が

出てくること、そしてそれを表現するのは難しいことを伝えます。も

し表現をするのが難しかったら、人間関係を失った経験を思いだし、

そのときの感情を語るようにうながしてみます（そのときの喪失感は

充分に克服されていることが必要です。メンバーのなかには、まだ生々

しい喪失感をもっている人がいるでしょうが、それを語らせるのでは

ありません）。 

                                                  
5 本書 64 ページ参照。 
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怒り 

喪失感がもたらすものは否認だけではありません。怒りも呼びおこ

します。それは、グループワークの期間を限定した機関への怒り、目

標を達成できなかったグループへの、そしてワーカーへの怒りがあり

ます。グループワークで自分の目標を充分に達成できなかった自分へ

の怒りもでてきます。グループのなかで自分が受け入れられなかった

と感じているメンバーは、自分が拒絶される前に自分が他のメンバー

を拒絶しようとしてグループへの怒りを表現します。 

とりひき 

グループワークが終わりに近づくにつれて、機関やワーカーにグル

ープワークの延長をするようにメンバーが頼んでくることがあります。

このような反応を「とりひき」(bargaining)といいます。しかし、ワ

ーカーはそれに安易に同調することなく終了の日を厳しく守れば、グ

ループワークは、より効果的になるでしょう。 

落ち込み 

落ち込み(depression)も、よくある反応です。落ち込んでいるメン

バーはグループワークにとりくむ意欲がなくなってしまうように見え

ます。また、グループの始めのころにあった悲しいことや辛かったこ

とを思いだすようになります。涙をこぼすなど感情をそのまま表現す

ることもあります。ここでも、その落ち込みの感情をワーカーは受け

入れ、それを表現するようにうながします。この感情を表現すること

によって、次のステップにすすめるのです。 

退行 

喪失感によって退行(regression)が起きることもあります。退行とは

防衛機制の一つで6、幼稚な行動をするようになることです。グループ

ワークの終了を話し合ったあと、子どもどうしのケンカが増えたり仲

がわるくなったりすることがあります。これはそれをワーカーに見せ

ることによって自分たちはまだグループを必要としているのだという

ことを無意識のうちに訴えているのかもしれません。 

                                                  
6 本書 67 ページ参照。 
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肯定的な感情と両価性 

ここまでグループワークの終結期における否定的な感情ばかりをと

りあげましたが、もちろん肯定的な感情もでてきます。目標を達成し

たという充実感、問題を克服できたという満足感があります。そして、

メンバーは時間と労力を費やしたグループワークからやっと自由にな

れるという気持ちももっているはずです。その気持ちはメンバーにと

って表現しにくいものかもしれませんが、気持ちを抑圧しないという

グループワークの考え方を身につけたメンバーの場合は、率直に、そ

れを話すことでしょう。グループワークのメンバーは、このように終

結に際して、嬉しい気持ちと辛い気持ちという相異なる感情が同時に

出てくるのを味わいますが（両価性7を体験しますが）、人生の節目に

は、このようなことはよくあることです。グループワークの終了は、

この相反する感情への対処を学ぶ良い機会になるでしょう。 

 
バズ：喪失感の反応 

喪失感にともなう否認、怒り、とりひき、落ち込み、退行といった反応を、あなたは見聞

きしたことがあるはずです。それを思い出し話し合ってみなさい。 

凝集性を低くする 

終結期にメンバーが感じる喪失感を少しでも少なくするには、グル

ープの凝集性を終結期において徐々に低くしていくという方法をとる

といいでしょう。ミーティングの頻度を低くしたり、ミーティングの

時間を短くしたりします。あるいはグループの外の人間関係のほうに

メンバーの注意が向くように援助します。メンバー間の相違点、個々

人の独自性を強調して、意図的にグループを親和期から識別期へと変

えていくことを進めていきます8。 

別れの儀式 

グループワークの最後のミーティングでは、しばしば「別れの儀式」

が行われます。儀式は人間の生活の節目に大事な役割をもっています。

入学式、卒業式、結婚式、お葬式など、人は儀式によって新しい人生

の節目にきたことを自分自身にも他の人にも認めてもらい、そこで感

情を整理し、たとえ悲しいときにも良い面を認めあい、たがいにあら

                                                  
7 本書 240 ページ参照。 
8 親和期、識別期については本書 271-272 ページを参照。 
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まった言葉を交わし心の整理をおこなう機会をもつのです。ですから

