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とき：2015.01.10.15:00-16:00 
場所：仙台市宮城自治労会館 
主催：宮城県社会福祉士会 障害支援委員会 
テーマ「ソーシャルワークが求められている：自死遺族そして多くの人々から」 

上智大学 岡 知史 
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6. 私のソーシャルワークとの出会い 
7. 私の自助グループ研究の原点 
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 講演要旨 
 
ソーシャルワークという仕事あるいは考え方が、いま多くの人から必要とされていま

す。特に自死遺族の人たちによって必要とされていることを 7 年前の田中幸子さんと

の出会いから始まる私の個人的な体験からお話ししていきます。 
 
田中幸子さんは自死遺族にはソーシャルワークの力が必要だとして、そのことをソー

シャルワーカーにも、自死遺族にも、そして行政機関にも、知ってもらいたいと訴え

ています。日本のすべてのソーシャルワーカーにとって意気に感じる話ではありませ

んか。 
 
自死遺族への支援というと、多くの人は「心のケア」とか「悲嘆回復への援助」等を

思い出すようですが、田中さんがソーシャルワーカーに求めるのは、そういうもので

はありません。そうではなくソーシャルワークの本質にかかわること、すなわち「社

会とのつながり」への援助です。孤立無援になりがちな遺族が、社会に向かい合うと

きに「力になる」存在として、ソーシャルワーカーは期待されています。 
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現代の日本社会は、必ずしも正当にソーシャルワーク（あるいはソーシャルワーカー）

を評価していないと思います。それはソーシャルワークを教えている大学教員として

日々切実に感じていることです。そこには人間関係が希薄化してしまったために、社

会を通じてともに問題を解決していこうという姿勢そのものが見られなくなったこと

があるのではないでしょうか。だとすれば、逆説的ですが、孤立していく日本の人々

には、ますますソーシャルワークが必要になってくるということになります。 
 
田中さんは、よく「これは闘いです」とおっしゃいます。自死への偏見との闘いであ

り、遺族への偏見、差別との闘いであり、さらに「遺族のことは、遺族よりも遺族に

ついて研究している専門家のほうがよく知っている」と信じている専門家との闘いで

もあります。ソーシャルワーカーは、このような「闘う当事者」とともに歩もうとす

る専門職です。身体障害者、精神障害者、慢性病患者等の市民運動と連携してきたと

いう伝統と歴史が、日本のソーシャルワーカーにはあります。いまこそその伝統を受

け継ぎたいと思います。 
 
ソーシャルワーカーは、当事者を「弱者」であると決めつけることはしません。スト

レングス視点をもっています。相手の「弱いところ」「病んでいるところ」に注意をあ

てそこにかかわろうとする治療的な専門職と異なり、ソーシャルワーカーは、クライ

エントの「力強いところ」に注目し、クライエントの人としての「誇り」を尊重して

います。遺族を「病人扱い」しないということです。 
 
多くの専門職は「あなたにはできないが、私にはできる」と訴えていくことで、自分

たちの専門性を確立してきました。それに対して、ソーシャルワーカーは、逆に「あ

なたにもできる」というエンパワメントの姿勢を貫いてきました。それが結果として、

社会のなかでの自らの専門性の確立を難しくしてしまった一面はあるでしょう。しか

し市民ひとりひとりが力をつけていく現代の日本にあっては、エンパワメントを基礎

におくソーシャルワーカーこそが、新しい専門職のモデルになっていくべきではない

かと思います。 
 
この講演を通して、みなさまが、ソーシャルワーカーとしての誇りをさらに強くして

いただき、闘う自死遺族たちとともに歩む道を見つけてくだされば、私の望外の幸せ

です。 
 
 

 ソーシャルワーカーは期待されている 
 
ただいま、ご紹介いただきました上智大学の岡と申します。このような機会をいただ

いたことに感謝しています。 
 
さて、みなさまは、田中さんのお話しをお聞きになってどうだったでしょうか。私が、

いちばん感謝しているのは、田中さんが、とてもソーシャルワーカーを高く評価して

くださっている、とても大きな期待をかけてくださっているということなんですね。 
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プリントにも書きましたけれども、いまからもう 6 年も前になるのですか、第 8 回自

