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アメリカ合衆国における「力量基盤」「成果重視」の 
ソーシャルワーク実習

〜我が国社会福祉士実習教育との比較を通じて〜

Social work field education of “competency-based” and “focused on student learning 

outcomes” in the United States

─ Comparative study with social work field education in Japan ─

川上　富雄
Tomio KAWAKAMI

要約

　本稿は、ソーシャルワーカー養成教育の統合的科目である実習教育の日米比較を行い、

本邦実習教育のあり方への示唆を見出そうとするものである。アメリカ合衆国における

ソーシャルワーカー養成教育は、CSWE が定める EPAS2015 という方針と基準に基づき

行われている。その方針と基準は、ソーシャルワークの価値・知識・技術に関する「専

門的力量の閾値（thresholds for professional competence）」に基づき作成されており、

養成校の独自性・特色はこの基準の上に積み重ねられるものとして位置づけられている。

実習教育についてもこの方針と基準が適用されているとともに Signature Pedagogy の教

育的特色を持ち、実習時間、実習期間、実習生アセスメント、実習機関、学習協定書

（Learning Agreement）に基づく実習展開、実習スーパービジョン、実習指導体制、実

習評価、IT の活用など、様々な面において我が国と大きく相違する点が見られる。これ

らの項目について比較考察を行った結果、我が国実習教育の改革に向けての取り組むべ

き課題が明らかとなった。
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はじめに

　アメリカ合衆国では、ソーシャルワーク教育協議会（Council of Social Work 

Education； 以 下 CSWE と 略） が 2015 年 に 示 し た「教 育 方 針 お よ び 認 可 基 準」

（Educational Policy and Accreditation Standards；以下 EPAS と略）に基づき、511 の

学士課程と 249 の修士課程（2016.10 現在）が、EPAS2015 で示された 9 つの中核的力量

の獲得を基盤とした成果重視のソーシャルワーク教育に取り組んでいる。その中でも、

学士課程で 400 時間、修士課程で 900 時間以上必要とされ、養成教育カリキュラムの中
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で最も大きな比重を占め、ソーシャルワークを学ぶ学生にとっても最大の教育イベント

である実習は、養成教育の中核的な科目とされている。

　本稿では、ソーシャルワーカーの実践力の水準や質を担保するものが、養成教育、就

中、講義及び演習科目の統合的科目である実習教育にあり、我が国においても実習教育

の改善や充実が社会福祉士養成全体の質を高め、社会福祉士の実践水準の向上に大きな

鍵を握るとの仮説から、アメリカ合衆国において実習教育の目標や内容が EPAS におい

てどのように位置付けられ、また、それが養成校や実習機関においてどのように具体化

され運用・展開されているのかを、我が国の現状との比較を加えつつ紹介し、我が国の

社会福祉士実習教育改革への示唆を見出したいと考える。

　なお、用語について、本稿では Field Supervisor および Field Instructor を「実習指

導者」、大学の非常勤講師として実習生を担当し実習前中後の実習指導にあたる現場の管

理的職員（Field Liaison）を「フィールド・リエゾン」と、養成校で実習を主に担当す

る教員（Field Director）を「実習主任」と統一して呼称する。

Ⅰ．アメリカ合衆国におけるソーシャルワーク教育の概要

　CSWE の役割および EPAS の意義等に関する詳細、および、ソーシャルワーカー資格

制度と養成教育の関連に関する詳細は拙稿に譲るがi、要約すれば以下のようなものであ

る。アメリカ合衆国では、ソーシャルワーカーの社会的評価や待遇が高いといわれるがii、

それを裏付けているのが、ソーシャルワーカーの専門性や実践水準を担保する各州によ

る資格者登録制度（知識試験、スーパービジョン下でのインターン・エクスターン研修、

資格更新システム）と業務独占である。この入口となる州への資格登録のための要件に、

CSWE 会員養成校の卒業者・修了者であることが位置づけられている。養成校が CSWE

会員校のステータスを維持するためには、EPAS に準拠し定期的な認可・再認可の受審

と合格、および毎年の学生到達度評価の公表が必須となっている。EPAS とは、どのよ

うな力量を持ったソーシャルワーカーを養成するのかという目標・方針（Educational 

Policy）と、それを実現するための養成教育の認可基準（Accreditation Standards）を

示したものである。このように、EPAS は資格制度全体の仕組みの基盤として組み込ま

れており、強力に効力を発揮している。

　また、CSWE は、我が国の日本ソーシャルワーク教育連盟のような養成校の連合体／

協議体であるばかりでなく、高等教育認定協議会（Council for Higher Education 

Accreditation：以下 CHEA と略）から認定を受けた大学・大学院ソーシャルワーク課程

の認証機関でもある。CHEA は、学位認定基準の審査認定を通じて学術品質を促進する

ことを国から許された唯一の団体である。我が国では、大学の設置認可は文部科学省が

行っているが、そのような大学の設置認可を行う政府機関を持たないアメリカ合衆国で

は、CHEA と CHEA の認定を受けた専門分野・学問領域ごとの高等教育基準認証機関
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がこの役割を担っている。CSWE は資格制度と関連づいた専門職養成と同時に、大学・