儀式は大切なのです。 
グループワークの終結の儀式の仕方にはいろいろあります。軽食パ

ーティを開く、プレゼントを交換しあう、スピーチをする、みんなで

写真をとる、みんなで歌うなど、ふだんのミーティングではしなかっ

たことをします。大事なことは、この儀式の企画はワーカーだけが行

なうのではなく、メンバーもいっしょに参加しておこなうことです。 
簡単なものとしては各自、誰かと向かい合って握手をしながら「さ

ようなら」を言うことができます。7 人のグループだとワーカーも含

めて 8 人ですから、二人組みになって話すのは 7 回やれば全員が一人

ひとりと話せることになります。1 回 1 分としても 7 分で終ります。 
私がグループワークの最後によく使うのが、すでに紹介した hot 

seat です9。一人一人 hot seat に座ってもらい、みんなから、その人

がどんなふうにグループで変わったかを言ってもらうのです。空の席

に、そこに自分が座っていると仮定して、その席に向かって「あなた

は、こういうところが変わったね。あなたにとって、このグループは

こんなふうだったね」と独り言のようにグループの前で話すという方

法もあります。これは empty chair といいます。 

 
バズ：別れの儀式 

あなたが、これまで経験した「別れの儀式」のうち、あなたに良い印象を残したものを振

り返り、それがなぜ良い印象を残したのかを考えなさい。そしてそれをグループワークの

「別れの儀式」にとりいれると、どのようなものになるかを考え、となりの人と話し合い

なさい。 

4. 変化の保持 

グループワークをとおして望ましい変化が個人にあらわれても、そ

れが必ずいつまでも続くと考えてはいけません。たとえば、いままで

自信がなくて小さな声でしか話せなかった人がいるとします。始めの

うちはグループのなかでも小さな声でボソボソとしか話せなくて、話

し始めても、みんなの顔色をみて途中で黙ってしまう。それをグルー

プのなかで彼女が再び話し始めるのをじっと温かく待つということを

根気よく続けます。すると、彼女はしだいに変わっていきます。やが

                                                  
9 本書 61 ページ参照。 
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て、グループのなかで自信をもって聞こえやすい声で話せるようにな

る。ところが、グループワークが終って家族や職場でしか話し相手が

みつからないようになると、両親からは「あんた、最近べらべらとよ

くしゃべるようになったね」と皮肉っぽく言われてしまう。職場では

「口はいいから手を動かしたら？」と注意される。するとせっかく自

信をとりもどしかけたのに、また元のように小さな声で短くボソボソ

としか話せないような人に戻ってしまうわけです。 

変化の保持が難しい理由 

グループワークで得られた個人の変化が失われてしまう原因には 2
つあると考えられます。1 つは、グループワークでその人が変化した

としても、その人の周囲は、その人との関係を変えようとはしないこ

とです。たとえば、ここに 4 人家族がいるとして、その 4 人の人間関

係は密接にからみあっています。そのため、そのなかの 1 人の人間関

係の持ち方が変わると、残りの 3 人も変わらなければなりません。で

も、人間の集団心理として 3 人が変わるよりも 1 人の人の変化を無く

してしまった方が集団としては安定しているのです10。つまり、ひと

りの人が変わっても残りの人は自分がその変化に合わせて変わろうと

するよりも、その新しく変わった人を元どおりにしようという力が働

きます。家族がそれぞれバラバラで互いに無関心という人間関係をつ

くってきたなかで、1 人だけが、グループワークの結果、相手に関心

をもつように変わったとしますね。でもグループワークが終って家族

に戻れば相手に関心をもっても、その家族のなかでは「うるさいなあ、

ほっといてくれよ」という反応しか得られません。そんな状況なら、

望ましい変化も無くなってしまいます。 
もう一つの原因は、グループワークのなかの人間関係と外の人間関

係のギャップに本人が気づかないということです。グループワークの

なかで、たとえば言葉がどもっても、メンバーはゆっくりと聞いてく

れる。でも職場ではそうはいきません。またグループワークの場面で

は自分の感情を相手にフィードバックできて、お互いに正直になれる。

でも商売のなかでは正直に自分の感情を言ってしまうと仕事にならな

い。グループワークを離れて職場や家庭のなかに戻っていくとき、こ
                                                  
10 システムは input に対して自己を保ちます。これをシステムの恒常性といいます。家族

がシステムを形成している場合、一人が変わったとしても、その変化を無くさせようとす

る力が働くことがあるのは、この恒常性の性格のためです。コミュニティワークの授業で

くわしく説明します。 
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のギャップにメンバーが混乱しないように援助すべきでしょう。 
では、このような原因があるなかで、グループワークで得た変化を

