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抄　録

　本研究の目的は，ドイツの大学においてソーシャルワーカーを目指す学生の福祉意識を調べることにあった。

方法としては，質問紙方法が実施された。その結果，132 名から回答を得ることができた。学生は，「他の人を

助けたい」「ソーシャルワークの資格が魅力的である」といった理由からソーシャルワークの職業を選択していた。

学生は，大学の授業や実習教育に満足をしていた。学生は，ドイツの社会福祉が海外の社会福祉の影響を受けて

いると認識していたが，海外の社会福祉施設での実習を希望していなかった。ドイツ国内の社会的問題としては，

児童虐待と不安定な年金問題を問題として感じていた。

　ドイツのソーシャルワークを学ぶ学生達は，ソーシャルワーカーの社会的評価は低いと感じながらも，ソーシャ

ルワークの仕事を通して自己成長できると考えていた。

キーワード：ドイツ，学生，福祉意識，ソーシャルワーク，質問紙調査



人間と科学　県立広島大学保健福祉学部誌　14 (1) 　115 － 121　2014

－ 116 －

Ⅰ．はじめに

過去，わが国はドイツの社会福祉施策をモデルとし

て，わが国の社会福祉施策を作り上げてきた。ハンブ

ルグ市における貧民の生活を支援するエルバー・フェ

ルト制度は，わが国の民生委員制度のモデルとなっ

た。また，わが国の高齢社会に対応する福祉施策とし

て，2000 年に施行された介護保険制度は，1995 年に

施行されたドイツの介護保険 (Pfl egeversicherung) をモ

デルとしている。その他，わが国の高齢者・障害者介

護の専門職である介護福祉士は，ドイツの老人介護士

(Altenpfl eger) をモデルとしている。したがって，わが

国の社会福祉施策は，ドイツの社会福祉施策と密接な

関連性があると言えよう。このような社会的背景のな

かで，筆者は県立広島大学と国際学術交流協定を結ん

でいるドイツ NRW カトリック大学でソーシャルワー

クを学ぶ学生の福祉意識を調査する機会を得た。ここ

で，その調査結果を報告する。この調査結果がわが国

の大学における社会福祉士養成教育に反映され，わが

国の社会福祉士養成教育の進歩に貢献できればと考え

た。

ドイツのソーシャルワーク教育課程は，20 世紀の

初めにドイツ全土の各地で始まった。当時は，大学の

教育課程としてではなく，社会福祉の実践現場からの

施設や機関の養成と再教育の要望に応えるために，1
年ないし 2 年間の養成過程として出発したと言われ

ている 1）。そのため，ドイツのソーシャルワーカーの

教育養成は，民間の社会福祉事業団であるディアコ

ニー福祉団体（プロテスタント系），カリタス福祉団

体（カトリック系）の民間社会福祉団体が経営する社

会福祉の単科大学（Fachhochschule）ならびに専修学

校（Fachschule) で行われてきた。21 世紀に入り，現在，

ドイツのソーシャルワーカー養成教育は，総合大学の

一部と専門単科大学をあわせると約 89 の大学機関で

行われ，毎年 8000 人の学生がその課程を修了して社

会福祉領域で働いていると言われている 2）。ドイツで

は，学生は大学卒業と同時にソーシャルワーカーの資

格を取得することになり，その資格は国家資格として

認知されている。ドイツのソーシャルワークの大学は，

学士（Bachleor）は学部の 3 年教育課程，修士（Master）
は大学院の 2 年教育課程である。

2000 年代に入り，ヨーロッパ諸国では，各国独自

に行われてきた教育制度が見直され，共通の教育シス

テム「ヨーロッパ大学圏」のなかで高等教育がドイツ

においても進められてきた。ヨーロッパのＥＵ諸国に

所属している国々は，経済的移動の自由から，ＥＵ諸

国内で自由に労働につくことが可能である。その場