殺対策推進会議（内閣府）（2009 年 10 月）のなかで、田中幸子さんは「国に対して望

むこと」「地方行政ができること」として「多岐にわたる困りごと、一度に持ち込める

窓口と社会福祉資源に広く通じたソーシャルワーカーの配置」をあげてくれているわ

けです。 
 
嬉しいですよね。こういうときにパッと思いついた言葉は「人生意気に感ず」という

言葉でした。私もめったに使わない言葉ですが、「人生意気に感ず」というのは、相手

かたの気持ちに感動して「動きたい！」という気持ちが自分に出てくるということを

言うらしいのですが、まさにそんな感じになりませんか。 
 

 ソーシャルワークとは何か 
 
自己紹介が遅れましたけれども、実は、私もみなさんと同じくソーシャルワーカーだ

と思っています。「現場に出ていないのに！」と思われるかもしれませんが、私は福祉

教育という現場にいると思っていますし、今回あとでお話ししますけれども、昨年国

際ソーシャルワーカー連盟のソーシャルワークの定義が新しくなりましたね。新しく

なった定義のほうの冒頭の文章を見ていただけますか。 
 
「ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパワメ

ントと解放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である」とあります。ソー

シャルワークは、もちろん専門職ではあるけれども、同時に学問である、と。 
 
これは、とっても私には嬉しい定義です。私は大学に教員として入る前は、短い間で

すが、コミュニティ・ソーシャルワーカーをやっていました。それ以降は、ずっと大

学にいますので、自分はソーシャルワークから遠ざかっているんじゃないかという気

持ちが、いつもどこかにあったのですが、今日の講演だって、これは私なりのソーシ

ャルワークだと思っています。 
 
私の講演で、みなさまのなかに私と同じようにね、「ああ、遺族のかたたちは、こんな

にもソーシャルワークに期待してくださっているんだ」という気持ちになれば、人生

意気に感じてですね、「遺族を応援したい！」という感じになってくだされば、それが

遺族のかたの、よりいっそうのエンパワメントにつながっていくと思うのですね。そ

れだったら、これもソーシャルワークだと思っています。 
 

 「私もソーシャルワーカーです」 
 
余談になってしまうのかもしれませんが、私は海外の学術会議に出ることがよくある

んですが、そのときに自己紹介をしますよね。日本だったら、ふつうの自己紹介は、

この講演の冒頭でもさっき言いましたが、「上智大学の岡です」とか働いているところ

の場所などをいいますよね。海外の会議だと「なんとか大学の何々です」なんてあん

まり言わないんですよ。ひとつには、お互いに外国人だから、どこの何大学と言われ

たって何がなんだかわからないということもあるのでしょうけれども、それよりも、
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いろいろ学問的な背景が違う人が集まることが多いんですよ。少なくとも私がいまま

で出てきた海外の学会では、いろんな分野を勉強してきた人が、いっしょに集まるの

ですね。 
 
それで自己紹介というと「私はソシオロジスト、社会学者です」とか、「私はサイコロ

ジスト、心理学者です」とか。サイコロジストというのは、ふつうに訳せば、心理学

者でしょうけれども、心理学の知識をつかって臨床心理の分野で実践している人もサ

イコロジストといいます。それから「私はエコノミスト、経済学者だ」とか、「私はア

ンソロポロジスト、人類学者だ」とか。 
 
もうだいぶん前になりますが、ある国際会議で、そんなふうに「ソシオロジスト」「サ

イコロジスト」「エコロジスト」とか、「◎◎イスト」「△△イスト」と続いたものだか

ら、「うーん、じゃあ、私は何イストって言えばいいのかな？」と、わからなくなって

しまって、ちょっと黙ってしまったら、アメリカ人の社会学者で懇意にさせていただ

いているかたが、私のことを紹介して「彼はソーシャルワーカーですよ」と言ってく

れたんですね。これは私にとっては、ちょっとした衝撃でした。 
 
「ああ、そうか、ソーシャルワーカーというのはソシオロジストとか、サイコロジス

トとか、エコノミストとか、そういう何とかイストと並んで言っていいものなんだな」

と思ったんですね。つまりソーシャルワークというのは専門職でありかつ学問である

という、このグローバル定義の意味は、そこにあるわけです。それで海外の会議など

では、それ以来「私はソーシャルワーカーです」と自己紹介しています。 
 
日本だとね、「私はソーシャルワーカーです」なんて自己紹介は、「現場ももってない

くせに！」と叱られるような気がして言いませんけれども、心のなかでは、いつも「私

はソーシャルワーカー」なんです。だから田中さんがソーシャルワーカーにすごく期

待してくださっていることを、とても嬉しく思います。 
 
私はもう 28 年ぐらい上智大学の社会福祉学科にいるので、いまの若い人たちが、どん

なふうにソーシャルワークを考えているのか、それに敏感にならざるを得ない立場な

んですね。というのも、残念ながら社会福祉学科に入りたいという高校生が全国的に

どんどん減っているんですよ。少子高齢化で若い人の絶対数そのものが減っているう

えに、どうもソーシャルワークの人気が若い人たちの間にないようなんですね。 
 
若い人たちの間だけではなくて、親御さんの間とか、それから特に高校の進路相談の

先生たちの間で、大学の社会福祉学科の評価があまり高くないのかなと思ってしまう

ことがよくあります。それがすごく残念なのですね。 
 
ソーシャルワークというのは、素晴らしい専門職であり学問ですよ。なのに「世間は

わかってくれないんだなあ」という残念な気持ちでいっぱいなとき、この田中さんの

遺族の立場からのソーシャルワーカーへの期待を聞くと、「ああ、わかってくれる人も

いるんだ」と嬉しくなるんですよね。 
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私の講演のひとつの目標は、これが終わって帰宅されるときにね、「ああ、私はソーシ

ャルワークという素晴らしい仕事に出会えてよかったな」と、そう思っていただくこ

となんですね。 
 

 ソーシャルワークのグローバル定義 
 
それで、みなさんにソーシャルワークの原点を振り返ってもらうために、この昨年の

5 月の日本語の訳が正式に決まったという「ソーシャルワークのグローバル定義」を

読んでいただけませんか。これは、みなさんの組織である日本社会福祉士会も訳をす

るときに責任を担っていただいているものです。 
 
プリントの演習①をご覧下さい。 
 
〔演習Ⅰ〕 下のソーシャルワークの定義（2001 年）およびグローバル定義（2014 年）

を読み、思ったことを隣どうしでわかちあってみてください。 
 
いまから、ちょっと 2 分か 3 分時間をあけますので、演習をやってみてください。は

い、どうぞ。 
 
 
 
私は大学の 1 年生の授業では、いつもこれを学生たちに読んでもらうようにしていま

す。今年度は、まだ上の 2001 年のソーシャルワークの定義のほうを使ったのですが。 
 
「ソーシャルワーク専門職は、人間の福利（ウエルビーング）の増進を目指して、社

会の変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人びとのエンパワメントと解放

を促していく」と読み上げてね、 
 
「どう？ どこにも高齢者とか、障害者とか、介護とか書いてないでしょ？」という

と、学生たちは、びっくりするんですね。それは、高齢者とか障害者を無視するとか、

介護は大事じゃないとか、そういうことではなくて、そこにソーシャルワークの原点

があるわけではないということなんですね。 
 
2001 年の定義では「人間関係における問題解決を図り」という言葉があって、それが

正直いって、よくわからなかったのですが、2014 年のグローバル定義では、そこの部

分が無くなって、すっきりしたなと思います。2014 年のグローバル定義は、こう言っ

ています。 
 
「ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパワメ

ントと解放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である。」素晴らしいですね。 
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 私のソーシャルワークとの出会い 
 
