
２０２０年度 淑徳大学アジア国際社会福祉研究所 第５回 国際学術フォーラム 報告書 
Report on the 5th International Academic Forum by Asian Institute for International Social Work at Shukutoku University 
 

 
 

 
 

ソーシャルワークのグローバリゼーションに 
世界のソーシャルワーク研究者は抗う 
〜脱植⺠地化・⼟着化・スピリチュアリティ・仏教ソーシャルワーク〜 

編集 郷堀ヨゼフ 染谷有紀 

 

Social Work Academics Resisting the 
Globalization of 

Western-rooted Social Work 
Decolonization, Indigenization, Spirituality, and Buddhist Social Work 

Edited by Josef Gohori and Yuki Someya 

 

 
 

Supported by   

August 2021 

２０２０年度 淑徳大学アジア国際社会福祉研究所 第５回 国際学術フォーラム 報告書 
Report on the 5th International Academic Forum by Asian Institute for International Social Work at Shukutoku University 
 

 
 

 
 

ソーシャルワークのグローバリゼーションに 
世界のソーシャルワーク研究者は抗う 
〜脱植⺠地化・⼟着化・スピリチュアリティ・仏教ソーシャルワーク〜 

編集 郷堀ヨゼフ 染谷有紀 

 

Social Work Academics Resisting the 
Globalization of 

Western-rooted Social Work 
Decolonization, Indigenization, Spirituality, and Buddhist Social Work 

Edited by Josef Gohori and Yuki Someya 

 

 
 

Supported by   

August 2021 

２０２０年度 淑徳大学アジア国際社会福祉研究所 第５回 国際学術フォーラム 報告書 
Report on the 5th International Academic Forum by Asian Institute for International Social Work at Shukutoku University 
 

 
 

 
 

ソーシャルワークのグローバリゼーションに 
世界のソーシャルワーク研究者は抗う 
〜脱植⺠地化・⼟着化・スピリチュアリティ・仏教ソーシャルワーク〜 

編集 郷堀ヨゼフ 染谷有紀 

 

Social Work Academics Resisting the 
Globalization of 

Western-rooted Social Work 
Decolonization, Indigenization, Spirituality, and Buddhist Social Work 

Edited by Josef Gohori and Yuki Someya 

 

 
 

Supported by   

August 2021 

２０２０年度 淑徳大学アジア国際社会福祉研究所 第５回 国際学術フォーラム 報告書 
Report on the 5th International Academic Forum by Asian Institute for International Social Work at Shukutoku University 
 

 
 

 
 

ソーシャルワークのグローバリゼーションに 
世界のソーシャルワーク研究者は抗う 
〜脱植⺠地化・⼟着化・スピリチュアリティ・仏教ソーシャルワーク〜 

編集 郷堀ヨゼフ 染谷有紀 

 

Social Work Academics Resisting the 
Globalization of 

Western-rooted Social Work 
Decolonization, Indigenization, Spirituality, and Buddhist Social Work 

Edited by Josef Gohori and Yuki Someya 

 

 
 

Supported by   

August 2021 

２０２０年度 淑徳大学アジア国際社会福祉研究所 第５回 国際学術フォーラム 報告書 
Report on the 5th International Academic Forum by Asian Institute for International Social Work at Shukutoku University 
 

 
 

 
 

ソーシャルワークのグローバリゼーションに 
世界のソーシャルワーク研究者は抗う 
〜脱植⺠地化・⼟着化・スピリチュアリティ・仏教ソーシャルワーク〜 

編集 郷堀ヨゼフ 染谷有紀 

 

Social Work Academics Resisting the 
Globalization of 

Western-rooted Social Work 
Decolonization, Indigenization, Spirituality, and Buddhist Social Work 

Edited by Josef Gohori and Yuki Someya 

 

 
 

Supported by   

August 2021 

２０２０年度 淑徳大学アジア国際社会福祉研究所 第５回 国際学術フォーラム 報告書 
Report on the 5th International Academic Forum by Asian Institute for International Social Work at Shukutoku University 
 

 
 

 
 

ソーシャルワークのグローバリゼーションに 
世界のソーシャルワーク研究者は抗う 
〜脱植⺠地化・⼟着化・スピリチュアリティ・仏教ソーシャルワーク〜 

編集 郷堀ヨゼフ 染谷有紀 

 

Social Work Academics Resisting the 
Globalization of 

Western-rooted Social Work 
Decolonization, Indigenization, Spirituality, and Buddhist Social Work 

Edited by Josef Gohori and Yuki Someya 

 

 
 

Supported by   

August 2021 



����������������������
����������������
���	����������
��������������������������

Decolonization,
Indigenization,
Spirituality,

Buddhist Social Workand

������ ����� �������
�������������������

Voices From : 

24-hour-relay round the world

FEB 18-19 2021
All sessions on Zoom (admission free)

Organizer:
Asian Research Institute for International Social Work (ARIISW), 
Shukutoku University, Chiba, JAPAN (asiainst@soc.shukutoku.ac.jp)
Co-organizer:
Japanese Association for Social Work Education (JASWE), 
Asian and Pacific Association for Social Work Education (APASWE),
Association for Schools of Social Work in Africa (ASSWA), 
International Association of Schools of Social Work (IASSW)
Partner with:
University of Johannesburg

Strategizing social work representing 
global diversity and local reality.

 The 5th International Academic Forum�����������������������������

Click here to apply

https://www.shukutoku.ac.jp/shisetsu/asiancenter/form.html

https://forms.gle/AZp1LFFcgMiqcnC49

　 1 　



Editors’ Note 

 
This report is based on the 5th Shukutoku University International Academic Forum held on 
February 18-19, 2021. Due to the Covid-19 pandemic, the forum was organized online as a 
24-hour-relay around the world. More than 350 participants from 39 countries applied for the 
forum and 426 participants attended all sessions in real-time. This fact shows high interest in 
topics highlighted during the forum. Discussions on decolonization, indigenization, or 
Buddhist social work and spirituality enrich the social work discourse, thus, editors hope this 
report may help to deepen the discussion and share more about issues discussed during the 
forum. 
 
This report is divided into 5 sessions following the flow and the content of the forum. To 

share the content with scholars inside Japan, the report is bilingual, divided into English and 
Japanese part. 
 
For more information about the forum, please visit https://www.ariisw.com/forum2021en. 
 

Editors 
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Opening Session  
The Aim of the Forum 

 
Social Work Academics 

 Resisting the Globalization of Western-rooted Social Work: 
Decolonization, Indigenization, Spirituality, and Buddhist Social Work 

Tatsuru Akimoto 
 

Thank you, but "No, thank you" for the globalization of Western-rooted Social Work. 
Please do not force yours on us. 
Voices of objection to Western-rooted social work have been heard from various parts of the 
world, and from various different angles. 
In this 24-hour relay forum, we will hear from many of our colleagues. Our African colleagues 
will have a session on “Decolonization”, which they have been discussing for many years. Our 
colleagues from the Oceanian region will examine the topic of “Indigenization”, which may 
well be the core of their social work theory and practice. APASWE President Zulkarnain Hatta 
will talk about his emphasis on “Spirituality", which has been lacking in Western-rooted social 
work. Finally, our Asian colleagues will introduce “Buddhist Social Work”, which they have 
been exploring for the last several years, a first in the field. The North American team will 
discuss a few topics crossing some elements of those different subjects. 
Western-rooted social work represents a great achievement. However, it is not the only form of 
social work. Some people think and act as if the terms "social work" and "Western-rooted social 
work" meant the same thing, but in actual fact, there are various other social works throughout 
the world.  

Not only Western people but also people all over the world, 7.7 billion in 200 countries and 
regions, have struggled with various difficulties and problems in their lives. Western-rooted 
social work cannot help them, it cannot solve their problems, because firstly, Western culture 
and that of other countries is different and the level of industrialization and other political, 
economic and social conditions are also different, from those upon which Western-rooted social 
work has been based. Secondly, the Western-rooted social work is not in place, it simply does 
not exist at all in the majority of countries of the world, or does scarcely exist if any.  

There is no need to worry. Each society has its own “social work” even though it may never 
have actually called it social work, otherwise, the society would not have been able to sustain 
itself. Vietnamese, Sri Lankan, Thai and Bhutanese friends are now conducting empirical 
research which confirms this — people’s “social work” needs have always been filled by 

　 7 　



someone in the villages where there were no Western-rooted professional social workers. 
The concept of social work was born in Europe and matured in North America, and now it is 

coming into a third stage in which social work becomes the whole world’s. Western-rooted 
social work people want to disseminate and promulgate their social work throughout the world. 
But it is simply the globalization of Western-rooted social work. Again, in its history, the sounds 
of colonialism, imperialism and hegemonism echo. A social work mutually acceptable to the 
whole world at this third stage can be reached only by embracing and subsuming all 
indigenous* social work in each part of the world, not by globalizing Western-rooted social 
work. Western-rooted social work is a social work among some or many. 

To lead social work on to the next stage in its development is the aim of this 24-hour relay 
forum.  

Each regional session will be independently organized and managed to discuss their interest 
and subject, but some common interest and features might be found to share with other regional 
teams.  
 
 

*“rooted in each society”; used in a broader in sense than the UN definition 
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Introduction to Buddhist Social Work: 
The Aims of ARIISW Session 

Tatsuru Akimoto 

The aim of this session is to introduce Buddhist Social Work to mainstream Western-rooted 
professional social work people who may not be familiar with what Buddhist social work is — 
how interesting it is and how important it is. The session will be composed of four parts. 

1.  The keynote speech to deliver the baseline information.  A short history and core 
achievements to date, and the contribution to the development of social work as a whole.  
2. A lecture on the features of Buddhist social work and how it is different from Western-rooted 
professional social work,  
3. Interviews with five scholars and researchers who have been devoting themselves to the 
exploration of current Buddhist social work. 
4. A discussion among the participants. We hope this part of the session will result in stimulating 
sincere feedback and criticism from the Western-rooted professional social work side.  
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Buddhist Social Work―Its Birth and Achievement to Date― 
And the contribution to the development of social work 

(The provision of the minimum information) 

Tatsuru Akimoto  

The purpose of this presentation is to provide the minimum basic information on Buddhist 
Social Work to the mainstream Western-rooted professional social work colleagues who may 
not be familiar with this field of research and practice. I will describe the gist of the Buddhist 
social work through reviewing its brief history and, as an appendix, refer to the contribution of 
Buddhist social work to the development of social work itself. 
  

<The Introduction of Buddhist Social Work＞ 

For the past several years, a group of university professors, monks and NGO leaders have 
been continuing to explore Buddhist social work. A presentation will be given of a short history 
from its birth to the present time. A great deal of international research and meetings (forums, 
workshops, and expert meetings, etc.) were carried out, their reports, papers and books 
published, ideas exchanged and opinions sent by email. Some of the things we achieved  during 
this process are (1) showing the first shoots from the seeds that were sown, (2) showing us first-
hand pictures of the present situation in Buddhist “social work” in all 12 Buddhist majority 
countries in Asia as a result of the publishing of a series of reports country by country, (3) 
forming the Asian Buddhist Social Work Research Network among colleagues in those 
countries, (4) constructing the ABC Model, (5) formulating a working definition of “Buddhist 
Social Work”, and (6) pointing out the next steps to be taken after the definition for the future 
development of Buddhist social work.  

The ABC Model pertains to the meaning or the definition of the term “Buddhist Social Work”. 
The term has had three different forms of usage. In Model A, Buddhist social work means 
Western-rooted professional social work simply performed by Buddhists. In Model B, Buddhist 
social work is Western-rooted professional social work modified and indigenized with Buddhist 
elements (values, knowledges and skills) thrown in. In Model C, Buddhist social work is 
different. It is “intrinsic” or “indigenous” Buddhist social work. It does not begin with Western-
rooted professional social work as a foundation, but begins with Buddhism itself.  

Several points are featured in the working definition. For example, Buddhist social work (a) 
ultimately aims at the wellbeing of all sentient beings, (b) pays attention to the inner aspect of 
beings, (c) does not accept Western individualism and the self-actualization needs theory as it 
stands, (d) puts care and compassion, loving kindness and mutual help, interdependency and 
self-reliance, and the building and bonding of human relations, as fundamental principles, and 
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finally, (e) lays Buddhist views, philosophies, and teachings as its foundation. 

   After the formulation of a working definition, Buddhist social work is now moving forward 
into three directions: (1) the testing or refining of the working definition and basic 
understanding of Buddhist social work from the standpoint of Buddhist theories and teachings, 
empirical research, historical review, and practice; (2) to contextualize it in each country or 
society for curriculum design, education, policy making, programs and practice; and (3) the 
hope that each country and society will be able to go forward on its own  journey of exploration 
of Buddhist social work.  

Even so, it may take hundreds of years for Buddhist social work to grow from the tiny seed to 
a large, mature tree. 
 

＜The Contribution to the Development of Social Work itself＞ 

There is an appendix to this Buddhist social work study. It is the contribution to the 
development of social work as a whole, which had its roots in Europe, matured in North 
America and is now entering the third stage in which it becomes global. The establishment of 
Buddhist social work outside Western-rooted professional social work means the rejection of 
the “Social Work = Western-rooted professional social work” equation. A worldwide Social 
Work can never be achieved by the dissemination and promulgation or the globalization of 
Western-rooted professional social work alone, and not by indigenization, either. It can only be 
achieved only by the understanding of the “indigenous” social works in all parts of the world 
and the embracement of them into a concept of social work. The discussion on Models B and 
C as well as on Buddhist social work as a whole would make a contribution to the development 
of social work as a whole 
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(2020ForumARIISWSession 参考資料) 
<Introduction of Buddhist Social Work> 
Reference 1 

Brief History of Buddhist Social Work 

Tatsuru Akimoto 

Reference 2 

Akimoto, T., et al. “Objection to WPSW: To make social work something truly of the world—
Indigenization is not the answer." [edit.] In Gohori, J. (Ed). (2020). The Journey of Buddhist Social Work. 
(The 4th ARIISW International Academic Forum Proceedings). Asian Research Institute for 
International Social Work (ARIISW), Shukutoku University. pp.65-68. 

What is Buddhist Social Work 
Tatsuru Akimoto, Yusuke Fujimori, Josef Gohori, Kana Matsuo 

５． The ABC Model of Buddhist Social Work 

  Several years ago, a group of monks, university professors, and NGO leaders began 
the journey of Buddhist Social Work. 

IA/IF Definition Revision→APASWE d.f. Revision Project
APASWE-JP-VN Buddhism for SW 3 y Research (below to be referred to as R. )

Functional Alternative R. (Buddhism for WPSW→WPSW for Buddhism, [Model C]
5 Country BSW Activities R. → Shukutoku 50th Aniv. Forum
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BSW Working Definition (Hanoi Meeting)
After-working-d.f.-steps (LK Workshop) 
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SW Needs & Providers R. 
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5 above+LA, CB, BT, MN, CH, KR,TW

MN conference
TH study group

VN, LK, TH, JP LK, VN, US

Somananda Ph.D. Thesis

2019 Dec. Forum (JASWE)

SW

*Practice Based Research

Anuradha Wickramasinghe
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A Vietnamese scholar said: 

“In our country, social work could not function effectively without considering 
Buddhism.  Elements of Buddhism have infused into every corner of the lives of people, 
not only Buddhists but also non-Buddhists, Christians and atheists—values, the sense 
of beauty, the way of feeling and thinking, moral, behavior, and customs. Buddhism 
came 2000 years ago and has always been with us.”  

   Some Sri Lankan people had an idea: “Let’s make contemporary social work available 
to Buddhist monks so that they can serve people in communities better and more 
effectively.” As soon as they started their discussion, the monks said, “We have been doing 
the same or similar work for 2500 years,” while WPSW has only done so for 150~200 years, 
“although we haven’t used the term ‘social work.’” 
  The journey was, and still is, a serious effort. They have been conducting joint research, 
and they have been holding various conferences, workshops, and meetings. A network 
named Asian Buddhist Social Work Research Network was formed and all Buddhist 
majority countries in Asia have members within*1. 
  The Asian Research Institute for International Social Work (ARIISW), in the early days of 
the journey, determined three different Buddhist Social Works, or the meaning and usage of 
e 

※1 Akimoto, T. “Not patchwork but fundamental rethink: Three questions and a proposal.” In Matsuo, K.
and Akimoto, T. (Eds). (2020). What the IASSW Expects from Japanese Members and What Japanese
Members Expect from IASSW. (Round-table Discussion on the Future of the IASSW). Asian Research
Institute for International Social Work (ARIISW), Shukutoku University. p.29.

ABC Model of Buddhist Social Work

WPSW 
by Buddhists

A

Adapted/
Indigenized

WPSW

B

Buddhist
Social 
Work

C

Add Buddhist 
elements
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the journey of Buddhist Social Work. 
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A Vietnamese scholar said: 

“In our country, social work could not function effectively without considering 
Buddhism.  Elements of Buddhism have infused into every corner of the lives of people, 
not only Buddhists but also non-Buddhists, Christians and atheists—values, the sense 
of beauty, the way of feeling and thinking, moral, behavior, and customs. Buddhism 
came 2000 years ago and has always been with us.”  

   Some Sri Lankan people had an idea: “Let’s make contemporary social work available 
to Buddhist monks so that they can serve people in communities better and more 
effectively.” As soon as they started their discussion, the monks said, “We have been doing 
the same or similar work for 2500 years,” while WPSW has only done so for 150~200 years, 
“although we haven’t used the term ‘social work.’” 
  The journey was, and still is, a serious effort. They have been conducting joint research, 
and they have been holding various conferences, workshops, and meetings. A network 
named Asian Buddhist Social Work Research Network was formed and all Buddhist 
majority countries in Asia have members within*1. 
  The Asian Research Institute for International Social Work (ARIISW), in the early days of 
the journey, determined three different Buddhist Social Works, or the meaning and usage of 
e 

※1 Akimoto, T. “Not patchwork but fundamental rethink: Three questions and a proposal.” In Matsuo, K.
and Akimoto, T. (Eds). (2020). What the IASSW Expects from Japanese Members and What Japanese
Members Expect from IASSW. (Round-table Discussion on the Future of the IASSW). Asian Research
Institute for International Social Work (ARIISW), Shukutoku University. p.29.
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the term of “Buddhist social work,” and formulated them as the ABC Model. 
  Model A Buddhist Social Work is WPSW performed by Buddhists. Only the player (actor) 
is different. The social work of Buddhist Social Work is the same as WPSW. 
  Model B Buddhist Social Work is a modification or an indigenization model. 
Buddhist elements (values, knowledges and skills) are incorporated into WPSW. The 
indigenized social work is still Western-rooted professional social work. 
  Model C Buddhist Social Work is the “intrinsic” or “indigenous” Buddhist Social Work, 
not the WPSW indigenized with Buddhist elements. A Bhutanese professor nicknamed it 
an ‘organic model’. This Buddhist Social Work does not begin with WPSW but with 
Buddhism. It is part of the total Buddhist service/work. 
  Model A was the understanding until some years ago, and Model B is the 
popular understanding today. As long as we remain at the levels of Model A and B, we are 
accepted and even welcomed by the mainstream WPSW, but once we begin talking about 
Model C, we are rejected by them with the harsh words, “it is not social work,” and are 
prohibited from using the name of social work. 

７． An Exploration of Model C 

  We must explore and establish Model C for four reasons. Otherwise, firstly, it is 
not interesting intellectually. University professors, or university- men and -women, pursue 
something new, something different. Many people, if not all, talk today about 
“indigenization”, or Model B, as they previously talked about Model A, describing, for 
example, Buddhist monks as “Free social workers.” Secondly, if not done, we won’t have 
our own social work based on our own culture, tradition, life and society forever. Each 
society should have had “social work” within it. Without it, the society could not have 
sustained itself. Thirdly, unless we construct Buddhist social work at the same status as 
WPSW, not under WPSW, we cannot demote the current social work, WPSW, to a relative 
position from its sole absolute monarchial position. WPSW and Buddhist social work stand 
at parity. 
  Finally, even when we discuss on Model B, we do not know what we should throw into 
Model B as Buddhist elements (values, knowledges and skills) without having the Model C 
Buddhist social work, at least conceptually. Words, terms, and concepts which are used 
today as Buddhist features or of a different culture, have tended to be daily life commonsense 
patchwork pieces or impulses, and not to have been examined rigorously2. For example, are

2   Most   of    what they mention as the feature or uniqueness of their culture or “Buddhist 
social work” are common with other cultures such as “Islamic social work,” “Christian social 
work,” or even “Western-rooted professional social work.” 
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"cause and effect”, respect for elders, compassion, help others without expecting returns, and 
coexistence, genuinely Buddhist features of our society? We have to know holistically what 
Buddhist social work is.  
  We are interested in the understanding of Buddhist social work and its present and 
future development, but not in the indigenization of nor how to indigenize 
Western-rooted professional social work. 

the term of “Buddhist social work,” and formulated them as the ABC Model. 
  Model A Buddhist Social Work is WPSW performed by Buddhists. Only the player (actor) 
is different. The social work of Buddhist Social Work is the same as WPSW. 
  Model B Buddhist Social Work is a modification or an indigenization model. 
Buddhist elements (values, knowledges and skills) are incorporated into WPSW. The 
indigenized social work is still Western-rooted professional social work. 
  Model C Buddhist Social Work is the “intrinsic” or “indigenous” Buddhist Social Work, 
not the WPSW indigenized with Buddhist elements. A Bhutanese professor nicknamed it 
an ‘organic model’. This Buddhist Social Work does not begin with WPSW but with 
Buddhism. It is part of the total Buddhist service/work. 
  Model A was the understanding until some years ago, and Model B is the 
popular understanding today. As long as we remain at the levels of Model A and B, we are 
accepted and even welcomed by the mainstream WPSW, but once we begin talking about 
Model C, we are rejected by them with the harsh words, “it is not social work,” and are 
prohibited from using the name of social work. 

