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抄　録

　本研究の目的は，社会福祉教育の中で重要視されてきた「自己覚知」の概念を整理し，その意味内容を構造化し，

ソーシャルワーク実践における「自己覚知」の機能について確認することである。「自己覚知」という概念定義

はゆらいでいることから，「自己覚知」を扱った諸論文や研究事例をふまえ，定義の構造化とその機能を検討し

た。自己覚知を扱った諸論文を検討した結果，「基本の枠組み」，「多面的解釈」，「意識変化」，「個人的自己と専

門職的自己覚知」，「スキル」という 5 つの下位概念が抽出された。このうち，「基本の枠組み」と「多面的解釈」

は自己覚知のベースにあるものと考えられる．そのほかの 3 概念については，先行研究から概念に対応する自己

覚知の肯定的機能の事例との対応が検討できた。結果として，「意識変化」，「スキル」，「個人的自己と専門職的

自己覚知」の 3 概念については，スパイラル状の関連性を持ち，自己覚知を定義づける上で重要な要素であるこ

とが明らかになった。
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１　緒言

　高齢化社会が進行し， 1989 年の意見具申「今後の社

会福祉のあり方について」で福祉の質的な改革が提言

され，2000 年の社会福祉基礎構造改革につながった

流れにより， 社会福祉に対し社会的関心を大きく寄せ

られることとなった 1）。その中で社会福祉の人材育成

における資質向上の取組のうち，重視されている課題

の一つに，「自己覚知」の定着がある。

　Kadushin は，自己覚知をソーシャルワーカー（以下，

ワーカー）の仕事であるソーシャルワークの「専門性

における中心概念」2）としてあげている。自己覚知と

は，標準社会福祉用語辞典によると「他者に対する自

身の考え方や対応の根拠がどこにあるのか，どうして

そのような対応をする自分があるのかを可能な限り客

観的に自覚し，感情や態度をコントロールすること」

であり，援助者側からは「利用者に共感し，受容する

ために自らを知り，感情・行動を制御すること」3）と

されている。しかし，大津（2008）によれば，自己覚

知の概念は「理論的にも，研究的にも，さらには実践

として活かす状況も時代とともに拡大し成長を続けて

いる」4）段階にあり，その定義づけ自体が曖昧である

と指摘されている。

２　目的

　本研究においては，まず拡大する自己覚知の定義に

対し，文献レビューを通じて自己覚知の概念の基本を

構成する下位概念を抽出し，実際の福祉現場でどのよ

うに活用されているかを検討する。

　自己覚知については，大津（2008，2011，2013）が

辞典や辞書，用語集，あるいは倫理綱領などからの分

析をもとに論じている。その際，自己覚知の歴史的変

遷や認知的範囲の枠組みについて多面的に論じ，特に

福祉教育分野において，曖昧な自己覚知を捉えようと

試みている。しかし，「自己覚知」の定義については，

大津自身が「様々な考察の余地が与えられるが，安易

に処理しきれるようなものではない」5）との見解を示

している。

　近年，自己覚知を取り上げた研究が多く報告されて

いることを踏まえ，本研究では，先行研究で定義され

た「自己覚知」を構成する下位概念を整理し，その意

味内容を質的に構造化することを目的とした。その上

で，ソーシャルワーク実践において，「自己覚知」が

どのような機能を果たしているか確認し，ゆらぐ自己

覚知の定義や機能への考察を試みた。

３ 研究方法