「ソーシャルワークは素晴らしい！」と言い続けている私ですが、私がソーシャルワ

ークに出会うまでには、いろいろ回り道がありまして、それを少しお話しますと、最

初に大学で学んだのは、社会福祉ではなくて数学だったんです。自己紹介のところで

は日本社会事業大学で勉強したと書きましたが、実は、その前に、ある地方の国立大

学で数学を勉強していました。 
 
それで、いろんな偶然が重なって大学生のころ障害児たちが家族と離れて住んでいる

施設にボランティアに行くようになったんですね。いまから 30 年以上昔のことですか

ら、障害のある子どもさんが在宅で家族といっしょに暮らすことが難しいと考えられ

ていた時代で、小さな子どもたちが、お母さん、お父さんに会いたいのをがまんして

健気（けなげ）に生きていたという感じでした。 
 
小さな子は、それでも愛らしくて本当にかわいい子たちばかりでしたけれども、中学

生、高校生になると暗い表情になって将来のことを悩み始めるのですね。その施設は、

広い田んぼの真ん中にありましてね、周りは数キロぐらい人家がないようなところで

した。 
 
そして子どもたちの施設の横に成人の障害者の施設があって、その横に老人ホームが

あってね、つまり中学生とか高校生になると自分の人生が見えてくるわけですよ。18
歳までは、この施設にいて、それから隣の成人の施設に入って、そして 65 歳になった

ら、そのまた隣の老人ホームに入るという、そういう人生だけが待っているというこ

とがわかってくるわけですね。それで子どもさんによっては荒れるわけです。食事を

しなかったり、そばによってくる人を蹴飛ばしたりしてね。 
 
一方、高校生のなかにも落ち着いた子もいてね、その子と別の荒れている子の話をし

ていたら「いや、あの子も最近は、おとなしくなったよ。たくさん精神安定剤を使っ

たみたいだから」と言っていました。そんな高校生の子から「精神安定剤」なんてい

う言葉を聞いたのも驚きですし、将来に希望がないという状況で怒りはじめると薬漬

けにされてしまうという、そういう絶望的な状況を高校生が冷静に受けとめていると

いうことも衝撃でした。 
 
小学生のかわいい子たちも、いずれこういう絶望的な状況に気付いて暗くなってしま

うのかなと思うと、あまりに不当な、というか、社会正義に反しているように思えま

した。 
 

 私の自助グループ研究の原点 
 
一方で、私は大学生のころ身体障害者の自助グループの人たちに声をかけられまして

ね。「自分たちの介護をボランティアでやってみないか」ということで、その当時は在

宅福祉サービスなんてあんまり無かったですから、障害者が施設から離れて地域で生
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きていくためには、ボランティアを集めて、その人たちに介護をさせて生きていくし

かなかったわけですね。 
 
それで、またまたいろんな経緯があって最終的には自分自身もボランティアで介護を

することになったのですが、驚いたのは、その障害者たちのなかに、私がボランティ

アで行っていた障害児施設の出身者がいたわけですね。「岡さん、私も◎◎学園で育っ

たんですよ」と、おっしゃるわけですよ。そのかたは障害のある女性でしたが、障害

のない男性と結婚して子どももいらして幸せそうに暮らしていらっしゃいました。 
 
「ああ、自分も知っている子どもたちも、こんなふうに施設の外で暮らして、結婚を

して家庭をもち幸せになってほしいなあ」と思いましたけれども、それ以上に私が驚

いたのは、こういう在宅の障害者たちは、当時は、さっきも申し上げましたが、自分

の力でボランティアを見つけてくるしかなかったわけですよ。ですから、どんどん自

分から見知らぬ人に声をかけ、自分たちの生き方を応援してほしいというふうに自己

主張がされているわけですよ。はっきりとした自分の意見をお持ちですし、リーダー

シップもあってね、すごいんですよ。 
 
その方だけではなくて、その自助グループに集まっている障害者のかたには魅力があ

るかたがいっぱいいらして、「これは、こういう力をもった障害者がたまたま集まった

というより、このグループそのものに秘密があるのではないか」と思ったわけです。

そして、そのグループの秘密の力を探って研究することで、いま施設のなかにいる子

どもたちの役にたつことになるんじゃないかなと思ったのが、私の自助グループの研

究の原点なんです。 
 
それで私も最初は、これは社会の問題だから社会学を勉強しようと思ったのですが、

たまたま私の当時、通っていた大学にいた社会学者の先生に、この話をしたら「君、

それは『社会学』ではなくて『社会福祉』だよ」と言われたんです。それが、私とソ

ーシャルワーク、社会福祉との最初の出会いなんです。大学 4 年生のころだったと思

います。それで数学科を卒業したあと、日本社会事業大学という社会福祉の単科大学

に編入生として入りなおしたのですね。 
 
ただ当初は、すごく嬉しくて勉強もしていたんですが、大学院に進んで、社会福祉学

会での発表にも慣れたころになると「自分が社会福祉を選んだのは間違いだったかな」

と思ったこともあったんですよ。 
 
それはなぜかというと社会福祉学会に行って、その発表を聞いても、とても退屈なん

ですよ。高齢者の統計とか見せられて「何とかという要素と何とかという要素には関

連性が見られました」というような、実践とどういう関係があるのか、さっぱりわか

らないような発表ばかり聞かされたような感じがしたからなんですね。そういう研究

も大事だということはわかっているのですが、私が求めていたのは、そういうもので

はなかったのですね。 
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そのとき私の励ましになったのが、この 2001 年のソーシャルワークの定義でした。「ソ