維持していくためにはどうすれば良いでしょうか。 

予想される危険要素の点検 

まずは、せっかく得たことをダメにしてしまうと予想される要素を

リストアップしてみることです。たとえば上の例では「家族の冷たい

人間関係」「職場の忙しい環境」「家庭と職場以外に話す人がいないこ

と」などがそうですね。そして、そのリストのなかで自分が働きかけ

ることができるものと、できないものとに分けてみます。できるもの

については、では、どのようにできるのか、グループで話しあいなが

ら計画をたててみます。 
この場合、「家庭と職場以外に話す人がいないこと」については、な

んとか自分でできそうですね。どうやって家庭と職場以外に友達をつ

くるかということをグループで話し合ってみましょう。 
また自分ではどうにもできないものについては、そのことで生じる

自分の感情や不満をどのように処理するかを考えます。たとえば、い

まの例でいえば職場の忙しさがそうですね。いろいろおしゃべりして

いる時間は職場ではなさそうですし、そのことは自分一人でどうにか

できる問題ではありません。とすれば、職場のなかで黙って耐えてい

くには、どうすればいいかを話し合います。グループの他のメンバー

は昼ごはんのときに他の同年齢の人と事務所から少し離れたところで

食事するといいと教えてくれるかもしれません。 
家庭の環境は自分ひとりで変えられる部分と変えられない部分の区

別が難しいですが、母親との関係だったらなんとかなりそうだとか、

父親との関係はどうにもできそうにないとか、グループのなかで話し

合っていっしょに考えてもらえばどうでしょうか。 

 
バズ：危険要素の判別 

あなたが自分自身に個人的な変化を期待してグループワークに参加するとしたら、どのよ

うな変化を期待しますか。また、その変化をグループワーク終了後に、無くしてしまう環

境的要素としてはどんなものがありますか。その要素を、あなたが変えられるものと変え

られないものに分けてください。 
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利用できる資源、サービスの点検 

グループワークを離れたあとに利用できるサービスや資源のリスト

をつくることも大切です。たとえばグループワーカーがフォローアッ

プのサービスをしてくれるかもしれませんし、地域の別のカウンセリ

ング・センターがあるかもしれません。あるいは、グループワークで

知り合ったメンバーが、そのあとも月に 1 度、集まって自助グループ

をつくろうとするなら、それも新しい資源のひとつです。そういうサ

ービスや資源のリストをグループのなかでつくってみるだけでも、大

きな安心につながるでしょう。 
そのとき、ただ単に「こういう資源がある、サービスがある」とい

うように情報をグループに流すだけでは不充分です。新しいサービス

を申請するときの不安や心配、サービスへの期待や、サービスを利用

できない理由などを話し合います。そうすることによって新しいサー

ビスにつながるための準備をさせるのです。 
まだ充分に問題解決ができなかったメンバーは、グループワーク終

結後、また新しいサービスが必要になるしょう。たとえば高校を中退

して家に閉じこもっている人たちのグループワークが終ったあと、何

人かのメンバーは、こんどは職業を選ぶためのグループワークに参加

したいというかもしれません。グループワークに限らず clinical social 
work の場合、難しいのが「早すぎる終結」(premature termination)
の問題です11。それは無責任にクライエントを切り捨てる「クライエ

ントの投げ捨て」(client dumping)12として非難されることがあります。

Closed-ended のグループワークの場合、問題解決の程度の個人差にも

かかわらず、メンバー全員が同時にサービス終了になります。そのと

き、無責任に他のサービスに送致するだけの対応をしないように注意

すべきでしょう13。 

過剰学習 

ワーカーとしてメンバーの変化の維持のためにできることの 1 つは、

                                                  
11 Barker (1999). 前掲書, p. 373. 
12 同書, p. 81 
13 ソーシャルワークにとって送致(referral)は重要な機能のひとつですが、援助が難しいク

ライントをどんどん他機関に送致したり、しようとしたりして、その結果、クライエント

は「たらいまわし」された状態になり疲れてしまう。そしてついに援助を求めなくなり、

それが外からは「問題が解決された」ように見えてしまう。これを皮肉をこめて「送致疲

労セラピー」(referral fatigue therapy)と呼ぶそうです。Barker (1999). 前掲書, p. 404. 
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メンバーに過剰学習(overlearnig)をすすめることです。いちど学んだ