課程の認可に対する権限を有していることにもなり、ソーシャルワーク教育において極

めて重要な位置を占めている。

　EPAS は、2001 年に初版（EPAS2001）が発表されて以降、EPAS2008、EPAS2015

と 7 年ごとに大幅な改訂が行われ今日に至っている。このうち、EPAS2008 においては

じ め て「力 量 基 盤 教 育（Competency-based education）」 の 考 え 方 が 提 起 さ れ、

EPAS2015 ではこの方針を引き継ぎ、専門的力量の説明・解説を一層丁寧に行い、ソー

シャルワーカーとしての「専門的力量の閾値（thresholds for professional competence）」

を確立し、そこにどれくらい到達できたかという、学生の学習成果に焦点をあてた「成

果重視（focused on student learning outcomes）」の枠組みを確立した。EPAS2015 で

は、ソーシャルワーク専門職の役割を「人と環境の枠組み、グローバル視点、人間の多

様性尊重、科学研究に基づく知識によって、人と地域社会の福祉を促進すること」とし、

そしてソーシャルワークの目的を「マイクロとマクロ両視点での社会的・経済的公正の

ための探求、人権を抑制する状態の予防、貧困の解消、地域および世界的な全ての人々

の生活の質の向上を通じて顕在化させること」と再定義し、その実現のためにソーシャ

ルワーク養成教育において獲得すべき「ソーシャルワークの 9 つの力量」を提示した。

ソーシャルワークの力量とは、「人間と地域社会の福祉を促進するために、目的的、意図

的、専門的方法を用いて実践するためにソーシャルワークの知識、価値、技術を統合し

適用する能力」をいう（EPAS2015「Competency-Based Education」p.6）。この、ソー

シャルワークの 9 つの力量獲得を担保するために、養成教育における様々な基準が設定

されている。

Ⅱ．EPAS2015 における「9つの力量」とは

　ここでは、EPAS2015 が提起している「9 つの力量」それぞれが何を目指し、具体的

に何を体得し、何ができるようになることを要求しているのかを、EPAS2015 の解説に

沿って要訳紹介をしておきたい。

①倫理的な実証と専門職としての行動

　ソーシャルワーカーは、専門職価値、倫理基準と同様に、マイクロ、メゾ、マク

ロ実践に関する関係法令や規制を理解していなければならない。また、実践、研究、

政策場面で問題意識を持ち批判的思考ができなければならない。さらに、個人の価

値と専門職価値の区別ができ、また、個人的な経験や感情反応の専門的判断や行動

への影響も理解している。専門職の歴史、使命、専門職の役割と責任を理解してい

る。また、専門職チームにおける他専門職の役割を理解している。これらすべてを

関連付け効果を発揮できるよう、生涯学習による継続的スキルの向上に取り組み、
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最新の方法・技術の獲得に努めなければならない。

②多様性や差異を踏まえた実践

　ソーシャルワーカーは、年齢、階級、肌の色、文化、障害や能力、民族、性別、

性同一性と表現、在留資格、配偶者の有無、政治的主義、人種、宗教 / 精神性や神

秘主義、性別、性的指向、および部族の主権状態などの多様性や差異を尊重したマ

イクロ、メゾ、マクロ実践を行わなければならない。また、社会的、経済的、政治

的、文化的な構造や価値が、抑圧、貧困、周辺化・疎外化、排除を、また逆に特権

や権力を生み出すという機序を認識している。これらはクライエントとの関わりの

中からも学んでいく必要がある。

③人権および社会的・経済的・環境的公正の増進

　ソーシャルワーカーは、全ての人々が社会的地位に関係なく、自由、安全、プラ

イバシー、生活水準、医療、教育などの基本的人権を持っているという前提と、そ

れを阻害している弾圧や人権侵害の連鎖について理解し、社会的財物や権利および

責任が公平に分配され、市民・政治・環境・経済・社会・文化的に人権が保護され

るよう、ニーズ、社会正義、社会的・経済的公正や人権を促進する戦略を持って抑

圧的な構造的障壁の撤廃に努めなければならない。

④実践と研究の相互的な取り組み

　ソーシャルワーカーは、論理、科学研究、文化的情報、知識構築のための倫理的

アプローチの原則を知っており、量的・質的研究方法と実践評価方法などを用いて

ソーシャルワークの科学性を進歩させる役割がある。そのことにより、証拠に基づ

く実践が行え、研究成果の公表発信により実践・政策・サービス提供のあり方を改

善することができる。

⑤政策的実践の取り組み

　ソーシャルワーカーは、社会的、経済的、環境的公正と人権の促進のために、地

域、州、連邦政府レベルの社会政策やサービス提供政策の政策策定・開発、分析、

実施、評価、代弁に積極的に関わる。

⑥個人・家族・グループ・組織・コミュニティに関わる

　ソーシャルワーカーは、人間の行動、社会環境、人と環境、他の学際的な理論的

枠組み等を活用し、共感、反射、その他の対人スキルを用いつつ、多様な個人、家

族、グループ、組織、社会に関わる。
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⑦個人・家族・グループ・組織・コミュニティのアセスメント

　ソーシャルワーカーは、人間の行動と社会環境の理論を理解し、批判的思考を持

ち、専門知識を活用しつつ、多様な個人、家族、グループ、組織、地域のアセスメ

ントを行う。

　ソーシャルワーカーは、批判的思考を持ち、人間の行動と社会環境に関する理論、

人と環境、他の学際的な理論的枠組み等を活用しつつ、多様な個人、家族、グルー

プ、組織、地域に関するデータを収集・整理し、クライエントや住民の持つ強みと

ニーズ・課題を明らかにし、介入の到達点や目標、介入戦略を決める。

⑧個人・家族・グループ・組織・コミュニティへの支援・介入

　ソーシャルワーカーは、アセスメントに基づいて設定されたクライエントと住民

の目標達成のために、批判的思考や人間の行動と社会環境に関する理論、他の学際

的な理論的枠組み等を用いて、他専門職と連携しながら、多様な個人、家族、グ

ループ、組織、地域とともに、あるいは彼らに代わって、証拠に基づく継続的な実

践または介入を行う必要がある。

⑨個人・家族・グループ・組織・およびコミュニティへの実践評価

　ソーシャルワーカーは、人間の行動と社会環境、人と環境、他の学際的な理論的

枠組み等の知識を用いて、動的で双方向的で継続的な実践過程を振り返り、目標が

達成されたかどうかや介入とプログラムの成果を質的・量的に評価し、マイクロ・

メゾ・マクロ実践の有効性向上に寄与しなければならない。

　この EPAS2015 の「9 つの力量」に相当するものを、我が国の社会福祉士養成教育に

関する文書の中に見出すことは難しい。社会福祉士の定義は、社会福祉士介護福祉士法

第 2 条iii にあるが、養成教育を経て獲得すべき必要な力量の種類や水準を提示したもの

ではない。つまり、日本の場合「専門的力量の閾値（thresholds for professional 

competence）」が養成教育のゴールとして明示されていないのである。厚生労働省の通

知「社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」

（社援発第 0328991 号平成 20 年 3 月 28 日付）、および、厚生労働省・文部科学省共管の

通知「社会福祉士学校及び介護福祉士学校の設置及び運営に係る指針について」（28 文

科高 225 号・社援発 0401 第 42 号　平成 28 年 4 月 1 日付）などが養成校の設置認可基準

を示したものとなっているが、ここには、指定科目毎の「ねらい」と「教育に含むべき

事項」といった細かな規定は規定されているものの、それら設定された個別の科目を学

修した結果、最終的・総合的に学生がソーシャルワーカーとしてどのような力量をどの
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ような水準で獲得して卒業していくのかについては触れられていないiv。