７． An Exploration of Model C 

  We must explore and establish Model C for four reasons. Otherwise, firstly, it is 
not interesting intellectually. University professors, or university- men and -women, pursue 
something new, something different. Many people, if not all, talk today about 
“indigenization”, or Model B, as they previously talked about Model A, describing, for 
example, Buddhist monks as “Free social workers.” Secondly, if not done, we won’t have 
our own social work based on our own culture, tradition, life and society forever. Each 
society should have had “social work” within it. Without it, the society could not have 
sustained itself. Thirdly, unless we construct Buddhist social work at the same status as 
WPSW, not under WPSW, we cannot demote the current social work, WPSW, to a relative 
position from its sole absolute monarchial position. WPSW and Buddhist social work stand 
at parity. 
  Finally, even when we discuss on Model B, we do not know what we should throw into 
Model B as Buddhist elements (values, knowledges and skills) without having the Model C 
Buddhist social work, at least conceptually. Words, terms, and concepts which are used 
today as Buddhist features or of a different culture, have tended to be daily life commonsense 
patchwork pieces or impulses, and not to have been examined rigorously2. For example, are

2   Most   of    what they mention as the feature or uniqueness of their culture or “Buddhist 
social work” are common with other cultures such as “Islamic social work,” “Christian social 
work,” or even “Western-rooted professional social work.” 

but must have their origins in the community, society, area, region or nation in olden days3 
although “how far” they must go back in history has not been rigidly defined. Included in 
indigenous social work are Buddhist social work, Islamic social work, Hindu social work, some 
non-religious social works, Bhutanese social work, Vietnamese social work, Thai social 
work, etc. as well as social work by indigenous people in the sense of the UN and IFSW’s 
definition above.  
  The above ABC Model of indigenous social work can be deciphered in parallel with that 
of Buddhist Social work above (Reference 2 above). Model A is WPSW performed by 
indigenous people. Model B is WPSW indigenized with indigenous elements thrown in4. 
And Model C is the “intrinsic” indigenous social work, which begins with the life, culture 
and tradition of indigenous people, not with WPSW. It is not an indigenized or modified 
WPSW5. Both the highly-lauded acceptance and the harsh rejection by the mainstream 
WPSW are also the same as for Buddhist social work in the section 5 above. (Reference 2 
above) 
8. Not to the Third Stage of WPSW but the First Stage for the Social Work of the

World? A Letter to WPSW—Conclusion

 Our original interest was to make social work something truly of the world (cf. the first 

3 Distinguished from “contextualization”, which lacks the time factor. 
4 The discussion on “authentication” is not referred to in this paper. 
5 In order to understand properly the relation and position of Buddhist or Indigenous social work 
and WPSW, insert Model B-c, which is an adapted or Westernized Buddhist or Indigenous social 
work, between Model B and Model C in the above two figures in the body (Reference 2 and 4), 
and you can more fairly and clearly understand the relation and position of WPSW and Indigenous 
social work, which stand at parity. Previous figures were skewed toward WPSW. 
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the term of “Buddhist social work,” and formulated them as the ABC Model. 
  Model A Buddhist Social Work is WPSW performed by Buddhists. Only the player (actor) 
is different. The social work of Buddhist Social Work is the same as WPSW. 
  Model B Buddhist Social Work is a modification or an indigenization model. 
Buddhist elements (values, knowledges and skills) are incorporated into WPSW. The 
indigenized social work is still Western-rooted professional social work. 
  Model C Buddhist Social Work is the “intrinsic” or “indigenous” Buddhist Social Work, 
not the WPSW indigenized with Buddhist elements. A Bhutanese professor nicknamed it 
an ‘organic model’. This Buddhist Social Work does not begin with WPSW but with 
Buddhism. It is part of the total Buddhist service/work. 
  Model A was the understanding until some years ago, and Model B is the 
popular understanding today. As long as we remain at the levels of Model A and B, we are 
accepted and even welcomed by the mainstream WPSW, but once we begin talking about 
Model C, we are rejected by them with the harsh words, “it is not social work,” and are 
prohibited from using the name of social work. 

７． An Exploration of Model C 

  We must explore and establish Model C for four reasons. Otherwise, firstly, it is 
not interesting intellectually. University professors, or university- men and -women, pursue 
something new, something different. Many people, if not all, talk today about 
“indigenization”, or Model B, as they previously talked about Model A, describing, for 
example, Buddhist monks as “Free social workers.” Secondly, if not done, we won’t have 
our own social work based on our own culture, tradition, life and society forever. Each 
society should have had “social work” within it. Without it, the society could not have 
sustained itself. Thirdly, unless we construct Buddhist social work at the same status as 
WPSW, not under WPSW, we cannot demote the current social work, WPSW, to a relative 
position from its sole absolute monarchial position. WPSW and Buddhist social work stand 
at parity. 
  Finally, even when we discuss on Model B, we do not know what we should throw into 
Model B as Buddhist elements (values, knowledges and skills) without having the Model C 
Buddhist social work, at least conceptually. Words, terms, and concepts which are used 
today as Buddhist features or of a different culture, have tended to be daily life commonsense 
patchwork pieces or impulses, and not to have been examined rigorously2. For example, are

2   Most   of    what they mention as the feature or uniqueness of their culture or “Buddhist 
social work” are common with other cultures such as “Islamic social work,” “Christian social 
work,” or even “Western-rooted professional social work.” 
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Reference 3 

Working Definition of Buddhist Social Work 

Buddhist Social Work is human activities to help other people solve or alleviate 
life difficulties and problems based on the Buddha-nature. Buddhist Social Work 
always finds causes to work on in both the material, or social arena, and the human, 
or inner arena, working on both arenas in tandem. Its fundamental principles 
include compassion, loving kindness and mutual help, and interdependency and 
self-reliance. The central value is the Five Precepts. The ultimate goal is to achieve 
the wellbeing of all sentient beings and peace. 

The Working Framework of Buddhist Social Work

① Ultimate goal：Achievement of the wellbeing of all sentient beings and peace and happiness

② Immediate goal： Alleviation and solution of sufferings of human beings

③ Its operationalization： Sufferings → Difficulties and problems in life

④ Their concrete expression or the scope of service/help： Poverty, orphanage, disabilities, old

age, diseases, HIV/AIDS, disasters, etc.; conflicts, civil wars and wars

⑤ Understanding of their causes：(a) Problems on the society side and (b) problems on the human

side, e.g. greed and selfishness. [The cause of many social problems is capitalism and the 

human problems behind these.] 

⑥ Approach：To work for alleviating and solving the individual’s life problems and social

problems.  To take actions both at the individual level and the society 

level. [Community/Social development is included.]

⑦ Fundamental Principles： Care and compassion, loving kindness, and mutual help, and

interdependency and self-reliance, building and bonding of human relations, etc.

⑧ Central values： Five precepts

⑨ Subjects of practice (Actors)： Buddhist temples, monks/nuns, lay Buddhists, and the general

people  [Buddha nature resides in all people.]

⑩ Objects which the subjects work upon:  Human beings in the broad political, economic, social

and cultural context, all sentient beings, and gods; human relations; institutions, organizations, 

and systems.

⑪ Viewpoints lying at the foundation:  The Buddhist views, philosophies, and teachings

"cause and effect”, respect for elders, compassion, help others without expecting returns, and 
coexistence, genuinely Buddhist features of our society? We have to know holistically what 
Buddhist social work is.  
  We are interested in the understanding of Buddhist social work and its present and 
future development, but not in the indigenization of nor how to indigenize 
Western-rooted professional social work. 
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Reference 4 

Akimoto, T., et al. “Objection to WPSW: To make social work something truly of the world—
Indigenization is not the answer." [edit.] In Gohori, J. (Ed). (2020). The Journey of Buddhist Social Work. 
(The 4th ARIISW International Academic Forum Proceedings). Asian Research Institute for 
International Social Work (ARIISW), Shukutoku University. pp.66-68. 

The Contribution to Social Work 
Tatsuru Akimoto, Yusuke Fujimori, Josef Gohori, Kana Matsuo 

6. From a Buddhist Social Work Model to an Indigenous Social Work Model

Now, let us replace Buddhist Social Work with Indigenous Social Work to construct
a generic model. Indigenous social work here means the social work rooted in the 
culture, tradition, life and society of indigenous people.  

  The indigenous people here are slightly different from those in the definition of the 
United Nations and mainstream Western Social Work—“native people,” who “live 
within geographically distinct ancestral territories (IFSW; Commentary note of IASSW/
IFSW Global Definition),” such as Maori, Inuit, and Ainu (in the case of Japan). We dealt 
with Buddhist people in Asia as indigenous people above and applied our concept of 
Buddhist Social Work’s ABC Model for indigenous social work in general. In our usage, 
indigenous people in this paper are not necessarily associated with Western 
colonization and hegemony and not necessarily confined as a minority in their current 
countries (the “Commentary note” above), 
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but must have their origins in the community, society, area, region or nation in olden days3 
although “how far” they must go back in history has not been rigidly defined. Included in 
indigenous social work are Buddhist social work, Islamic social work, Hindu social work, some 
non-religious social works, Bhutanese social work, Vietnamese social work, Thai social 
work, etc. as well as social work by indigenous people in the sense of the UN and IFSW’s 
definition above.  
  The above ABC Model of indigenous social work can be deciphered in parallel with that 
of Buddhist Social work above (Reference 2 above). Model A is WPSW performed by 
indigenous people. Model B is WPSW indigenized with indigenous elements thrown in4. 
And Model C is the “intrinsic” indigenous social work, which begins with the life, culture 
and tradition of indigenous people, not with WPSW. It is not an indigenized or modified 
WPSW5. Both the highly-lauded acceptance and the harsh rejection by the mainstream 
WPSW are also the same as for Buddhist social work in the section 5 above. (Reference 2 
above) 
8. Not to the Third Stage of WPSW but the First Stage for the Social Work of the

World? A Letter to WPSW—Conclusion

 Our original interest was to make social work something truly of the world (cf. the first 

3 Distinguished from “contextualization”, which lacks the time factor. 
4 The discussion on “authentication” is not referred to in this paper. 
5 In order to understand properly the relation and position of Buddhist or Indigenous social work 
and WPSW, insert Model B-c, which is an adapted or Westernized Buddhist or Indigenous social 
work, between Model B and Model C in the above two figures in the body (Reference 2 and 4), 
and you can more fairly and clearly understand the relation and position of WPSW and Indigenous 
social work, which stand at parity. Previous figures were skewed toward WPSW. 
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within geographically distinct ancestral territories (IFSW; Commentary note of IASSW/
IFSW Global Definition),” such as Maori, Inuit, and Ainu (in the case of Japan). We dealt 
with Buddhist people in Asia as indigenous people above and applied our concept of 
Buddhist Social Work’s ABC Model for indigenous social work in general. In our usage, 
indigenous people in this paper are not necessarily associated with Western 
colonization and hegemony and not necessarily confined as a minority in their current 
countries (the “Commentary note” above), 
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but must have their origins in the community, society, area, region or nation in olden days3 
although “how far” they must go back in history has not been rigidly defined. Included in 
indigenous social work are Buddhist social work, Islamic social work, Hindu social work, some 
non-religious social works, Bhutanese social work, Vietnamese social work, Thai social 
work, etc. as well as social work by indigenous people in the sense of the UN and IFSW’s 
definition above.  
  The above ABC Model of indigenous social work can be deciphered in parallel with that 
of Buddhist Social work above (Reference 2 above). Model A is WPSW performed by 
indigenous people. Model B is WPSW indigenized with indigenous elements thrown in4. 
And Model C is the “intrinsic” indigenous social work, which begins with the life, culture 
and tradition of indigenous people, not with WPSW. It is not an indigenized or modified 
WPSW5. Both the highly-lauded acceptance and the harsh rejection by the mainstream 
WPSW are also the same as for Buddhist social work in the section 5 above. (Reference 2 
above) 
8. Not to the Third Stage of WPSW but the First Stage for the Social Work of the

World? A Letter to WPSW—Conclusion

 Our original interest was to make social work something truly of the world (cf. the first 

3 Distinguished from “contextualization”, which lacks the time factor. 
4 The discussion on “authentication” is not referred to in this paper. 
5 In order to understand properly the relation and position of Buddhist or Indigenous social work 
and WPSW, insert Model B-c, which is an adapted or Westernized Buddhist or Indigenous social 
work, between Model B and Model C in the above two figures in the body (Reference 2 and 4), 
and you can more fairly and clearly understand the relation and position of WPSW and Indigenous 
social work, which stand at parity. Previous figures were skewed toward WPSW. 
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5 In order to understand properly the relation and position of Buddhist or Indigenous social work 
and WPSW, insert Model B-c, which is an adapted or Westernized Buddhist or Indigenous social 
work, between Model B and Model C in the above two figures in the body (Reference 2 and 4), 
and you can more fairly and clearly understand the relation and position of WPSW and Indigenous 
social work, which stand at parity. Previous figures were skewed toward WPSW. 

Refined ABC Model of Indigenous Social Work
ーa generic modelー
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21 December 2019 

 

Dear Western-rooted Professional Social Work, 

We respect your efforts and achievements until the present and look forward to further 

development.  

However, please do not proclaim that the only Western-rooted Professional Social Work, or what 

professional social workers do, is social work, disregarding other “social works” which other 

people do. You are not entitled to monopolize social work. There could be other social works, too. 
On this earth, there are enormous numbers of people who have difficulties and problems in their 

lives. In most countries and regions, areas and districts, you are not there, or your social work 

doesn’t fit them. You seem to pacify non-Western-rooted Professional Social Work people using 

the term of “indigenization”, but indigenized social work is still Western-rooted Professional 

Social Work. 

Social work is social work, whoever does it. Rely on various indigenous social works. Otherwise, 
we cannot deliver social work, which we love, to the overwhelming majority of people with 

sufferings in the world. 

Social work would like to serve people. We would like to make social work something truly of the 

world. Let’s lead social work to its next stage together, not to the globalization of Western-rooted 

professional social work. 

 
In solidarity, 

 
Tatsuru Akimoto, DSW              Yusuke Fujimori    
Director & Professor                 Professor         
 
Josef Gohori, Ph.D.      Kana Matsuo, MSW 
Sr. Researcher, Assoc. Professor       Head Researcher    

Asian Research Institute for International Social Work（ARIISW） 
Shukutoku University, Chiba, Japan 

paragraph in Opening Session Reference 1), the common asset of the whole world.   
  When we set off for the journey of Buddhist social work, we were thinking of leading social 
work to “the third stage” of its development. Social work was born in Europe (Stage I) and 
matured in North America (Stage II), and now expands itself to non-Western parts to cover 
the whole world. We had unconsciously started with WPSW or the equation of social 
work=WPSW. The realization of the ABC Model led us to the new viewpoint of starting 
with our own culture, tradition, life and society. The meaning of the third stage changed 
from the dissemination of WPSW, that is, the globalization of social work itself, to the 
repositioning of WPSW to a relative one equivalent to other social works from the sole 
absolute one. From the non-WPSW side, it is not “the third stage”, but the first step of 
another social work, e.g. Buddhist or Indigenous social work—to explore, in order to make 
social work something truly of the world. [Go to the letter in Opening Session Reference 1.] 

(cf. "Opening Session The Aim of the Forum")paragraph in Opening Session Reference 1), the common asset of the whole world.   
  When we set off for the journey of Buddhist social work, we were thinking of leading social 
work to “the third stage” of its development. Social work was born in Europe (Stage I) and 
matured in North America (Stage II), and now expands itself to non-Western parts to cover 
the whole world. We had unconsciously started with WPSW or the equation of social 
work=WPSW. The realization of the ABC Model led us to the new viewpoint of starting 
with our own culture, tradition, life and society. The meaning of the third stage changed 
from the dissemination of WPSW, that is, the globalization of social work itself, to the 
repositioning of WPSW to a relative one equivalent to other social works from the sole 
absolute one. From the non-WPSW side, it is not “the third stage”, but the first step of 
another social work, e.g. Buddhist or Indigenous social work—to explore, in order to make 
social work something truly of the world. [Go to the letter in Opening Session Reference 1.] 
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21 December 2019 

 

Dear Western-rooted Professional Social Work, 

We respect your efforts and achievements until the present and look forward to further 

development.  

However, please do not proclaim that the only Western-rooted Professional Social Work, or what 

professional social workers do, is social work, disregarding other “social works” which other 

people do. You are not entitled to monopolize social work. There could be other social works, too. 
On this earth, there are enormous numbers of people who have difficulties and problems in their 

lives. In most countries and regions, areas and districts, you are not there, or your social work 

doesn’t fit them. You seem to pacify non-Western-rooted Professional Social Work people using 

the term of “indigenization”, but indigenized social work is still Western-rooted Professional 

Social Work. 

Social work is social work, whoever does it. Rely on various indigenous social works. Otherwise, 
we cannot deliver social work, which we love, to the overwhelming majority of people with 

sufferings in the world. 

Social work would like to serve people. We would like to make social work something truly of the 

world. Let’s lead social work to its next stage together, not to the globalization of Western-rooted 

professional social work. 

 
In solidarity, 

 
Tatsuru Akimoto, DSW              Yusuke Fujimori    
Director & Professor                 Professor         
 
Josef Gohori, Ph.D.      Kana Matsuo, MSW 
Sr. Researcher, Assoc. Professor       Head Researcher    

Asian Research Institute for International Social Work（ARIISW） 
Shukutoku University, Chiba, Japan 
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Reference 5 

Akimoto, T. “Not patchwork but fundamental rethink: Three questions and a proposal.” [edit.] In Matsuo, 
K. and Akimoto, T. (Eds). (2020). What the IASSW Expects from Japanese Members and What Japanese 
Members Expect from IASSW. (Round-table Discussion on the Future of the IASSW). Asian Research 
Institute for International Social Work (ARIISW), Shukutoku University. pp.28-30.

Social Work to All 
Tatsuru Akimoto 

  Don't lock up social work in a small cage. Liberate it. Release it from the cage. Our interest, 
or the interest of social work, is to work to alleviate and eradicate difficulties and problems in 
the lives of people on this earth. From the 200 countries and regions globally, there are only 
about a dozen countries that have enough Western-rooted professional social workers. Even 
an Australian social work leader told us on a very official occasion that the number of social 
workers was not enough at all even in Australia. Then which countries have enough social 
workers? Could you mention some names of countries which are able to serve the most part 
of their population who have some difficulties and problems in their lives? Certainly, 
Western-rooted professional social work is welcomed, and is necessary, but it could never 
serve all 7.5 billion people in this world. We cannot wait 100 or 200 years. On one hand, now 
we have the people who have social work needs here, and on the other hand there are other 
people who are interested in serving them in the field of “social work.” As social workers, 
we cannot close our eyes. We have to accept and/or even devise various approaches to 
and models of social work, which could serve the broader constituency, not just Western-
rooted professional social work.   

  But the WPSW people would say, “yours is not social work.” Even still, it is interesting work. 
Not in a country but in some countries—Vietnam, Sri Lanka, and Thailand—when we 
interviewed high-ranking monks, they said that they could never accept Western-rooted 
professional social work. For example, in Thailand, there are two Buddhist Universities. A 
Buddhist university started a social work curriculum within its official program. The head of 
the program is a monk, and almost all of the courses are of typical Western-rooted 
professional social work. But they said that they could not become professional social workers 
even though they learn very similar things and they take and pass the license exam. If 
monks want to become professional social workers, they have to disrobe as monks cannot 
work for money and cannot work as a job. “Social work is a profession,” says Western-
rooted professional social work. It is a category of occupations. The first Major 
Group of occupations is “Professional, technical and related workers,” according to 
the International Standard Classification of Occupations (ISCO). 
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Social Work to All 
Tatsuru Akimoto 

  Don't lock up social work in a small cage. Liberate it. Release it from the cage. Our interest, 
or the interest of social work, is to work to alleviate and eradicate difficulties and problems in 
the lives of people on this earth. From the 200 countries and regions globally, there are only 
about a dozen countries that have enough Western-rooted professional social workers. Even 
an Australian social work leader told us on a very official occasion that the number of social 
workers was not enough at all even in Australia. Then which countries have enough social 
workers? Could you mention some names of countries which are able to serve the most part 
of their population who have some difficulties and problems in their lives? Certainly, 
Western-rooted professional social work is welcomed, and is necessary, but it could never 
serve all 7.5 billion people in this world. We cannot wait 100 or 200 years. On one hand, now 
we have the people who have social work needs here, and on the other hand there are other 
people who are interested in serving them in the field of “social work.” As social workers, 
we cannot close our eyes. We have to accept and/or even devise various approaches to 
and models of social work, which could serve the broader constituency, not just Western-
rooted professional social work.   

  But the WPSW people would say, “yours is not social work.” Even still, it is interesting work. 
Not in a country but in some countries—Vietnam, Sri Lanka, and Thailand—when we 
interviewed high-ranking monks, they said that they could never accept Western-rooted 
professional social work. For example, in Thailand, there are two Buddhist Universities. A 
Buddhist university started a social work curriculum within its official program. The head of 
the program is a monk, and almost all of the courses are of typical Western-rooted 
professional social work. But they said that they could not become professional social workers 
even though they learn very similar things and they take and pass the license exam. If 
monks want to become professional social workers, they have to disrobe as monks cannot 
work for money and cannot work as a job. “Social work is a profession,” says Western-
rooted professional social work. It is a category of occupations. The first Major 
Group of occupations is “Professional, technical and related workers,” according to 
the International Standard Classification of Occupations (ISCO). 

  We are university men and women. We are interested in social work and we would like 
to deliver social work to 7.5 billion people. We are now in the reality which I described 
above. So, what should we do? Shall we simply continue promoting Western-rooted 
professional social work as we have done till today, or shall we turn our attention to 
working for “social work”? It is an intentional challenge, and a lot of you may feel 
uncomfortable. But this is our contribution to the future of social work based on our past 
research and experience. We are not talking only about Buddhist social work. We have also 
started researching Islamic social work. Our interest is in not only religious social work, 
but also NGO social work, or other possible kinds of social work beyond Western-rooted 
professional work. 
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Interview Session: Thailand ① 

 

Sopa Onopas 
 
 
 
 

 

During the Buddhist Social Work Session with professor Tatsuru Akimoto, I answered the 
following question: “As the secretary-general of the Thailand Association of Social Workers, 
you have contributed to the development of the social work profession for a long time. During 
the 1st Forum or at the Hanoi Expert Meeting a few years ago, you were one of those who 
promoted model B as a combination based on the Western-rooted professional social work 
enriched by Buddhist elements. However, after years of our joint research, you found yourself 
in the group supporting model C. Could you tell us what led you to model C?” 