ーシャルワーク専門職は、人間の福利（ウエルビーング）の増進を目指して、社会の

変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人びとのエンパワメントと解放を促

していく。」うーん、これなんだ！ これだったら自分もやって行けると。 
 
じゃあ、またちょっと演習をやってみたいのですが、演習の 2 を見ていただけますか。 
 

 ソーシャルワーカーはどうやって社会を変えるのか 
 
〔演習Ⅱ〕ソーシャルワークのグローバル定義をみて、ある人が次のように言いまし

た。「ソーシャルワークは社会変革を目指すというが、そこには 2 つ難問がある。ひと

つは、ソーシャルワーカーの数は少ないのに、どうやって社会を変えることができる

のか。また社会を変えるというときに、どの方向に変えるかということで、ソーシャ

ルワーカーが正しい判断をしていると考える根拠はあるのか。」あなたなら、どう答え

ますか。 
 
つまり少数のソーシャルワーカーによって社会を変えるのは不可能だろうし、社会を

どの方向に変えることが望ましいと、ソーシャルワーカーはどうやって判断するのか、

ということです。ちょっとまた隣同士で話していただけますか。 
 
 
 
はい、いかがだったでしょう。「ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結

束、および人々のエンパワメントと解放を促進する、実践に基づいた専門職であり学

問である。」社会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパワメントと解放を

促進するなんて、ずいぶん大げさじゃないか、一種の誇大妄想みたいなものじゃない

かと普通の人だったら思うかもしれませんよね。 
 
私は社会福祉学科の 1 年生に毎年この定義の話をすると申しましたが、1 年生たちの

反応は、どんなものだったと思いますか。 
 
「先生、これは私たちは厚生労働省の官僚にならなければいけないということでしょ

うか？」と質問した人がいるんですよ。これは実話なんですけどね。つまり日本の社

会を変えるためには官僚にならなければ無理だと、そういう発想ですよね。驚きまし

たね。 
 
ただソーシャルワーカーだけで「社会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエ

ンパワメントと解放を促進する」なんていうことは明らかに不可能だと思います。そ

んなことができるはずがないと思いますよ。そして、もし仮にそんなことが可能だと

しても、じゃあ、どっちの方向に社会を変えていけばいいのか、それがソーシャルワ

ーカーにわかるのか？という疑問がありますよね。「どっちの方向に社会を変えていけ

ばいいのか、それはソーシャルワーカーにだけわかる」なんていうのは、とんでもな
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いエリート主義で、そんなものは世の中には通用しないと思うし、実際そんなことを

信じている人もほとんどいないと思うんですよ。 
 
じゃあ、このグローバル定義は不可能なことを言っているのか、というと、そうでは

なくて、不可能を可能にする方法がひとつあると思うのですよね。それは、いったい

何だと思われますか。 
 

 当事者とともに働く 
 
それは当事者とともに働くということだと思います。当事者とともに働くことによっ

て、このグローバル定義にそった形でのソーシャルワークは可能だと思いますね。や

っぱり当事者のパワーは、すごいですよ。 
 
たとえば今回の研修のテーマである自死遺族ですけれども、自死遺族を視点とした社

会変革、社会開発、社会的結束、および人々のエンパワメントと解放なんていうのは、

自死遺族とともにやっていかなければ、とうてい不可能ですよ。パワーだけではなく

て、当事者は、やっぱり直接知っているということでしょ。社会を変えていくといっ

ても、どっちの方向に変えていくのか。それを考えるときには当事者の意見が絶対に

必要です。つまりパワーの点で、そして体験を通しての得た知恵という点で、当事者

とソーシャルワーカーは、タッグを組んで力を合わせないと、やっていけないと思う

のですね。 
 
それに、このグローバル定義をじっとよく見ますとね、「社会変革と社会開発、社会的

結束、および人々のエンパワメントと解放を促進」というのは自助グループの働きそ

のものなんですね。社会変革というのは、自死遺族への差別的な扱いや偏見をもつ社

会を変えていくということでしょ。社会開発というのは、新しいものを創っていくこ

と。たとえば、田中さんの場合は集いの場を各地につくられていますよね。これは、

まさに社会開発です。社会的結束というのは、これは説明するまでもないことで、自

助グループには当事者が集まり結束するわけですよ。そして、エンパワメント、これ

は力を得ていくことですが、これも自死遺族の自助グループが全国各地にできて、遺

族が社会的に発言しはじめましたね。ですからエンパワメントは十分に行われている

わけです。 
 
そして、解放。これは、たとえば自死遺族に関する研究の論文のなかには、半年から

1 年以上、悲しみが続くのなら、それは異常だ、病気だ、といっているものがあるそ

うですね。しかし、それは変だろうと思うのです。こういう考え方が、かえって遺族

を苦しめていることがあると思うのですね。 
 

 障害者と自死遺族の自助グループは似ている 
 
私が自死遺族について最初に講演をさせてもらったのが、2009 年で、いまから 5～6
年前になりますけど、そこで自死遺族の自助グループが「悲しみとともに生きる」と

いう考え方を打ち出している、ということをお話ししたんですね。 
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そのときに、それは障害者の自助グループととても良く似ていると、お話ししたんで