行動でも何度も何度も実行してみるのです。また変化の維持のために

障害になること、たとえば家族の無理解や無関心などに、どのように

対処するかを前もって話し合っておきます。とくに、メンバーによっ

ては自分のグループワークによって得られた進歩を過小評価する傾向

をもっています。ワーカーは、そのような傾向をみつけたときには、

そのメンバーにきちんとその事実を伝えておくことが大切です。 

余談：過剰学習 

過剰学習が長期の記憶保持に効果があることは、心理学では定説になっています。私がテ

ストの試験範囲に、前回の試験範囲を再び加えるのは、この過剰学習の効果を期待してい

るからです。 

サポートグループ・自助グループ 

変化の維持のためにサポートグループが利用されることがあります。

サポートグループとはソーシャルワーカーや保健師ら専門職の支援を

受けながら活動している自主的なグループのことです。そこにメンバ

ーは定期的に参加することによって変化の維持を期待できます。たと

えば日本の各地で認知症高齢者の介護者家族の会が社会福祉協議会や

保健所を拠点としてつくられています。そこでメンバーはグループワ

ークが終ったあとでも、仲間と出会い励ましあって介護の意欲を保ち

つづけることができるでしょう。グループワークの「卒業者」が、そ

の機関を拠点とするサポートグループに参加するということは日本で

もいろいろな機関でみられます。 
サポートグループと似ていますが、専門職の支援をあてにすること

なく困難な状況にある本人たちが自主的にグループ活動をしているこ

とがあります。それが、すでにこの本でも紹介した自助グループです14。

アルコール依存症や摂食障害などをめぐって日本でもたくさんのセル

フヘルプグループがつくられています。グループワークが終ったあと、

そのようなグループに参加することによって、グループワークで得た

変化の維持がより容易になるでしょう。 

                                                  
14 本書 148 ページ参照。 
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異なる状況への対処 

グループワークが終ったあと、変化を保持することができないのは、

グループワークのグループの「温かさ」と一般社会の「冷たさ」の「温

度差」にあると言ってよいでしょう。ですから、温かい部屋から急に

冷たい風のふく屋外に出るときには防寒着を充分に着て徐々に外に出

て身体を慣れさせるように、グループワークのなかで「冷たい世間」

をロールプレイで体験して慣れていくことが必要になります。 
また、グループの外の環境でもうまくやっていくためには外の環境

では問題がなぜ出てくるのか、どうやったらそれに対処できるのかと

いうことをメンバーは理解しておく必要があります。人は理解できれ

ば不安が少なくなります。逆に理解できないと、おびえて不安を感じ

ます。たとえば万引きの癖をやっと止めようとした少年が地域社会に

もどったら、万引きをしないと仲間はずれになってしまうという状況

になると予想されるとします。そういうときは、ワーカーは準拠集団15

の概念を教えます。なぜ仲間が万引きをすすめたら自分がまた万引き

をしたくなるのかを考えるとき準拠集団の概念を使えるわけです。も

ちろん相手は少年ですから難しい理論的な知識はいりません。準拠集

団の考え方を少年にもわかるように、やさしく説明するといいのです。 

演習：準拠集団 

あなたのクライエントは万引きの常習犯の少年であったが、グループワークに参加したあ

とは、もう万引きはしないという気持ちになっていた。ところが地域の仲間とふたたび遊

ぶようになると、また万引きしたくなったという。なぜ、そんなふうに自分の気持ちが揺

らいでいるのかわからないと少年は言う。あなたは準拠集団の理論を、この中学生の少年

に教えることによって、この少年が自分の気持ちを整理することを援助したい。それを、

近くの人 2-3 人がグループになって、ロールプレイ（ワーカー役、少年役、観察者）によっ

て練習してみましょう。 

適応循環 

以上、グループの外の環境が、いかにグループワークで得られた変

化を抑えるかを述べてきましたが、ただ、いつもそうなるとは限りま

せん。逆に、グループワークで得られた変化がグループの外でのその

人の評価の向上につながり、それによってメンバーが自信を得て、グ

                                                  
15 本書 144 ページ参照。 
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ループワークでの変化がさらに促進されるという現象もおきます。た