Thank you very much to professor Tatsuru Akimoto and professor Gohori Josef. It was a 
challenging question that made me review the definition of Buddhist social work. I recognized 
that my thinking and beliefs had changed, as follows: 

At the beginning of the research project, I promoted model B due to my background in social 
work education and my work experience as a social work lecturer at Hua Chiew Chalermprakiet 
University. My last position was secretary-general of the Social Work Professions Council. 
These experiences shaped my belief that social work comes from the Western-rooted charitable 
concept and later developed a professional, standardized, and international body of social work 
knowledge. Therefore, I ignored the Buddhism concept of social work with a long history of 
more than 2500 years. Although, by that time, social work education was established in 
Thailand for nearly 70 years, under the leadership of a well-known, sophisticated monk named 
Phra Thepwethi (Prayut Payutto). “Social work,” in Thai, is derived from Pali. It means “the 
effort to create relationships and connections within a society and support that society. 
Yet when considering it more deeply, the term also depicts the Dhamma significance of 
“songkhro” or “sangkaha,” which means in Pali, to collect, to put things together or unite. 
Religiously, it implies a cohesion of mind by way of Dhamma, and secularly, unity or social 
integration. Therefore, in this case, the term social work does not refer to an offering of 
service or material goods, but the creation of absolute spiritual unity within a given 
society.” I rarely use this Buddhist social work definition. I used to apply more Western 
definitions in my classes. 

Moreover, the Thailand Association of Social Workers and social work organization 
networks included me in their mission to define the word “social work” for shared global 
application, a unified viewpoint. However, even when scoping a definition for each region and 
country, we were still basing the meaning on the original Western-root concept while 
incorporating more local wisdom, as follows: “Social work profession promotes and 
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supports social development and social change through the capacity building of individual, 
family, group, organization, and community in their environments. Social workers’ 
integrated body of knowledge of arts and sciences, together with wisdom, social resources 
management, empowerment, and advocacy skills in their practice processes, in – 
physically, mentally, socially, intellectually – protection, prevention, treatment, and 
rehabilitation the clients they serve. In commitment to the framework of professional 
ethics, social workers hold the professional values of human rights, social justice, human 
value, and dignity, social well-being, and social partnership.” (Japan College of Social 
Work, November 4, 2010.) 

Originally, I held the view that monks and temples were the informal resources of social 
workers. When social workers could not find government resources, we referred our users to 
temples or to monks who helped underprivileged people, such as hospice for late-stage AIDS 
patients, or cancer victims, homes for children or the elderly, occupational training centers, 
rehabilitation centers for elderly, etc. Then, in the early stages of participating in the research 
exchange with research teams, I found myself integrating Buddhist concepts to professional 
social work, such as social workers applied meditation or mindful activities for special needs 
children and patients with trauma. Temples with social work activities are resources to refer 
clients when government agencies are not available. 

The turning point that made me support model C was when I realized that the results from 
each country’s research were that monks do social work activities in the community according 
to the teachings of the Buddha, not the orders of the Sangha or the abbot or anyone. Furthermore, 
there is a small number of social work practitioners in Thailand, but there are about 6 million 
poor people. How is that a good quality of life? Are only those who work to help the 
disadvantaged are social workers? There are about 3,000 licensed social workers in Thailand, 
not enough to assist the disadvantaged group. 

The research shows that monks have already helped the people in the community, and they 
help with the physical, mental, social, and spiritual aspects. Physical aspects include hospices 
for terminal patients; mental aspects include people needing consultation to deal with the 
problems they face in life, and monks usually guide them with Dharma. Social aspects entails 
that because the temple is a center of the community, people can meet and share the experience 
within the temple area or during the Buddhist festival. The spiritual aspect refers to how 
individuals seek and express meaning and purpose and how they experience their 
connectedness to the moment, to self, to others, to nature, and the significant or sacred. During 
the Covid-19 situation, monks conducted home visits to the village and provided necessities. 
The villagers said they felt connected to Buddha or heaven. It is hard for a social worker to do 
these four aspects of work and help those in need, but one monk can. 

Moreover, some monks work with villagers to protect the environment, such as forests and 
rivers. There are more than 200,000 monks and 40,000 temples scattered in communities across 
the country. If we are open and study deeply Buddhist social work, we may find a new way 
more clearly to help the disadvantaged have a better quality of life. 
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Interview Session : Thailand ② 
Mahamakut Buddhist University “Buddhist Social Work” 

 
 

Ven. Phramaha Surakrai Congboonwasana 
 
 
 
QUESTION 

There is a long tradition of “development monks” supporting 
and assisting individuals, families, and communities in Thailand. 
This class is the Buddhist social work education program at the 
Mahamakut Buddhist University. What is the difference between 
Buddhist social work and “development monks? 
 

ANSWER 
To understand the difference between “Buddhist social work” and “the development monk,” 

we need to recognize that the Thai word for “social work” is derived from the word “Sangaha” 
in the Pali language, which means to collect, compile, put together, consolidate, or gather for 
social solidarity. As far as “consolidation,” the word “Sangaha” means the consolidation of 
mental and material quality. Regarding mental, it is the consolidation of the mind or 
consciousness. By contrast, the consolidation of material quality means to have people gather, 
solder together, not split up, not leave someone behind but live together peacefully. 
 

Buddhist-based social work means to console people. On the other hand, the Western concept 
of social work in Thailand means to give or share material things with poor people. Therefore, 
the word “social work” only means to give, not to solder together, as the root of the word. 
Therefore, the social activists try to use another term instead of “social work,” which seems to 
be substantially narrow. 
 

The word “development,” which means the exuberance or improvement, has been applied 
broadly to mean and reflect a change or productivity. Therefore, Thai monks who do social 
works are called “ development monks.” 
 

Buddhist monk roles and duties are based on the law of the order of Buddhist monks in 1962 
(revised in 1992) stemming from the role within the order of Buddhist monks itself. Its effect 
spread widely to communities and throughout the society, namely the ruling of the order of the 
Buddhist monks, religious studies, propagation of religion, educational welfare, public 
assistance, and public welfare. In this way, Buddhism helps the society by giving people 
materials without breaking the rules of Buddhist monks. The Buddhist monk order can prepare 
and hold a workshop in the temple to provide jobs for local people related to environmental 
conservation, hospital construction, medical equipment purchasing, helping socially vulnerable 
people, etc. 
   “Buddhist social work” and “development monk” mean the same in terms of public welfare. 
Buddhist monks never call themselves “the development monk” or “the Buddhist social worker;” 
however, they understand their role as monks who follow and act upon the Buddha’s teachings. 
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   For the Bachelor of Social Work at Mahamakut Buddhist University, the “Buddhist social 
worker” is the preferred terminology because there are many meaningful aspects of social work 
(e.g., improving an old situation (e.g., the body, mind, society, and wisdom). It includes social 
work, which consoles the mind and solders people together to bind the society, not separate it.              

Therefore, the meaning of social work goes beyond giving people something, not offering 
services or money, but to consolidate the society. Social work assists the humankind so that it 
can rely on itself. It is relevant to Buddhist teachings where the lord Buddha had already settled 
the principles of social work, and we can apply them to yield the best result. 
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Features and Essence of Buddhist Social Work 

 

H.M.D.R. Herath 

 

 

Buddhist social work, by definition is unique and eternal. Its principles are exemplify ever-
lasting truth and reducing suffering in small creatures to large human societies. Universal 
suffering is not specific to one type of society, such as primitive, peasant, feudal, capitalist, 
socialist, or any other form. All human beings and animals experience suffering. Born as 
animals, our duty in this life is to do meritorious activities (social work) and reduce causes 
connected to suffering. However, Western social work promotes the reduction of suffering 
temporarily among select social groups or categorical societies of people. This paper compares 
and clarifies the difference between Buddhist and Western social work. 
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Western-rooted vs. Buddhist Social Work Approach to Psychotherapy 
 
 

Huong Nguyen 
 
 
 
 
 

 
This report is a response to a research initiative of the Asian Research Institute for 

International Social Work at Shukutoku University, Japan. The purpose thereof is to shed light 
on what Buddhist social work can do that Western-rooted social work cannot. In particular, the 
report analyzes the difference between Buddhist social work and Western social work in their 
provision of psychotherapy/counseling services to individuals who suffer mental health 
problems. Data were collected from in-depth interviews and ethnographic field notes during the 
previous 10 years, including more than three years during which I stayed in Buddhist temples 
in Vietnam and Thailand full-time and employed myself as a case study. Data suggest that 
Buddhist psychotherapy and Western-rooted social work practice differ fundamentally in their 
approach to therapists, help-seekers, and the therapeutic process. Most notably, Western 
psychotherapy applies therapeutic techniques to help clients either change negative thoughts, 
emotions, behaviors, and undesirable states of mind to positive ones or relate to these mental 
phenomena in a non-judgmental manner. On the contrary, Buddhist psychotherapy believes that 
all thoughts, emotions, and mental states, including positive ones, are impermanent, only 
appearing and disappearing with no intrinsic substance and an inherent self. Thus, any efforts 
to change or relate to them as real structures only leads to suffering. Accordingly, Buddhist 
psychotherapy disregards the entire mind system that Western psychotherapy examines and 
refers to it as the deluded mind that conceals one’s original free-of-suffering mind. As such, 
while Western social work practice in psychotherapy enters the disordered mind to fix it, 
Buddhist social work helps people to wake up from it. From the Buddhist perspective, while 
psychotherapy practice of Western social work may be equated to delving into a client’s 
nightmares to change the events and stories of the nightmares, Buddhist social work simply 
wakes people up, thus ending all their nightmares. The Buddhist approach to psychotherapy 
can potentially transform how we treat mental health problems by being more non-
pharmaceutical, holistic, and complete. 
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Interview Session: Japan 
Disaster Relief Activities of Buddhist Temples and Monks 

 
 

Yusuke Fujimori 
 

 
 
 
 
QUESTION 1 

After the earthquake and tsunami in March 2011, Buddhists and Buddhist temples played 
a significant role in the disaster-affected areas in Northeastern Japan. Can you share some 
examples with us? 
 
ANSWER 
   ARIISW surveyed activities of Buddhist churches, organizations, and temples, Buddhist 
nongovernmental organizations, and Buddhist-based activities. Buddhist organizations 
collected 55 billion Japanese Yen (USD 52M), which is the same amount as that collected by 
the Ashikaga Ikueikai, the social welfare organization with a long history of supporting traffic 
accident victims in Japan. 
 

Temples served as shelters for those who lost their homes during the disaster. Moreover, 
56% percent of the temples were not designated as official shelters; however, ready or not, 
they accepted people who lost their homes and needed shelter. An average temple held 93.8 
people for 152 days, thereby meaning (on average) that approximately 100 people stayed in 
the temple for three months. In the beginning, no food or outside material support was 
available, but temples still provided support and shelter to people. 
 

The third notable point is regarding the activities of Buddhist organizations in 
earthquake/tsunami-affected areas. Since the beginning, Buddhist organizations have 
provided emergency support, including food and shelter. In subsequent phases, they provided 
mental health care and community-building. Now, after 10 years, numerous Buddhist 
organizations continue their activities despite Covid-19 restrictions. 
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QUESTION 2 
Social welfare agencies, local government, and other organizations were also very active 

in disaster-affected areas. Could you tell us something about the characteristic of Buddhist 
monks and temples? Is there anything that monks can do that social workers cannot? 
 
ANSWER 

We made another survey of local agencies and administration that accepted volunteers and 
coordinated activities in volunteer centers. Therefore, in Iwate, Miyagi, and Fukushima 
prefectures, they evaluated activities provided by Buddhist organizations very positively. 
Further, 67% of the local administration and agencies answered that they would cooperate 
with Buddhist organizations in the future. This news came as a surprise in Japan, where the 
church and state are strictly separated. 
 

Buddhist monks provided mental health support. As a social worker, it was difficult to 
access people who needed support. However, Buddhist monks were effective in providing 
mental health support and reducing stress when listening to and sharing with people who lost 
their families. When you say you are a monk, most people open their hearts. 
 

Numerous social work scholars and social welfare agencies said “Buddhist monks play 
the same role as social workers.” However, monks do not regard themselves as social workers 
or recognize their activities as social work. According to them, “We have done what, as a 
Buddhist, we should have done.” It may be a relevant point when discussing Buddhist social 
work in the future. 
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Interview Session: Bhutan 

 

Lungten Wangdi 

 
 
 
 
 
QUESTION 1  
 

However, it doesn't mean that there were no social work activities before this date. Could 
you share with us some examples of the indigenous social work practices in Bhutan? 
 
ANSWER 
 

Social work is a part of the culture, and the culture spreads through the inherent instincts of 
people and their environment. Social work among the locals has helped the Bhutanese people 
survive for centuries and is considered old age wisdom. 
No nursing house: Caring for the elderly is considered a guided blessing in Buddhist philosophy. 
No district in Bhutan has a senior community to house the elderly. Caring for the elderly is an 
individual moral responsibility as the Bhutanese live by the wisdom of cause and effect. From 
the western perspective, a nursing home for the elderly is rare. The monastery in far-flung areas 
serves as a retreat for the elderly where they go with personal choice. The Bhutanese have 
nuclear families, where the elderly are respectfully looked after by the young; however, some 
elderly people prefer being away from their nuclear family. 
Old parents: My parents prefer to be independent, retreating for a peaceful and serene life. They 
stay on their own, cooking, living, washing, and collecting firewood, and attending to the 
monastic chores of others and not themselves. I have a middle-class family with a good income, 
and I could well-afford a decent living. However, I have so far not been able to see them; they 
survive and thrive in the best of health and live in harmony. I have not sent anything but they 
live decently and help anybody without the condition. 
COVID days: In fact, it is a mystery how the elderly in that part have lived a healthy and happy 
life untouched by viruses or any other diseases. Without expecting anything in return, the 
village people and the nearby town send alms to my old parents. My elderly parents, living in 
a part of the mountains, had more rations and stock than I did to sustain myself for a year. 
Similarly, in my part of the town, I have an inherent responsibility to look after the people near 
me, although I do not know how to help strangers. 
In Bhutan, no certification is needed to do social work. Every individual is a social worker 
cultured by the environment. 
The practice of and the principles of Buddhism support social work so that even if you cannot 
afford to contribute but have a positive mind, it accumulates as the same blessing. There is a 
Buddhist prayer in Bhutan that posits: One accumulates the merit of social work if you are 
gratified by someone in service of social work. 
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QUESTION 2 
 
 The social work practices you described seem to be deeply rooted in the Bhutanese culture 

and based on different principles and methods than the Western-rooted profession. Do you 
think the latter one may work in the Bhutanese context? 
 
ANSWER 
 

The Bhutanese people are facing the challenges in preserving the culture of native and 
indigenous social work. The principles and philosophies of Buddhism that reside in the elderly 
are generally recited as prayers: 
 

 
Gratify and value someone helping others. 

 

One should avoid the ill feeling of that person’s virtuous deed 
 

 

Instead, from the depth of the heart, be enthused. 

 

Together we accumulate the merit even for gratifying one’s good conduct. 
 

As the western perspective creeps into social work, there is a touch of neoliberal economy. 
There is a price tag on any social work activity, and social work remains in papers. 
The Bhutanese people think of social work, deeply rooted in Buddhist practices, as a moral 
economy where spirituality is defined by consciousness and conscience. Social work as a moral 
economy is simple, substantive, and sustainable. The whole approach to social work in Bhutan 
needs to reconfigure from the perspective of moral standards. 
The modern form of social work is from the west, considered as karmic fruits in action itself, 
originated and nurtured, guided by economic decisions and activities. An updated form of 
social work infuses the attitude of human rights and generates neoliberal thinking, devoid of 
necessity and subsistence living. It reinforces the right to live and enjoy wealth and pursuit of 
happiness as the ultimate goal. 
The social worker in Bhutan needs morality for social work activities, guided by a wholesome 
and skillful state of mind. It must be an integral part of our social work. Bhutan need to build 
its foundation of social with nativity – indigenous and organic – and not on credentials, 
certifications, and diplomas. 
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Principles for Thinking, Being, and Doing Decoloniality in Social Work 

 

 

Shahana Rasool 

 

 

 

In this paper, I articulate seven principles,  that emerged in a participatory action research process 
to work towards decoloniality in the social work programme with staff and students at the University of 
Johannesburg. Through the student led #Rhodesmustfall and #Feesmustfall movements in South Africa, 
students asserted the need for changes and decolonization of various aspects of university systems 
including what gets taught and how it gets taught.  The reproduction of Colonial and Western imperialist 
knowledges in education was a key aspect of student protests, besides the call for access to education.  
As a result of the student movements, many academics pushed for further curriculum and educational 
reform to offset the power dynamics inherent in higher education.  To this end, a team of social work 
academics at the University of Johannesburg (UJ) decided to embark on a process that would move 
towards decoloniality in social work specifically.  This paper unpacks the seven principles that emerged 
from this process, and which will be utilized to embed decoloniality as a way of thinking, being, doing 
in the entire undergraduate social work and community development programs at UJ. The seven 
principles that will be discussed in this paper include:- Power and oppression; foregrounding structural 
issues; Intersectionality- Race, class and gender; Africa as the Centre/ recognition of indigenous 
knowledges; Ubuntu; power dynamics; Critical conscientization and Voice. . These seven themes were 
identified through this process as critical principles that all staff would infuse in their courses to embed 
decoloniality throughout the social work curriculum at UJ.  In addition, two other principles will be 
discussed that have emerged from work that my colleague Linda Smith and I have been doing post this 
process, that is imagination and re-thinking your worldview-disrupting coloniality.  The former emerged 
from our reading of the work of African feminist scholars and the latter is an alternative theme for those 
located in other parts of the world, where centering Africa may not make sense. Hence, the principles 
are not static but ever evolving and contextual.  Different institutions or individuals may select themes 
according to their appropriateness for context and/or module. 
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Decolonizing Social Work in Africa 
 

Wilkins Ndege Muhingi 
 

 
 
 
 
 

Imperialism is still the root cause of numerous problems in Africa. It seems to be the fate of 
Africa to always have its future determined around conference tables in the metropolises of the 
western world. In Berlin, its submergence from self-governing societies into colonies was a 
forgone conclusion. In London, Paris, Brussels, and Lisbon, its more recent transformation into 
neocolonies along the same borders, was negotiated around the same tables. There is a growing 
movement to decolonize the university curriculum from its students and administrations and to 
create a range of reading lists. However, to support this requirement, there is a minimal 
theoretical or empirical study of the authorship of the existing lists of readings. Previous studies 
have developed and applied a method for auditing the authorship on reading lists, history, 
science, and social science, in a research-intensive British university. Little is known regarding 
Social Work as a discipline. This rapid-review paper uses secondary data sources, particularly 
search engines, and makes recommendations from the research. 
 
Key words: Decolonizing, social work, Africa 
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Community Empowerment: An Example of Using a 
Decolonized/Indigenized Approach 

 
Yasmin Jessie Turton 

 
 
 
   This presentation demonstrates the use of integrative mind-body-spirit practices as 
experienced by a group of caregivers from a poor, working-class community on the 
outskirts of Johannesburg, South Africa. The social work profession in South Africa 
has been influenced by Western models of practice that do not necessarily respond to 
the needs of many communities. In response to these communities, we provide a 
holistic and integrative approach. This presentation reflects on the integrative mind-
body-spirit practices and contributions to social work interventions with communities. 
The findings demonstrate that integrative mind-body-spirit practices provide 
participants with the tools for self-healing and wellness that are self-nurturing beyond 
basic survival. These practices provide them with tools and techniques to enhance 
their day-to-day lives. By introducing integrative mind-body-spirit practice, social 
workers can have or use an additional set of tools and techniques that go beyond 
talking alone. 
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If It Takes a Village to Raise a Child, What Should the Village 
Know? Indigenous Realities of Privacy and Confidentiality in 

Child Welfare. 
 

Augusta Y Olaore 
 

 
 
 
   “It takes a village...” is a well-worn proverb to describe the collective responsibility and 
care of children in indigenous communities (villages), which has long been seen as the ideal. 
However, in practical terms, social workers in traditional settings are faced with multiple 
nonrelative caregivers who are a part of the child’s support system, needing information that 
may otherwise classify as private and confidential. This situation creates dilemmas and 
sometimes ethical tensions for social work practitioners. Is the concept of confidentiality and 
privacy culturally aligned with indigenous care, particularly in African settings, or is it an 
imposition of an individualistic Western mindset? This presentation highlights conflicting 
areas between Western concepts of confidentiality and privacy and the realities of indigenous 
care of Nigerian children. 
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Indigenous Social Work Education and Practice in North America 
 
 Mindfulness, Neurodecolonization, Spirits in our Genes, the Great Inner Circle 

of Life, and the Science of Traditional Indigenous Contemplative Practices 
 

 
 

Michael Yellow Bird 
 

In this presentation, Dr. Yellow Bird discusses his work in neurodecolonization and its 
importance to Indigenous social work practice. In this lecture, findings from neuroscientific, 
genetic, movement, circadian, and microbiome research as well as how mindfulness and 
traditional Indigenous contemplative approaches can be implemented to address the pernicious 
consequences of colonization are shared. Dr. Yellow Bird discusses how culture, traumatic 
colonization experiences, and perceptions shape our brain’s plasticity, affect our DNA, our 
microbiome, the expression of our genes, change brain waves, and shape specialized brain cells 
such as mirror neurons, and alter our neurotransmitters and modulators. He details how specific 
traditional practices of Indigenous peoples can be decolonized and healed. 
 
References: 
Yellow Bird, M. (2013). Neurodecolonization: Using Mindfulness Practices to Delete the 

Neural Networks of Colonialism. In For Indigenous Minds Only: A Decolonization 
Handbook, edited by Waziyatawin and Yellow Bird. Santa Fe, NM: School for 
Advanced Research Press. 

 
Clarke, K., and Yellow Bird, M. (2021). Decolonizing Pathways Towards Integrative Healing 

in Social Work. New York, NY: Routledge. 
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Developing Indigenous-centered Social Work Education in Colonized Spaces 
 

 
Nicole Ives 

 
This presentation is divided into three sections, thus providing a foundation for discussion 

on the development of an Inuit-centered Bachelor of Social Work program delivered in Nunavik 
by McGill University School of Social Work. As an introduction, Dr. Ives locates herself in this 
work. In the first section, the Truth & Reconciliation Commission (TRC) of Canada is described 
and the implications of the TRC’s Calls to Action for social work education are explored. Three 
of the TRC’s Calls to Action (2015) focus on Indigenous child welfare, education, and 
reconciliation. These calls are discussed by employing the example of the creation of 
Indigenous Access McGill in 2007, a concrete effort to re-center social work’s negative legacy 
in Indigenous communities: recruitment and retention of students from Indigenous 
communities, curriculum development, and supporting Indigenous students. In the second 
section, a sample of current decolonizing and indigenizing strategies in academia and the roles 
of allies in these spaces and processes are presented. Discussions include reflections on the 
consequences of failing to question social work practice’s “transportability across cultures and 
languages or its relevance to the contexts in which is it being transplanted” (Gray & 
Hetherington, 2013, p. 27). In the third section, the development process of an Inuit-centered 
Bachelor of Social Work program within McGill’s School of Social Work, a colonized space, 
is examined. Challenges to this process are presented, analogous to the smallest Russian 
matryoshka dolls, collaboratively working their way from the center to the outside. 