す。障害者の自助グループも「障害を克服する」とか、「障害を訓練とか、手術で無く

す」とか、そういう「障害」を悪いもの、マイナスの価値しかもたないもの、という

文化のなかにあって「いや、そうではない、障害も自分の一部なんだ」「障害は自分た

ちのパワーなんだ」と肯定的にとらえようとする考え方を出してきたわけです。 
 
自死遺族の自助グループも悲しみを「病気」として扱ったり、「半年以上、長引けば、

お医者さんに治療してもらうべきものだ」とか、そういうことを言っている「支援者」

たちに囲まれて「そうじゃない、悲しみは、愛しさなんだ」と、「喪った息子や娘に対

する愛が無くなることがありえないように、悲しさが無くなることはありえないんだ」

と、そういう反論をされているわけですね。 
 
それが障害を肯定する、障害者の自助グループととても似ている。それを 5～6 年前の

講演のなかで申し上げたら、フロアから、ある年配の男性が手をあげて、こうおっし

ゃったんですね。「先生、つまり、私らは障害者なんですね。それで、わかりました。

ずっと息子のことを思い続けて、もうどうしようもなかったんですが、私らは障害者

なんだと思えば、非常に納得できます」と、そんな意味のことをおっしゃったんです。 
 
自助グループは、そういう考え方、その「悲しみを病気扱いする」考え方を否定する

わけですよ。「5 年、10 年たっても悲しい」という人に、「それでいいんですよ、異常

ではありません、病気ではありませんよ」と伝えているわけです。それで、ホッとす

るわけですよね。自分の考え方、認識の面で自分を圧迫していた考え、つまりここで

は「悲しみは病気だ」という考え方から解放されたわけですね。 
 
それから「解放」という点では、私と同じ世代か、その上のかたは障害者解放運動と

いうのをよくご存じだと思うのですが、障害者解放運動というのは、障害についての

自分たちの考えかたを変えたというだけではなくて、実際に障害者を抑圧する社会の

構造を変えるために、障害者のかたは闘ったわけですよね。ですから、自分の考えを

変えるというところからくる「解放」もありますが、そういう社会を変えるための闘

いの結果としての「解放」もある。 
 
そんなふうに見ていくと、さっきも申し上げたように、このソーシャルワークのグロ

ーバル定義は、自助グループの性格とぴったりと重なるわけですね。ですから、自助

グループとソーシャルワーカーの相性は、とってもいいんじゃないかと思うのですが、

いかがでしょうか。 
 

 多様性尊重の意味 
 
さて、またちょっと考えていただきたいのですが、このグローバル定義の 2 つめの文

章は、「社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワー

クの中核をなす」ということですが、この「多様性尊重」というところに注目してい

ただきたいのですが、プリントの演習 3 です。 
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［演習 3］ ソーシャルワークの新しいグローバル定義では、「多様性尊重」をソーシ

ャルワークの中核の原理だとしています。このことを自死遺族支援の点から考えてみ

てください。ということなのですが、また隣どうしでちょっと話し合っていただけま

すか。 
 
 
 
はい、いかがだったでしょうか。「多様性尊重」が、ソーシャルワークの中核の原理だ

というわけですが、さっき「半年以上、悲しい人は病気だ」という考え方が、かえっ

て遺族を苦しめているのではないか、というお話しをさせていただきましたが、多様

性尊重ということからいえば、「人によっていろいろあるんだ、それでいいんだ」とい

うことですよね。田中さんがよく言われる言い方を使えば、「悲しみも、いろいろ。悲

しみかたは、人それぞれ」というわけです。 
 
これは医療だと、そうは簡単にいかないと思うのですね。だって病気なのか、病気で

はないのか、病気だとすれば、どういう病気なのか、その診断基準とかが重要になる

ので「いろいろあって、いいんだ」ということでは、仕事にならないのではないでし

ょうかね。臨床心理も同じようなものだと思うのですね。何が正常で、何が異常なの

か、それを線引きしたうえで自分の仕事の範囲を決めなければいけないのですからね。 
 
ポイントは医療も臨床心理も治療に向かうものだということですね。「自分は正しくて

相手が異常なんだ」という前提にたたないと、治療というものは進まない。だから個々

のお医者さんとか心理カウンセラーが、どうのこうの言う前に、治療という行為その

ものが、正常と異常とを分けて「正常な自分が、異常な相手を直す」という、そうい

う構図になっているのではないでしょうか。だから「多様性の尊重」というのを、医

療とか心理の人たちは、それを正面から定義のなかに入れていくのは難しいと思いま

すね。 
 
それに対して、ソーシャルワークは多様性の尊重を中核の原理においてしまっている。

それが一番だいじで、コアのところにあるものだと言ってしまっている。これは、す

ごいことですよね。 
 
ただ、みなさんも学生時代に授業でお聞きになったことがあると思いますが、ソーシ

ャルワークの最初のころは「医療モデル」といって、医療をお手本にしてソーシャル

ワークを発展させていこうという動きもあったわけですね。ですから「社会診断」と

か「社会的治療」とか、そういう言い方がありました。前の 2001 年の定義では「人

間関係における問題解決を図り」という言葉が、ありますでしょ。プリントに下線部

をつけて強調しておきましたが、ここらへんに、ちょっとその「医療モデル」のなご

りがあるように思いましたが、しかし、この言葉は新しいグローバル定義では削られ

ているわけですね。 
 



ソーシャルワークが求められている                                       2015.01.10. 

 