　関連して付言すれば、我が国の社会福祉士国家試験も何を「専門的力量の閾値」とし

て試験問題の中身や水準が決定されているのかが明確にされているとはいえない。社団

法人日本社会福祉教育学校連盟において、コア・カリキュラムの設定など社会福祉士の

質の向上に関する養成教育のあり方に関する研究に取り組まれているもののv、獲得すべ

き総合的力量水準の提示までには至っていない。また、2013 年に作成された社団法人日

本社会福祉士養成校協会の「相談援助実習ガイドライン」も、実習科目で獲得すべき力

量の提示までに留まっており、社会福祉士養成教育修了時点でのソーシャルワーカーと

しての総合的力量の提示までには至っておらず、これらのなかに養成教育の目標や方法

に関する整合性や一貫性が乏しいことは否定できない。また、養成課程の認可は国に提

出された文書によってのみ行われ、CSWE による EPAS に基づく面接および訪問による

認定審査も行われていない。

　これらを総合すると、我が国の社会福祉士には、ソーシャルワークの価値・知識・技

術に関する「専門的力量の閾値（thresholds for professional competence）」を示す公的

あるいは定説化した定義や基準がなく、養成教育においては指定科目の履修といった細

分化された部分的力量評価に留まっており、総合的で多次元的な実践力評価が養成教育

の出口に組み込まれていない。いわば、アメリカ合衆国における「中核的力量獲得を基

盤とした成果重視の養成教育」とは反対の、「科目ごとに細分化された外形的基準に基づ

く過程重視の養成教育」の特徴を持つということができる。

Ⅲ．EPAS2015 における実習教育の位置と基準

　EPAS2015 では、実習教育はソーシャルワークの Signature Pedagogy（敢えて訳せば

「記名教授法／署名教授法」だが、相当する邦適訳はない）であると初めに断定付けてい

る（教育方針 2.2）。Signature Pedagogy とは、実践者・専門家（現場で働く先輩／先

人）が関与する専門職養成教育法であり、その教育法によって理論と実践を統合すると

ともに、専門家としての自覚やアイデンティティ・責任感・マインドの構築が効果的に

図られると考えられている。EPAS2015 では、実習教育は、学生が現場の専門職と同じ

ように思考し、振る舞い、行動できるよう「心の習慣」を身につける重要な場であると

もしている。いうまでもなく、専門的職業人としての心構えや態度を、養成校内におけ

る講義や演習科目だけで獲得することは困難である。実習教育は、現場実践の現実感や

緊張感の中で、先人である専門的職業人から日々知識や技術に関する指導を受けるとと

もに、人格的・思考的・価値的な影響を受けつつ、「心の習慣」を蓄積していくことがで

きる唯一無二の養成教育場面であることは疑うべくもない。

　また、EPAS2015 では、実習教育は、これから専門職として働こうとする現場におい

て、クラスワークや演習等で学んできた理論的・概念的業績（学びの成果）を「統合」
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す る 場 で あ る と も 指 摘 し て い る（EPAS2015「Educational Policy 2.2 -Signature 

Pedagogy: Field Education-」）。実習教育は専門職養成教育の最終段階として位置付けら

れ、それまでに学んだあらゆる価値や知識や技術を総動員して、「現場の中で現実の問題

に関わる」という教育方法的な特徴を有している。さらに、実習教育は、学生のソー

シャルワーク力量を実証する基準に基づき、系統的に設計され、監修され、調整され、

評価される教育であり、漠然とした現場体験や「何かを感じ掴み取ってくれたらいいよ

ね…」といった具体的到達基準なき、測定不可能な、期待的学習機会の場でもない。

　EPAS2015 では、このような教育方針（Education Policy）を踏まえて、以下のような

実習に関する認定基準（Accreditation Standard＝AS）を示している。

【Explicit Curriculum（明示的なカリキュラム）AS（認定基準）2.2 Field Education を

翻訳抜粋】

■認定基準 B2.2.2（B は Baccalaureate＝学士課程）では、学生が、個人、家族、グ

ループ、組織、地域においてジェネラリスト実践が行えなければならないとされ、

また M2.2.2（M は Master＝修士課程）では、学生が、個人、家族、グループ、組

織、地域においてスペシャリスト実践が行えなければならないとされている。とり

わけ、修士課程のスペシャリスト実践については、どのような機関に実習配属し、

どのような実習機会を提供するのかも明確化されていなければならない。

■認定基準 2.2.4 では、実習では、クライエントや住民との直接的な関わりを通じて

ソーシャルワークの力量を実証しなければならないとされ、養成校はそのことを明

示しなければならいとしている。

■認定基準 2.2.5 では、学士課程のジェネラリスト実習では 400 時間以上を、修士課

程のスペシャリスト実習では 900 時間以上行うことを課している。

■認定基準 2.2.6 では、各養成校は実習教育のための受入許可基準を設定し、基準を

満たした学生のみが実習に臨めることを明記しなければならないとしている。

■認定基準 2.2.7 では、実習先の機関が実習先として相応しく、きちんと指導できる

体制があるか否かを養成校は評価しなければならないとされ、実習先選定のための

方針や基準も作成しておかなければならないと定められている。

■認定基準 2.2.8 では、実習と他科目との継続的関連性の説明を要求し、また、養成

校による学生の実習状況のモニタリングや接触的指導機会（対面のスーパービジョ
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ン）の確保を求めている。

■認定基準 B2.2.9 では、学士課程のジェネラリスト実習における実習指導者の資格

要件は、CSWE 加盟校で BSW または MSW を取得したあと 2 年以上のソーシャル

ワーク実務経験を持つ者とされている。

■認定基準 M2.2.9 では、修士課程のスペシャリスト実習における実習指導者の資格

要件は、CSWE から認定された課程のソーシャルワーク修士の学位を持っており、

学位取得後 2 年のソーシャルワーク実務経験を持つ者とされている。

■認定基準 2.2.10 では、訓練・指導方法、対話継続方法について実習先や実習指導

者への標定を行うこととされている。

■認定基準 2.2.11 では　実習現場において学生が職員扱いされることがないよう、

学生の学習者としての役割を確保し、配置部署、スーパービジョンの実施などを配

慮しなければならないとしている。

Ⅳ．アメリカ合衆国における実習教育展開と我が国の実習教育への示唆

1．実習時間

　実習時間数について、EPAS2015 の AS2.2.5 では、学士課程のジェネラリスト実習で

は 400 時間以上、修士課程のスペシャリスト実習では 900 時間以上とされている。我が

国と比較すれば、この基準でさえも非常に長い実習時間基準であり、修士課程における

実習時間は、アメリカ合衆国内的に見ても一般労働者の年間平均労働時間 1,766 時間

（2015 年）vi の半分以上（実際には 2 年間に分けて実習を行うため 4 分の 1 から 3 分の 1）

という長時間である。それにも関わらず、多くの養成校は、各校の教育方針に基づき、

さらにこれを上回る実習時間を独自に設定し、それを各養成校の教育上の「売り」や

「特徴」にしている。一例として、東海岸のある公立大学では学士課程で 40 時間のサー

ビスラーニング（ボランティア的な実習で内容に関する制限や指導者によるスーパービ

ジョンの義務はない）および 450 時間（57 日）以上のジェネラリスト実習を課している

（合計 490 時間）。また、修士課程においては、1,050 時間（132 日）以上のスペシャリス

ト実習を課しており、学士課程・修士課程ともに EPAS の基準よりも約 2 割上乗せした

実習時間の設定となっている。さらには実習内容についても独自基準を設け、ソーシャ

ルワーク臨床体験時間を総実習時間の 70% 以上確保することなど、実習内容についても

特徴の鮮明化を図っている。

　このような、実習時間の柔軟な延長や独自基準の設定が可能となる最大の理由は、
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EPAS には養成課程に対する指定科目の配置義務やそれらの必要時間数に関する細かな