合，EU 諸国の各国において異なる教育年数，学位，

言語による大学教育は，各国の経済的な面においても

好ましくないと考えられている。そこで，EU 諸国で

は，同じ教育年数，学位，言語による大学教育を進

め，新たに大学院と学部レベルでヨーロッパ単位互換

制度（European Credit Transfer System）を実施してい

る 3）。このような流れのなかで，ドイツのソーシャル

ワーカー養成教育も見直され，学部の学士教育，大学

院の修士教育がソーシャルワーカーの養成教育が行わ

れているのである。

NRW カトリック大学はドイツ北西部のアーヘン

（Aachen）市 , ケルン（Koeln）市 , ミュンスター（Múńster）
市 , パーダーボルン（Paderborn）市にそれぞれ学部を

持ち，ソーシャルワークや看護マネジメントの専門家

養成に励んでいる。1971 年に設立され約 4000 名の学

生が学び，約 100 名の正規の教職員，300 名の非常勤

講師が大学教育に従事している。

Ⅱ．方法

１．方法

(1)　調査方法

ドイツ NRW カトリック大学でソーシャルワーク

を学ぶ学生 132 名を対象に質問紙法による調査を実

施した。質問紙は無記名であること，統計的処置を

し，個人が特定されないこと，研究以外の目的に使

用されないこと等の記述により，倫理的配慮をした。

調査期間は2012年10月～2013年3月までであった。

(2)　調査内容

質問紙の調査項目としては，県立広島大学で実施

した社会福祉士を目指す学生の意識調査の質問項目

をドイツ語に翻訳し，調査を実施した。調査項目は，

次のようになる。①職業選択の動機，②大学での学

習生活，③ソーシャルワーカーの社会的評価，④海

外の社会福祉への関心，⑤ドイツ国内での社会的問

題，に分類され，自由記述も含め 19 の質問項目で

あった。本調査項目作成においては，日独介護福祉

士の学生達の介護意識の国際比較を行った調査報告

を参考にした 4）5）。

(3)　分析方法

分析方法は，質問紙調査により回収したデータは

単純集計で全体の状況を把握した。それぞれの項目

には回答拒否・欠損も含まれるため最終分析対象者

数は項目によって異なる。

２．調査結果

回答者の属性；学生 132 名から回答を得た。性別で

は，大部分の学生は女性であった。年齢については，

学生の６割が 25 歳まであった。学年は 9 割が 1 年生

と 2 年生であった（表 1，参照）。

(1)　職業選択の理由 ( 表２，参照 )。
「他の人を助けたい」「福祉の仕事に興味がある」

「資格が魅力的」の回答の割合が高かった。「給与が
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良い」という回答は低かった。

(2)　大学での学習生活

①学生生活に満足しているか

「満足している」127 名 (96.2%)，「満足してい

ない」４名 (3.0%) となり，９割強の学生が学生

生活に満足していた。

②大学での授業が実践に生かせると思うか

「思う」120 名 (93.2%)，｢ 思わない ｣ ５名 (3.8%)
なり，9 割の学生が大学での授業を実践に生かせ

ると感じていた。

③実習時間が十分とられていると思うか

｢ 思う ｣ が 95 名 (82.0%)，｢ 思わない ｣25 名 (18.0%)
となり，8 割の学生が実習時間は十分とられてい

ると感じていた。

④就職希望場所 ( 表３，参照 )
「児童・青少年領域」が最も多く，次いで「家

族福祉」であった。

⑤ソーシャルワーカーの仕事を生涯続けたいか

「思う」122 名 (92.4%)，｢ 思わない ｣8 名 ( ６%)
となり，９割の学生が生涯，ソーシャルワークの

仕事を希望していた。

(3)　ソーシャルワークの社会的評価注 1)