　研究方法として，「自己覚知」をタイトルに含む論

文のうち，CiNii で検索できた 59 件の中から重複など

を除き，かつ社会福祉の教育や現場の実践の内容のも

のを 33 件まで絞りこんだ。うちカテゴリーが重複し

ているものを検討した結果，最終的に約半数の 16 件

の日本語論文に絞りこんで，レビューを行った。レ

ビューをもとに，自己覚知の定義づけについてカテゴ

リーに分類，さらにそこから「自己覚知」の下位概念

を抽出し，先行研究から抜粋した 5 つのソーシャル

ワーク実践の事例と照らし合わせ，自己覚知の定義の

構成について検討した。 

４ 抽出論文の概要と自己覚知の定義の構
造化

4.1　抽出論文の概要

　本研究では先行研究から，「研究目的」，「自己覚知

の定義づけ」，「自己覚知に関する論文概要と課題」を

抽出した。表 1 に抽出した結果を示した。

4.2　文献による自己覚知の下位概念の整理と事例検討

　表 1 に整理した「自己覚知の定義づけ」における記

述内容をコードとして，質的内容分析を行った。具体

的には，コードからカテゴリーを分類していき，図 1
の通り，9 つのカテゴリーから 5 つの自己覚知の要素

を構成する下位概念を抽出した。以下，下位概念の①

～⑤について検討する。

4.2.1　下位概念①「基本の枠組み」

　まず自己覚知の前提となるのが，自己覚知の中核的

要素となる①【基本の枠組み】である。秦によれば，

自己覚知とは，「社会福祉従事者に広く共有すべき理

論的枠組み」22）と位置付けられている。具体的には，

社会福祉従事者が共有すべき倫理綱領 23）のような枠

組みや専門職としての思考行為，省察（refl ection）に

よる自己覚知の深化の重要性 24）が挙げられている。

また社会福祉の援助活動やサービスの育成 25），対人援

助技術の向上 26）といったプロセスなどが挙げられる。

　この【基本の枠組み】を定着させていくには，自身

の振り返りのためのプロセスレコードや報告書などへ

の文章化が有効とされている。打田は，社会福祉現場

の必修のテーマとして，大学生に対して内観療法の応

用版を取り入れた文章課題を導入している 16）。岡田

らの報告では，精神保健福祉援助実習を終えた後に実

習報告書を記入させ，「インシデント場面」を他の実

習生や教員と共有し，理論と実践，またその乖離につ

いて，自身の活動の振り返りと同時にスーパービジョ

ンを行っている 27）。小澤らの報告では，学生が実習

での記録を残すことで自己の振り返りにつながったと

し，教員とのやり取りを行えばより深まった自己覚知

が得られた 28）と述べている。一方，ここまでの報告
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は学生の実習に対するものであるが，現場での実践に

おいても，大津は，スーパービジョンを受けられない

職場もあることから，日々の業務や援助に対する反省

として，援助記録による反省や作業分析の重要性を指

摘している 29）。

　これらの報告をまとめると，倫理綱領などに加え，

自身の振り返りを文章化することが，実践での気づき

を深めることにつながるといえる。また，その気づき

に対して適切な指導を受けることが可能になり，結果

として，より専門職としての自己覚知を深めることに

つながっている可能性がある。これらのワーカーとし

ての理念や思考，行為，プロセスといった【基本の枠

表１　分析対象とする文献の概要
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組み】が自己覚知という概念の中心的要素になってい