とえば、グルーワワークで相手の気持ちを考えて話すようになった人

は、そのために家族との関係が良くなります。そして家族との関係が

良くなることで自信が出て、さらに、その人にとってグループワーク

体験が価値あるものに思えてきて、グループワークでの学びがいっそ

う進み、また、それにより家族との関係もいっそう良くなるという良

い循環が起きると考えられます。これは適応循環(adaptive spiral)と
呼ばれ、グループワークの目指すひとつの形になっています16。 

5. 途中で抜ける人への対処 

これまでは closed-ended のグループワークを前提に論じてきまし

た。しかし open-ended のグループワークでは終結の期日が決まって

いません。そういうグループでは、メンバーは目的を達成したり、グ

ループに失望したりするとグループを離れていきます。その場合、終

結過程はどのように考えればよいのでしょうか。また期限限定のグル

ープワークでも引っ越しなどの理由で、数名のメンバーが途中から参

加しなくなることがあります。そのときの終結過程はどうでしょうか。 
グループワークでは、このように途中から一人あるいは数人が参加

しなくなるときも終結過程を始めます。つまり途中から一人でもいな

くなる場合は、これまで述べてきたような終結過程への対処をワーカ

ーは行わなければならないということです。 
もし、それをしないで突然メンバーが一人いなくなって、それでグ

ループがこれまでと同じように進むというのでしたら、残ったメンバ

ーは「自分が突然いなくなってもグループはやはりこのように何も起

こらなかったように進んでいくだろう」と思い、グループから与えら

れている自分への価値に疑問をもつようになるかもしれません。また

途中でいなくなった人から自分たちは拒否されたという気持ちをもつ

かもしれません。いなくなった人に対するお別れの言葉を言う機会を

もつこともできません。また途中からいなくなった人に対して、グル

ープワークで学んだことをグループの外で活かすことについて充分な

援助ができません。いなくなった人はグループを去ることについての

感情をグループのなかで伝える機会も与えられないのです。 
たとえば、こんな例があります。メンバーの A さんが途中で突然、

                                                  
16 Barker (1999). 前掲書, p. 6. 



わかりやすいグループワーク 378

誰にも理由を告げずにグループを抜けてしまいました。なんどか欠席

が続いて A さんがグループを抜けたことが、他のメンバーにもわかる

ようになりました。そのとき A さんと比較的仲の良かった B さんが「A
さんは C さんが以前ミーティングのなかで、同じ大学の出身者だと話

が合うと言ったことを気にしていた」と言いました。7 人のメンバー

のうち A さんだけが違う大学の出身者だったのです。C さんは「別に

A さんを排除するつもりで言ったのではない」と答えました。D さん

は「でも、A さんの立場からは、そういう意味に聞こえてもしかたが

ない」と言いました。C さんはグループに一番後に入ってきた人でし

たが、積極的に発言する人だったので、いつのまにかリーダーシップ

をとる人になっていました。それまではBさんがリーダーだったので、

B さんは C さんのことを快く思っていないのではないか、だからそん

なことを言うのではないかと C さんは疑いました。この話のポイント

は誰も A さんがグループを辞めた理由を知らないのに、その理由の憶

測でグループのメンバー間の信頼関係が崩れていったということです。 
このような理由から、途中からなんらかの事情でグループを離れな

ければならなくなったときは離れる前に最低限 2 回はミーティングに

出てもらうということを原則にしましょう。その初めの 1 回はグルー

プを離れるときの感情を整理することに使い、後の 1 回はグループを

離れたあとの生活にグループで学んだことを活かしていくための援助

に使います。たった一人の人のために、そこまでするのはどうかと思

うかもしれませんが、一人の人がグループを離れていくことをグルー

プのなかで援助することは他のメンバーがグループを離れていくとき

の準備になりますし、どのようにグループから離れていけばいいのか

を理解する機会になります。 
そうは言っても実際にはメンバーは突然、何の言葉もなくいなくな

ってしまうかもしれません。そういうときにはワーカーは拒絶された

ような気持ちになっているにちがいない他の残ったメンバーが、その

気持ちを充分に語ることができる機会をつくります。 

 
バズ：途中でいなくなる人 

グループから途中で抜ける人が出たとき、特になんの対処もしなかったために「抜けた人」

「残された人」の双方が気持ちのうえで傷つくことがあります。それを見聞きした経験を

話し合いなさい。その場合、どのような対処をすればよかったのかを想像してみなさい。 
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ワーカー自身が途中で去るとき 

メンバーだけではなく、ワーカー自身が仕事の都合などでグループ

の担当からはずれることがあります。そんなとき、メンバーは「これ

はこのグループが好きになれなかったからだ」と、ワーカーがいなく

なったことを拒絶の姿勢と解釈するかもしれません。事実はそうでは

なくても、自尊の感情がもともと傷ついている人は、そのように解釈

しがちなものです17。ですからワーカーが去るときも充分に注意して

終結過程を進めるべきです。ワーカーが去ることについて自分たちは

どう思うのか、どう感じるのかを話し合い、わかちあう機会を何回か

持ちます。そしてその機会の何回かは新しく代わりにくるワーカーも

同席するとよいでしょう。ワーカーが去るときはワーカーの評価や良

かったことの振り返り、儀式などを必要ならば行います。 

Open-ended groups 

期間を限定しない open-ended のグループワークの場合、メンバー

が途中で抜けることがどうしても多くなるでしょう。Open-ended の

グループワークの場合は、毎回のセッションが誰かの終結過程になり

うるわけですから、毎回、時間の終りの方に終結過程をもつようにし

ます。つまり、そのつどグループの評価を行い、何を自分は得たか得

なかったかを、ひとりひとり話します。また、それが最後の出席であ

る場合は別れの言葉を言うようにします。 

6. グループワークがうまくいかなかったとき 

グループワークがうまくいかなったときは、終結過程は難しくなり

ます。しかし終結過程がなかったなら事態はますます悪くなるでしょ

う。グループワークの経験が何だったのかという振り返りが無かった

ら、メンバーは混乱する一方です。 
また、なぜグループワークがうまくいかなかったのかを話し合うこ

とも必要です。グループワークがうまくいかない理由としては、メン

バーの構成が失敗したこと、メンバーの意欲が足りなかったこと、機

関から配分された資源が不足していたこと、環境からの反応が否定的

だったこと、目標が現実的ではなかったこと、ワーカーのリーダーシ

ップが充分ではなかったことなどがあげられます。重要なことは、た

                                                  
17 交流分析での“I’m not OK”の life position を思い出してください。本書 109 ページ参照。 
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った 1 つの原因で、グループワークがうまくいかないということはほ