 
References: 
Gray, M., & Hetherington, T. (2013). Indigenization, Indigenous social work and 

decolonization: Mapping the theoretical terrain. In M. Gray., J. Coates, M. Yellow 
Bird, and T. Hetherington (Eds.), Decolonising social work (pp. 25-41). London: 
Ashgate. 

Truth and Reconciliation Commission of Canada. (2015). Truth and Reconciliation 
Commission of Canada: Calls to Action. Available at: 
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Culturally and Ethically Appropriate Use of Buddhist Derived Mindfulness 
Practices in Professional Social Work 

 
 
 
 
 

 
 
 
           Edward Canda 

 
This presentation provides guidelines for the adaptation and use of Buddhist derived 

mindfulness practices in social work and other professional therapeutic settings, based on an 
integration of Buddhist principles, professional ethics, and learning from Indigenous 
perspectives on appropriate sharing across traditions. Mindfulness derived therapeutic practices, 
including DBT, ACT, and MBSR have become widely used in North American social work, 
health, and mental health settings during the past 10 years. Although these practices are derived 
from Buddhist traditions and meditative practices, they are often applied without offering any 
explanation of their origins or original purposes. Commonly, they are integrated with Western 
cognitive therapy approaches that are designed to reduce symptoms of anxiety, depression, and 
other forms of mental distress and illness. Dr. Canda discusses how this purpose can be 
congruent with the Buddhist tradition’s emphasis on employing skillful means (upaya) to help 
alleviate the suffering of all beings, based on compassion (karuna). He also cautions that 
separation from Buddhist traditions, moral precepts (sila), and purposes of transcending 
attachments, aversions, and egoistic delusions may lead to the risk that therapeutic applications 
could distort the original intentions and not convey proper respect and acknowledgment of 
Buddhist origins. This is akin to the problematic misappropriation of Indigenous/First Nations 
spiritual practices that have occurred in professional social work and to which many Indigenous 
scholars and activists in North America, especially since the 1980s and 1990s, have objected. 
In response to this concern, Dr. Canda presents guidelines for appropriate cross-traditional 
sharing of spiritually based helping practices, which Dr. Canda expanded on from prior 
collaboration with Dr. Yellow Bird. 
 
References: 
Canda, E. R., & Yellow Bird, M. J. (1996). Cross-tradition borrowing of spiritual practices in 

social work settings. Society for Spirituality and Social Work Newsletter, 3(1), 1,7. 

Available in Collected Publications of the Society for Spirituality and Social Work 1990-
2005.  https://kuscholarworks.ku.edu/handle/1808/31630. 

Canda, E. R., Furman, L. D., Canda, H. (2020). Spiritual diversity in social work practice: The 
heart of helping, third edition. New York: Oxford University Press. 

Canda, E. R., & Warren, S. (2013). Mindfulness. In C. Franklin et al. (Eds.), Encyclopedia of 
social work (e-reference edition). NY: Oxford University Press. Retrieved 
from http://socialwork.oxfordre.com/ 
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Reflections on the Oceania Session on Indigenization of 

Social Work  

 
David McNabb  

 
The development of an indigenous knowledge and practice base for social work education, 

which includes the process involved in decolonization from Western hegemony, in Aotearoa, 
New Zealand has followed various paths in an effort to achieve a more equitable partnership 
between indigenous Māori and others. 

The program at Te Wānanga o Raukawa, an indigenous Māori tertiary educational 
institution run by a distinct tribal group, is based on Māori knowledge and practice. Its goal is 
to realize Māori wellbeing. 

Another program at Te Wānanga o Aotearoa, which is also an indigenous Māori tertiary 
educational institution although it operates across Aotearoa, combines Māori and Western 
knowledge and practice. This ensures it is bicultural, thus making certain graduates can 
practice in Māori and non-Māori settings. 

The Pacific region comprises many different groups that all have their own indigenous 
knowledge. Moana (Pacific-Indigenous) social work education and research are conducted 
across the region as well as in Aotearoa. 

The majority of social work programs in Aotearoa have originated from a Western tradition 
and are located in public institutions. All the programs are being changed from promoting 
knowledge and practices that characterize colonization to those that represent a more 
equitable balance of Māori and non-Māori traditions and arise from Moana, Western, and 
other diverse sources. 
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1. Māori Social Work Degree Embedded in Māori Values 

 
Alma Winiata-Kenny 

Te Wānanga o Raukawa is a Māori tertiary educational institution. We offer an 
undergraduate degree in social work, which focuses on realizing Māori wellbeing. The 
expression kaupapa tuku iho, which means values inherited by Māori ancestors, is 
fundamental to our institution. The degree covers a range of values that we believe are 
imperative to realize Māori wellbeing, which can be described as a Māori state of 
being characterized by the abundant expression of kaupapa tuku iho. To illustrate 
what this means in practice, graduates’ stories are shared. 
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2. We Stand Here to Make a Difference 

 
Jodie Owen  

This presentation is informed by the vision of the founder of Te Wānanga o 
Aotearoa (TWoA), Dr Rongo Wetere. This vision is the seed of the philosophy that is 
woven throughout the framework of the first social work education program at TWoA. 
Ngā Poutoko Whakarara Oranga Bachelor of Bicultural Social Work is underpinned 
by mātauranga Māori (knowledge) and tikanga (protocols/integrity). This 
presentation forms part of our journey. 
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3. Moana Social Work: Making Waves in Epistemic Borderlands 

 

 
 

Tracie Mafile'o  

  In this presentation, there is an overview and critical discussion of Moana (Pacific-
Indigenous) social work education and research. Selected examples illustrate the 
challenges and potential of intersecting knowledge systems in Moana social work. 
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4. Social Work Education Partnerships Between Māori and Non-
Māori in Mainstream Institutions 

David McNabb 

Globally, indigenous social work educators have pursued decolonization and the 
development of decolonizing practices as part of the indigenous peoples’ rights 
movement, which are based on social work principles of self-determination and social 
justice. One may ask how Aotearoa social work educators have demonstrated their 
commitment to a treaty-based partnership approach and ensuring decolonizing 
practices are put into operation. 

My recent doctoral research with social work educators revealed that although all 
programs were committed to adopting a decolonizing approach, they struggled in 
various ways to operationalize this commitment and maintain momentum. Based on 
the findings, a treaty-based teaching and learning framework was developed to support 
decolonizing practices as well as the indigenization of social work education in 
Aotearoa. 

 

 

Final Comment 

David McNabb 

Social work education has been strongly influenced by indigenous leaders to indigenize 
programs in Oceania. Non-indigenous colleagues have taken up the challenge to be partners 
in an effort to realize this goal. The future is exciting as all social work educators work toward 
a time in which both indigenous and Western knowledge will be prioritized. 
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Living Spirituality and How It Is Used in Social Work Practice in Indonesia 
 

 
Toton Witono 

 
 

Spirituality has been defined variously in relation to the search for meaning, life purpose, 
values, inner experiences, transcendence, connectedness with others and God. From an 
Indonesian perspective, this term is well known as ruhani or ruhaniah (Arabic term) as opposed 
to something physical. This term is used interchangeably with religion and religiosity. In the 
context of social service, in particular, the term spiritual or spirituality is understood in relation 
to the following concepts: mental, piety, morals, vertical relationship with God, and inner 
aspects of humanity. In brief, spirituality cannot be defined. Rather, it is lived in praxis and 
daily life. Living spiritually is not clearly expressed in social work practice, especially in 
interactions between practitioners and elderly clients. Both have different components or 
features of spirituality. The extent to which living spirituality is implemented in practice is 
dependent on practitioners’ ability to understand clients’ spirituality and their own as well as 
their initiative to articulate such. In general, spirituality is not an issue and also not taught in 
school or during training. Therefore, it is not surprising if social workers or welfare practitioners 
are unfamiliar with this dimension and scarcely employ forms of spirituality-based assessment 
and intervention developed by Western scholars or modified versions thereof. Their living 
spirituality, which they may source from either religious or non-religious beliefs, teachings, and 
traditions, may illuminate their practices. Unfortunately, such practices have yet to be explored. 
Therefore, this is a considerable challenge for scholars and researchers. 
 
Keywords: Living spirituality, ruhaniah, social work, practitioners, the elderly 
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Indigenizing Spirituality toward Healing and Recovery of 
Human Rights Survivors: Through the Lens of the Social Work Helping Process 
 

 
 

Jowima Ang-Reyes 
 

 
The Philippines War on Drugs, which was launched in June 2016 and pronounced it would 

eradicate rampant illegal drug use and trade by the end of that year, realized this achievement 
within six months. Reports on various media platforms indicated the escalating number of 
deaths and thus, surviving immediate families and relatives of the alleged drug users and 
pushers were left to deal with the consequences. In this study, the stories of the respondents 
who has either witnessed the death of their loved ones or learned about the circumstances which 
led to their death were explored. Despite the trauma, their grieving, coping, and recovery were 
guided by their strong belief and spirituality. This had an impact on their healing process and 
was evident through the restoration of their social functioning, renewed self-care routine, 
strengthened family and social relationships, and service to the larger community. It was 
especially evident in how they regained their social functioning, which was reflected in their 
efforts to re-engage in family maintenance as well as economic and social endeavors. Their 
involvement in support groups, participation in its human rights advocacies, and psycho-social-
spiritual support activities led to their recovery process. 
 

The experiences of family survivors engaged in the pathway of recovery were examined in 
relation to how their spirituality affected their meaning-making during their grieving, coping, 
and recovery. The internal and external sources of their strengths were influenced by the 
concept of Rights Based Perspectives infused in the ecological framework. It is equally 
important that how the surviving family members experienced and drew meaning from it led to 
the pursuit of their unique concept of justice. Furthermore, the role of spirituality that facilitated 
their coping and helped them manage the challenges they encountered allowed them to re-
emerge and regain their social functioning. 
 
Keywords: Spirituality, human rights, recovery, grief, strengths based 
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Comment 
 
 
 

 
 
 
 

 
Zulkarnain A. Hatta 

 
The element of religion and spirituality have been a part and parcel of humankind since time immemorial. 

Humans are composed of a physical body, mind, and soul, housed by the heart (conscience). Regrettably, 
little attention has been given to religion and spirituality within the social work curriculum worldwide, and 
many still view religion and spirituality reticently. However, as observed by several scholars interested in 
this topic, without understanding the religious and spiritual needs and the issues accompanied, social 
workers will not be able to serve people with any significance. In this context, it is essential to explore 
religion and spirituality in social work curriculum and practice. By including religion and spirituality in the 
repertoire of social work, knowledge can only enhance professional development. 

The integration of religious and spiritual knowledge with current practice theories of social work would 
serve societies better. While religion primarily deals with extrinsicality, spirituality deals with the intrinsic. 
While there are many differences in religious dogma and practices, the intrinsic nature of religion holds 
some unique values. Among the most commonly accepted values are community, interdependence, self-
control, complementary gender roles, and implicit communication that protect others’ opinions and 
identities. On the other hand, Eurocentric values relate to individualism and self-actualization. As a result 
of this diversity, a practice modality that may be a good fit for one client may not be suitable for another. 

Intellectually, it was contended that much of Western knowledge dealing with the psychic may be 
irrelevant or inapplicable to understanding and solving indigenous problems in non-Western countries. 
Hence, new conceptual frameworks and methodologies that root in spiritualties of various religions should 
develop instead. As far as the present needs of modern man, it is essential to analyze context and meaning, 
considering the cloud of illusion which surrounds the modern man and makes the clear discernment of 
his/her environment and living space, both exterior and interior. Nasr (1975) asserted that the permanent 
nature of humanity, having been forgotten, the needs of human beings are reduced to the sphere of 
accidental changes that affect only the outer crust. When people speak of human needs today, they mostly 
mean the human confined to the rim and cut off from the Center, the human who is only accidentally human 
and essentially an animal, the human who no longer pays attention to the spirit within. 

Another area that needs attention is cultural competencies, where assumptions between West and East 
differ. Cross-cultural social work principles need consideration if social work is to be practiced trans-
culturally and trans-nationally with people having heterogeneous religious beliefs across the globe (Al-
Krenawi & Graham, 2000; Graham, Bradshaw & Trew, 2009). Thus, it becomes imperative to include 
knowledge from various religions into the curricula of social work education, especially in increasingly 
cosmopolitan societies. 
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Buddhist Social Work that started in Sri Lanka, Vietnam, Thailand, and Japan have taken Gautama 
Buddha’s teachings as the core of their social work philosophy. In the United States and the United 
Kingdom, religion is making inroads into the curriculum. Likewise, in several Muslim countries, 
conversations have started for Muslims to embrace the philosophy of the Quran and the guidance of Prophet 
Muhammad to be the core of the social work curriculum. 

The main aim of the social work profession is to promote well-being and quality of life. In helping 
alleviate human miseries that manifest in various types, social work as a profession fulfills its duty to 
improve human and social conditions. Although treating the person through counseling and 
psychotherapeutic intervention may enhance their coping and adaptive capacities, it does not necessarily 
resolve the complex social problems that bear on the individual’s situation. Apart from material and health-
related problems, problems that most social workers face from individuals are psychological. Psychological 
despair, problems, and disturbances are the phenomenon of the modern individual. Without oversimplifying 
the causes, the reasons may be due to the tormented and depressed state of the soul, as agreed upon by the 
spiritualities of major religions. 

Most social work programs curriculum offers courses in counseling, human behavior, and individual and 
family practice. Social work still refers and relies on modern psychology and psychoanalysis. The influence 
of Western psychology and psychoanalysis, combined with an atheistic and nihilistic point of view seems 
to be a significant recourse for the troubled modern individual. In conservative societies like many Asian 
countries, those options are not exhaustive. There are alternatives rooted in spirituality. 

It is, therefore, timely that this publication deals with the topic of spirituality. Spirituality is an alternative 
to the progressive and evolutionary theories of the past few centuries in the West (originating from the 
secularist). It is this inner individual whom tradition seeks to liberate from the imprisonment of the ego and 
suffocating influence of the purely externalized and forgetful aspect of the human. It is traditional 
knowledge that possesses the means for humanity’s liberation, and not the pseudo-religions and 
psychotherapies so prevalent today, which saw the resurgence of the needs of the inner individual, try to 
entice those with a less discerning eye using parodies of the teachings of the sacred traditions. The inner 
being continues to abide within all humans. It makes its demand upon humankind no matter how far he/she 
seeks to escape from the Creator, and no matter what means he/she uses to obliterate the traces of the inner 
being upon what he/she calls “oneself.” Notwithstanding, there are positives in some of the Western inputs. 
However, Western social work is not the panacea to address the problems of many societies. Spiritualties 
of various religions and local springs have to be incorporated in the sphere of social work. 
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Round-up Session / Closing Ceremony 



Concluding Remarks (Closing Session) 
Toward a Social Work Commonly Applicable for All in the World  

 

Tatsuru Akimoto 

 

We learned so much from each other. The challenges and the joyous moments of the 
past twenty-four hours are, regretfully, coming to an end. 
We began our opening session with the following words: “Thank you, but no thank you 
for the globalization of Western-rooted social work. Please do not force yours on us.” 
In the past two days, we confirmed that: 

1. None of the teams seemed to be comfortable with the globalization of Western-rooted 
social work. 

2. All of the teams referred to the word, “indigenous”, as a core concept or element in 
their endeavors. 

3. There were, however, different two approaches among the teams: One began with 
Western-rooted social work and the other with “indigenous social work.”  

With which do we begin? One begins with Western-rooted social work and then takes 
the colonialist elements away or adds in indigenous elements. It is a “modification” or 
“indigenization” approach. The other begins with indigenous social work, becoming 
conscious of, understanding, and constructing their indigenous “social works” of the 
respective districts, and embraces and subsumes them into the formation of a social work 
concept. Western-rooted social work is only one of them. African decolonization and 
Oceanian indigenization discourse seemed to belong to the former and Asian spirituality 
and ARIISW Buddhist social work discourse to the latter. I may be wrong. North 
American lecturers may differ depending on the person. The ARIISW has been calling 
the former approach “Model B” and the latter, “Model C”. The gap between the two seems 
to be deep. Will the two groups separate, cooperate, or confront (and aufheben) each 
other? Western-rooted social work is so dominant and powerful that the efforts of only 
one team or group will not enough to lead social work in the appropriate direction. 

Anyway, those of us here, a varied group of social work academics and university men 
and women, will continue pursuing a social work that will be commonly applicable for 
all the 7.7 billion of 200 countries and regions in the whole world, not only̬ the Western 
world. 
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The Fifth International Academic Forum 
Round-Up Session 

 

 
 

Josef Gohori 
 

  Culture 
  In our discussions on decolonization, Buddhist social work, indigenization, and spirituality, 
we've heard terms such as cultural background, indigenous culture, culturally relevant, cultural 
competence, and cultural humility, etc. Culture is a term often used in social work and seems 
to be a crucial point when focusing on topics such as indigenization or decolonization. However, 
sometimes “culture” is misunderstood. Sometimes we hear “I have a culture.” or “I have no 
culture.” Both expressions refer to culture as something you can own. But culture is not a thing. 
Thus, it doesn't make much sense if you have it or not. Culture is a continuing process, the same 
as language, shared for centuries and being shared right now at this moment. Culture is about 
sharing when interacting is very important. 

Therefore, it’s very dangerous to say the words heard from a representative of a social work 
international organization: “(Name of the country) culture should be changed because it does 
not meet principles of social work.” Some former dictators tried to change culture forcibly. I 
am sure this is not the way social work should go. During the two-day forum, we shared culture 
as a significant process, a critical component of our identity, not a dependent variable of social 
work. 
 

  Social Work 
  Social work is a term composed of “social” and “work.” It’s not only a “society.” It is not just “work.” 
Is there only one society in the world? Do we have the same social structure all around the world? Is the 
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concept of individual or family the same wherever you go? Are communication and behavior patterns 
the same at all places on the globe? If your answer is “No!,” then it would be hard to say that there is 
only one social worker for the whole world. 
  The value system has been shaping the way society is constructed and recognized by its members. 
The Buddhist value system allows people in Vietnam or Sri Lanka to recognize mangroves, forests, or 
animals as a members of society. As a subject of social work, indeed. You may argue that as a social 
worker, using the environmentalist approach, you can respect the clients' specific culture and his or her 
social network. But what do you do if dead souls or ancestors are also recognized as members of the 
society and as members of one's network, as seen in Japan and many Asian regions (Gohori, 2016, 2017). 
  This factor may bring us to the debate on universalism and relativism. We should be aware of Hofstede 
and others who prove that in many cases and many various areas (not only in social work) we often tend 
to use systems, theories, and methods developed in a different environment, societies, or cultural 
background which are not compatible with the subject (Hofstede, 2001). 
 

  Indigenous Context 
When discussing the global context, words such as “global” or “think globally, act locally” are being 

used. The “global” concept originates in the business strategies of companies that are expanding 
overseas, helping so-called global products to be acceptable all around the world. Is social work a global 
product we need to adjust to fit the indigenous context? My answer is NO. Social work is an indigenous 
product we should share in a global context. 
  Sometimes, we are majorities, and we find ourselves among a minority. Some of us were colonized 
100 years ago, others, 1000 years ago. Some regions invaded and some occupied. But we still have a 
continuous cultural identity, the indigenous identity. Once we accept it, we recognize the need to focus 
on indigenous social work. We can admit that social work has been shaped and shared in the indigenous 
context. 
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Closing Message 
 

Masatoshi Hasegawa 
 

On behalf of the Asian Research Institute for International Social Work, Shukutoku 
University, I would like to deliver a message to close the 5th International Academic Forum. 

Due to the Covid-19 pandemic, the international social work conference scheduled for June 
2020 in Rimini, Italia, was canceled. It was a challenge for all of us, trying to find a way to 
share and connect. 

It’s impossible to meet physically. However, it is also an advantage, allowing us to share 
online. As a result, the ARIISW proposed a unique online 24-hour-relay international forum, 
using its research and personal network with colleagues all over the world. 

The subtitle of this forum was “Social Work Academics: Resisting the Globalization of 
Western-rooted Social Work,” focusing on Decolonization, Indigenization, Religion, and 
Spirituality, and Buddhist social work. The forum was composed of 5 sessions. How did you 
like it? 

It’s essential to share and discuss the session outcomes and to extract topics and issues for 
further activities. I look forward to hearing more in the future. While the world faces threats 
from the invisible virus, researchers and scholars from different backgrounds and countries 
came together, at least online, to re-think social work. It might be a good opportunity for 
Japanese social work, where the interest in international social work is not necessarily high, to 
grasp the world trends. It is a significant step for the international social work field in Japan, 
prepared and guided by the ARIISW. 

I express my sincere appreciation to all organizations and individuals who have contributed 
to this forum, namely JASWE, APASWE, IASSW, AASWA, and the University of 
Johannesburg. I thank Prof. Akimoto and the ARIISW staff for their efforts and enthusiasm. 

I am sincerely praying for the end of the Covid-19 spread. 

Stay safe and healthy. 

Thank you all again for attending the forum. 