ると考える。

4.2.2　下位概念②「多面的解釈」

　自己覚知には，【基本の枠組み】から広がった②【多

面的解釈】がさらに成り立っている。具体的には，緒

言で述べているように，自己覚知の概念の広さを示し

ている。具体的には，内観療法 16）や心のメカニズム

への洞察，心理検査や多面評価法 20）などで自己覚知

を深めることができるといった「心理学的自己覚知」

を内包することや「自己覚知の種類の多さ」からいえ

る。

　自己覚知の種類の多さという点では，用いられる現

場の多様性が挙げられる。中核的要素となる【基本の

枠組み】で述べられたような学生の実習教育 9-14）から

社会福祉援助職 7，21），看護師やホームヘルパー 8），グ

ループワーカーとしての保育者育成 12），さらには企

業でのリーダー養成 20）など多岐に及ぶ。学生の教育

の中でも，社会福祉士，精神保健福祉士，介護福祉士

などの種類など様々に分かれる。ワーカーの領域は広

く，自己覚知が求められる現場は多いことが推察され

る。

　本研究の問題意識にもあるように，自己覚知は定義

自体に曖昧さがあり，解釈が幅広い。例えば大津の論

では，自己覚知は「心理学や精神医学的要素が強いこ

とに利点でもあり問題点」5）であった。精神分析に偏っ

ていた 1960 年代から今日に至るまでの「逆転移統制

のための自己覚知」という考え方などはその例と言え

よう 30）。福祉という社会科学的な分野から捉えなお

すと，自己覚知は「個人的な行為」であり，個人的な

還元に終始する。しかし大津は，還元する対象を自己

にとどまらず社会の発展へと還元できる可能性を示唆

した。また，自己覚知という言葉ばかりが先行してし

まうが，前提条件として「援助あっての自己覚知」で

ある 5）ということを改めて述べている。

　用いられる場が様々かつ定義が変遷する自己覚知

は，事典や辞書，教科書などで解釈が様々に分かれ

る 15）。そのことからも，自己覚知が【多面的な解釈】

をなされていると考えられる。

4.2.3　下位概念③「意識変化」

　中核的要素となる枠組みと多面的解釈のもとで，自

己覚知の要素がさらに構成されていく。その一つとし

て，③【意識変化】について言及する。

　意識変化とは，たとえば赤沢の報告に見られる，相

談援助実習を終えた学生などが良くも悪くも小さなこ

とでも気づきを得る「自己の変化の自覚」などである。

赤沢の報告によると，実習後に自己覚知用紙ならびに

自己理解チェックシートを用いて学生の意識を調査し

たところ，「実習で自分が変わったと思う」が 93.9％

を占めていた。特に，実習先の利用者が自己変化に

大きな影響を及ぼした 13）ことが明らかになっている。

また，「自らの価値への気づき」などの経験も挙げら

れる。具体的には，患者と関わる中から援助の意味に

ついて考えるなどの経験を通じて自らの視野の狭さや

思い込み，偏見に気付いたり，現場における倫理や価

値の大切さを再認識したり 31）するなどの経験である。

　自己覚知によって【意識変化】が生じることは，先

行研究の事例にも報告されている。

［事例］

　長谷川は，経験豊かな指導者として，保健師 2 名，

指導員 1 名，ワーカー 2 名に対し，グループスーパー

ビジョンを 20 回にわたって行った事例を紹介してい

る。なお，事例の中で【意識変化】に該当する箇所に

は下線を加筆している。

　スーパービジョンの中で，ワーカーの愛さん（仮名・

27 歳）は次のように語っている。

　

　「いつしか， 私が重要だと思ってきたことや大切に

したいことがあいまいになってきたこと， そして無理

してそのことをどうにか実現しようとがんばってみた

りしていました。（略）クライエントとの関係で言えば， 
私の援助はじつはクライエントの自己決定を尊重しな

いコントロールだったんだと気づいて愕然としました

（略）クライエントをこうしたいという私の願いの実

現が， 実際にはコントロールとして行われていたこと

がわかったのです」32）（下線：著者加筆）

　愛さんの語りをまとめると，彼女は， もともとクラ

イエントの自己決定を尊重したいという思いを重要だ

と思っていた。しかし，彼女が重要だと思っていたこ

とが現場で曖昧になっていき， いつしかクライエント

に対するコントロールになってしまった。そのことを，

彼女はグループスーパービジョンを通じて見直してい

る。彼女の事例は，自身の援助観に対する変化の気づ

きと修正という意味において，【意識変化】に対応す

る自己覚知といえよう。

　また，次のように粟野が報告している事例も，【意

識変化】に該当すると考えられる。

［事例］

　粟野は，個別の相談支援と市町村の障害者担当者が

行う相談支援事業の後方支援担当として勤務してい

る。

　「その仕事の前に精神科ソーシャルワーカーとして

13 年，単科の精神病院で働いていた彼女は，『当事者

不在の支援になっていないか』『彼（彼女）はどうし

たいと思っているのか， そのことに耳を傾けている

か』など， それなりにこだわって仕事をしてきたつも

り」でいた。

　しかし， 自分が考えて立てたケアプランに対し， 「上
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司に『これは医学モデルというんです。これは， あな