基準や制約がないためである。養成課程における科目数や時間数が国によって決められ

ており（一般養成施設で 22 科目 1,200 時間）、全体の時間数の内どれだけ実習に割ける

かという発想で実習時間数（180 時間／国基準）が決められている我が国とは違い、ア

メリカ合衆国では、EPAS の基準を満たしてさえいれば、各課程の教育方針に基づいて、

どのような科目をどれくらい設定するかも比較的自由であるため、他の講義科目を減ら

して実習時間を確保することも可能となるのである。CSWE による各課程の加盟審査は、

それら自由に設定された科目を通じて EPAS が要求する内容と水準を結果的に満たすこ

とができるか否かである。

　我が国において実習時間を増やそうとすれば、窮屈に詰め込まれている指定科目履修

義務をどれだけ緩和できるかにその成否は掛かっていると言え、実習以外の科目数を減

らすか、各科目の時間数を減らす必要がある。そうでなければ、1,200 時間という総学習

時間の上限を排し、複数年に亘って学ぶ方法を検討する必要がある。このように、実習

時間の延長は、一年制通学課程や通信課程の養成校のあり方にも影響を及ぼすことにな

る。

2．実習期間

　実習時間に関連して触れておかなければならないことは、アメリカ合衆国のソーシャ

ルワーク実習は、学期中の平日を使って 1 年間（2 学期分）から 2 年間（4 学期分）とい

う長期間に亘って行われるのが普通であり（長期分散型実習）、夏季休業などの休業期間

は実習も行われないという点である。我が国で一般的となっている夏季休業期間等を使っ

た短期集中型実習とは対極的なあり方である。我が国において実習が夏季休業中の短期

集中型とならざるを得ない最大の理由は、学期中に実習を設定すると他科目の履修・学

修に影響が出てしまうためである。これは、アメリカ合衆国の大学等の課程認証が

CHEA および CHEA の認可を受けた専門分野別・学問領域別の課程認証団体（ソーシャ

ルワーク教育であれば CSWE）に任され教育基準が作成されているのに対し、文部科学

省による大学教育全体の規制（単位数や履修に関する諸規制等）に専門職養成カリキュ

ラムを無理に当てはめようとしている我が国の高等教育システムの構造的な問題といえ

る。

　そもそも、アメリカ合衆国に限らず多くの先進諸国では、大学の夏季休業中に相当す

る時期は、実習指導者たる現場職員も数週間に亘るバケーションを取得するのが一般的

であり、責任をもって実習指導ができない。つまり長期休業中は当然実習も休みという

考え方である。また、アメリカ合衆国の教育年度は 9 月開始の 5 〜 6 月終了であり、6・

7・8 月の夏休みは学年が切り替わる学年度末休暇であるため、実習科目を履修していな

い時期である点も影響している。学期中の実習日数は多くが週 2 〜 3 日程度であり、学
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生はその他の曜日は大学に通学し講義を履修している。それにより、養成校内において