上智大学 岡 知史 12 
 

この多様性の尊重という原理で何が正常で、何が異常か、そういう議論を超えたとこ

ろで「人間の解放を目指す」。それがソーシャルワークなんですね。それが実践を通し

て行われ、専門職として社会のなかで位置づけられ、しかも学問であるという、ある

意味、ありえないほど理想が高いというか、目指すものが巨大で崇高であるような感

じがしますね、どうでしょうか。 
 

 支援というより、連携 
 
そういうソーシャルワークの原点にたてば、この研修会の名前「自死遺族支援にかか

わる者の研修会」にしても少し改善の余地があるかもしれませんよね。なぜなら、さ

っきも申し上げたように、ソーシャルワークの目指すことは、すごく大きな深いこと

なんです。とてもではないが、ソーシャルワーカーだけでできることじゃないんです。

当事者といっしょにやっていかなきゃ、当事者と連携していかないと、できっこない

ことなんですね。とすれば、この研修会の名前も「自死遺族とともに歩む者の研修会」

とか「自死遺族と連携する者の研修会」とか、そういう名前になるのではないでしょ

うか。 
 
自死遺族をソーシャルワーカーが一方的に支援するわけではないんですよ。それは少

し治療的発想がありますよね。自死遺族という当事者の力と、いっしょにやっていか

なければ、自死遺族に関連する社会変革とか、社会開発とか、社会的結束とか、エン

パワメントとか解放とか、やっていけるはずがないんですから、ソーシャルワーカー

だけで、やっていけるはずがない。逆にいえば、専門職だけで目標を達成できるよう

な、そんなこじんまりとしたスケールのことを、ソーシャルワークは目指しているの

ではないわけですよ。 
 
専門職というのは、西洋の歴史では 3 つの専門職から始まったそうです。それは医者

と法律家と、それから聖職者、神父とか牧師ですね。この 3 つが一番古い専門職です

よ。それから、いろんな専門職が、この 3 つの専門職をお手本にして自分たちの専門

性をアピールしてきたわけですね。ですから、その専門性確立の方法は、だいたい似

ているわけですよ。 
 
専門職は高い学歴をもって、ふつうの人よりも知識や技術をもっていて相手に対して

「あなたは、できないけれども、私はできますよ」ということを示してきたわけでし

ょ。一種のエリート主義ですよ。そういうエリート主義的な考え方をもっていたら、

とてもじゃないけれども当事者とは連携できないですよ。 
 
幸い、いまの日本の社会では、ソーシャルワーカーはエリートであると思われていま

せんよね。それで「ソーシャルワーカーという専門職として認めてもらっていない！」

と、怒っている人もけっこういますけれども、いままでの専門職はね、さっきも申し

上げたように、クライエントに対して「あなたには、できないけど、私には、できる」

ということを見せることによって専門職としての社会的地位を築いてきたようなとこ

ろがあると思うのですね。 
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 ソーシャルワーカーが他の専門職と違うところ 
 
ソーシャルワーカーは、そういうことは、しなかったし、できなかったわけですよ。 
そうでしょ、クライエントをエンパワメントするのが、ソーシャルワーカーなんだか

ら。「あなたには、できない。でも私にはできる」という形で、他の専門職は自分の社

会的地位を確立してきた。でも、ソーシャルワーカーは、その真逆で「あなたなら、

できる。私もできるけれども、あなたなら、もっとうまくできる」と、そういうメッ

セージをずっと歴史的に出してきたわけですよ。 
 
そういう原点を考えると（呼んでいただいたのにクレームをつけるようで申し訳あり

ませんが）「自死遺族支援に関わる者の研修会」というより、「自死遺族とともに歩む

者の研修会」としたほうが良かったかもしれないなと思いました。 
 
自死遺族はソーシャルワーカーの支援をただ、ずっと待っているだけの人たちじゃな

いんですよ。当事者というのは、いっしょに社会を変え、社会を開発していく、ソー

シャルワーカーのパートナーなんですよ。そして当事者の力強い助けなくしては、こ

のグローバル定義で主張されているようなソーシャルワークの崇高な目的は達成でき

ないんですよ。ソーシャルワーカーこそ当事者の支援がなければ、その原点にある活

動ができないということですよね。時間もそろそろ無くなってきましたので、最後の

問題を出させていただきますね。 
 

 地域・民族固有の知とは 
 
［演習 4］を見てください。グローバル定義では、「ソーシャルワークの理論、社会科

学、人文学、および地域・民族固有の知を基盤として、ソーシャルワークは」働くの

だと書いてあります。さて、ここでいう「地域・民族固有の知」とは何でしょうか。

いまの私たちの状況（自死遺族との連携を求める状況）において考えてみてください。 
ということです。じゃあ、隣どうしで意見を交換しながら考えてみてください。 
 
 
 
はい、いかがだったでしょう。ここでいう「地域・民族固有の知」とは何でしょうか。

グローバル定義の解説が日本社会福祉士会のホームページにリンクされてあるのです

が、それを見るかぎり、この「地域・民族固有の知」というのは、オーストラリアの

アボリジニとか、アメリカ・インディアンとか、いわゆる先住民族ですね、そういう

人たちの知なんだという説明ですよね。それと西洋中心の知と、その二つを対比して

説明しているのですね。一方で、どこにも「日本という地域の知」については述べら

れていないように思いました。 
 
これは、かなり深い問題を含んでいると私は思うのですが、どういうことかというと 
「西洋中心の知と民族固有の知」ということを対比して、並べて論じていること自体、

問題だと思うのですね。つまり西洋中心の知といえども、それは西洋という大きな民

族的な集団のなかの知なのではないかと思うわけです。だから、このグローバル定義



ソーシャルワークが求められている                                       2015.01.10. 

 