たが必要だと思っているプランでしょう？』と指摘さ

れ」た。「私がこうした方がいいと思う枠組みのなか

で本人の希望を盛り込んだ」に過ぎない「本人主導」

とは言えないプランを立てていたのだ 33）。（下線：著

者加筆）

　粟野は， 自身が本人主導を大切にし， クライエント

のニーズに基づいたプランを立てているという気持ち

で仕事をしていた。しかし，上司のスーパーバイズを

受け，自分の援助が自分の意見主体の押し付けになっ

ていたことに気付く。スーパーバイズを受けた結果の

【意識変化】である。自らの思い込みや誤った認識へ

の気づきが生まれ，結果としてそれらの修正が可能に

なったと考えられる。

　こうした事例から見えてくるのは，自己覚知は特に

スーパービジョンなどの他者の視点を通じた意識変化

が行われる可能性である。自己覚知は，自身の振り返

りを文章化することでも可能であるが，スーパービ

ジョンの重要性も示唆されたと考えられる。

4.2.4　下位概念④「個人的自己と専門職的自己覚知」

【意識変化】によって自分の価値観の再認識や変化に

気づいた後，自己覚知の④【個人的自己と専門職的自

己】が生じる可能性がある。

　大津によれば，意識変化での気づきが，専門職業的

な立場から「専門職業的自己覚知」や，その土台とな

る個人としての自己のありようへの理解としての「個

人的自己覚知」につながっていくとしている。大津の

論では，専門職業的自己覚知も個人的自己覚知も必要

であるが，個人的自己覚知だけでは，自身の福祉専門

職の適性に疑問を抱く結果にもなりかねず，福祉専門

職を断念する学生や現任者を生む恐れから，まずは専

門職業的自己覚知をすることが望ましい 30）としてい

る。

　このような自己覚知の実例としては，先行研究の事

例報告のうち，下記のような報告があてはまると考え

る。

［事例］

　後藤は約 4 年 NPO で路上生活者（ホームレス）支

援を行っている。その経験から，次のように述べてい

る。

　施設での保護を拒む路上生活者に対し， 行政は 65
歳以下の働ける人には原則生活保護の受給はさせな

い。また，就労できない人に対しては施設入所を優先

する。路上生活者の支援に携わるワーカーはこの 2 つ

の思いの間に挟まれ板挟みになることが多い。

　後藤は「勤務し始めた当初，ワーカーとして働く以

上，さまざまなジレンマを感じること自体が『いけな

いこと』であり『なくすべきもの』であると考えて」

いた。働き出して 4 年経ち，「ワーカーとして働く以上， 
『ジレンマ』は不可避のもので，かつ必要なことだと

思えるようになった」。

　後藤は，ワーカーのジレンマを生じさせているのは，

支援しようとする人々と真摯に向き合い抱えている問

題を少しでも解決したいと願うからこそ生じるものだ

と考えている 34）。（下線：著者加筆）

　後藤は，自身の個人的な自己覚知では，ジレンマと

いう負の感情を感じるべきではないものと捉えてい

た。しかし，現場経験を 4 年経て，ジレンマ自体を受

容する意識へと変わっていく。この意識の変化を自己

覚知として捉える場合，【個人的自己覚知】から【専

門職的自己覚知】へと深まっていったことによって，

自身の中でジレンマに対して肯定的な受け止め方が可

能になったと考えられる。

　個人的自己覚知と専門職的自己覚知は，大津が先述

したように切り離せるものではない。しかし，これら

2 つの自己覚知の存在を自覚することで，終わりのな

いモラトリアム的な「自己探求」35）に陥らずにすむ

可能性があるといえる。

4.2.5　下位概念⑤「スキル」

　自己覚知の更なる側面として，自己覚知自体を促進

する⑤【スキル】としての活用がある。高橋は，自己

覚知とは，「ワーカーの専門的自己を確立するための

重要な概念」であり，「クライエントの人間としての

尊厳と権利を守るという民主主義的な価値原理」に基

づき「クライエントの尊厳と権利を守る」36）ための「技

術としての自己覚知」であるとしている。それを軸に，

大津の述べる自分自身をただ知るだけでなく，転移の

処理や統制などに自分自身を活用する 37）自己覚知ま

で発展しうる「自己覚知のレベル」がある。また，自

己覚知がクライエントの環境そのものに反映し影響を

与える 38），「人との関係性」において効果を発する自

己覚知となる。

　自己覚知を促す【スキル】とその効用を報告した事

例として下記のような報告がある。

［事例］

　小田は勤務 25 年以上の生活保護ワーカーとして事

例を紹介している。

　生活保護ワーカーは， 「自分の知識が役に立たない

世界で， 迷いや無力感を味わうことも多かった」。そ

れでもやりがいを感じられたのは「職場の先輩や同僚

に恵まれ，仕事以外のことも含めて， いろいろなこと

を話し，教わった」からだ。また職場外での勉強会に

も参加し， 「自分なりに築いたネットワークは仕事を

スムーズに進める上で役に立っただけではなく， 福祉

現場一筋で 25 年を超えてしまった経歴の中で陥りが
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ちな視野狭窄を多少なりとも緩和」している 39）。（下線：