とんどないということです。ワーカーの役割は、メンバーはたいてい

原因をひとつだけに限定して論じがちですから、その傾向を防止する

ことです。 
こうした話し合いをしていると、メンバーはそれまで見過ごしてい

たグループワークの良かった点も見つけるかもしれません。そして、

グループのなかの気にいった人と別れるときの気持ちを話すことがで

きるでしょう。また、このグループワークがようやく終って安堵した

気持ちを、後ろめたさを感じることなく話すことができるでしょう。 

演習：授業全体の振り返り 

4-6 人ぐらいの小グループに分かれて、この半期のグループワークの授業の感想を話し合い

ます。方法は「最後に一言」(check-out18)形式。残りの時間を人数分+2 ぐらいで割って、

時間を均等にして、一方的に感想を話します（相手が話している間は黙ってきくか、短い

質問のみにする）。それを順番に聞いたあと、残りの数分を全体で話すという形式です。他

の人の話を聞くことによって自分が忘れていたことを思い出し、気がつかなかった見方に

気づき、これまでのことを振り返るきっかけをつくってくれます。参考のために、これま

での授業の流れを書いた表を印刷して渡します。 

なお、話すときには少なくとも以下の 3 つの質問に答える形にしてください。 

1. この半期の授業で学んだことで、あなたにとって役に立ちそうだと思えた知識、理論、

演習、経験は何でしたか。 

2. そう思えた理由は何ですか。 

3. この授業で学んだことで、実際のあなたの生活や実践（実習を含む）で使ってみたい

と思うこと、あるいはすでに自分で使ってみたことは何ですか。 

Key Words 

終結過程, 喪失感, 否認, 怒り, とりひき, 落ち込み, 退行, 両価性, Empty chair, 過剰学

習, サポートグループ, 自助グループ, 適応循環  

 

                                                  
18 本書 240 ページ参照。 



あとがき 

授業の歴史 

私が上智大学に助手として赴任したのが 1987 年。翌年 1988 年からグル

ープワークの講義を担当し、2012 年度まで研究休暇の年も含めて毎年講義

を担当していますので、2017 年で 30 年目の講義になります。 

ふりかえってみると最初の年は、ある出版社から出ている日本語のテキス

トを教科書に使いました。とても易しい本なので 7-8 回講義をすると、もう

最後のページまで終わってしまい、困ってしまって社会学や心理学から小集

団の理論をひっぱりだして毎回、その場かぎりの話をしてつないでいったこ

とを覚えています。その当時、授業を受けた人が第一線の児童相談所のソー

シャルワーカーとして活躍していたので、いちど私のゼミで現場の話をして

もらったことがあります。彼女がいうのには、私の当時のグループワークは

「ただ教科書を読み上げているだけの授業」だったそうです。 

次の年は教科書を変えなくてはと思い、英語のグループワークのテキスト

を何冊かとりよせて読んでみました。そこで一番、気にいったのが、このテ

キストでも何度も引用している Charles Garvin (1987) Contemporary 

Group Work (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall でした。高額の

本でしたので学生に買ってもらうわけにはいきませんでした。このテキスト

で半期ずつ 3 回（89 年度から 91 年度まで）講義をくりかえしました（92
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年度以降は通年科目）。そうするうちに、そのテキストの内容が私の頭のな