専門分野教員、実習主任、フィールド・リエゾンなどからの助言指導・スーパービジョ

ンを受ける機会も格段に多くなる。長期的な実習であれば実習プログラム等の軌道修正

も図りやすいなどの利点がある。

　アメリカ合衆国の実習教育と比較してみると、我が国の夏季休業集中型実習が深刻な

問題をいくつか孕んでいることに改めて気づかされる。その一つは、先に触れたお盆休

みや夏休みによる実習指導者不在の問題であり、いま一つは、一人の実習指導者による

複数学生同時受入担当問題である。夏季休業中の集中型実習が増えると、実習指導者は

一度に多くの学生を担当せざるを得なくなる。そのため、我が国の基準では「実習生の

受入の上限を実習指導者 1 人当たり 5 人まで」とされている。しかし、この基準では、

力量獲得を図るためのソーシャルワーク実習指導が実質的に行える体制とは考えにくい。

こうした状況に対し、「夏季休業集中型の実習受入は責任を持った指導体制が取れない」

「実習生が一時期に集中するので対応しきれない」「同時に複数の実習生は抱えきれない

ので介護や保育の現場に預けることになってしまう」といった要望や意見が実習指導者

側から出されているが、養成校のカリキュラムの都合が優先されているのが現状である。

実習指導者不在期間の実習は「指導なき時間の消化」に陥る恐れが多分にある。

　アメリカ合衆国では、原則として、一人の実習指導者が複数の学生を同時に担当する

ことはない。もし例外的に同時に 2 人の学生を担当したとしても、実習プログラムや実

習スーパービジョンは別々に行われる。一人の実習指導者が一年間に一人の学生しか担

当できなくても、アメリカ合衆国全体のソーシャルワーク実習が回っているのは、それ

だけ多くの資格要件と実務経験を満たす実習指導者が存在するということでもある。一

例であるが、地方行政機関であるバージニア州フェアファックス郡の家族サービス局（児

童、障害、高齢、子育て、就労支援、親業支援など広範に行う部局／職員約 1900 名）に

は、実習指導者が 88 名おり、さらに職員研修開発担当のコーディネーターが養成校との

実習受入調整を行っている。これだけの有資格者がいれば、一人の実習指導者が二人の

実習を担当するということはまず起こりえないし、それでも、機関として年間最大 88 人

もの学生を受け入れ指導することができる。そして、我が国のように養成校からの実習

受入要請を断ることもない。

　実習時間延長の議論は、必然的に「いつ実習をするのか」「どこでその時間数を確保す

るのか」「その時間きちんと実習指導者が関われるのか」という議論に波及する。その改

革の過程で「学期中で収まる実習を実現する養成カリキュラム全体像」、「実習受入現場

がきちんと指導体制が組め、落ち着いた環境下でソーシャルワーク実習指導が行える時

期」、「実習指導者：学生＝1：1 配属原則の確立」、そして「実習指導者および学生の権

利としての長期休業保障」などの視点を踏まえながら議論される必要がある。



駒澤大学文学部研究紀要第76号（2018）

─101─

3．実習前アセスメントとバックグラウンド・チェック

　アメリカ合衆国の養成校では、実習前の学生の力量評価が行われている。実習に送り

出せるだけの力量獲得が図れているかを一人一人の学生について測定する仕組みである。

この仕組みは、EPAS2015 の AS（認定基準）2.2.6 に基づき、各養成校において実習受

入基準を設定し明示しているものである。一般的に多くみられるのは、一定の科目履修

を要件とする場合である。さらに GPA3.0 以上といったスコアを要件としている場合も

ある。このほかにも、ボランティア経験や仕事の経験など様々な人生経験の蓄積に関す

る証明や作文を求めている場合もある。また、過去の学則や綱領（University’s Honor 

Code）等の違反歴もチェックされる。全米ソーシャルワーカー協会（NASW）の倫理綱

領を読み遵守させる（adhere to the NASW Code of Ethics）ために、口頭試問等を取り

入れている養成校もある。これらの、学生事前アセスメントをいかに客観的かつ科学的

に行うかは、我が国と同様にアメリカ合衆国においても養成校実習担当教員の悩みとなっ

ており、養成校実習担当者間でも積極的に情報交換される事項となっているvii。さらに

は、修士課程 1 年目（Foundation Year）の実習は入学後間もなく始まることから、学

生アセスメントを十分行えないままに配属し、実習に送り出さざるを得ないという問題

もある。また、学生の 1 割程度ともいわれる精神的な課題を持つ学生の把握や対応、配

属への配慮も大きな課題となっている。

　これら、学修状況や到達度に関する「実習に耐えうる力量有無の事前チェック」とは

別に、全ての養成校において行われるのが、学生の犯罪歴・児童福祉歴（児童への暴力・

虐待やいたずら等の犯歴）の確認である。これらの前歴は学生からの自己申告としてい

る養成校が一般的であるが、行政機関を中心に幾つかの実習機関からは、受け入れる学

生の指紋提出を求められる場合もある。その背景に根付いているのは、ソーシャルワー

カーは、肉体的・身体的に弱い立場、孤立者や情報弱者、判断能力の低い人々などを対

象に、資産情報や弱みを知り得たり、心理的・身体的に優位に立ったり、精神的支配を

行うことも可能な職業であるため、利用者権利擁護の視点に立って業務を遂行しなけれ

ばならない専門職として、必然的に犯罪歴や児童福祉歴を持つ者は排除するべきである

という考え方である。犯罪歴・児童福祉歴を持つ者は、福祉現場だけでなく実習場面か

らも厳格に排除され、福祉現場に接近する機会はそもそも与えてはならないという思想

である。

　そもそも、アメリカ合衆国では、全ての州で犯罪歴・児童福祉歴を持つ者はソーシャ

ルワーカーとして登録することはもとより、人種委員会、社会サービス省、メンタルヘ

ルス、薬物乱用、ボランティア団体、里子機関、養子縁組機関などでは就労できないと

各州法に定められておりviii、もしうまくすり抜けて養成校を修了したとしても、ソーシャ

ルワーカーとして州に登録することは絶対に不可能である。養成教育が徒労に終わらな

いために、そのことは入学要件として各養成校の学生募集パンフレットにも掲載されて
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いるが、実際にはその入学時点で志願者全員のバックグラウンド・チェックはできない

ため、多くの場合、実習配属時に実習主任が疾患歴などとともに把握している。犯罪歴・

児童福祉歴をもつ学生については、早期の転部・転科・退学等を促し、当然、実習に送

り出すことはない。これらの相談指導にあたっては大学のカウンセリングセンターなど

と連携する場合も多い。学生にとって辛いことを告げ、転部や退学を促すという妥協を

許さない業務を遂行するためには、実習主任にも強い専門職アイデンティティと責任感

が必要とされる。

4．実習機関

　EPAS2015 の認定基準には、我が国のような実習配属先機関施設の種別・分野の制約

はない。つまり、AS（認定基準）2.2.7（実習受入体制が整っていること）および

AS2.2.9（要件を満たす実習指導者がいること）の要件を満たすことを前提として、各養

成校の方針や基準に基づいて実習機関として認められれば、基本的にはどのような機関

も実習先になることが可能である。アメリカ合衆国における代表的な実習先は、教育委

員会および学校、病院、軍隊（病院、カウンセリング室等）、家族支援組織（虐待、暴

力、依存症、失業、父業、母業等）、就労訓練・支援組織、ホームレス支援組織・施設、

依存症回復支援施設、性的犯罪者回復支援施設、コミュニティセンター、児童支援組織、

地方政府機関、老人施設、障害者施設、精神保健施設、入国者移民支援組織、人身売買

防止組織、アニマルセラピー機関など極めて多様であるが、各養成校が設けた基準を満

たしさえすれば、これらのほかにもさらに様々な分野や領域に広がる。

　中でも先駆的・開拓的実践に取り組む NPO を実習機関として積極的に位置付けてい

る点は特徴的である。これらの実習機関、特に民間組織は、組織ミッションの下に測定

可能な目標を設定し、実践成果を出し、社会的に必要な組織であることを証明している

機関であり、問題解決と同時に補助金や寄付金獲得に直結する評価や成果を示し続ける

緊張感も持っている。つまり、新たなニーズを発見し解決に取り組む感性や力量を持っ

ているとともに、実践と研究の相互性が担保され、証拠に基づく科学的実践に取り組む

力量も高いレベルで持っているといえ、ソーシャルワーク実習先としても極めて相応し

いといえる。もともと、ソーシャルワーク技術は公的保障制度が未発達のアメリカでこ

そ求められ発達してきた方法であるといえ、対人援助サービスの担い手としても、ソー

シャルワーク実習先としても、先駆的・開拓的実践に取り組む NPO など民間組織への

期待度や依存度は高い。

　一方、公的保障制度が充実し、その管理下に施設が体系的に整備されている我が国で

は、むしろ、福祉六法内を中心とする公的機関・法定施設に実習先は制限されてきた。

しかしながら、近年、超少子高齢・無縁社会化の進行に伴って我が国においても福祉ニー

ズの複雑化・多様化・高度化が急速に進んでおり、これまでの福祉制度に当嵌まらない
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発想や対応が求められるニーズが噴出しており、より高いソーシャルワーク感覚や実践