著者加筆）

　小田は迷いや無力感を多々感じつつも， 職場内での

人間関係や，社外の人脈ネットワークを築くことに

よって， 迷いや葛藤を軽減してきた。こうした人間関

係やネットワークは，自身の負の感情の緩和や視野の

柔軟性を保つために彼が築いた【スキル】としての自

己覚知といえる。

　また，他にも【スキル】としての自己覚知として，

次のような事例がある。

［事例］

　加藤は母子生活支援施設で勤務しており，少年指導

員をしている。

「問題解決に必要な法的支援や行政手続き支援をただ

行うのではなく， 必要不可欠なツールである『私たち

自身』を用いて表情や言葉を添えることで，その効果

は 2 倍 3 倍と大きくなる」。

　「自分自身が苦手とするタイプの利用者が入所」し

てくる場合，「苦手であるということを意識し，自分

の中で整理」が大切という。自分自身のなかで「い

つもと違う部分や感覚」「このような言動をする理由」

などを冷静に考えていく作業で， それを明確につかめ

れば苦手であると思っていた利用者とも充実した信頼

関係を築けると考えている 40）。（下線：著者加筆）

　

　加藤の例からは，クライエントと良好な関係を築く

ために自己をどのように使うべきか，苦手と感じるク

ライエントとの間にも信頼関係を築くには，自分のど

ういった感覚に注意を向けるべきか。クライエントと

の関係のなかで，加藤は対人関係の【スキル】として，

自己覚知を活用している。

4.2.6　自己覚知の構成要素の相互作用

　参考とした文献のなかで，【意識変化】の事例を報

告した長谷川は次のようにも述べている。長谷川自身，

現場では常に援助職やクライエント，仲間との「対話」

を大切にするという【スキル】としての自己覚知を使

う。その中で，スキルを使う事に留まらず「対話」に

よって向かい合った人間同士の関係に常に立ち帰らな

くてはいけないとの意識をしている 41）。【スキル】から，

またクライエントとの関係に立ち帰るという【意識変

化】を実践として取り組んでいる。

　長谷川の述べる内容に基づくと，【スキル】から【意

識変化】へとつながっていく可能性が示唆される。こ

れを踏まえて，自己覚知の概念の各要素の関連性を以

下のように解釈した。

　まず【基本の枠組み】や【多面的解釈】は，自己覚

知の概念において前提条件として，どの自己覚知に関

する事例報告においても背景として存在しうる概念で

あるといえる。その前提の上で，まず【意識変化】の

事例では，自分の価値観の再認識や変化に気づくこと

により，ワーカーとして，専門職としての自己が深め

られている。

　【個人的自己と専門職的自己覚知】の事例では，ジ

レンマに対する意識の変化が生まれていることから，

【意識変化】との関連性も見ることができる。加えて，

思考のループから抜け出せないモラトリアム的な「自

己探求」35）から自らを脱するための【スキル】にも

つながっていると考えられる。

　【スキル】の事例では，視野を広げるための人間関

係構築やクライエントとの関係において自己を活用す

る自己覚知が挙げられているが，長谷川が先述 41）す

るように，【スキル】もまたクライエントとの関係に

立ち戻る【意識変化】へとつながっていく。

　【意識変化】から【個人的自己と専門職的自己覚知】，

【スキル】，そして【意識変化】に戻ってくる，いわば

スパイラル状の構造を可能性として想定することがで

きる。

５　考察

　前項で考えられた内容を特に自己覚知の要素のスパ

イラル状構造を中心に，まとめてみたい。

　前項では自己覚知の下位概念を，事例と対応させな

がら検討してきた。まずどの事例においても，中核的

要素として【基本の枠組み】がある。たとえば，「ク

ライエントをコントロールすべきではない」「クライ

エントに対しての最善の利益」といった土台となる考

え方がどの事例においても前提として存在する。そし

て，自己覚知は福祉の現場にとどまらず，企業のリー

ダー育成 20）においても注目され，その深化の方法も

心理学的アプローチなど様々に行われている。用いら

れる場が様々かつ定義が変遷しており，事典や辞書，

教科書などで解釈が様々に分かれて 15）いることから，

自己覚知の【多面的解釈】と捉えることができる。

　【基本の枠組み】と【多面的解釈】の上に展開する

と考えられるスパイラル状の構造の一要素である【意

識変化】に対応する事例は，ワーカーが行ってきた援

助や援助計画がスーパーバイズを受けて，重要と考え

ていた利用者主体のあり方から外れていたことに気付

くという内容であった。彼女らは気付きをもとに，自

らの仕事のあり方を見直している。これは専門職的自

己の自己覚知を深化することにつながった可能性があ

る。すなわち【個人的自己と専門職的自己覚知】のう

ちの専門職的自己覚知である。

　【個人的自己と専門職的自己覚知】の報告例を見る

と，最初は倫理的ジレンマをなくすべきと考えていた

ワーカーの見方が，時間を経てジレンマを不可避かつ
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必要なものとして受け入れたという内容である。これ