かに入ってしまったので私の講義ノートをもとに講義内容を書きおろして

みようという気になりました。 

こうして 92 年度は私の自家製の本で講義をすることになりました。151

ページほどの薄い本でしたが、学生たちはずいぶんと勉強してくれました。

ふだんは授業にでてこない学生たちの机に表紙がボロボロになるほど読み

こまれた私のテキストをみて驚いたことがあります。テストをしても、これ

までの学年と比べてはるかに高い理解度を示していました。 

93 年度以後、テキストは改訂・増補し、ページ数は改訂版 223 ページ(1993

年), 第 3 版 258 ページ(1994 年), 第 4 版 301 ページ(1995 年)となり、第 5

版(1996 年)では 540 ページにもなりました。これではあまりに大きすぎるの

で、第 6 版(1998 年)は文字を小さくして 528 ページに減らし、さらに第 7

版(2001 年)ではテキストを A5 版から B5 版に拡大して 396 ページと大幅に

厚みを減らしました。第 8 版（2004 年）393 ページ、第 9 版(2007 年)390

ページ、第 10 版（2012 年）386 ページとわずかに減っています。 

通年から半期へ 

2004 年度からはセメスター制となり、グループワークは半期 2 単位の授

業となりました。ちょうどテキストの改訂年度でしたので、通年から半期に

なって、どのようにテキストを書き換えるか、悩みました。 

当時、グループワークは私の担当する唯一の必修科目であり、その意味で

は私の講義の中核でした。12 年間もの長い間、通年科目でした。私はこの講

義の準備に多くの時間と労力を使いました。それだけに通年から半期への講

義の縮小は、私を失望させました。テキストも分量を半分にすべきかと思い

ましたが、結局はそうしませんでした。それは以下のような理由によります。 

ひとつはテキストを全部、授業で取り上げることはできないにしても、12

年間、通年で講義してきた蓄積をぜひ活用したいと思ったことです。グルー

プワークは人間と集団の問題をあつかうものであり、その意味で狭い意味で

のグループワークだけではなく、いろいろな場面で（福祉の現場だけではな

く、一般企業や行政組織の場面でも）その知識が使えると思ったのです。 

また、このテキストは現場で使えるといってくれた卒業生が何人もいたと

いうことです。ソーシャル・グループワークの本は日本語ではそれほど多く

はありません。ですから、適当に半分に削り現場では使えない本になるより

も、分厚くても実践に役だつ本にしたいという気持ちがありました。 
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英単語を入れ、また削る 

第 7 版から第 8 版への改訂のとき、英語で書かれた専門用語を増やしまし

た。その理由は、ソーシャルワークを専門的に勉強するには、もはや学問と

してのソーシャルワークの世界共通語になってしまっている英語の学習な

しでは済まされないという認識が私にはあったからです。 

しかし第 10 版では、書き入れた英単語をまた削りました。その一つの理

由が、社会福祉学科に留学生が増えたということです。日本語を勉強するだ

けでもたいへんなのに英単語で覚えてもらうというのは、留学生には負担が

大きすぎると考えたからです。ただ英語で学術用語として定着したものでも、

決まった日本語訳（これを定訳という）があるとは限りません。私が自分で

考えた訳語を使ったところもありますが、心理学や社会学の日本語の用語辞

典を用い、ネット上の語句の検索等を行ってできるだけ一般的な訳語を使う

ようにしました。 

単語記入式のテストから、ウェッブ上の選択式テストへ 

英単語をテキストから削ったのには、もう一つ理由がありました。それは

試験方法の変更です。2010 年度から moodle を用いて択一問題式の小テスト

を実施することにしたのです。このテスト方式を使うことで、以下の理由か

ら、多くの英単語が不要になりました。 

それまでは（記録は残念ながら無く、正確なことはわからないのですが）、

最初の 1 年か 2 年を除いては、ずっと基本的に単語記入式のテストを実施し

ていました。これは「基本単語のネットワークを理解することが、学問の体

系を理解する早道だ」と信じたからでした。その基本単語には英単語を多く

出題しました。それが将来、英語論文を読むときに役立つと思っていたから

です。毎年、過去問をウェッブ上に公開していましたので、どういう問題が

でるのかが学生たちにはよく理解できたはずです。これによって通常ならな

かなか覚えられない多くの単語が、学生たちの頭脳に残ったはずです。 

ただ、こういう基本単語記入式のテストには欠点もありました。ひとつは

先の述べた留学生にとっては重すぎる負担になるということ。私が下手な日

本語式発音で英単語を用いて説明しても、留学生にとっては不必要な負担が

増えるばかりです。それから単語記入式であるために試験問題として出せる

内容がどうしても限られてしまい、単純なものしか出題できなかったという

ことがあります。 

そこで moodle に注目しました。上智大学の ID をもつ人なら誰でもログ

インできますが、外部の人は決して入ることができないシステムです。コン
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ピュータ上のテストなので、採点ミス、点数の計算ミスもありません。2010