力を持つソーシャルワーカーの社会的必要が高まりつつあるix。そうした専門職養成のた

めにも制度の整っていない分野・領域で先駆的・開発的に社会問題の解決に取り組む

NPO や組織で実習することの意義は非常に大きいといえる。我が国においても、NPO

やボランティア組織等も実習先として幅広く認めていく「要件認定型の実習先機関・施

設の決定方法」への転換、いわば規制緩和が検討されるべきである。

5．原則 1 か所の実習先

　日米比較から見えてくる実習機関に関する今一つの論点は、実習期間内の複数実習機

関での実習を認めるかどうかについてである。我が国では、国の通知に「（2）相談援助

実習は、相談援助業務の一連の過程を網羅的かつ集中的に学習できるよう、1 の実習施

設において 120 時間以上行うことを基本とすること。」x と定められており、複数機関で

の実習を認めているだけでなく、総実習時間 180 時間の内、1 か所において 120 時間以

上の実習をしていれば、極論を言えば、残りの 60 時間は日替わりのオムニバス実習でも

構わないとも読める規定となっている。

　一方、アメリカ合衆国のソーシャルワーク実習では、一年間は一つの実習機関で実習

を行うことが一般的である。実習時間の最低基準は、学士課程で 400 時間、修士課程で

900 時間以上であると先に触れたが、学期中に週 2 日程度の実習を行う（16 時間／週）

と、一年間の実習時間は 500 時間程度が限度となる。修士課程の 900 時間基準は 2 年間

で修める実習時間であるので、修士課程 1 年目と 2 年目に 450 時間ずつ割り振られ、1

年目と 2 年目の間の実習先の変更は当然あるものの、1 年間のうちに複数実習機関を渡

り歩くことはない。

　EPAS2015 の「9 つの力量」に定められる、個人・家族・グループ・組織・コミュニ

ティに「関わり、アセスメントし、支援・介入し、評価する過程を実習で体験しようと

すれば、一か所の実習機関において、長期間に亘る継続的な関わりが必要なのは自明で

ある。ソーシャルワークの力量獲得のためには一か所の実習機関で学ぶことが大切（当

然）であるというアメリカ合衆国の常識で我が国の実習の現状を見ると、我が国の 180

時間でさえも「施設系と機関系の 2 か所体験」など複数実習機関に細分化しようとして

いる状況は、ソーシャルワーク力量の獲得に繋がらない「短期素通型の見学体験」に帰

してしまう恐れを強く孕んでいる。実習時間の延長の議論とともに実習先の一か所化も

同時に推し進められなければ、「短期素通型の見学体験」先が増えるだけの改革に留まり

かねない。

6．学習協定（Learning Agreement）に基づく実習内容の具体化

　実習配属が決まった学生は、実習指導者と連絡を取り合い「学習協定（Learning 
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Agreement）」の作成に取り掛かる。「学習協定」は、日本で言う「実習計画書」「実習

プログラミングシート」「実習契約書」「実習評価表」を兼ねたものに相当する。実習に

臨む全ての学生が実習指導者と相談して作成する実習計画であり、できた計画を遂行す

る義務を学生も指導者両者が負うという契約書であり、スーパービジョンやフィードバッ

クに役立てられる振り返りのツールでもあり、実施度や到達度を測定する評価ツールで

もある。

　我が国の実習計画表との相違は、我が国の実習計画表が学生の希望を 1 枚程度のシー

トにまとめて実習指導者に提出する簡単なものであるのに対し、学習協定は学生の学習

ニーズと EPAS 基準の「9 つの力量」獲得目標を踏まえ、実習指導者と学生が時間を掛

けて共同で練り上げる実習プログラムである点である。学習協定には全国統一様式はな

く、各養成校において作成されており呼称や様式の相違はあるもののxi、「実習計画書」

「実習プログラミングシート」「実習契約書」「スーパービジョンツール」「実習評価表」

といった機能や「9 つの力量」を実習プログラムへと具現化するツールであるという考

えは共通である（以下、「学習協定」の呼称で統一する）。学習協定には、「9 つの力量」

をどのような測定可能な実習体験（Measurable Learning Activities）によって学ぶのか

が、SMART 視点xii に立って話し合われ記入されていく。この作業は大変細かく膨大な

ものである。アメリカ合衆国では、学生がどの養成校に在籍し、どの実習先に配属され

ようとも、学習協定の作成を通じて、「9 つの力量」に対応した実習体験を必ず積むこと

になる。

　一例として、A 大学の学習協定の枠組みを一部紹介したい。A 大学の学習協定では、

「9 つの力量」に対応した実習体験をいきなり求めるのではなく、「9 つの力量」に対応し

た 31 項目の行動指標（Practice Behaviors ／プログラム・評価項目）を示し、その項目

ごとにどのような実習体験（Measureable Learning Activities ／ Placement Activities）

をするのかが話し合われ、実習プログラムが出来上がるようになっている（【表 1】参

照）。A 大学の学習協定は、記入欄が空白の状態でも letter（≒ A4）サイズで 23 ページ

にも及んでおり、実習体験をさらに記入していくと、最終的には 30 ページ以上に膨らむ

こともある。作成された学習協定は実習指導者と学生だけでなく、担当のフィールド・

リエゾンおよび実習主任とも共有され、内容の確認や微修正がなされた上で有効化され

る。そして、実習中はこの学習協定に基づいて計画的に実習が進み、学期終了時の中間

評価と実習終了時の最終評価の評価資料としても用いられる。なお、中間評価結果によっ

て後半の実習計画内容が見直されることもしばしばある。さらに、実習指導者による毎

週のスーパービジョン、および、フィールド・リエゾンや実習主任による実習中・実習

後のスーパービジョンのツールとしても用いられている。

　アメリカ合衆国で用いられている学習協定と同様の発想・考え方に基づいたツール開

発の取り組みは我が国でも行われている。2013 年に日本社会福祉士養成校協会実習委員
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会は、国が示す相談援助実習の「3 つのねらい（目標）」と「8 つの教育に含むべき事項