上智大学 岡 知史 14 
 

のまま「地域・民族固有の知を基盤にする」と、それでいいのではないか、何も先住

民だけのことを言っているのではないと解釈すべきだと私は思っています。 
 
こういうことが、なぜ自死遺族の問題を考えるときに大事なのかというと、そこには

生きるとはどういうことか、死ぬとはどういうことかという地域や民族固有の考え方

が大きく影響してくるからですよ。 
 

 グリーフワークの基盤には古代西洋の伝統がある 
 
わかりやすい例をあげますと、グリーフワークという概念がありますね。喪の仕事と

か、そういうふうに訳されます。グリーフワークという名前を考えたのは、リンデマ

ンという人なのですが、喪の仕事というアイデアは精神分析で有名な、あのジークム

ント・フロイトが考え出したものなんですね。「喪の仕事」というのは、あくまで「仕

事」なわけで苦痛でたいへんだけれども、やらなければいけない仕事なんだと。そし

て、その仕事をやり終えたときに悲しみを乗り越えることができると。死者との関係

を整理できると、そう考えるわけですね。 
 
この「喪の仕事」という発想は、のちにキューブラロスの「悲嘆回復は階段のような

段階を経て回復していく」という、いまの日本の社会では、よく言われているような

考え方になっていくわけですね。でも、それが何か民族の違いをこえて普遍的な科学

的な理論のように言われているけれども、本当だろうかという疑問が出てくるわけで

すよ。 
 
プリントに印刷しておいた Klass さんの論文によると、やはりグリーフワークという

のは「基本的に死者との関係を切る」というところに重点があるそうです。なぜ死者

との関係を切らなければいけないかというと、死んだ人の魂は、神のところに行くわ

けで、そこで神と一体になるという考えがあるわけですね。で、そのときに生きた人

との関係があると、神と一体になるときの邪魔になるわけです。そういう思想が紀元

前 7 世紀のユダヤ教にあったし、神聖ローマ帝国のキリスト教にもあったというので

すね。 
 
だから要するに「喪の仕事」とか言って科学的な理論のように見えるのだけれども、

根っこのところの発想としては、数千年前からのユダヤ教、キリスト教の発想なので

すよ。つまりグリーフケアとかグリーフワークとか、それを言っている本人たちは気

付いていないのかもしれませんが、そこには、ユダヤ・キリスト教の死生観といいま

すか、死者とどう向かい合うかという古代ユダヤからローマ時代を経て、数千年の西

洋文明の歴史のなかに流れている死生観が基盤にあるわけですね。 
 
一方で、日本の仏教は死者との関係を非常に大事にしてきたという伝統があって、家

のなかに仏壇があるわけでしょ。そこで死者とコミュニケーションがとれるわけです。

お仏壇に向かって話しかけたり、今日いちにちあったことを報告したり、お客さんか

らいただいたものを供えたりね。 
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そういう仏壇にあたるものが、西洋には無いわけですよ。まあ、個人として死者との

つながりを保つために何か工夫している人はいるかもしれませんが、文化としてね、

どっしりと根付いたものは無いわけですね。日本の人々は文化として、あるいは伝統

として死者とのつながりをどのように保つのか、それを考えてきたし実践もしてきた。

そういう意味で、死者とのつながりに関する地域・民族固有の知というものを日本人

はもってきたし、それを尊重して基盤にするのが、ソーシャルワークだと言っている

わけですね。 
 
アメリカで、グリーフケアを学んできたという人を日本に招いてね、そこから学ぼう

というのは、このソーシャルワークのグローバル定義に反するわけですよ。逆に言え

ば、日本のソーシャルワークの「知」の部分をどうやって発展させればいいかを考え

ると、当然、地域・民族固有の知というものを取り入れる必要がある。日本の人たち

が伝統的に死者とどう向かい合ってきたのか、死者とどうつながりを保ってきたのか、

それを知ったうえで、それを基盤として日本のソーシャルワークは、つくっていかな

ければいけないということです。 
 

 自助グループには地域・民族固有の知があるはず 
 
それで、その地域・民族固有の知というものを、最も良く知っているのは誰かという

と、それは私は自助グループだと思っています。専門家の指導なしで自分たちのもっ

ている体験的な知恵をもとにして自助グループは動いていくわけですからね。そこに

地域・民族の固有の知というのが見事に結晶のように形成されているはずなんです。 
 
だとすれば、ソーシャルワーカーは自助グループからたくさん学ぶことができますよ

ね。よく「当事者から学ぶとか」いいますよね。でも、それは、たいてい当事者が何

を必要としているか、当事者のニーズは何かを学ぶという意味で言われると思うので

すが、でも当事者から学ぶというのは、それだけじゃないじゃないでしょうか。つま

り、いかに支援するか、いかに問題を解決していくか、そういうことまでもソーシャ

ルワーカーは、自助グループから学べるはずです。なぜなら地域・民族固有の知を基

盤としているのがソーシャルワークなんですから。 
 
さて、そろそろ私の持ち時間も終わりに近づきました。最後に、ひとことだけ言って

おきたいと思います。それは田中さんのメールのなかでの口癖のことです。 
 

 「闘う遺族」とともに 
 
田中さんは、よく私へのメールのなかで「これは闘いです」とか、「これからも闘いで

す」とか、「闘い」という言葉を何度も何度も使われるんです。田中さんは、まさに「闘

う遺族」なんです。「闘う遺族」ですよ。 
 
じゃあ、誰と闘っているのでしょう。いろいろな人たちと闘っていらっしゃいますが、

私たちがソーシャルワーカーとして注目していいのは、実は「支援者」と闘っている
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ことです。「支援者」、田中さんの立場から言えば、自称「支援者」ですね。「支援者」

と闘っておられるのです。 
 
なぜ「支援者」と闘わなければいけないんでしょう。それは、そういう「支援者」は

遺族を病気だと思い、何もできない人だと思い、悲しみのあまり頭が混乱している人

だと思っているからです。さらにいえば、そういう「支援者」は、遺族は自分が治療

して指導してあげないといけない人だと思い、さらには心を癒してあげないといけな

い人だと思い、要するに遺族を対等な人間として見ていないんですよね。 
 
「自死遺族を支えるために：相談担当者のための指針」とかいう、国立精神･神経セン

ターが作った有名なマニュアルがありますよ。そこには「自助グループの育成」と書

いてあります。専門家が「育てる」のが自助グループだと思っているわけですね。「育

てる」だなんて子どもじゃないんですけどね、どうしても支援者が「上」で、遺族が

「下」というように見てしまうんでしょうね。 
 
私、たまたま、ある会議で、そういう支援者と顔を合わせることがありまして、グリ

ーフケアでは全国的にも有名なかたなんですが、自死遺族の自助グループについて私

が話をしますと、「ああ、あの人たちに自助グループは無理ですね。問題だらけの人た

ちですから」と、スパッと切り捨てるようにおっしゃってね、「ああ、こういう人と田

中さんは闘っているんだなあ」と思いました。 
 
一方、そういう「闘う遺族」の田中さんが信頼し、期待をかけてくれているのが、私

たちソーシャルワーカーなんですよね。嬉しいじゃないですか。「ソーシャルワーカー

は繊細な心の中に押し入ろうとはしない」と、田中さんが書いていらっしゃいますが、 
ソーシャルワーカーが相手の心の中に押し入ろうとしないのは、遺族の、人間として

の尊厳に敬意を払っているからではないでしょうか。 
 
それに対して、治療者としての支援者が探しているのは「泣いている遺族」なんです

よ。「力なく、うつむいて涙を流しているだけの無力な遺族」を探して、その人たちだ

けに手を伸ばして、その心を癒したいという人は、日本中にいっぱいいる、たぶんね。 
 
でも田中さんのように「闘う遺族」「社会の不正義に怒る遺族」と手をたずさえて「い

っしょに社会を変えていこう、いっしょに社会を開発していこう」なんていう専門職

は、たぶんソーシャルワーカーしかいないのではないでしょうか。そういう意味で私

たちソーシャルワーカーは、とても大事な、私たちにしかできない社会的使命を与え

られていると思います。 
 
私もソーシャルワーカーの一人として、みなさんといっしょにがんばっていきたいと

思います！ ご清聴ありがとうございました。 
 
 