①一般の社会の人々はソーシャルワーカーを評価し

ていると思うか

｢ 思う ｣ が 21 名 (15%)，｢ 思わない ｣119 名 (83%)
となり，8 割の学生は，一般の社会の人々がソー

シャルワーカーを評価していないと感じていた。

②ソーシャルワーカーは，他の職業（例：エンジニ

アなど）注 2）に比べて社会的地位が高いと思うか。

｢ 思わない ｣112 名 (84.8%)，「同じである」15
名（11.4%），「思う」2 名（1.5%）となり，「思わ

ない」と考える学生が 8 割いた。しかし，それで

も「同じである」「思う」と考えるものも数名いた。

③ソーシャルワーカーが得る報酬 ( 給与 ) は十分だ

と思うか

「思う」８名 (6.1%)，｢ 思わない ｣122 名 (92.4%)
となり，ソーシャルワーカーの報酬が十分である

と感じている学生はわずかであった。

④社会福祉施設にソーシャルワーカーの十分な配置

がされていると思うか

「思う」15 名（11.4%），「思わない」113 名（85.7%）

となり，大部分が思わないと考えていた。

⑤病院でソーシャルワーカーの十分な数の配置がさ

れていると思うか

「思う」11 名 (8.4%)，「思わない」116 名 (87.9%)
であった。８割強の学生が病院でもソーシャル

ワーカーの十分な配置がされていないと感じてい

た。

⑥ソーシャルワークの仕事を通して自分自身が成長

できると思うか注３)

｢ 思う ｣128 名 (98.4%)，｢ 思わない ｣ ２名 (1.6%)
であった。９割強の学生がソーシャルワークの仕

事を通して，自分自身が成長できると考えていた。

(4)　海外の社会福祉への関心

①海外に行ったことがあるか

「ある ｣122 名 (92.4%)，｢ ない ｣8 名 (6.1%) となり，

9 割の学生が，海外に行ったことがあると回答し

ていた。

②海外のソーシャルワークに興味があるか

「ある」93 名 (70.5%)，｢ ない ｣38 名 (28.8 %) と

なり，7 割の学生が海外の社会福祉に関心がある

と回答していた。

③海外の社会福祉施設で実習してみたいと思うか

｢ 思う ｣55 名 (39.4 %)，｢ 思わない ｣77 名 (58.4 ％ )
となった。半数の学生が海外の社会福祉施設の実

習に関心を示さなかった。

④ドイツの社会福祉は他の欧米諸国の影響をうけて

いると思うか注４)