（内容）」をさらに 21 項目に細分化した実習体験指標（「相談援助実習ガイドライン」の

「中項目」）を作成・公表し、それに対応した実習評価表も開発したxiii。また、日本社会

福祉士会では実習契約書様式の開発や、実習プログラムとスーパービジョン時のチェッ

クに用いる評価欄を合体させた「実習プログラミングシート」を開発・提供している

（2007 年）xiv。このように、我が国においてもソーシャルワーク実習が実践力獲得に資す

る有効なものとなるよう、様々な研究やツール開発が行われている。しかし、それぞれ

が別団体での研究・開発に留まり、体系的で整合性のある取り組みとなり得ていない点

は課題である。さらに、それらのツールの採用が強制力を伴ったものではないことに加

え、「実習ガイドライン」や「実習プログラミングシート」を採用して実習プログラムを

作成したり、契約を行ったり、評価を行うと大変な作業量になると思われているため、

養成校や実習指導者から敬遠され、未だ十分浸透していない状況である。

7．実習スーパービジョン

　アメリカ合衆国におけるソーシャルワーク実習の過程は、日々の記録である「実習タ

イムシート」および毎週の「週間報告書」によって実習指導者やフィールド・リエゾン

等に把握され管理される。なお、「実習タイムシート」や「週間報告書」は養成校によっ

て呼び名や様式がまちまちである。「週間報告書」とはいえ、週に 2 日程度しか実習を行

わないので、事実上、日本の実習日誌に相当するものといえる。実習指導者は、学習協

定とこれらの記録とを照らし合わせつつ、週 1 回 1 時間程度学生のスーパービジョンを

実施しなければならない。実習指導者が行うスーパービジョンは、しばしば機関のサー

ビス提供のあり方や将来像に関する学生との意見交換に及ぶ。

　実習期間中も学生は並行して養成校にも通学しており、実習と同時に演習（Seminar）

をセット履修している。演習は我が国で言う「相談援助実習指導」の科目に相当し、少

人数クラスごとに担当のフィールド・リエゾンと呼ばれる非常勤講師がつき、学生の実

習状況を把握し、スーパービジョンや振り返りを行っている。フィールド・リエゾンは

【表 1】A 大学の学習協定様式（項目）

Competencies Practice 
Behaviors

Measureable Learning 
Activities

（Placement Activities）

Mid-Term 
Rating

Final 
Rating

EPAS によっ
て定められた
9 つの力量

A 大学によっ
て分類された
31 の行動指標

実習指導者と学生間で
SMART 視点で話し合
われ、導き出された測定
可能な具体的実習体験・

目標

4 段階＋NA
の中間評価

4 段階＋NA
の最終評価
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実習指導者資格を持つ現場職員であり、非常勤講師として養成校で担当するクラス学生

の実習指導に直接的な責任を持ち、実習指導者と連携しながら学生の実習経過を観察し

ている。フィールド・リエゾンの呼び名も養成校によってまちまちで、非常勤実習講師

やチューターなどと呼称している養成校もある。学生の中には精神的な課題を持つ者も

おり、実習が進む中で心の問題が顕在化することも多い。それらをフィールド・リエゾ

ンだけで抱えきれなくなった場合には、養成校の実習主任や専任教員も学生に関わるこ

ととなる。

　こうした実習中のスーパービジョンの体制と方法については、我が国と類似する部分

が多い。しかし、一週間に 2 〜 3 日しか実習をしないアメリカ合衆国における週 1 回の

実習スーパービジョンと、週 5 〜 6 日の実習日数の我が国における週 1 回のスーパービ

ジョンとでは、スーパービジョンの比重、密度はおおきく違う。アメリカ合衆国では事

実上 2 日に 1 回 1 時間のスーパービジョンを行っていることになる。さらに、週 1 回の

スーパービジョンが行われているという事実だけでなく、そのことが実習内容の変更や

軌道修正など、実習での学びに効果を発揮するものでなければならない。

　また、我が国では、フィールド・リエゾンに相当する現場実践者の非常勤講師が相談

援助実習指導クラスを担当する仕組みの導入については、養成校の規模や考え方によっ

てまちまちである。また、我が国では通信教育課程学生の全国規模での実習や、通学生

の養成校においても U ターン就職の観点や大規模校で一時期に周辺施設だけでは受け入

れきれないとの観点から学生の出身地元での実習（いわゆる「里帰り実習」「遠隔地実

習」）を認めている養成校もあり、教員による実習巡回訪問指導を現地委嘱の非常勤講師

に委任するケースもあり、外形的な基準は満たしていても、スーパービジョン関係が成

立するのか、スーパービジョンの質が担保されるのかといった課題もある。

8．実習評価

　実習評価は、学習協定に基づき、学期終了時の中間評価（mid-term rating）と実習終

了時の最終評価（final rating）の 2 回行われる。学習協定の各体験項目の右欄が評価欄

となっており（【表 1】参照）、学習協定の最初には評価の付け方や評価基準の説明がな

されている。学習協定は実習指導者、フィールド・リエゾンや実習主任とともに学生も

閲覧・記入するものであるので、何をどう評価されるのか、高評価を得るためにどのよ

うな行動をとる必要があるのかが学生にもオープンにされている。中間評価は実習指導

者によって行われ、低評価がついた項目について、実習指導者と学生は話し合い、どの

ようにすればよりよく学べるかを検討する。そして、フィールド・リエゾンの意見を踏

まえて学習協定の実習計画の軌道修正に用いられるものである。最終評価は、実習指導

者およびフィールド・リエゾンの合議で行われ、最終的な科目の成績評価はフィールド・

リエゾンが行う。最終評価は、学習行動の成績と学習成果の達成度の正確な記録でなけ
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ればなければならず、各小項目の 4 点法による獲得点数の和が一定基準に達していなけ