Thank you very much. 
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まえがき 

 
この報告書は、第 5 回淑徳大学国際学術フォーラムの内容をまとめたものであります。 

2021 年 2 月 18 日-19 日に港区にある日本ソーシャルワーク教育学校連盟において第５回国
際学術フォーラム「ソーシャルワークのグローバリゼーションに世界のソーシャルワーク
研究者は抗う：脱植⺠地化・⼟着化・スピリチュアリティ・仏教ソーシャルワーク」を開催
しました。５回目となるこの国際学術フォーラムはコロナ禍で国内外の移動が厳しい状況
が続く中、新しい試みとして２４時間オンライン・リレーセッションとしました。このフォ
ーラムには３９カ国、３５０人以上の事前登録があり、リアルタイム接続の参加者は延べ４
２６人という最大規模のオンライン開催となりました。日本ソーシャルワーク教育学校連
盟（ソ教連）のご協力により、東京都港区の同連盟研修室をメインに、本研究所セッション
「仏教ソーシャルワーク」を東京から、そして、南アフリカから「脱植⺠地化」、カナダ、
アメリカから「インディジナス・ソーシャルワーク」、ニュージーランドから「⼟着化（イ
ンディジナイゼーション）」、マレーシア、フィリピンとインドネシアから「スピリチュアリ
ティ」の各セッションはそれぞれの地域から発信、２４時間かけて世界中をリアルタイムで
つなげました。このユニークな試みは各コーディネイターの努力と貢献により、上記の国々
以外にも、ドイツ、イギリス、インド、スリランカ、バングラデシュ、フィジー、オースト
ラリア等世界中の国々の視聴者を集めました。登壇者、発言者たちはそれぞれのキーワード
に沿って各国のソーシャルワーク、ソーシャルワーク教育の抱える課題を提起し、世界中で
進んでいる「ソーシャルワークそのもののグローバリゼーション」に対し警鐘を鳴らしまし
た。節目となる第５回目の国際フォーラムは「コロナ禍」を逆手にとって大成功に終わりま
した。 
 
当報告書は、上記の国際学術フォーラムの流れに沿って構成されており、各セッション及
び各発表の内容を反映しています。なお、フォーラムの詳細は
https://www.ariisw.com/forum2021 をご参照いただければと思います。 
 
また、フォーラムの成果を国内外の方々と共有できるよう、英語と日本語を合わせた一冊と
して編集し 2 部構成にいたしました。 
 

編集者 
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ニコル・アイブス（Nicole Ives, Ph.D.） 
マギル大学ソーシャルワーク学部 准教授 ソーシャルワーク学士課程主任 
（カナダ） 

 
専門職ソーシャルワークにおける仏教由来のマインドフルネスの実践 

～文化的・倫理的に適切な活用について～…………………………………………………… 
 

エドワード・カンダ（Edward Canda, Ph.D.） 
 

 

第４部 オセアニア（太平洋地域）セッション「ソーシャルワーク教育の土着化」 

座長：デヴィッド・マクナブ （David McNabb, Ph.D.）       

ユニテック、オークランド 上級講師  

国際ソーシャルワーク学校連盟（IASSW）理事（ニュージーランド代表） 

（アオテアロア ニュージーランド） 
 
ソーシャルワークの「インディジナイゼーション（土着化）」に関する考察  

オセアニア（太平洋地域）から…………………………………………………………………… 
 

デイヴィッド・マクナブ（David McNabb, Ph.D.） 

 
マオリの価値観を組み込んだソーシャルワーク学位……………………………… 
 

アルマ・ウィニアタ・ケニー（Alma Winiata-Kenny）            
テ・ワーナンガ・オ・ラオカワ センター教員 

（アオテアロア ニュージーランド） 
 

私たちは変革するために立ち上がる ……………………………………… 
 

ジョディー・オーウェン（Jodie Owen）                 
テ・ワーナンガ・オ・アオテアロアのコーディネーター（国家プログラムのソー

シャルサービス管理者）（アオテアロア ニュージーランド） 
 

モアナのソーシャルワーク 境界線の認識の高まり…………………………………………… 
 

トレイシー・マフィレオ（Tracie Mafile'o, Ph.D.） 

パーマストンノース マッセー大学太平洋部門の副学部長  

ソーシャルワーク学部 准教授 オセアニアのソーシャルワーク地域資源センタ

ー（SWRROC）調整役 アジア太平洋ソーシャルワーク教育連盟（APASWE）招聘委員

（アオテアロア ニュージーランド） 

 

主要機関におけるマオリと非マオリとのソーシャルワーク教育の協力体制…………………… 
 

デイヴィッド・マクナブ (David McNabb, Ph.D.) 
 

結語……………………………………………………………………………… 
デイヴィッド・マクナブ（David McNabb, Ph.D.） 
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第５部  アジア太平洋ソーシャルワーク教育連盟（APASWE）セッション 

「スピリチュアリティ」 

座長：ズルカルナイン・A・ハッタ（Zulkarnain A. Hatta, DSW） 

アジア太平洋ソーシャルワーク教育連盟（APASWE）会長 

リンカーン大学カレッジ 教授 

（マレーシア） 

 

インドネシアのソーシャルワーク実践におけるスピリチュアリティの顕現……………………… 
 

トトン・ウィトノ（Toton Witono） 
インドネシア共和国 社会省 社会福祉指導者 大学講師 

 

遺族の治癒と人権回復へ向けた「インディジナス（土着の）」スピリチュアリティ  

ソーシャルワークの支援プロセスのレンズを通して…………………………………… 
 

ジョヴィマ・アンレイエス （Jowima Ang-Reyes, RSW, Ph.D.） 
フィリピン国立大学ディリマン校 ソーシャルワーク学部 
リハビリテーション・ソーシャルワーカー 

 
コメント…………………………………………………………………………………… 
 

 ズルカルナイン・A・ハッタ（Zulkarnain A. Hatta、DSW） 

 

 

ラウンドアップ・セッション 
 

座長：松尾加奈 

 

結 語  世界で共有しうるソーシャルワークをめざして…………………………… 
 

秋元 樹 

ラウンドアップセッション・コメント………………………………………………… 
 

郷堀ヨゼフ   

閉会のことば……………………………………………………………………………………… 
 

長谷川 匡俊  

学校法人大乗淑徳学園 理事長              

アジア国際社会福祉研究所（ARIISW）最高顧問 

  124

  125

  126

  130

  131

  134

　 74 　



本フォーラムのねらい（開会式） 

 

ソーシャルワーク研究者は 

西洋生まれのソーシャルワークのグローバリゼーションに抗する： 

 

脱植民地化、インディジナイゼーション、スピリチュアリティ、仏教ソーシャルワーク 

 

秋元 樹 (ARIISW) 

 

 

西洋生まれのソーシャルワークのグローバリゼーションは勘弁していただきたい。どうか皆

様のものを私たちに押しつけないでください。 

西洋生まれのソーシャルワークへの異議申し立ての声が世界のいろいろなところから、いろ

いろな異なる角度から聞こえてきています。 

この２４時間リレーフォーラムでは私たちは多くの研究者の声を聞きます。アフリカの研究

者は「脱植民地化」のセッションを持ちます。彼/彼女たちが長い間議論してきたものです。 

オセアニアの研究者は「インディジナイゼーション」のトピックを議論します。彼/彼女の

ソーシャルワーク理論、実践の中核をなすであろうものです。アジア太平洋ソーシャルワー

ク教育連盟(APASWE)会長のズルカルナイン・A・ハッタのセッションは彼が重視する「スピ

リチュアリティ」について話し合います。西洋生まれのソーシャルワークに欠けているもの

です。最後にアジアの研究者が「仏教ソーシャルワーク」の紹介をします。彼/彼女たちが

この１０年近くにわたって真摯に探求してきたものです。ソーシャルワーク界では初めての

ものです。北米からの研究者はこれら各分野内の１，２の要素をクロスさせそれぞれの関心

テーマを論じます。 

西洋生まれのソーシャルワークは大変な成果を上げてきています。しかし、西洋生まれソー

シャルワークが唯一のソーシャルワークであるというわけではありません。ある人々はあた

かもソーシャルワークという語と"西洋生まれのソーシャルワーク"が同義であるかのごとく

考え振る舞っています。しかし、現実、事実は、全世界にはいろいろな他のソーシャルワー

クがあるということです。  

西洋の人々だけでなく、全世界 200 の国と地域の 77 億の人々が種々の同じような生活/人生

上の困難と問題を抱えています。西洋生まれのソーシャルワークはそれらの人々を助けるこ

とはできません。それらの問題を解決することはできません。なぜなら、第一に、西洋の文

化と他の国々のそれとは異なり、また産業化のレベルその他の政治的、経済的、社会的条件

もまた異なるからです。西洋生まれのソーシャルワークがその上によってたっているものと

他の国々のそれは異なります。第二に、そもそも西洋生まれのソーシャルワークはそこには

ないのです、世界の過半数の部分には、単なる事実として、全く存在しないのです、あるい

は存在したとしてもお印の域を出ない程度なのです。 
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しかし、心配する必要はありません。それぞれの社会はそれ自身の「ソーシャルワーク」を

持っています、たとえそれらを実際にはソーシャルワークとは呼んではいないとしてもです。

そうでなければその社会は決して存続することはないでしょう。ベトナム、スリランカ、タ

イ、ブータンの友人たちが今これを確認するための実証調査を行っています―西洋生まれの

専門職ソーシャルワーカーがいない村で人々の「ソーシャルワーク」ニーズは誰かによって

常に満たされているにちがいない。 

ソーシャルワークの概念はヨーロッパで生まれ北米で育ち、今第三段階に入りつつありソー

シャルワークは全世界のものとなろうとしています。西洋生まれのソーシャルワーク の

人々は彼/彼女たちのソーシャルワークを世界中に広め普及させようと望んでいます。しか

し、それは単なる西洋生まれのソーシャルワークのグローバリゼーションにすぎません。ま

た再度ソーシャルワークの歴史の中で、植民地主義、帝国主義、覇権主義の声が響き渡るこ

とでしょう。第三段階において全世界に互いに受け入れられうるソーシャルワークは、世界

の各地におけるすべてのインディジナス*ソーシャルワークを包摂し包括することによって

のみ到達することが出来るものでしょう。西洋生まれのソーシャルワークをグローバライズ

することによって出来るものではありません。西洋生まれのソーシャルワークはいくつかの

あるいは多くのソーシャルワークのうちの一つなのです。 

ソーシャルワークを次の発展段階に導くことがこの 24 時間リレーフォーラムのねらうとこ

ろです。 

各地域別セッションはそれぞれ独立して組織され、運営され、それぞれの関心とテーマを議

論します。しかし、その終わりには他地域のチームと共有する何らかの共通的な関心と特徴

を見いだすことになるかもしれません。 

 

 

*「各社会に根ざした」；国連の定義より広い意味で使われている。 
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ARIISW セッションのねらい 

仏教ソーシャルワーク 

秋 元 樹 (ARIISW) 

2021 年 2 月 19 日 

 

このセッションのねらいは仏教ソーシャルワークを、仏教ソーシャルワークとは何かを知る

機会をこれまで持ってこなかったであろう主流西洋生まれの専門職ソーシャルワークの人々

に紹介することである―それがいかに面白いか、いかに重要であるかを。セッションは次の

4 部構成となる。 

1. 仏教ソーシャルワークの最低限の基本的情報を提供する基調報告。小史と今日の到達点

とソーシャルワーク全体の発展への貢献。 

2. 仏教ソーシャルワークの特色と西洋生まれの専門職ソーシャルワークとの違いについて

のレクチャ。 

3. 現在の仏教ソーシャルワーク探求の努力に関わってきた 5人の研究者のインタビュー。 

4. 参加者間の議論。主催者は西洋生まれの専門職ソーシャルワーク側からの真摯なフィー

ドバックと批判を期待する。 
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仏教ソーシャルワーク―誕生と今日までの成果― 

そしてソーシャルワーク発展への貢献 

(最低限の情報の提供) 

秋 元 樹 (ARIISW) 

 

本報告の目的は仏教ソーシャルワークの最低限の基本情報をこの分野の研究、実践にあまり接し

たことのないであろう西洋生まれの専門職ソーシャルワークの同僚たちに提供することである。

小史のリビューを通して仏教ソーシャルワークの概略を述べ、付としてこの努力のソーシャルワ

ーク一般の前進への貢献に言及する。 

仏教ソーシャルワークのこれまでの成果を主流ソーシャルワークにぶつけその批判を期待する。

自らの前進のために自らをテストする知的チャレンジでもある。  

 

<仏教ソーシャルワークの紹介＞ 

過去 10年弱、ひとグループの大学教授、仏教僧侶、NGOリーダーが仏教ソーシャルワークの探求

を続けてきた。その誕生から今日までの小史について報告がなされる。数多くの国際調査研究が

行われ、フォーラム、ワークショップ、専門家会議等の諸会議が繰り返され、それらについての

報告書、論文、書籍が発行され、e-mail を通しての無数の考え・意見の交換がなされてきた。 

この過程で私たちが成し遂げたいくつかのことは次の諸点である：（1）播かれた種が芽を出した

こと、（2）アジアの仏教主要国全 12 カ国における仏教「ソーシャルワーク」の現状の一端を概

観したこと、（3）これら国々の研究者間にアジア仏教ソーシャルワーク研究ネットワークを組織

したこと、（4）ABCモデルを構築したこと、（5）「仏教ソーシャルワーク」の作業定義を作成した

こと、（6）仏教ソーシャルワークの将来の発展のために作業定義後の次にとられるべきステップ

を指し示したこと 。わずかながらそのステップを踏み出したこと。 

ABC モデル（上記（4））とは「仏教ソーシャルワーク」という述語の意味あるいは定義に関する

ものである。その述語は 3 つの異なる使い方がなされていると整理した。モデル A では、「仏教

ソーシャルワーク」は単に仏教徒によってなされる西洋生まれの専門職ソーシャルワークを意味

する。モデル B では、「仏教ソーシャルワーク」は仏教の要素（価値、理論/知識、技法）を投入

することによって修正、インディジナイズされた 西洋生まれの専門職ソーシャルワークである。

モデル C における「仏教ソーシャルワーク」はこれらとは異なる。それは「本来の」あるいは

「固有の」(indigenous) 仏教ソーシャルワークである。それは西洋生まれの専門職ソーシャル

ワークを土台として始めない。仏教そのものを土台として始める。 

作業定義（上記（5））にはいくつもの特徴がある。たとえば、仏教ソーシャルワークは(a) 究極

目的をすべての生きとし生けるもののウェルビーイングに置く、 (b)人間の心の内面にも目をや

る、(c) 西洋の個人主義、自己実現を頂点に置くニーズ理論をよってたつべき根底におかない、 

(d)ケア、他者への配慮･思いやり、愛を秘めた優しさ、互いの支え合い、共助、相互依存と自立、

人間関係の気づきと結びつき＊等を基本的原理としておく。もちろん (e)その基盤には仏教の見
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方、哲学、教えがある。 

 作業定義作成後（上記（6））、仏教ソーシャルワークは今は3つの方向に動きつつある： (1) そ

の作業定義と仏教ソーシャルワークの基本的理解を仏教理論・教え、実証調査、史的検討、実践

の 4点からテストし精緻化する；(2) カリキュラムデザイン、教育、政策・制度策定、実践のた

めに今までの成果を各国、各社会の現実諸条件（コンテクスト）の中に置く；(3) 各国、各社会

が仏教ソーシャルワーク探求の独自の旅を歩み始めることを期待する。  

いずれにしろ、仏教ソーシャルワークが小さな種から大きな成木に育つまでには何百年もかかる

ものと思われる。 

 

＜ソーシャルワークそのものの発展への貢献＞ 

この仏教ソーシャルワーク研究には付録がある。それはヨーロッパに根を持ち、北米で成熟し、

今その第三段階に向かい全世界的なものになろうとしているソーシャルワークのその発展の総体

に対する貢献である。西洋生まれの専門職ソーシャルワークの外
ほか

に仏教ソーシャルワークを打ち

立てることは「ソーシャルワーク＝西洋生まれの専門職ソーシャルワーク」の等式の拒否を意味

する。 

全世界のソーシャルワークは西洋生まれの専門職ソーシャルワークの拡散、普及すなわちグロー

バリゼーションだけでは決して成就しない。そのインディジナイゼーションによっても成就しな

い。それは世界のすべての地の「インディジナス」ソーシャルワークの理解とそれらのソーシャ

ルワーク概念への包摂によってのみ実現可能のものである。モデル B、モデル C および仏教ソー

シャルワーク全体の議論はソーシャルワークそのものの発展への貢献をなすであろう。 

 

 
＊ 原文（英文）は “care and compassion, loving kindness and mutual 

help, interdependency and self-reliance, and the building and bonding 
of human relations”である。ここでの日本語訳は必ずしも日本の仏教 

界の定訳、訳語に従ってはいない。 
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1 
 

参考資料 1 

仏教ソーシャルワーク研究の小史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IA/IF 国際定義の改訂→APASWE 定義改訂プロジェクトの組織化
APASWE 日越「仏教のソーシャルワークへの貢献」3年調査

「機能代替調査」（仏教＝WPSWの機能代替→WPSW＝仏教の機能代替）［Model Cの芽生え］
「仏教のソーシャルワーク活動」5か国調査→淑徳大学50周年記念フォーラム

→PBR※→5か国調査を12か国に拡大、成果の国別シリーズ出版プロジェクト
ABC モデル

BSW 作業定義（ハノイ専門家会議） 
定義の次の歩む道（LK ワークショップ）

仏教ソーシャルワーク研究ネットワーク（千葉フォーラム）

仏教ソーシャルワーク

ソーシャルワーク

WPSW

「できるできない調査」
SW ニーズ・提供者調査

2019年12月フォーラム（ソ教連） 

モンゴル会議
ソマナンダ博士論文タイグループ研究会

LK, VN, US

上記5か国+LA, CB, BT, MN, CH, KR, TW

VN, LK, TH, MM, NP

Nguyen Hoi Loan VN, LK, TH, JPUSSH & Shukutoku U.

仏教ソーシャルワーク
2500年 SWといわず

西洋生まれの専門職ソーシャルワーク
100-150年

※Practice Based Research（実践に基づく調査研究）

CB, LK+3
Anuradha Wickramasinghe

仏教SW小史  
 

*Practice-Based Researcj  
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参考資料 2 

仏教ソーシャルワークとは何か 
秋元樹、藤森雄介、郷堀ヨゼフ、松尾加奈 

 
 

Akimoto, T. et al. “—Objection to Western-rooted professional social work—To make social 
work something truly of the world: Indigenization is not the answer”, in Gohori, J. (Ed.) 2020 
The Journey of Buddhist Social Work—Exploring the Potential of Buddhism in Asian Social 
Work,” ARIISW, pp.65-68. の日本語訳である。 
 
５．仏教ソーシャルワークの ABC モデル 

十年弱前、一グループの僧侶、大学教授、NGO リーダーが仏教ソーシャルワーク探求の旅
をはじめた。 
ベトナムの一学者が言った： 

「私たちの国では、ソーシャルワークは仏教に目をやらずして効果的に機能しないで
しょう。仏教の要素は仏教徒だけではなく非仏教徒、キリスト教徒、無神論者を含めあ
らゆる人々の生活のあらゆる側面にしみ込んでいます―価値、美意識、ものの感じ方や
考え方、道徳、振る舞い、慣習。仏教は 2000 年前にわが国に来、常に我々と一緒にあ
ります」。 

あるスリランカの人々は考えた。「現代のソーシャルワークを仏教僧侶に授けよう、そうす
れば、彼らは地域の人々にもっと良く、効果的に仕えることができるだろう」。彼らが話し
始めるやいなや、僧侶たちは言った。「⻄洋生まれの専門職ソーシャルワーク（以下 WPSW
という）は 150-200 年そのようなことをやってきた。しかし、私たちは 2500 年の間同じあ
るいは同じようなことをやりつづけて来た。私たちは“ソーシャルワーク“という言葉は使っ
てきませんでしたが」。 
[その探求の旅は真摯なものであったし、今もなお真摯につづけられている。参加者は共同
調査研究を行い、フォーラム、ワークショップその他いろいろな会議を開催してきた。アジ
ア仏教ソーシャルワーク研究ネットワークという名のネットワークがつくられ、アジアの
仏教徒が多数を占めるすべての国からのメンバーが加わっている。]1  
淑徳大学アジア国際社会福祉研究所(ARIISW)は旅を始めてまもなく、3 つの異なった仏教
ソーシャルワーク、“仏教ソーシャルワーク”という語の意味と用法を見出した。そして、そ
れらを ABC モデルと定型化した。 
                                                       
1 このパラグラフは Akimoto, t. “Not patchwork but fundamental rethink; Tree questions and a 
proposal.” In Matsuo, K. and Akimoto, T. (Eds). (2020). What the IASSW Expects from J の
Japanese Members and What Japanese Members Expect from IASSW, (Round-table discussion 
on the Future of the IASSW). Asian Research Instituter for International Social work (ARIISW), 
Shukutoku University. p.29.からの挿入、その日本語訳である。 
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ークを永久にもつことはないであろう。各社会はその中に「ソーシャルワーク」を持ったは
ずである。それがなければその社会は維持存続し得なかったはずである。第 3 に、我々は
我々自身のインディジナスソーシャルワークを WPSW と同じ地位に―WPSW の下にでは
なく―構築しなければ、我々は現在のソーシャルワークすなわち WPSW をその唯一無二の
絶対君主的地位から一つの相対的地位に引き下ろすことはできない。WPSW とインディジ
ナスソーシャルワークは対等の地位にある2。 
最後に、我々は B モデルを議論するときにすら、ソーシャルワークの C モデルを持つこと
がなければ B モデルにインディジナスな要素（価値、知識、スキル）として何を放り込む
べきかがわからない―少なくとも概念的には。今日インディジナスな特徴であるとあるい
は文化の違いであるとして使われている単語、述語、概念は日常生活上の常識的バッチワー
ク、思いつきの域を出ない傾きがあり、そして厳格なテスト、検証は受けてはいない。たと
えば．．．．「和」、「他者を敬う」、「見返りを期待することなく人を助ける」、「共生」等々は本
当に我々の社会のインディジナスな特徴であろうか。あるいは「モンスーン地域の米作文化」
「他人に迷惑をかけない」、利他主義、思いやり、謙虚／「慎み深い」は我々の社会に特有
な文化であろうか？我々は我々自身のインディジナスソーシャルワークがどんなものかを
総体的、包括的に知らなければならない。 
                                                       
2 仏教ソーシャルワーク／インディジナスソーシャルワークと WPSW の関係と位置を正し
く理解するために本文二つの図の中の B モデルと C モデルのあいだに B´モデルすなわち
適合化された／WPSW 化された仏教ソーシャルワークあるいはインディジナスソーシャル
ワークを挿入する。WPSW とインディジナスソーシャルワークの関係と位置をより公正、
明確に理解することが出来るだろう。前の二図は WPSW に偏っていた。 
 

 
 
 

ʼ

ʼ
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我々はインディジナスソーシャルワーク、その現在と将来の発展の理解に興味があるが、こ
こでは WPSW を強化するために、WPSW のインディジナイゼーション、それをどうイン
ディジナイズするか、IASSW／IFSW の世界定義の中の「インディジナス知識」の利用等に
は関心があるわけではない3。 
  

                                                       
3 IASSW/IFSW の世界定義は「ソーシャルワークの任務を下から支える(underpins social 
work engagements)基盤の一つとして」“インディジナスな知識（indigenous knowledges）”
には言及するが（定義注釈）ソーシャルワークのインディジナイゼーションには直接的に
は言及しない。 

4 
 

ークを永久にもつことはないであろう。各社会はその中に「ソーシャルワーク」を持ったは
ずである。それがなければその社会は維持存続し得なかったはずである。第 3 に、我々は
我々自身のインディジナスソーシャルワークを WPSW と同じ地位に―WPSW の下にでは
なく―構築しなければ、我々は現在のソーシャルワークすなわち WPSW をその唯一無二の
絶対君主的地位から一つの相対的地位に引き下ろすことはできない。WPSW とインディジ
ナスソーシャルワークは対等の地位にある2。 
最後に、我々は B モデルを議論するときにすら、ソーシャルワークの C モデルを持つこと
がなければ B モデルにインディジナスな要素（価値、知識、スキル）として何を放り込む
べきかがわからない―少なくとも概念的には。今日インディジナスな特徴であるとあるい
は文化の違いであるとして使われている単語、述語、概念は日常生活上の常識的バッチワー
ク、思いつきの域を出ない傾きがあり、そして厳格なテスト、検証は受けてはいない。たと
えば．．．．「和」、「他者を敬う」、「見返りを期待することなく人を助ける」、「共生」等々は本
当に我々の社会のインディジナスな特徴であろうか。あるいは「モンスーン地域の米作文化」
「他人に迷惑をかけない」、利他主義、思いやり、謙虚／「慎み深い」は我々の社会に特有
な文化であろうか？我々は我々自身のインディジナスソーシャルワークがどんなものかを
総体的、包括的に知らなければならない。 
                                                       
2 仏教ソーシャルワーク／インディジナスソーシャルワークと WPSW の関係と位置を正し
く理解するために本文二つの図の中の B モデルと C モデルのあいだに B´モデルすなわち
適合化された／WPSW 化された仏教ソーシャルワークあるいはインディジナスソーシャル
ワークを挿入する。WPSW とインディジナスソーシャルワークの関係と位置をより公正、
明確に理解することが出来るだろう。前の二図は WPSW に偏っていた。 
 

 
 
 

　 85 　



6 
 

参考資料 3 

仏教ソーシャルワークの作業定義と枠組み 
Akimoto, T. and Hattori, M. (Ed.) 2018. Working Definition and Current Curricula of Buddhist 
Social Work. Faculty of Sociology, VNU University of Social Sciences & Humanities, and 
ARIISW, Shukutoku University. pp.3 and 6.  
 