「思う」117 名 (88.7％ )，｢ 思わない ｣12 名 (9.1％ )
となり，8 割強の学生がドイツの社会福祉が影響

を受けていると回答していた。

⑤ドイツの社会福祉は他の欧米諸国の実践を取り入

れるべきだと思うか

「思う」126 名 (95.4%)，｢ 思わない ｣ ４名 (3.0%)
となり，9 割強の学生が取り入れるべきであると

考えていた。

(5)　ドイツ国内での社会的問題（表４，参照）

①ドイツ国内でのどのような問題が大きな問題と

なっているのか。

「児童虐待の増加」と「不安定な年金」の回答

の割合が高かった。



表１　対象者の基本的属性

表２　職業選択の理由

表３　就職希望場所

表４　ドイツ国内の問題
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Ⅲ．考察

調査結果から，ドイツの大学でソーシャルワークを

学ぶ学生の福祉についての意識を知ることができたの

ではないかと考えられる。

まず，学生の性別は８割が女性であった。ソーシャ

ルワークを学ぶ学生が主に女性であることは，筆者の

所属する県立広島大学の人間福祉学科も，学生の９割

が女性であることから，国際的にソーシャルワークを

学ぶ学生の性別は女性の傾向にあると言えよう。これ

は，ソーシャルワークの領域では，女性は子ども，障

害者，高齢者などの対象者に，癒しや安らぎの感情で

女性としての役割（世話，保護，介護）を発揮できる

と考えられている結果によるかもしれない。

ソーシャルワークの職業を目指した動機では「他の

人を助けたい」「福祉の仕事に興味がある」「資格が魅

力的」の割合が高かった。「他の人を助けたい」とい

う動機は，ドイツの社会福祉事業の主な取り組みがキ

リスト教の教会団体によるものである事から，キリス

ト教の隣人愛の理念が学生の動機づけに影響を及ぼし

ていると考えられる。

「資格が魅力的である」と回答の割合が高いのも，

ドイツが資格を重視する社会であるため，多くの学生

が，国家資格として重視されているソーシャルワーク

資格の獲得のために入学の希望をしたのであろう。な

お，わが国の社会福祉士も国家資格であるが，「もっ

ていてもあまり役に立たない資格，それでいて合格す

るのが難しい資格」と指摘されている 6）。このような

指摘の根拠には，次の様な報告がある。それは，1989
年度の第 1 回から 2011 年度までの国家試験の平均合

格率が 28.4％，2010 年の第 22 回国家試験では 4 年制

大学の合格率は平均 24.5％，一般養成施設平均 39.1％

であったという社会福祉士の国家試験の低い合格率の

報告である 7）8）。そして更に，2007 年の厚生労働省の

報告によると，福祉事務所での社会福祉士資格保有率

が約 3％，民間の社会福祉施設での相談援助業務を担

当する生活相談員等のなかでも保有率が約 6％に過ぎ

ず，社会福祉機関において社会福祉士の資格があまり

重視されていないという指摘である 8）。

次に，大学での学生生活のなかで，ほとんどの学

生が大学での授業や実習に満足していた。ドイツの大

学は 3 年制で全体の履修規定時間は 5400 時間であり，

180 単位の必修単位である。教育科目は，EU 諸国の

単位互換制のなかで実施されており，国境を越えた共

通教育科目があげられている。特にヨーロッパ諸国の

地理的・文化的状況から「ヨーロッパにおけるソー

シャルワーク」「移民におけるソーシャルワーク」「海

外実習におけるスーパービジョン」「ソーシャルワー

クにおける芸術療法」の科目は特徴的であり，国際的，

かつ芸術的な教育科目も学生達の授業の満足の要因に

なっているのかもしれない。

実習については，入学後 1 年間以内に実習Ⅰ段階と

して，15 日間の実習が課せられている。2 年生になる

と実習Ⅱ段階として 30 日間の実習が夏休みの間に課

せられ，卒業までに 94 日間の実習が課せられている。

最後の 3 年生では，実習Ⅲとして，49 日間の実習が

学期期間に課せられている。そして更に，実習のなか

で，外国の社会福祉施設での実習も単位として認めら

れている 9）。実習の場合，大学の実習担当者からの綿

密な指導と実習後の成果発表が非常に重視されてい

る。大学における積極的な実習指導と海外の福祉施設

における実習も単位として認める柔軟な姿勢が学生の

実習時間が十分に取られているという回答結果の要因

になっていると考えても良いであろう。

ソーシャルワークの社会的評価のなかで，ソーシャ

ルワークの収入に関して，「収入が良い」と考えてい

ない学生が 9 割存在し，ドイツのソーシャルワーカー

の収入は必ずしも高いと言えないように思われる。こ

れは，ソーシャルワーカーの社会的評価のなかで，ソー

シャルワーカーの社会的評価が高くないという回答結

果にも関連していると言えよう。

ドイツの学生の９割は海外に行ったことがあると回

答していた。この回答結果には，ドイツがヨーロッパ

諸国のなかに位置し，容易に他の国の旅行等で行ける

ことが回答結果に影響していると言えよう。そして，

このような国の地理的位置づけが，９割の学生の「ド

イツの社会福祉は他の欧米諸国の影響を受けている」

「ドイツの社会福祉は他の欧米諸国の実践を取り入れ

るべきである」との回答結果に影響を及ぼしていると

考えられる。ただ，「海外の社会福祉施設で実習して

みたい」との回答は約 4 割であり，他の設問の回答結

果と比較して，必ずしも高くはなかった。ドイツの学

生が容易に他の国々を訪問できるので，敢えて海外の

国々で実習をしたいという気持ちを持たないのではな

いかと考えられる。このような地理的要因に加えて，

ドイツなどのヨーロッパ諸国の国民は，自国の歴史・

文化・社会制度を強く意識し，尊重しているので，学

生も敢えて他国の福祉施設で実習をする気持ちを強く