年度に始めた Moodle のテストは、当時は小テスト形式で、学生は毎週、時

間と場所に制限されず受験できました。毎週、復習できるので学生には好評

だったと思います。ところが残念ながら、この Moodle テストにおいて 2014

年度に不正行為を行った学生が複数いることがわかり、その再発を予防する

ため 2014 年度から期末テスト期間に全員が同じ場所で同じ時間帯に受験す

るよう変更しました。 

世の中と自分の変化 

さてテキストの初版作成は 1992 年ですから、すでに 25 年たっています。

25 年の間に世の中は大きく変わり、テキストの作成を通して、その変化を感

じることが何度かありました。その変化について書いてみましょう。 

まず、男子学生と女子学生との関係が変わったように思います。どのよう

に変わったのか表現しにくいのですが、unisex という単語がぴったりかもし

れません。男子学生と女子学生の対話が、より中性的になってきたという印

象を私はもっています。声の質さえ考えなければ、どちらが男性か、女性か、

わからないような会話が増えてきたということでしょうか。したがって、そ

れに応じて、いくつかの部分を削除しました。こういう点で旧版に私自身が

違和感をもったことは、私個人としては興味深く思いました。 

また携帯電話の普及が学生たちの人間関係を劇的に変えてしまったよう

です。たとえば、昔はキャンパス内で人と会うには「待ち合わせの場所」が

必要でした。待ち合わせといっても時間を決めてというわけではなく、そこ

に行けば誰かいるというそういう場所があったわけです。そこでは、親しい

友達以外にも誰かがいて、そこでまた知り合いになって人間関係が広がる可

能性があります。それと比べると現代の若者たちは、携帯をもっているので

「待ち合わせ」をする必要が無く、会いたい人にはすぐ会えます。しかし、

思いもかけなかった人と会うという機会が少なくなりました。人と人とのつ

ながりが、面であったものが直線になってしまったようです。たまに小さな

教室で、まだ親しくなっていないクラスメートといっしょになっても、それ

ぞれが携帯で自分の親しい人とメッセージを交換しているだけですから、ど

うしても交流の機会が少ないように思います。昔のゼミとか少人数の演習で

は、私が教室に入るころには、学生たちが机を並べ変えてすでにディスカッ

ションをしていることが何度もありました。しかし、最近は、学生たちはそ

れぞれ携帯をのぞいていて、バラバラということが多いですね。テキストの

なかで出てくる学生どうしの人間関係の描写も、このような変化に応じて変

えなければいけないように思いました。 
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私自身も年齢を重ねて変わりました。上智大学に教員として就職したとき

私はまだ 28 歳でした。浪人をしてきた学生からみれば 6 歳ぐらいの年齢差

しかなく、友達のような口調で話しかけてくる学生が何人もいました。スー

パービジョンのときに、ある男子学生から「先生もすごく成長されましたね、

すごいです」と（冗談や皮肉ではなく、どこまでも真剣に）言われたことが

あります。学生と私との対話も、いまとはかなり雰囲気が違うものでした。

しかし、その対話がテキストに残っているところがあって、60 歳に近い私と

学生との会話としてみると、いかにも不自然な部分がテキストに何カ所かあ

りましたので、それも削除しました。 

また、このテキストは Garvin のグループワーク論を基礎にしていること

は先に述べましたが、第 10 版においては若干それに疑問を感じたことも書

いてあります。ひとつは社会化と再社会化に分けるところでは、自助グルー

プで新しいアイデンティティを求めて市民運動を展開するという新しい当

事者運動の流れを把握できないこと。それから、個人と個人の間の日常的な

人間関係においても契約を重視する考え方がいかにもアメリカ的であり、そ

れをそのまま日本に当てはめることはできないのではないかと思いました。 

第 10 版からの試みとして、目次には本書全体の、章の始めには章全体の

内容がわかるように図に書きました。これはマインドマップ1にヒントを得て

います。 

学生消費者主義の勧めの撤回 

第 9 版から、それまでずっと長い間、テキストの冒頭にかかげていた「学

生消費者主義の勧め」を削除いたしました。これは内田樹(2007)『下流志向』

講談社という本を読んだ影響で、学生が自らを教育サービスの消費者として

位置づけた場合、深い学びはできないのではないかと考え直したからです。

これは、教育に携わる私としては大きな発想の転換になっています。これに

ついては時間をかけて考えてみたいと思っています。 

最終版に向けて 

私は 2023 年度で定年を迎えます。つまり 2024 年度には上智大学にはい

ないことが決まっており、あと 7 回（7 年）、この授業をすれば、おそらく永

遠にグループワークの授業をすることはないように思います。とすれば、こ

のテキストまで 10 回の改訂をしてきたのですが、改訂の回数ももうあとわ

ずかということです。 

                                                  
1 マインドマップに関連する本はアマゾンで検索すると 300 冊以上だされています。 
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また 2017 年度現在の社会福祉士養成課程では、グループワークはそれほ

ど重視されていません。したがってグループワークだけで 2 単位分、講義を

している社会福祉系の大学は非常に少ないはずです。逆にいえば、上智大学

も、それに合わせてグループワークの科目を廃止することも考えられるわけ

であり、さきほど私は「この授業をするのもあと 7 回」と書きましたが、7

回も無いかもしれないわけです。 

そう考えれば非常に寂しいかぎりですが、グループワークがソーシャルワ

ークにとって非常に大きな可能性を秘めた方法である（しかも、社会福祉現

場ではあまり意識して使われていない）という私の思いは変わりません。私

に残された時間は限られてきましたが、一人でも多くの学生たちに、グルー

プワークの面白さが伝われば幸いと思い、テキストの最終版への改訂までが

んばりたいと思います。 

 

岡 知史 
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