はワーカーの個人的の自己判断だったものが専門職的

自己の判断へと深まっていった結果といえるだろう。

このジレンマに対応する意識の変容は，【個人的自己

と専門職的自己覚知】の表れであると同時に，意識の

変容対処という【スキル】の一つとも捉えることが可

能である。

　【スキル】の事例で用いられた自己覚知のあり方を

見ると，片方は視野を狭めないための自己覚知であり，

もう一つはクライエントとの関係を円滑にするための

自己活用としての自己覚知である。これらの自己覚知

では【専門職的自己覚知】を基盤にして，自己のスキ

ルを維持し，研鑽することができるといえる。またス

キルを多用し日々の援助現場の場数をこなしていくな

かで，クライエントとの関係や自分の中に気付きが生

まれると考えられる。また，【スキル】としての対話

に終始せず，常にクライエントとの関係に立ち帰るよ

う常に意識している 41）ワーカーの事例のように，【ス

キル】が新たな【意識変化】に繋がっていく可能性が

ある。

　中核的要素としての【基本的な枠組み】があり，そ

こから広がる自己覚知の【多面的解釈】のもと，本研

究では，次に挙げる自己覚知のスパイラル状の要素間

の相互作用を構造として想定することができた。まず

【意識変化】があり【個人的自己と専門職的自己覚知】，

【スキル】という順に段階を追って進んでいき，最終

的には【スキル】から【意識変化】へと戻っていく，

図 1 上部に見られる半時計周りの循環である。この構

造を「自己覚知スパイラル」と仮定する。

６　結論

　文献から抽出した自己覚知の定義づけの概念を整理

したところ，各下位概念の関係を図 1 のように示すこ

とができた。中核的要素となる【基本の枠組み】とそ

れから広がる自己覚知の【多面的解釈】があり，その

上で，【意識変化】から【個人的自己と専門職的自己

覚知】，そこから【スキル】につながり，最終的には

【意識変化】に戻ってくるスパイラル状の構造を描い

て，自己覚知を展開していく可能性の構図である。こ

の「自己覚知スパイラル」構造は，事例報告とも対応

していることは示せた。しかし，本研究では示せなかっ

たが，これらの 3 つの要素は切り離せるものとは考え

にくい。一つの事例の中でも複数の要素が存在し，ス

パイラルに留まらず各要素同士が密接に関連しあって

いる可能性も考えられる。

　また，先行研究のうち，自己覚知のリスクに言及し

たものや否定的な側面へのアプローチの必要性を論じ

ているものがあったが，本研究ではリスクや否定的な

側面を論じることはできなかった。自己覚知スパイラ

ルの検討に加え，自己覚知の否定的側面の検討につい

ては，より深くワーカーの内面に踏み込んだ質的な調

査や，より多くの事例検討が必要と思われる。さらな

る研究の必要性があるため，今後の研究課題としたい。
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Abstract

The purpose of this study is to organize the concept and structure of the meaning of “self-awareness.” This is to put the 
function of self-awareness on a solid footing in social work practice. The concept of self-awareness is very important in 
social welfare education; however, its defi nition is unclear. Therefore, this study considers the defi nitions and functions of 
self-awareness on the basis or theses and previous studies. As a result of the study, fi ve concepts are identifi ed. These are 
“basic frame.” “various explanations,” “change of thinking,” “the professional and personal self,” and “skill,”.  “Various 
explanations” and “basic frame” are considered to be the basis of self-awareness. Other concepts were considered to 
correspond to the positive function of self-awareness in the cases described in previous studies. Finally, three concepts––
“change of thinking,” “the professional and personal self,” and “skill”– draw the relation of spiral-like structure and they are 
established as the important elements of how self-awareness is defi ned.

Key words: self-awareness, social worker, social welfare education
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