以下の作業定義と枠組みの公式の日本語訳は存在しない。ここでは読者の便宜のために直訳的
日本語訳を付すが、その語句、述語等は必ずしも日本の仏教界の定訳、訳語に従ったもので
はない。日本語訳文の一部および全部の転写、引用を禁ずる。 

 

The Working Definition of Buddhist Social Work 
 

Buddhist Social Work is human activities to help other people solve or alleviate life difficulties 
and problems based on the Buddha-nature. Buddhist Social Work always finds causes to work 
on in both the material, or social arena, as well as in the human, or inner arena, working on 
both arenas in tandem. Its fundamental principles include compassion, loving kindness and 
mutual help, and interdependency and self-reliance. The central value is the Five Precepts. 
The ultimate goal is to achieve the wellbeing of all sentient beings and peace. 
 
（仏教ソーシャルワークは他の人が人生･生活上の困難、問題を解決あるいは緩和するのを仏性に基づき
助ける人間の行為である。仏教ソーシャルワークはその原因を常に物質的･社会的側面と人間的･内面的側
面の双方に見、そしてその双方に働きかける。基本的原理には、ケア、他者への配慮･思いやり、愛を秘
めた優しさ、互いの支え合い、共助、相互依存と自立、人間関係の気づきと絆を含む。中核的価値は五戒
である。究極のゴールはすべての生きとし生けるもののウェルビーイングと平和を達成することであ
る。） 
 
 
 

The Working Framework of Buddhist Social Work 

 

① Ultimate goal：Achievement of the wellbeing of all sentient beings and peace and happiness 

② Immediate goal： Alleviation and solution of sufferings of human beings 

③ Its operationalization： Sufferings → Difficulties and problems in life 

④ Their concrete expression or the scope of service/help： Poverty, orphanage, disabilities, old 

age, diseases, HIV/AIDS, disasters, etc.; conflicts, civil wars and wars 
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⑤ Understanding of their causes：(a) Problems on the society side and (b) problems on the human 

side, e.g. greed and selfishness. [The cause of many social problems is capitalism and the 

human problems behind these.]  

⑥ Approach：To work for alleviating and solving the individual’s life problems and social 

problems.  To take actions both at the individual level and the society level. 

[Community/Social development is included.] 

⑦ Fundamental Principles ： Care and compassion, loving kindness, and mutual help, and 

interdependency and self-reliance, building and bonding of human relations, etc. 

⑧ Central values： Five precepts 

⑨ Subjects of practice (Actors)： Buddhist temples, monks/nuns, lay Buddhists, and the general 

people  [Buddha nature resides in all people.] 

⑩ Objects which the subjects work upon:  Human beings in the broad political, economic, social 

and cultural context, all sentient beings, and gods; human relations; institutions, organizations, 

and systems. 

⑪ Viewpoints lying at the foundation:  The Buddhist views, philosophies, and teachings 
 

 
（①究極のゴール：生きとし生けるもののウェルビーイングと平和、幸せを達成する 

② 直近のゴール： 人類の苦の緩和と解決 
③ その操作化： 苦 → 人生/生活の困難と問題 
④ その具体的表現あるいは実践/援助の範囲： 貧困、孤児、障がい、老齢、疾病、HIV/AIDS, 災害そ

の他；内戦、戦争 
⑤ 原因の理解： (a) 社会の側の問題と (b) 人間の側の問題、たとえば、貪欲、利己主義。 ［多くの

社会問題の原因は資本主義とこれらの背後にある人間の問題である。]  
⑥ アプローチ：個人の人生/生活問題を緩和し解決するために働く。個人レベルおよび社会レベルの両

方に働きかける。［コミュニティ/社会開発を含む］ 
⑦ 基本的原理：ケア、他者への配慮･思いやり、愛を秘めた優しさ、互いの支え合い、共助、相互依存

と自立、人間関係の気づきと絆等 
⑧ 中核的]価値： 五戒 

⑨ 実践の主体： 仏教寺院、僧侶/尼僧、信徒、一般人 ［すべての人の中には仏性がある］ 
⑩ 主体が働きかける対象:  広い政治的、経済的、社会的、文化的コンテキストの中の人間、すべての

生きとし生けるもの、神々；人間関係、制度、組織およびシステム 
⑪ 基礎にある見方:  仏教の考え方、哲学、教え） 
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参考資料 4 

ソーシャルワークへの貢献 

秋元樹、藤森雄介、郷堀ヨゼフ、松尾加奈 
 
 
Akimoto, T. et al. “—Objection to Western-rooted professional social work—To make social 
work something truly of the world: Indigenization is not the answer”, in Gohori, J. (Ed.) 2020 
The Journey of Buddhist Social Work—Exploring the Potential of Buddhism in Asian Social 
Work,” ARIISW, pp.66-68. の日本語訳である。 
 
 
６．仏教ソーシャルワークモデルからインディジナスソーシャルワークモデルへ 

ここで、仏教ソーシャルワークをインディジナスソーシャルワークと置き換え一般モデル
構築へ向かおう。ここではインディジナスソーシャルワークはインディジナスの人々の文
化、伝統、生活、社会に根ざしたソーシャルワークを意味する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
インディジナスな人々とはここでは国連および主流⻄洋ソーシャルワークの定義するそれ
ら人々―「地理的に定められた先祖から引き継ぐ土地に生活する(“live within geographically 
distinct ancestral territories)」 (IFSW; Commentary note of IASSW/IFSW 世界定義の注釈)
「土着の人々(native people)」 、たとえば、マオリ、イヌイット、日本の場合のアイヌ等―
とは少々異なる。我々はアジアの仏教の人々をここでいうインディジナスな人々として扱
い我々の仏教ソーシャルワークの ABC モデルの考え方をインディジナスソーシャルワーク
一般に当てはめた。我々の用法では本報告におけるインディジナスな人々は必ずしも⻄洋
植⺠地化および覇権と結びづけられていないし、また、必ずしも現在の国々の中の少数派と

適合化/インデ
ィジナイズ 

された WPSW

B 

インディジナス
の人々による
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して限定もされていない。（上記世界定義注釈参照）しかし昔からの4コミュニティ、社会、
（ある範囲の）地域あるいは国にはじまりを持たねばならない。「どのくらい“昔”まで」歴
史的にさかのぼらなければいけないかは厳密に定義はされない。仏教ソーシャルワーク、イ
スラムソーシャルワーク、ヒンズーソーシャルワーク、いくつもの非宗教的ソーシャルワー
ク、ブータンのソーシャルワーク、ベトナムのソーシャルワーク、タイのソーシャルワーク
等々が国連や IFSW の上記定義によるインディジナスソーシャルワークとともに含まれる。 
上記（上記６項）インディジナスソーシャルワークの ABC モデルは上記仏教ソーシャルワ
ークのそれ（参考資料 2）にパラレルに解読されて良い。A モデルはインディジナスな人々
によって行われる WPSW である。B モデルは放り込まれるインディジナスの要素によって
インディジナイズされた WPSW である。そして C モデルは、WPSW でではなく、インデ
ィジナスな人々の生活、文化、伝統ではじまる「生来の」インディジナスソーシャルワーク
である。それはインディジナイズドあるいは適合化された WPSW ではない。主流 WPSW
による賞賛をもった受容と厳しい拒絶も（参考資料 2 の 5（80 頁 12-16 行））における仏教
ソーシャルワークに対すると同じである。 
 
８．⻄洋生まれの専門職ソーシャルワーク（WPSW）の第 3 ステージではなく世界のソーシ
ャルワークの第 1 ステージ：WPSW への手紙―結論 

我々の当初の関心はソーシャルワークを真に世界のもの、全世界の共通の財産にすること
であった。（「本フォーラムのねらい（開会式）」参照） 
我々は仏教ソーシャルワークの旅をはじめたときに、我々はソーシャルワークをその発展
の「第 3 段階」に導くことを考えていた。ソーシャルワークはヨーロッパで生まれ（第 1 段
階）、北米で成熟し（第 2 段階）、今自らを非⻄洋部分へ拡げ、全世界を覆おうものとしよう
としている。我々は無意識のうちに WPSW であるいはソーシャルワーク＝WPSW の等式
ではじめていた。ABC モデルの定式化は我々を自分自身の文化、伝統、生活、社会ではじ
めるという新たな見方に導いた。 
第 3 段階の意味は「WPSW の布教、すなわち⻄洋生まれの専門職ソーシャルワークそのも
ののグローバリゼーション」から、「WPSW を唯一絶対のものから他のソーシャルワークと
対等の相対的なものへの置き換え」へと変わった。非 WPSW 側から見れば、それは「第 3
段階」ではなく“ソーシャルワーク”を真に世界のものとするための探索のための別の一つの
ソーシャルワーク、たとえば仏教ソーシャルワーク、インディジナスソーシャルワークの第
1 段階である。 
 
  

                                                       
4 時間のファクターを落とす「文脈の中におく」( contextualization)とは区別される。 .  
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参考資料 4 

ソーシャルワークへの貢献 

秋元樹、藤森雄介、郷堀ヨゼフ、松尾加奈 
 
 
Akimoto, T. et al. “—Objection to Western-rooted professional social work—To make social 
work something truly of the world: Indigenization is not the answer”, in Gohori, J. (Ed.) 2020 
The Journey of Buddhist Social Work—Exploring the Potential of Buddhism in Asian Social 
Work,” ARIISW, pp.66-68. の日本語訳である。 
 
 
６．仏教ソーシャルワークモデルからインディジナスソーシャルワークモデルへ 

ここで、仏教ソーシャルワークをインディジナスソーシャルワークと置き換え一般モデル
構築へ向かおう。ここではインディジナスソーシャルワークはインディジナスの人々の文
化、伝統、生活、社会に根ざしたソーシャルワークを意味する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
インディジナスな人々とはここでは国連および主流⻄洋ソーシャルワークの定義するそれ
ら人々―「地理的に定められた先祖から引き継ぐ土地に生活する(“live within geographically 
distinct ancestral territories)」 (IFSW; Commentary note of IASSW/IFSW 世界定義の注釈)
「土着の人々(native people)」 、たとえば、マオリ、イヌイット、日本の場合のアイヌ等―
とは少々異なる。我々はアジアの仏教の人々をここでいうインディジナスな人々として扱
い我々の仏教ソーシャルワークの ABC モデルの考え方をインディジナスソーシャルワーク
一般に当てはめた。我々の用法では本報告におけるインディジナスな人々は必ずしも⻄洋
植⺠地化および覇権と結びづけられていないし、また、必ずしも現在の国々の中の少数派と
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2019 年 12 月 21 日 
 
⻄洋生まれの専門職ソーシャルワーク殿 
 

我々はあなた方の今日までの努力と成し遂げられた成果に敬意を表するとともに、あな
た方のさらなる発展を楽しみにいたしております。 

しかし、どうか他の人々が行う他の「ソーシャルワーク」を切り捨てて、⻄洋生まれの専
門職ソーシャルワーク、専門職ソーシャルワーカーがなすことのみがソーシャルワークで
あると言い張ることはなさらないでください。あなた方はソーシャルワークを独占する資
格はありません。他のソーシャルワークもあり得るのです。 

この地球上には生活上の困難と問題を持つ膨大な数の人々がいます。 
ほとんどの国と地域、国内の地方や地域には、あなた方はおられないのです。あるいはあ

なた方のソーシャルワークは合わないのです。あなた方は⻄洋生まれの専門職ソーシャル
ワークでない人々を「インディジナイゼーション」の語を使ってなだめているようですが、
しかしインディジナイズされたソーシャルワークはやはり⻄洋生まれの専門職ソーシャル
ワークなのです。 
ソーシャルワークは誰がそれを行おうとソーシャルワークなのです。多様なインディジナ
スソーシャルワークに目をやり、信じ、頼りましょう。そうでなければ、世界で問題を抱え
る圧倒的多数の人々に、我々が愛するソーシャルワークを我々は届けることはできないの
です。 
ソーシャルワークは人々に仕えたいのです。我々はソーシャルワークを真に世界のものと
したいのです。ソーシャルワークを次の段階にともに導こうではありませんか。⻄洋生まれ
の専門職ソーシャルワークをグローバリゼーションするのではなく。 
 
連帯をもって 
 
淑徳大学アジア国際社会福祉研究所（ARIISW） 
所⻑・特任教授 秋元樹 MSW, DSW 
所⻑補佐 教授 藤森雄介 MSW 
上席研究員 研究所准教授 郷堀ヨゼフ Ph.D. 
主任研究員 研究所助教 松尾加奈 MSW 
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参考資料 5 

すべての人々のソーシャルワーク 

秋 元  樹 
 
 
Akimoto, t. “Not patchwork but fundamental rethink; Tree questions and a proposal.” In 
Matsuo, K. and Akimoto, T. (Eds). (2020). What the IASSW Expects from Japanese Members 
and What Japanese Members Expect from IASSW, (Round-table discussion on the Future of the 
IASSW). Asian Research Instituter for International Social work (ARIISW), Shukutoku 
University. pp.28-30.の日本語訳である。 
 
 
ソーシャルワークを小さなかごの中に閉じ込めないでください。かごから解き放ってやっ
てください。私たちの関心、ソーシャルワークの関心はこの地球上の日々の人生・生活上の
困難、問題を和らげあるいは解決するために尽くすことです。世界の 200 の国と地域のう
ちで十分な数の⻄洋生まれの専門職ソーシャルワーカーをもつ国などわずか 1 ダースやそ
こらでしかありません。オーストラリアのソーシャルワークのリーダーの一人は、きわめて
公の場で、オーストラリアでさえソーシャルワーカーの数は全く足りていないと私たちに
申しました。ではどの国が十分なソーシャルワーカーを持っているのでしょうか。人生･生
活上の困難、問題を抱えている人々ほとんどに仕えることが出来ている国の名前をいくつ
か挙げてください。⻄洋生まれの専門職ソーシャルワークはもちろん歓迎であり、必要です。
しかし、今世界の 75 億人のすべてに仕えることは決して出来ません。私たちは 100 年、200
年待つことは出来ません。一方にはソーシャルワークニーズを持っている人々が今、ここに
いるのです。他方にはそれらの人々に“ソーシャルワーク”分野で仕える用意のある人々がい
るのです。ソーシャルワーカーとして私たちは目を閉じていることは出来ません。私たちは
⻄洋生まれの専門職ソーシャルワークだけではなくいろいろなアプローチ受け入れ、ある
いは考え作り出さなければいけません。そうすればより広い対象人口に仕えることが出来
るでしょう。 
 
しかし、⻄洋生まれの専門職ソーシャルワークの人々はいいます、「あなた方のものはソー
シャルワークではない」と。そうだとしても、それはなお興味をそそるものです。一国では
なくいくつかの国―ベトナム、スリランカ、タイ―で、私たちが高僧をインタビューしまし
た。そのとき、彼らは言いました、決して⻄洋生まれの専門職ソーシャルワークを受け入れ
ることは出来ないと。一仏教大学は彼らの正式のプログラムの中で“ソーシャルワーク”のカ
リキュラムをはじめました。プログラムの⻑は僧侶です、そしてほとんどすべてのコースは
典型的な⻄洋生まれの専門職ソーシャルワークのものです。しかし、彼らはたとえほとんど
同じことを学び、免許試験を受け、そして合格しても専門職ソーシャルワーカーにはなれな
いと言いました。もし僧侶が専門職ソーシャルワーカーになりたいのであれば、彼らは僧衣
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2019 年 12 月 21 日 
 
⻄洋生まれの専門職ソーシャルワーク殿 
 

我々はあなた方の今日までの努力と成し遂げられた成果に敬意を表するとともに、あな
た方のさらなる発展を楽しみにいたしております。 

しかし、どうか他の人々が行う他の「ソーシャルワーク」を切り捨てて、⻄洋生まれの専
門職ソーシャルワーク、専門職ソーシャルワーカーがなすことのみがソーシャルワークで
あると言い張ることはなさらないでください。あなた方はソーシャルワークを独占する資
格はありません。他のソーシャルワークもあり得るのです。 

この地球上には生活上の困難と問題を持つ膨大な数の人々がいます。 
ほとんどの国と地域、国内の地方や地域には、あなた方はおられないのです。あるいはあ

なた方のソーシャルワークは合わないのです。あなた方は⻄洋生まれの専門職ソーシャル
ワークでない人々を「インディジナイゼーション」の語を使ってなだめているようですが、
しかしインディジナイズされたソーシャルワークはやはり⻄洋生まれの専門職ソーシャル
ワークなのです。 
ソーシャルワークは誰がそれを行おうとソーシャルワークなのです。多様なインディジナ
スソーシャルワークに目をやり、信じ、頼りましょう。そうでなければ、世界で問題を抱え
る圧倒的多数の人々に、我々が愛するソーシャルワークを我々は届けることはできないの
です。 
ソーシャルワークは人々に仕えたいのです。我々はソーシャルワークを真に世界のものと
したいのです。ソーシャルワークを次の段階にともに導こうではありませんか。⻄洋生まれ
の専門職ソーシャルワークをグローバリゼーションするのではなく。 
 
連帯をもって 
 
淑徳大学アジア国際社会福祉研究所（ARIISW） 
所⻑・特任教授 秋元樹 MSW, DSW 
所⻑補佐 教授 藤森雄介 MSW 
上席研究員 研究所准教授 郷堀ヨゼフ Ph.D. 
主任研究員 研究所助教 松尾加奈 MSW 
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を脱がなければなりません。なぜなら僧侶は金のために働く、仕事として働くことは出来な
いからです。「ソーシャルワークは専門職である」と⻄洋生まれの専門職ソーシャルワーク
は言います。それは職業の 1 分類です。国際標準職業分類表 (ISCO) によれば、第 1 の職
業大分類が「専門的、技術的、関連職業従事者」です。 
 
私たちは大学人です。私たちはソーシャルワークに関心があります。私たちはソーシャルワ
ークを 75 億人の人々にとどけたいのです。私たちは今私が上で述べたような現実の中にい
ます。であれば、私たちは何をすべきなのでしょう。私たちはただ単純に⻄洋生まれの専門
職ソーシャルワークを、私たちが今日までやってきたように拡げていくのでしょうか。ある
いは私たちの関心を“ソーシャルワーク”のために働くことに向けるのでしょうか。これは意
図的な挑戦です。皆さんの多くは心地よく思われないかもしれません。しかし、これは私た
ちの過去の調査研究と経験に基づいた“ソーシャルワーク”の将来に対する私たちの貢献な
のです。私たちは仏教“ソーシャルワーク”についてだけ語っているのではありません。私た
ちはイスラム“ソーシャルワーク”の調査もはじめています。私たちの関心は宗教“ソーシャ
ルワーク”だけにあるのではありません。⻄洋生まれの専門職ソーシャルワークを超えて、
NGO ソーシャルワークその他のあり得るであろうソーシャルワークにもあります。 
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インタビューセッション：タイ ① 

 

 

ソパ・オノパス (Sopa Onopas)  

 

 

 