持っていないのではないかと思われる。

将来，働きたい領域として，5 割が「児童・青少年

領域」を希望していた。これは，ドイツでは，移民家

族の児童・青少年を含めた児童・青少年対策に強い興

味を示した結果によるものではないかと考えられる。

特に移民家族の問題については，戦後のドイツの経済

的復興の大きな役割を果たしたのがトルコ人外国人労

働者であり，その家族がそのままドイツに滞在し，イ

スラム文化の生活様式を保ちながら生活をしているた

め，移民家族の児童・青少年がドイツ社会と摩擦を起

こしている。また，近年，イラクやアフガニスタンの

紛争により，これらの国々からの移民家族がドイツで
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は増大し，文化の異なる移民家族への支援が大きな問

題となっている。

ソーシャルワークの仕事を通しての自己の成長に

関しては，９割以上の学生が「ある」と回答をし，ド

イツの学生の自己の成長に対する強い自意識が見られ

た。そして，やはり９割以上が，ソーシャルワークの

仕事を生涯，続けて行くと回答をしており，ドイツで

ソーシャルワークを学ぶ学生は，ソーシャルワークの

仕事に誇りを持っていると言えよう。

本調査結果をわが国の社会福祉士養成教育のなかで

反映するとならば，ドイツの学生達が大学の授業や実

習時間に満足している結果を重視し，その取り組みを

わが国の社会福祉養成教育のなかに取り入れて行くこ

とが出来ればと思われる。それは，国際的視野や芸術

的な感覚を身に付けることを目的とした授業の設定，

長期間の実習を通して，実践能力を身に付ける養成教

育があげられる。特にソーシャルワーカーの実践的知

識，実践的技術が社会福祉機関の現場の利用者に反映

されるとき，その実践が福祉の実践モデルとして採

用される可能性が高くなることが指摘されている 10）。

そして，実践的知識・技術を持った学生が，将来，ソー

シャルワーカーとして地域の社会福祉機関で働くと

き，地域のなかでクライエントの個別的支援の視点を

持ち，調整能力，マネジメント，ネットワークなどの

能力を発揮し，クライエントの問題解決に貢献できる

のではないかと思われる 11）。

Ⅳ．結論

ドイツのソーシャルワークを学ぶ学生達は，「他の

人を助けたい」「資格が魅力的である」などの動機づ

けを持ち，ソーシャルワーカーの社会的評価は低いと

感じながらも，ソーシャルワークの仕事を通して自己

成長できると考えていた。

注１）わが国の場合，社会福祉士の資格を得たとして

も，職場で十分な待遇を得られていないので，ド

イツでのソーシャルワークの社会的評価の意識を

調べるために設問を行った。この場合の社会的評

価とは，資格の取得により，給与での保障や職場

での仕事の明確化を意味する。

注 2）ドイツでは，ソーシャルワーカーの職種に匹敵

するのはエンジニアであると大学関係者が語って

いたので，ここで例として，エンジニアをあげた。

注３）ここでの成長とは，ソーシャルワークの仕事を

通じての心理的成長，自己実現や自己覚知の深ま

りを意味する。

注４）ここでは，欧米諸国とはノーマライゼーション

の発祥の地である北欧諸国（デンマーク，スウェー

デンなど）を意味している。
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Abstract

The purpose of this study was to clarify welfare awareness of the students aiming to become social workers in a German 
university through a questionnaire. 132 students responded. Most of them answered the reason for the selection of the 
profession of social work, “I want to help others,” or “qualifi ed social work is attractive.” Students were satisfi ed with the 
training and education in the university. However, they felt the work of social workers was not recognized socially, and 
the salary was also not enough. Also, they were aware of the infl uence of other countries’ social welfare on German social 
welfare, but did not wish to do fi eldwork in social welfare institutions in other countries. As social problems in Germany, 
they saw unstable pensions and child abuse as problems. The students see the potential of self-growth through the work of 
social work, even while feeling the social evaluation of social workers is low.

Key words： Germany, students, welfare awareness, social work, questionnaire
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