れば実習の単位を認めることはできない。

　実習評価において重要な点は、アメリカ合衆国では複数の現場実践者が実習評価に深

く関与するという点である。我が国の場合、実習指導者がつける「実習評価表」による

実習評価はフィードバック時の資料として用いられたり、評価認定の際の参考資料とさ

れてはいるものの、相談援助実習の科目成績は、単位認定権を持つ教員がつけるものと

認識され、その最終判断に現場実践者は立ち入れない。また、我が国では夏季休業中の

短期集中型実習であるがゆえに、予め施設行事等に準じた実習プログラムが確定され、

流れに任せるように展開していることが多く、そもそも中間評価という考え方が薄い。

また、中間評価を行ったとしても、それを受けての実習の軌道修正が、残り 2 週間で、

しかも実習指導者の負担増や施設行事の実施計画変更などに波及するとなれば行いにく

いといった状況もある。

9．実習指導における IT の活用

　アメリカ合衆国では実習教育における IT 活用が一般化している。A 校で採用されて

いたのは Sonia（ソニア）という実習管理ソフトである。ソフトの詳細は Sonia ホーム

ページ（https://www.sonia.com.au/）に譲るが、Sonia に限らず類似の実習管理ソフト

は数多くあり、各養成校は何かしらの実習ソフトを導入・利用している。Sonia には実

習先情報や学生情報、教員・フィールド・リエゾン等に関する情報が予め登録されてお

り、配属時には学生の希望を入力することで実習先とのマッチングなどが行える。また、

担当するクラスの教員と学生が連絡を取り合えるようになっていたり、学生の履修状況

や事前学習の経過、学修協定、実習タイムシート、週間報告書、実習指導者によるスー

パービジョンの記録、フィールド・リエゾンによるスーパービジョンや実習指導者との

やり取りの記録、実習日誌やレポートの管理や閲覧も全てこの中で行われている。学習

協定は膨大な量であり、かつ実習主任、フィールド・リエゾン（現場非常勤教員）、実習

指導者、学生の間で共有していると触れたが、彼らはこれを紙媒体で取り扱い管理して

いるのではなく、常に Sonia の中で記入し閲覧し修正し共有しているのである。勿論、

実習配属の最終判断は実習主任が行うし、深刻な事案等への対応や連絡は電話や対面で

対処されるが、ある一定レベルまでの作業や情報共有、コミュニケーション等はこうし

たソフトを積極的に活用している。

　我が国では各種書類や記録類は手書き・紙媒体を原則としていたり、個人情報保護の

観点から IT を使った情報共有を避ける傾向が強いが、教育的効果や業務的効率の観点

から、そこに行けば実習に関する全ての様式類が保存されており、施設情報や学生情報

が閲覧でき、配属作業から日誌の入力・閲覧・管理・指導、そして評価までを共有しな

がら総合的に行えるシステムの導入が検討されてしかるべきである。スマートフォンの
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アプリ版も用意すれば学生の利便性や利用意欲も一層高まるであろうし、通知機能を持

たせることで呼び出しや緊急連絡などの即時的なコミュニケーションも図れるようにな

る。例えば、学生がその日の実習日誌を入力し確定を押せば、担当教員、実習指導者に

通知が届き、すぐに開いて閲覧することができるようになれば、実習指導の密度も上が

り時間の有効活用にもつながる。実習日誌への手書清書の前にワープロで内容を作文し

推敲している学生も多い。また、多くの福祉現場においても記録等への IT の導入や自

動化が急速に進んでいる状況等を踏まえると、学生の負担軽減の観点からも、将来の IT

対応スキルを培う教育的観点からも積極的に導入していくべきであると考える。アメリ

カ合衆国においてもこうした実習管理ソフトの統一化が図られていない点が課題ではな

いかと実習指導者に尋ねてみたが、初めは戸惑いがあるが、1 年に 1 名の学生しか担当

せず 1 校との付き合いしかなく、つまり複数ソフトへの同時対応ではないため、一回の

説明と 2 〜 3 回の使用のうちに慣れてくると話していた。

　フィールド・リエゾンを含む教員同士、教員と実習指導者、教員と学生、学生と実習

指導者の情報共有やコミュニケーション、配属作業の簡易化・省力化、準備状況・実習

状況・指導状況・軌道修正状況・フィードバック状況のモニタリング、コンピュータ入

力による業務省力化、即時性など、実習管理ソフト導入のメリットは多い。

おわりに

　本稿では、CSWE が示した EPAS2015 に基づき、アメリカ合衆国においてソーシャル

ワーク実習がどのように展開されているかを文献・資料、および聴取等から明らかにし、

我が国の社会福祉士養成教育における実習教育との比較を行ってきた。そもそも、アメ

リカ合衆国では学士課程卒のソーシャルワーカー資格は見習い・補助レベルの位置づけ

であり、ケアマネジメント業務までしか行えないなど多くの業務に制限が掛かっている。

ソーシャルワーカーとして一人前に業務を任されるには大学院修士修了レベルが前提と

なっている。一方、我が国の社会福祉士養成教育では学士課程卒レベルが一般的である。

こうした前提の相違を踏まえながら、実習に関する基準や展開について比較を行ってき

た結果、以下のように要約することができる。

　我が国の実習時間はアメリカ合衆国と比較すると圧倒的に短く、力量獲得のために必

要な時間数であるか否かの検証が必要である。さらに、その短い実習時間が夏季休業期

間などに集中型で行われることが多く、学生が体験内容を消化・分析する時間や、スー

パービジョン、軌道修正などに対する寛容性が損なわれやすい。また、我が国では複数

機関での実習も広く行われており、そのことが一か所当たりの実習時間をさらに短くし、

実習の学びを見学レベルへと浅くしてしまっている場合も多い。夏季休業期間に実習が

集中することが実習指導者の担当学生数を増やすことに繋がり、指導を希薄化させてし

まっている。実習先機関・施設については、現状の制限列挙方式から要件を満たす体制
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と指導者がありソーシャルワークが存在する現場であると養成校が認定すれば広く実習

先と認定していく要件認定型が求められる。このように、社会福祉士養成改革における

実習に関する議論は、「どれくらいの時間実習を行うのか」「いつ実習をするのか」「どう

時間を使うのか」「どのように実習をするのか」「どこで実習をするのか」といった論点

や、「実習指導者：学生＝1：1 の原則」の確立等を踏まえて総合的に行われなければ、有

効性の薄い改革に帰してしまう恐れがある。

　実習指導・展開方法に関しても日米比較から多くの知見を得ることができた。学生が

実習に臨む力量を獲得しているか、ソーシャルワーカーとして相応しくない前歴がない

かなどの実習前アセスメントが重要であることや、「学習協定」に基づく実習内容の具体

化とそれに基づく実習展開が大切であることが明らかとなった。また、実習指導者や、

フィールド・リエゾンなど、実習の全過程において現場職員の関与と責任の比重が極め

て大きく、とりわけ実習評価に対する権限付与は日本の仕組みと大きく異なっているこ

とも明らかとなった。

　ソーシャルワーク実習教育に関する日米比較から、我が国の社会福祉士実習教育のあ

り方に以上のような示唆を得ることができた。しかし、実習教育は養成教育全体の中で

議論される必要があるし、養成教育の質向上のためには、そもそも論である「社会福祉

士として求められる力量や養成教育の目標や到達点の明示」、つまり「専門的力量の閾値

（thresholds for professional competence）の確立」が必要であり、そのためには業務独

占化の議論も含んだ社会福祉士の資格制度の在り方、任用・配置・業務等に関する規制

などの議論も必要となってくるし、その改革や改善に際しては、アメリカ合衆国の仕組

みや取り組みから多くの示唆を得ることができるのではないかと考える。本稿において

は、こうした養成教育のあり方全般に関わる検討や資格制度と関連した議論まで踏み込

むことはできなかったが、実習教育改革が単に実習時間を増やせばよいといった簡単な

ものではないことは明らかにできたと考える。

　最後に、本稿の執筆にあたり、資料提供を賜り、会議や研修会への同席をお許しいた

だき、また様々な助言や示唆をくださり、訪問聴取先を紹介くださった George Mason 

University の専任教員、また、インタビューや資料提供に対応くださったフィールド・

リエゾン、CSWE 事務局、実習先機関の指導者、学生の皆様に深く謝意を表するもので

ある。
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