本フォーラムのセッションにおいて、わたしは秋元樹教授より以下の質問をいただいた。 

「あなたは、タイソーシャルワーカー協会（Thailand Association of Social Workers)の事

務局長として、ソーシャルワーク専門職の発展に長い間寄与してきました。数年前の第 1 回

フォーラムや、ハノイ専門家会議において、西洋に起源を持つ専門的ソーシャルワークに基

づき、それを仏教の要素と組み合わせて豊かにするという B モデルの推進者の一人でした。

しかし、私たちの数年にわたる共同研究を経て、あなたは、C モデルを支持する一人となり

ました。何があなたを C モデルへと導いたのか、お聞かせいただけますか」 

これは答えがいのある質問であり、また仏教ソーシャルワークの定義を再検討する機会を

与えられたことに秋元教授、また郷堀ヨゼフ教授に深く感謝の意を述べたい。わたしは、自

らの思考と信念の変化を次のように見ている。 

研究プロジェクトの当初、わたしは B モデルを推進していた。このことは、これまでのソ

ーシャルワーク教育に関するわたしの背景と、フアチューチャラーンプラキエット(Hua 

Chiew Chalermprakiet)大学でソーシャルワークの講師を務めた経験によるものである。ま

た直近の立場がソーシャルワーク専門職協会の事務局長だったことにもよる。これらの背景

は、ソーシャルワークは西洋起源の慈善的な概念から始まり、その後標準化された専門職と

して発展し、それらはソーシャルワークに関する国際的な知識体系になった、というわたし

の信念を形作った。そのために、わたしは 2500 年を超えるほど長い歴史を持つ、仏教ソー

シャルワーク概念に関する信念を無視していた。 

タイでソーシャルワーク教育が確立した 70 年近く前に、ソーシャルワークに該当するタ

イ語を提供したのは、Phra Thepwethi(Prayut Payutto)という教養ある著名な僧であった。

そのタイ語はパーリ語に由来し、「社会の中で関係とつながりを創り、その社会を支える努

力をすること」という意味をもつ。しかし、この語は、より深く考えると、「集める」「も

のごとをまとめる」「一つにする」といった意味を持つ「songkhro」や「sangkaha」という

パーリ語の仏法(ダンマ)の重要性についても述べている。この語は、宗教的には仏法による

心の統合を意味し、世俗的には統一や社会統合を目指す民衆の集まりを意味する。それゆえ、

この場合、ソーシャルワークというタイ語は、サービスや物財の提供について述べているの

ではなく、ある社会内における魂の絶対的な統一を創ることについて述べているのである。

私は、この仏教的なソーシャルワークの定義を稀にしか使わず、わたしの教育・授業では、

より西洋的な定義を用いてきた。 

 さらには、タイソーシャルワーカー協会とソーシャルワーク諸団体のネットワーク（筆者

を含む）は、「ソーシャルワーク」という語の意味について、世界中のソーシャルワーカー

が共有してきた定義に関する作業を行うことに合意した。統一された視点があるかもしれな
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いためである。各地域・国のために定義を与える場合でも、私たちは、元々の西洋起源の概

念になお基づきつつ、より地域に即した知恵を次のように取り入れている。「ソーシャルワ

ーク専門職は、その環境における個人・家族・集団・組織・地域社会の能力の構築を通して、

社会の発展と変化を推進し支援する。ソーシャルワーカーは、自らがサービスを提供するク

ライアントに対する(身体的・精神的・社会的・知的な)保護、予防、治療、リハビリテーシ

ョンの実践過程において、人文学と科学の知識体系を、知恵、社会資源の管理、エンパワメ

ント、および権利擁護能力と統合してきた。ソーシャルワーカーは、職業倫理の枠組を遵守

し、人権、社会正義、人間の価値と尊厳、社会生活における幸福、および社会的なつながり

について、専門家としての価値を保持する。」(日本社会事業大学、2010 年 11 月 4 日)   

＊筆者の原本（英文）に基づく和訳。詳細は、英文を参照。 

 わたしはもともと、僧と寺院はソーシャルワーカーのインフォーマルなリソースだという

見解を持っていた。なぜなら、ソーシャルワーカーが政府のリソースを見つけられなかった

場合、わたしたちは、利用者に対して、恵まれない人びとを支援する活動を行ってきたいく

つかの僧や寺院を紹介するからだ。これらの僧や寺院活動には、末期のエイズ患者・がん患

者のためのホスピス、子どもや高齢者のための家、職業訓練所、高齢者のためのリハビリテ

ーション施設などがある。その後、わたしは、各研究チームとの研究結果のやりとりに参加

し、その初期の段階で、自分が専門的なソーシャルワークに仏教の概念を統合していること

に気づいた。たとえば、ソーシャルワーカーは、特別なニーズを持つ子どもたちや、心的外

傷を抱えた患者たちに、瞑想や精神的な活動を用いてきた。ソーシャルワーク活動を行って

いる寺院は、政府の機関が利用できない場合にクライアントを紹介できる資源なのである。 

 各国の研究プロジェクトは、僧たちが仏陀の教えに従って(僧団や住職や誰かの命令では

なく)、地域社会でソーシャルワーク活動を行っていることを見出した。それを認識したこ

とが、わたしが C モデルを支持するようになった転回点である。さらに、タイではソーシャ

ルワーク専門職は少ない状況だが、貧しい人は約 600 万人いる。貧しい人びとは、どうすれ

ば良質な生活を送れるだろうか。不利な立場にある人びとを支援するために働いている人々

は、ソーシャルワーカーだけだろうか。タイでソーシャルワーカーの免許を持っているのは

約 3,000 人であり、不利な立場にある人びとを支援するのに充分ではない。 

 これまでの研究結果によると、僧たちは、地域社会においてすでに人びとを支援してきて

いるし、身体的・精神的・社会的な面についても、スピリチュアルな面についても支援を行

うことができる。身体的な面での支援としては、末期の患者のためのホスピスなどがある。

精神的な面での支援としては、人びとが人生において直面する問題を相談しに来ると、僧は

通常は仏法によって人々を導いている。社会的な面での支援としては、寺院が地域社会の中

心であるため、人々は寺院に（または仏教の祭りの期間中に）集まって経験を共有できる。

スピリチュアルな面での支援は、個々人が意味と目的を求め表現する方法や、個々人がその

瞬間、自己、他者、自然、および重要なもの、聖なるものとのつながりを経験する方法につ

いて挙げることができる。新型コロナウイルスが流行している間、僧は村の家庭を訪問し、

必要なものを人びとに提供した。村人たちは、僧が訪問することを仏陀や極楽につながって

いるように感じると述べていた。ひとりのソーシャルワーカーが、これら四つの面にわたっ

て、困窮している人びとを支援する業務を行えるかと言えば、きわめて難しい。しかし、ひ

とりの僧だけでも、それらを行うことができるのである。 

 さらに、一部の僧は、森・川といった環境を守るために、村人たちと協力している。4 万

の寺院と 20 万を超える僧が、国中の地域に広がっている。私たちが、仏教ソーシャルワー

クについて率直に深く学べば、不利な立場にある集団が良質な生活を送ることを支援するた

めの新しい方法があることが、より明確に認識できるのである。 
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インタビューセッション：タイ ② 

マハマクット仏教大学「仏教ソーシャルワーク」 
 

プラマハ・スラカイ師 

（Phramaha Surakrai Congboonwasana） 

 

 

問い 

タイには、いわゆる「開発僧」の長い伝統と経験が存在する。

「開発僧」は、タイの個人・家族・地域社会を支援・援助してき

た。しかしあなたは、マハマクット仏教大学に、仏教ソーシャル

ワークの教育課程を設置した。仏教ソーシャルワークと「開発僧」との違いはどこにあるの

か。 

 

本稿は上記の問いに対して筆者の答えをまとめたものである。 

 

私たちは、「仏教ソーシャルワーク」と「開発僧」という二つの言葉の間の違いについて述

べる場合、まず、「ソーシャルワーク」を指すタイ語が、「サンガ（Sangha）」というパーリ語

に由来することを理解すべきである。「サンガ」は、「集める」「収集する」「まとめる」「統合

する」「社会的連帯のために集まる」といった意味である。「統合する」という意味について、

「サンガ」という語は、精神性と物質的なものの両方の統合を意味する。 

精神性において、「サンガ」とは、心や意識の統合のことである。一方で、物質的な意味で

の統合とは、人々を集めること、結びつけること、分断しないことを意味し、誰かを置き去

りにすることなく、ともに平和に生きることを意味する。 

仏教に基づくソーシャルワークとは、人々を統合することを意味する。しかし、ソーシャ

ルワークという概念が西洋からタイに入ってきた際に、人々が理解した「物質的なもの」と

は、貧しい人々にものを与えたり、共有したりすることだった。したがって、「ソーシャルワ

ーク」という語は、与えることのみを意味し、この語の起源である「結びつけること」は意味

しなくなってしまった。その結果、タイ社会で活動する人たちは、狭すぎると思われる上記

の「ソーシャルワーク」という語ではなく、別の言葉を使おうとしている。 

一方で、豊富さや改善を意味する「開発」という語は、より広い意味で用いられており、変

化や生産性を表している。それゆえ、ソーシャルワークのために働く僧は、「開発僧」と呼ば

れる。 

 

1962 年(1992 年改正)の仏教僧団に関する法律に基づいた、仏教僧の役割と義務の決定は、

仏教僧団それ自体が持つ役割から始まった。それらの影響は後に地域・社会に広がっていっ

た。すなわち、仏教僧団の規律、宗教研究、布教、教育、公的扶助、公共の福祉へと広がっ
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た。これらは、仏教僧としての戒律を破ることなく、人びとにものを与えることにより、社

会を支援する方法である。例えば、仏教僧団は、寺院において、地域の人々に仕事を提供す

るための作業場、環境保全、病院の建設、医療器具の購入、社会的に弱い立場にある人々へ

の支援などを計画し、また実際に行ってきた。私たちが、公共の福祉に携わる僧について「仏

教ソーシャルワーク」と呼んでも「開発僧」と呼んでも、公共の福祉については同じことで

ある。僧たちは、自らのことを「開発僧」や「仏教ソーシャルワーク」とは決して呼ばず、自

分たちは仏陀の教えに従って行動する僧だと認識している。 

開発とソーシャルワークという語には、多くの意味が含まれる。そのなかの一つは、何か

を古い状態から、例えば、身体・精神・社会・考え方などを改善することである。そのため、

マハマクット仏教大学のソーシャルワークの学士課程については、「仏教ソーシャルワーク」

という言葉を使うことが好まれる。ソーシャルワークには、精神を統合し、人びとを結びつ

け、社会を（分断されたものとしてではなく）ただ一つのものとして持続させるという意味

が含まれる。それゆえ、ソーシャルワークの意味は、人びとに何かを与えることだけでも、

サービスを与えることだけでも、お金を与えることだけでもない。 

ソーシャルワークの意味は、社会の統合にもある。ソーシャルワークとは、人びとが自分

自身を頼れるように、人びとを支援することである。これは、仏教の教えに関連している。

仏陀がソーシャルワークの諸原則をすでに定めており、私たちはそれらを最善の結果のため

に適用することができるのである。 
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仏教ソーシャルワークの特色と本質 

 
 

H.M.D.Rヘラ（H.M.D.R.Herath） 

 
 

 

仏教ソーシャルワークの定義は、持続的かつ独特なものである。その諸原則は、永遠の真

理、微細な生物から巨大な人間社会まで、永遠の苦しみを和らげる方法、と直接つながって

いる。普遍的な苦しみは、原始社会・農村社会・封建社会・資本主義社会・社会主義社会な

ど、ある一つの社会体制に特有のものではない。すべての生きとし生けるものは苦しんでき

た。このように生まれた私たちは、有徳な活動（ソーシャルワーク）を行い、苦しみにつなが

る原因を滅せねばならない。しかし、西洋においては、ソーシャルワークとは、社会の中で

選ばれた社会集団や区分された人びとの間で、それぞれの分類に従い、苦しみの一時的な減

少を進めるものである。本講演の目的は、仏教ソーシャルワークと西洋のソーシャルワーク

を比較し、両者の違いを明らかにすることである。  
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西洋生まれのソーシャルワークと仏教ソーシャルワークの 
心理療法アプローチ 

 
 

ホン・グェン  
（Huong Nguyen） 

 
 
 

 
 

 
本報告書は、淑徳大学アジア国際社会福祉研究所（ARIISW）による「西洋生まれのソー

シャルワークにできないが、仏教ソーシャルワークにできる」という問い掛けに回答するこ

とをねらいとする研究課題に応えるものである。報告書では、メンタルヘルスの問題を抱え

る人々に対する心理療法あるいはカウンセリングサービスを提供している仏教ソーシャルワ

ークと西洋生まれのソーシャルワークの違いについて考察を行っている。報告書の情報源は、

ベトナムとタイの寺院で 3 年以上にわたって滞在し続けたことを含めた過去 10 年間におけ

る事例で、私自身が収集した綿密なインタビューや民族学的な文書分析である。 
データを見れば、仏教的な心理療法と西洋生まれのソーシャルワークの実践は、療法士や

支援を求める人たち、そして治癒プロセスに対するアプローチにおいて根本的に異なってい

ることが示されている。その中で最も注目すべきは、西洋の心理療法は、クライエントのネ

ガティブな思考、感情、行動および望ましくない心理状態をポジティブな方向へと転向した

り、これらの精神的な現象に断定せずとも関連
・ ・

させたり
・ ・ ・ ・

することを後押しするための療法を

施している。 
その一方で、仏教的な心理療法では、ポジティブなものも含めて、すべて

・ ・ ・

の
・

思考、感情、

精神状態については、固有の実体や自己を伴わず現れては消えるだけで永続的ではないため、

それらを現実的な枠組みとして変えたり、関連付けたりしようとすれば、苦しみにつながる

だけであると考える。そのような観点から、仏教的な心理療法は、西洋の心理療法で検証を

してきたもので、もともとの苦しみのない心を隠すような「妄心」といわれる一切のマイン

ドシステムとは一線を画している。 
したがって、西洋生まれのソーシャルワークの心理療法における実践は、「混乱した」心

を「安定した」心にしようとするが、仏教ソーシャルワークでは、人々がそのような状態か

ら目覚める
・ ・ ・ ・

手助けをする。仏教の視点に立てば、西洋生まれのソーシャルワークの心理療法

の実践は、クライエントの悪夢に入り込んで、そこでの出来事や物語を変えようとするよう

なものだが、仏教ソーシャルワークは、もっぱら人を目覚めさせているのであり、それがゆ

えに悪夢は完全
・ ・

に
・

消えさることになる。仏教的な心理療法アプローチは、メンタルヘルスの

問題への対処方法として西洋の心理療法よりも薬品に頼らず、より全体的で完全な方向へと

変えられる可能性がある。 
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インタビューセッション：日本 

災害支援の寺院・仏僧の役割「僧侶にしかできないこと」 

 

藤森 雄介 

 

 

 

 

 

問い① 東日本大震災時、お寺、そして僧侶が被災地において大きな役割を果たしました

ね。いくつかの事例をご紹介いただけませんか。 

 

ARIISW では、東日本大震災に際して、日本の仏教教団、被災地の寺院、そして教団の指

示ではなく、各団体の理念や意思決定で活動する仏教系の直接支援団体に対して、それぞれ

援助に関する調査を実施しました。その結果から幾つか特徴的な事例を紹介すると、 

 

まず、日本の仏教教団が行った活動としては、広く社会に働きかけて募金活動を行ったこと

です。その結果、5,580,413,889 円が集まりました。これは、比較例をあげると、日本で交

通事故遺児への支援を永く行っている、歴史と社会的な信頼のある社会福祉団体「あしなが

育英会」が行った東日本大震災に関連する寄付の総額が 

5,394,000,000 円だった点と比べても、遜色のない数字だと考えられます。 

 

続いて、被災地で被災した寺院でありながら、避難者を受け入れて避難所の役割を担った寺

院に関する特徴的な数字です。これらの寺院の約 56％は、災害発生以前は避難所として指

定されていた訳ではなく、災害発生後に人々が助けを求めて逃げてこられた結果、特に日頃

の準備の有無に関わらず、避難所としての役割を担う事になりましたが、平均して 93.8 人

の避難者の方々を受入れ、避難所として開設していた期間は、平均 152 日であることもわか

りました。つまりこれらの数字からは、東日本大震災で避難所の役割を担った寺院は、約 3

ヶ月近くの期間、普段お付き合いのない方が半数以上の約 100 名近い人々の生活を支えてい

た事になります。特に初動の段階では、1 週間以上、外部の支援もない中でその対応を行っ

てきたことも明らかとなっています。 

  

続いて、仏教系の直接支援団体についてですが、彼らは、災害発生等当初から被災地に入

り、緊急時(エマージェンシー)の食料や物資の支援から、支援場面の状況(フェーズ)の変化

に応じて、傾聴や心の支え(メンタルケア)、地域復興のお手伝いまで、本当に多彩な活動を

展開しました。その中には、10 年が経とうとする現在も、茶話会を開催して被災者に寄り
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添い続ける等、継続的な活動を行っている団体もあります。もっとも、この一年は、コロナ

禍で中々活動する事はできなかったようですが…。 

 

問い② 社協など行政機関も被災地の人々に対して様々な支援を行ってきたのですが、寺院

でなければできない、または僧侶じゃなければできないという、寺院、僧侶ならではの取り

組みについて確認できましたか。寺院・僧侶の何らかの特徴がみえてきましたか。 

 

先ほど、援助を行った側の調査についてお話ししましたが、実は援助を受けた側の調査も

行っています。被災した自治体の中でボランティアセンターを設置して仏教を含めた様々な

ボランティアを受け入れた、岩手県、宮城県、福島県の市町村の社会福祉協議会を対象とし

て調査した結果、仏教を含む宗教系の活動は概ね好意的に受け止められており、宗教系の団

体との今後の在り方についても、「積極的に連携すべきである」、「可能であれば連携した

方がよい」の総計が、67％という結果が出ています。これは、「政教分離」という考え方が

強く定着している日本の事情を考えると、驚くほど肯定的な数字だと考えます。 

 

さて、それらの評価された活動の一例で言えば、やはり先にも触れた傾聴や心の支え(メン

タルケア)です。被災者を前に「社会福祉の専門家です」と言って声を掛けても中々心を開

いてはくれず関係性を構築する事が難しい一方で、「僧侶です」といって寄り添った場合

は、わずかな時間で、日々の不安や肉親を失った悲しみを吐き出してストレスの緩和に役立

っている場面を実際に目にしています。 

   

 ただ特徴的な事は、そんな場面を目にした社会福祉の専門家である社会福祉協議会の職員

の中には、彼ら僧侶を「私たちと同じ福祉専門職(ソーシャルワーカー)の役割を果たしてい

る」と評価する方もいる一方で、僧侶たちの多くは、「社会福祉(ソーシャルワーク)」を行

っている、または、代替的役割を果たしているという認識はなく、基本的には仏教者として

成すべきことを担っていると考えている事です。このあたりに、日本における仏教ソーシャ

ルワークの課題や可能性を考えていくヒントがあるのではないかと考えています。 
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インタビューセッション：ブータン 
 

ルンテン・ワンディ（Lungten Wangdi） 
 
 
 
 
 
 
 
 

本稿は下記の２つの問いに対する回答をまとめたものである。 
 
問い① ソーシャルワーク専門職やソーシャルワーク教育は 2019 年初めてブータンで導入さ

れました。しかしそれは、今日までソーシャルワーク活動が存在しなかった、ということを意

味しません。ブータンでの土着的なソーシャルワーク実践について、例をいくつかお聞かせい

ただけますか? 
 
 
 ソーシャルワークは文化の一部分であると考える。文化は、そのインディジナイゼーショ

ン（土着化）によって育まれ、人びとと環境にとって本能的なものであると言える。地域の

人びとの間で行われるソーシャルワークは、ブータン人を何世紀も生かし続けてきた。また、

ソーシャルワークは、昔からの知恵だと考えられる。 
 
 ブータンには高齢者のための居住施設は存在しない。高齢者を世話することは、仏教の哲学

に導かれた恩恵だと考えられている。ブータンのどの地域にも、高齢者を住まわせるための老

人向け居住区は存在しない。ブータン人は因果の知恵に導かれており、高齢者を世話すること

は個人の道徳的責任である。西洋諸国にあるような、高齢者のための住宅は、通常、見られな

い。遠く離れた地域にある僧院が、高齢者の隠居先として機能しており、高齢者は自分の意志

で、自身の決定による選択としてそこに移り住む。ブータン人は、若い人々の担う核家族を尊

重し、高齢者は核家族から離れて暮らすことを好む。 
 
 年老いた私の親について述べると、私の両親は、自分たちだけで生きるのを好んでおり、平

和で静かな暮らしのために隠居している。両親は、自分たちで暮らしており、料理し、生活

し、洗濯し、薪を集め、他人のために僧院の仕事に精を出している。私は充分な所得のある中

流の家庭を営んでおり、両親に満足な暮らしをさせるだけの余裕は充分あるが、これまで両親

の世話をしていない。しかし、両親は長生きし、最高の健康状態で幸せに生活しており、調和

して暮らしている。私は両親に何も送っていないが、両親は満足して暮らしている。また、必

要であれば、誰もが無条件に助けてくれる。 
 
 コロナウイルスの世界的流行について考えてみると、実際、ブータンの高齢者が、コロナウ

イルスや、その他のどんな病気にもかからずに、健康で幸せな生活を送ってきたのは、不思議

なことに思える。私の両親が住む村や近くの町の人々は、何も見返りを求めることなく、私の 
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年老いた両親に施しをしてくれる。この山岳地域にいる私の年老いた両親は、私よりも多くの 
食料を蓄えており、おそらく 1 年分はあるだろう。 
 
 同様に、私は、自分が住んでいる町の地区において、近所の人を世話する責任がある。私が

その人を知らなくても、世話をする責任がある。見知らぬ人でも支援をしなければいけない。 
 
 ブータンでは、ソーシャルワークに従事するのに資格は不要である。すべての人が環境によ

って育まれたソーシャルワーカーと考える。 
 
 仏教の実践と原則は、ソーシャルワークについて、このように教えている。あなたが貢献で

きず、その余裕もなかったとしても、前向きな心を持っているのなら、それは積み重なって同

じ恵みに至る、と教えている。ブータンには、次のような仏教の祈りの言葉がある： 

 

『ソーシャルワークの実践において、誰かがあなたを喜ばせれば、ソーシャルワークの価値は

積み重なっていく』と。 

 

問い② あなたが述べたソーシャルワークの実践は、ブータンの文化に深く根ざしており、西

洋起源のソーシャルワーク専門職とはかなり異なる原則と方法に基づいているように思われま

す。西洋起源のソーシャルワーク専門職は、ブータンの文脈において機能し得るとお考えでし

ょうか? 