とき：2015 年 1 月 10 日（土）13:30～16:30 
ところ：仙台市宮城自治労会館 
主催：宮城県社会福祉士会 障害支援委員会 
 

第 4 回自死遺族支援に関わる者の研修会 
「当事者支援におけるソーシャルワーカーの視点について」 
 

講演「ソーシャルワークが求められている：自死遺族そして多くの人々から」 
 

上智大学 岡知史 
 
 

① ソーシャルワークへの期待 
 
第 8 回自殺対策推進会議（内閣府）（2009 年 10 月）田中幸子さん提出資料より： 
「国に対して望むこと」「地方行政ができること」として「多岐にわたる困りごと、

一度に持ち込める窓口と社会福祉資源に広く通じたソーシャルワーカーの配置」をあ

げておられる。 
 
「ソーシャルワーカーは繊細な心の中に押し入ろうとはしない・・・求める支援につ

なぐのである」（「田中幸子のひとりごと」2014.03.05.） 
 
 
 
［演習 1］下のソーシャルワークの定義(2001 年)およびグローバル定義(2014 年)を読み、

思ったことを隣どうしでわかちあってみてください。 
 
国際ソーシャルワーカー連盟（IFSW）のソーシャルワークの定義（2001 年 1 月定訳） 
訳：IFSW 日本国調整団体（日本ソーシャルワーカー協会、日本社会福祉士会、日本医

療社会事業協会） 
ソーシャルワーク専門職は、人間の福利（ウエルビーング）の増進を目指して、社会

の変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人びとのエンパワーメントと解放

を促していく。ソーシャルワークは、人間の行動と社会システムに関する理論を利用

して、人びとがその環境と相互に影響し合う接点に介入する。人権と社会正義の原理

は、ソーシャルワークの拠り所とする基盤である。 
 
ソーシャルワークのグローバル定義（2014 年 5 月定訳） 
訳：日本社会福祉教育学校連盟・社会福祉専門職団体協議会（日本社会福祉士会、日

本精神保健福祉士協会、日本医療社会福祉協会、日本ソーシャルワーカー協会） 
ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパワメン

トと解放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である。社会正義、人権、集

団的責任、および多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす。ソーシャ

ルワークの理論、社会科学、人文学、および地域・民族固有の知を基盤として、ソー

シャルワークは、生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよう、人々やさまざ

まな構造に働きかける。この定義は、各国および世界の各地域で展開してもよい。 
 
 



［演習 2］ ソーシャルワークのグローバル定義をみて、ある人が次のように言いま

した。「ソーシャルワークは、社会変革を目指すというが、そこには二つ難問がある。

ひとつは、ソーシャルワーカーの数は少ないのに、どうやって社会を変えることがで

きるのか。また社会を変えるというときに、どの方向に変えるかということで、ソー

シャルワーカーが正しい判断をしていると考える根拠はあるのか。」あなたなら、ど

う答えますか。 
 
 
 
［演習 3］ ソーシャルワークの新しいグローバル定義では、「多様性尊重」をソー

シャルワークの中核の原理だとしています。このことを自死遺族支援の点から考えて

みてください。 
 
 
 
［演習 4］ グローバル定義では、「ソーシャルワークの理論、社会科学、人文学、

および地域・民族固有の知を基盤として、ソーシャルワークは」働くのだと書いてあ

ります。「地域・民族固有の知」とは何でしょうか。いまの私たちの状況（自死遺族

との連携を求める状況）において考えてみてください。 
 
Klass, D., & Goss, R. (1999). Spiritual bonds to the dead in cross-cultural and historical 
perspective: Comparative religion and modern grief. Death Studies, 23(6), 547-567. 
 
 
 
以下、再掲―――――――――――――――――――――――――――――――― 
 
国際ソーシャルワーカー連盟（IFSW）のソーシャルワークの定義（2001 年 1 月定訳） 
ソーシャルワーク専門職は、人間の福利（ウエルビーング）の増進を目指して、社会

の変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人びとのエンパワーメントと解放

を促していく。ソーシャルワークは、人間の行動と社会システムに関する理論を利用

して、人びとがその環境と相互に影響し合う接点に介入する。人権と社会正義の原理

は、ソーシャルワークの拠り所とする基盤である。 
 
ソーシャルワークのグローバル定義（2014 年 5 月定訳） 
ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパワメン

トと解放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である。社会正義、人権、集

団的責任、および多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす。ソーシャ

ルワークの理論、社会科学、人文学、および地域・民族固有の知を基盤として、ソー

シャルワークは、生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよう、人々やさまざ

まな構造に働きかける。この定義は、各国および世界の各地域で展開してもよい。 
 
 



第４回自死遺族支援に関わる者の研修会

～当事者支援におけるソーシャルワーカーの視点について～

                     日時 平成２７年１月１０日（土） 

                        午後１時３０分から 

午後１６時３０分（予定） 

                     会場 宮城自治労会館 

次    第 

１ 開 会 

２ あいさつ 

  ３ 研修内容 

(1)講演「自死遺族当事者が社会福祉士に求める支援とは」 

講師 全国自死遺族連絡会・仙台わかちあいのつどい藍の会 

 代表 田中 幸子氏 

  (2)講演「ソーシャルワークが求められている 

自死遺族そして多くの人々から」 

    講師 上智大学合人間科学部社会福祉学科 教授 岡 知史氏 

(3)意見交換 

  ４ 閉  会  

主催 一般社団法人 宮城県社会福祉士会 障害支援委員会 