 

 

 ブータン人は、土着・固有のソーシャルワーク文化を残していくという課題に直面していま

す。ブータンの多くの高齢者の内にある仏教の教義と哲学は、通常、祈りの言葉として述べら

れる。 

 
གཞན་གྱིས་དགེ་བ་བེད་པ་ཐོས་པ�ི་ཚ�ས། 

 

誰かが他の人を助けることを喜び尊重し、 

 
དེ་�་�ག་དོགས་�ི་དགེ�ི་སེ�ས་�ངས་ནས། 

 

その人にとって、誰かが善行することを不快に感じることは避けるべきである。 
�ིང་ནས་དགའ་བས་རེས་�་�ི་རང་ན། 

 

代わりに、心の奥底から、熱狂し、 

 
དེ་�ི་བསོད་ན�ས་���་�་ཐོབ་པར་ག�ངས། 

 

ともに私たちは徳を積み、いっそう誰かの善行を喜びます。 

 

 西洋の視点によって定義されたソーシャルワークが入り込むと、新自由主義経済の傾向が生

じる。そうなると、あらゆるソーシャルワーク活動に値段がつけられ、机上の空論になるだろ

う。 
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 ブータン人は、仏教の実践に深く根ざした現在のソーシャルワークについて考えてみるべき

である。それは、意識と良心によって定義されるスピリチュアリティであるところのモラル・

エコノミーです。モラル・エコノミーとしてのソーシャルワークは、きわめて単純かつ持続可

能である。そして、生活を支えるものである。ブータンにおけるソーシャルワークへのアプロ

ーチ全体が、モラルスタンダードの観点から再構築される必要がある。  

 

 現代のソーシャルワークの形態は西洋からのものであり、それ自体が行動におけるカルマの

結果と見なされ、経済的な決定と活動によって導かれ、生まれ育つものである。現代のソーシ

ャルワークは、人権に関する考えに埋め込まれ、新自由主義的思考を生み出し、必要性と慎ま

しい生活を欠いている。その代わりに、幸福の追求を究極の目標として、生きて楽しむ権利を

生み出した。 

 

 ブータンにおけるソーシャルワークは、道徳を必要とする。ソーシャルワークは、健全で熟

練した心の状態によって導かれる。その道徳こそが、私たちのソーシャルワークの不可欠な部

分を成さねばならない。ブータン人は、その社会的なものの基礎を、固有性があり、土着的

で、かつ有機的に構築する必要がある。それには、資格や証明書や学位に基づいて構築する必

要はない。  
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脱植民地的なソーシャルワーク教育の諸原則 

 
 
 

シャハナ・ラズール（Shahana Rasool） 
 

 

 

 

 

 

本プレゼンテーションでは、筆者は、ヨハネスブルグ大学の教職員及び学生によるソーシ

ャルワーク教育課程における脱植民地化を目指した参加型アクションリサーチの過程で生じ

た七つのテーマについて述べる。南アフリカ共和国で学生が主導した#Rhodesmustfall 運動お

よび#Feesmustfall 運動を通して、学生たちは、大学組織の様々な面について変化と脱植民地化

が必要だと主張した。これには、「何がどう教えられるか」ということも含まれる。植民地的・

西洋帝国主義的な知識が教育において再生産されていることが、学生による抗議の主な対象

だった（加えて教育機会の要求も行われた）。これらの学生運動の結果、多くの研究者が、高

等教育に内在する権力関係を相殺するために、教育と履修課程のさらなる改革を求めた。そ

のために、ヨハネスブルグ大学のソーシャルワーク研究者たちは、特にソーシャルワーク教

育における脱植民地化を目指す過程に着手することを決定した。本プレゼンテーションは、

この過程から生じた七つの原則を解明する。これら七つの原則とは、権力と抑圧、表面化し

た構造の諸問題、インターセクショナリティ（人種・階級・ジェンダー）、アフリカを中心に

置くこと、Ubuntu（思いやり）、土着の知識の承認、批判的意識化と発言、というものである。

これら七つの主題は、上記の過程を通して、批判的な原則として定められたものである。ヨ

ハネスブルグ大学のソーシャルワーク教育課程全体に脱植民地化を浸透させるために、すべ

ての教職員が、これらの原則を自らの授業で活かすことになるだろう。 
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アフリカにおけるソーシャルワークの脱植民地化 

 
 

 
ヴィルキンズ・デゲ・ムヒンギ（Wilkins Ndege Muhingi）  

 

 
アフリカにおいて、帝国主義は今もなお多くの問題の根本的な原因となっている。常に、

“西洋世界の大都市にある会議室”でその未来が決められる、というのが、アフリカの運命

であるように思われる。ベルリン（コンゴ）会議(1884-85)では、アフリカは自治的な社会か

ら植民地への転落が決定された。その後、ロンドン、パリ、ブリュッセル、リスボンにおい

て、同じ国境に沿った新植民地主義（ネオ＝コロニアリズム）への変容が、同じ“会議室”で

取り決められた。大学生や教職員が中心となって、カリキュラムを脱植民地化し、さまざま

なリーディングリストを作成する動きが拡大している。しかし、既存のリーディングリスト

の著者についての最小限の理論的または実証的な研究しかない。以前の研究は、研究集約型

のイギリスの大学で、歴史、科学、および社会科学からの既存のリスト、リストの著者を審

査するための方法を発展させ適用させたものだった。特に学問としてのソーシャルワークに

ついては、ほとんど何も知られていない。本発表は、二次的なデータソース、特にデータの

検索エンジンを利用した迅速なレビューである。そこから結論が引き出され、提言が行われ

る。 

キーワード：脱植民地化、ソーシャルワーク、アフリカ 
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コミュニティのエンパワメント：脱植民地化／インディジナイゼーション（土着化）

アプローチの使用例 

 
ヤスミン・ジェシー・タートン（Yasmin Jessie Turton） 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
 

 

本発表では、南アフリカ共和国ヨハネスブルグ郊外にある貧しい労働者階級のコミュニテ

ィにおいてケアを提供する人々が経験した、精神（mind）、身体（body）、魂（spirit）を統合

する実践の事例について述べる。南アフリカ共和国のソーシャルワーク専門職は、西洋モデ

ルの実践の影響を受けているが、これらのモデルは多くのコミュニティのニーズに必ずしも

応えていない。コミュニティによりよく応え、全体的・統合的なアプローチを提供するため

に、本発表では、精神、身体、魂を統合する実践が、ソーシャルワークによるコミュニティへ

の介入に対してなし得る貢献について検討する。研究結果が示すところでは、精神、身体、

魂を統合する実践を使用することで、コミュニティに対し、最低限の生存を超えて自己を育

成する健康と、自己回復のためのツールを提供できた。つまり、これらの実践は、日々の生

活をよりよく管理するためのツールと技法を提供した。精神、身体、魂を統合する実践を導

入することで、ソーシャルワーカーは、会話のみに依拠しない別のツールと技法を手に入れ

て使用することができるのである。 
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村全体で子どもを育てる時、村はその子どものことをどこまで知るべきか？ 

子どもの福祉におけるプライバシーと守秘情報に関する地域の現実 

 

 

 

 

 

 

 

オーガスタ Y. オラオレ（Augusta Y Olaore） 

 

アフリカでは、土着の地域社会（村落）における子どもの世話と共同責任は、理想として

称揚されてきた。しかし、実情を見ると、ソーシャルワーカー専門職は、伝統的な環境で、通

常なら守秘情報やプライバシーとして分類され得るような情報を必要とする子育てのサポー

トシステムの一部を担う親戚ではない多くの人びとと出会う。このことは、ソーシャルワー

ク専門職にとってのジレンマを作り出し、時には倫理に係るような緊張関係を作り出す。守

秘情報やプライバシーという概念は、特にアフリカの環境における土着の育児と文化に適合

するだろうか。それとも、この概念は、個人主義的な西洋の考え方の押しつけだろうか。本

発表では、守秘情報やプライバシーという西洋の概念と、ナイジェリアにおける土着の育児

の現実とが衝突する問題点を示す。  
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北米で「インディジナス（土着の）」ソーシャルワークの教育と実践 
 
マインドフルネス、神経科学の視点から見た脱植民地化（Neurodecolonization）、私たち

の遺伝子における精神性、「いのちの輪」、先住民の伝統的な瞑想による実践の科学 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

マイケル・イエロー・バード（Michael Yellow Bird） 
 
 
本プレゼンテーションでは、神経科学の視点から見た脱植民地化に関する自身の取り組み

や「インディジナス（土着の）」ソーシャルワーク実践の重要性について述べている。この

中で、植民地化に伴う有害な影響に対処すべく、神経科学的、遺伝子的な動きや 24 時間周

期でのマイクロバイオーム（細菌叢）の研究による発見、そしてマインドフルネスや伝統的

な先住民の瞑想のやり方をどのように実施できるのかについての話をした。 
また、トラウマのような植民地化の経験としての文化や認識は、私たちの脳の適応性をど

のように形成するのか、私たちの DNA やマイクロバイオーム、遺伝子の発現にどのように

影響を及ぼすのか、そして脳波を変化させ、ミラーニューロンなどの特殊な脳細胞がどのよ

うに形成されるのか、さらには私たちの神経伝達物質やモジュレーターをどのように変化さ

せるのか、について論じている。イエロー・バード氏は、先住民族に特有の伝統的な実践に

よって、どのように脱植民地化や救済を実現できるのかについて述べている。 
 
＜参考文献＞ 
イエロー・バード・M（2013）『神経科学の視点から見た脱植民地化：マインドフルネスの実践を用

いた植民地主義の神経回路網の抹消』（先住民族の心理のみを対象とした非植民地化のハンドブッ

ク） 編集：ワジヤターウィン、イエロー・バード ニューメキシコ州サンタフェ：スクールフォーア

ドバンストリサーチ出版 
（Yellow Bird, M. (2013). Neurodecolonization: Using Mindfulness Practices to Delete the Neural 
Networks of Colonialism. In For Indigenous Minds Only: A Decolonization Handbook, edited by 
Waziyatawin and Yellow Bird. Santa Fe, NM: School for Advanced Research Press.） 
 
クラーク・K、イエロー・バード（2021）『ソーシャルワークにおける統合的救済へ向けた脱植民地

化の道筋』 ニューヨーク州ニューヨーク：ラウトレッジ出版 
（Clarke, K., and Yellow Bird, M. (2021). Decolonizing Pathways Towards Integrative Healing in 
Social Work. New York, NY: Routledge.） 
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植民地化された領域における先住民中心のソーシャルワーク教育の展開 
 

 
 

ニコル・アイブス（Nicole Ives） 
 
 
本プレゼンテーションは 3 部に分かれており、マギル大学ソーシャルワーク学部が、ヌナ

ビク（Nunavik）で実施しているイヌイット中心のソーシャルワークの学士課程の展開に関

する基調講演が行われた。まず冒頭でアイブス博士は、本研究における自身の立ち位置を明

らかにした。 

第 1 部では、カナダの真実と和解の委員会（TRC：Truth & Reconciliation 
Commission）について説明し、ソーシャルワーク教育に対する TRC の行動喚起（CTA：

Call To Action）の真意を深掘りした。TRC の 3 つの行動喚起（2015）には、先住民の子

どもの福祉、教育、調和に焦点を当てていることがある。これらの喚起には、2007 年の先

住民のコミュニティにおけるソーシャルワークの負の遺産を転換する具体的な取り組みとし

て、（a） 先住民のコミュニティ出身の学生の採用や定着、（b） カリキュラムの開発、

（c）先住民の学生のサポート、といった先住民によるマギル大学の利用＜Indigenous 
Access McGill＞の創出について例示して論じた。 

第 2 部では、学術界における最近の「脱植民地化」や「インディジナイジング（土着

化）」の戦略、これらの領域やプロセスにおける連携の役割に関する事例を紹介した。この

ような研究には、ソーシャルワーク実践において「多様な文化や言語の間の横断的な伝搬の

可能性、あるいはそのような実践が移植されている背景との関連性」に目を向けずに失敗と

いう結果を招いた反省が含まれている(Gray & Hetherington, 2013, p. 27)。 

第 3 部では、植民地化された領域であるマギル大学ソーシャルワーク学部でのイヌイット

中心のソーシャルワークの学士課程の開発プロセスに専心したことについて言及した。この

過程での課題として、一番小さなロシアのマトリョーシカ人形のように、中心から外側へと

調和的に展開していく必要性が示された。 

 

＜参考文献＞ 

グレイ・M、ヘザーリントン・T（2013）『インディジナイゼーション（土着化）・インディジナス

（土着の）ソーシャルワーク・脱植民地化―理論的分野の案内図―』 M・グレイ、J・コーツ、M・
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イエロー・バード、T・ヘザーリントン 編集 「ソーシャルワークの脱植民地化」（pp.25-41） ロン

ドン：アシュゲート出版 

（Gray, M., & Hetherington, T. (2013). Indigenization, Indigenous social work and decolonization: 
Mapping the theoretical terrain. In M. Gray., J. Coates, M. Yellow Bird, and T. Hetherington 
(Eds.), Decolonising social work (pp. 25-41). London: Ashgate.） 

カナダの真実と和解の委員会（2015）『カナダの真実と和解の委員会：行動喚起』（入手先 URL：
http://trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_English2.pdf） 

（Truth and Reconciliation Commission of Canada. (2015). Truth and Reconciliation 
Commission of Canada: Calls to Action. Available at：
http://trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_English2.pdf.） 
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専門職ソーシャルワークにおける仏教を由来のマインドフルネスの実践に際しての

文化的、倫理的に適正な活用 
 

 
 

エドワード・カンダ（Edward Canda） 
 
 

 
本プレゼンテーションでは、仏教の原理、専門職の倫理、さまざまな伝統を適切に横断的

に共有している先住民の視点による知見の集積に基づいたソーシャルワークや、その他の専

門職の療法環境における仏教由来のマインドフルネスの実践の適応と利用についてのガイド

ラインを提供した。 
弁証法的行動療法（DBT）、アクセプタンス&コミットメント・セラピー（ACT）、マイ

ンドフルネス認知療法（MBSR） といったマインドフルネス由来の療法の実施は、過去 10
年間で、北米のソーシャルワーク、健康、メンタルヘルスの環境において広く活用されるよ

うになった。これらの実践は、仏教の伝統や瞑想法を起源としているが、多くの場合、その

ような由来や本来的な目的についての説明もせずに利用されている。一般的に、こうした実

践は、不安や気分の落ち込み、その精神的な苦痛や病気の症状を緩和するために考案された

西洋の認知療法アプローチと統合されている。 
カンダ博士は、こうした目的が慈悲（カルナ）に基づいて、生きとし生けるものの苦しみ

を緩和する手助けをする巧みな手法（方便）を用いる仏教が伝統的に重視していることとい

かに合致しているのかを論じている。また、仏教の伝統や戒律（シーラ）、執着や嫌悪、そ

して利己的な妄想から離れるという目的を切り離してしまうと、療法としての利用だとして

も、本来的な意図を歪めることにつながるだけでなく、仏教を起源としていることへの適正

な敬意や感謝の心が継承されてない危険性が広まっていると警鐘を鳴らしている。 
これは、専門職ソーシャルワークにおいて生じてきたことで、とりわけ 1980 年代から

1990 年代の北米の多くの先住民の学者や活動家たちによって異議を唱えられてきた先住民

／ファースト・ネーションによるスピリチュアルな実践で不正利用として問題になったこと

と同じである。このような懸念に応えるべくカンダ博士は、スピリチュアルを基本とした支

援の実践に関して、伝統を適正に横断的に共有するガイドラインを提示しているが、これは

カンダ博士がイエロー・バード博士と以前に共同制作した内容を発展させたものである。 
 
＜参考文献＞ 
カンダ・E・R、イエローバード・M・J（1996）『ソーシャルワーク環境におけるスピリチュアル実

践での横断的な伝統の拝借』スピリチュアリティとソーシャルワーク協会の会報 3(1) 1、7 
（Canda, E. R., & Yellow Bird, M. J. (1996). Cross-tradition borrowing of spiritual practices in 
social work settings. Society for Spirituality and Social Work Newsletter, 3(1), 1,7.） 
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カンダ・E・R、ファーマン・L・D、カンダ・H（2020）『ソーシャルワークの実践におけるスピリ

チュアルダイバーシティ―支援する心―』（第 3 版） ニューヨーク：オックスフォード大学出版局 
（Canda, E. R., Furman, L. D., Canda, H. (2020). Spiritual diversity in social work practice: The 
heart of helping, third edition. New York: Oxford University Press.） 
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ソーシャルワークの「インディジナイゼーション（土着化）」に関する考察 

―オセアニア（太平洋地域）から― 

 

 

 

 

 

 

 

デヴィッド・マクナブ （David McNabb） 

 

マオリ語で「ニュージーランド」を意味するアオテアロア（Aotearoa）だが、その国内の

ソーシャルワーク教育について、西洋による支配から脱植民地化するプロセスを含めて、

「インディジナス（土着の）」知識や実践の基盤の開発では、先住民であるマオリ（Māori）

とそれ以外の人々との間でより公平な関係性の実現に向けて、これまで異なる道を歩んでき

た。 

個々の民族集団によって運営される先住民のマオリに 3 つある高等教育機関のうちテ・ワ

ーナンガ・オ・ラウカワ（Te Wānanga o Raukawa）のプログラムは、マオリの知識と実践に

基づいている。その目標は、マオリのウェルビーイングの実現である。先住民のマオリに 3

つある教育機関の 1 つであると同時にアオテアロアで運営しているテ・ワーナンガ・オ・ア

オテアロア（Te Wānanga o Aotearoa）での別のプログラムは、マオリと西洋の知識や実践

を組み合わせた「二文化併存」となっているため、卒業生たちは、マオリでもそれ以外の環

境でも十分にやっていけるのである。 

太平洋地域には、「インディジナス（土着の）」知識を個々に有する多様な集団が含まれ

ている。モアナ（Moana：太平洋の先住民）のソーシャルワークの教育と研究は、太平洋地

域の全体にもアオテアロアの中にも存在している。アオテアロアにおけるソーシャルワーク

プログラムの大半は、西洋の伝統に由来していて、公的機関で定着している。すべてのプロ

グラムは、マオリとそれ以外のモアナや西洋、その他の多様な源流に由来する知識や実践の

より公平なバランスを保つべく変革するという脱植民地化の途上にある。  
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1. マオリの価値観を組み込んだマオリのソーシャルワークの学位 

 

アルマ・ウィニアタ・ケニー(Alma Winiata-Kenny) 

 

テ・ワーナンガ・オ・ラウカワは、マオリに 3 つある教育機関の 1 つである。私たちは、

マオリのウェルビーイングに焦点をあてたソーシャルワークの学士号を授与している。伝統

的なテーマ（kaupapa tuku iho、マオリの祖先たちによって継承されてきた価値観）を表現

することは、私たちの教育機関では重要なことであり、この学位の目的は、マオリのウェル

ビーイングを実現するために、私たちが必要であると考えるさまざまな価値観を広い範囲で

カバーすることである。 

そして、マオリのウェルビーイングの理論は、「伝統的なテーマを豊かに表現することを

特徴とするマオリの存在のあり方」のことであると説明することができる。これについて、

実践の面で何を意味しているのかを例示するためには、卒業生たちの話によって共有される

でしょう。 

 

 

 

2. 私たちは変革するために立ち上がる  
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２． 私たちは変革するために立ち上がる  

 

 

ジョディ―・オーウェン(Jodie Owen) 

 

本プレゼンテーションは、テ・ワーナンガ・オ・アオテアロア（TWoA）の創立者である 

ロンゴ・ウェテレ博士（Dr. Rongo Wetere） によるビジョンを報告するものである。この

ビジョンは、TWoA での最初のソーシャルワーク教育プログラムの枠組み全体に組み込まれ

た理念を端緒としている。ンガー・ポウトコ・ファカララ・オランガ（Ngā Poutoko 

Whakarara Oranga）という多文化ソーシャルワークの学士は、マオリの教育（mātauranga 

Māori、知識）と方法（tikanga、計画／誠実さ）によって支えられている。本プレゼンテー

ションの目的は、私たちの歩みについて共有することである。 
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3. モアナのソーシャルワーク ―境界線の認識の高まり― 

 

 

トレイシー・マフィレオ(Tracie Mafile'o) 

 

本プレゼンテーションは、モアナ（太平洋の先住民）のソーシャルワーク教育と研究を概

説し、批評的に論ずる。選択した事例は、モアナのソーシャルワークにおける重なり合う知

識体系の課題や可能性を明確にしている。 
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4. 主要機関におけるマオリと非マオリとのソーシャルワーク教育の協力体制 

 

デヴィッド・マクナブ（David McNabb） 

世界的には、「インディジナス（土着の）」ソーシャルワーク教育者たちは、先住民の

人々の権利運動の一環として、また民族自決と社会的公正というソーシャルワークの原理に

基づいた脱植民地化やその実践の開発を追求してきた。アオテアロアのソーシャルワークの

教育者たちは、条約を基本とした協力的な取り組みや脱植民地化への実践を行うというその

人たちの言質に関して、どのような説明をしてきたのだろうか。 

ソーシャルワークの教育者たちに関する私の最近の博士論文の研究では、すべてのプログ

ラムが、脱植民地化への取り組みを約束しているにもかかわらず、こうした言質を実行した

り推進力を維持したりするためにさまざまなやり方をするなかで苦労していたことが明らか

になった。この研究結果をもとにして、条約に基づいた教育や学問の枠組みが、アオテアロ

アにおける脱植民地化への実践やソーシャルワーク教育の「インディジナス（土着の）」内

容を支援するために開発された。 

 

結語 

 
デヴィッド・マクナブ（David McNabb） 

オセアニアにおいて、ソーシャルワークの教育は、私たちのプログラムを「インディジナ

ス（土着の）」ものにすべく、先住民の指導者たちによる多大な影響を受けてきた。先住民

ではない同僚たちは、この目標に向けて取り組むパートナーとなるという課題に立ち向かっ

てきた。先住民と西洋の知識が共に認められるその時に向けて取り組むすべてのソーシャル

ワークの教育者たちにとって、将来が楽しみでならない。    
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インドネシアのソーシャルワーク実践におけるスピリチュアリティの顕現 
 

 
 

トトン・ウィトノ（Toton Witono） 
 
 

スピリチュアリティは、真意、人生の目的、価値、内的体験、超越、他者や神とのつなが

りといった関係性においてさまざまに定義されている。この言葉は、インドネシアでは、肉

体的なものとは反対のことで、ruhani あるいは ruhaniah（アラビア語）としてよく知られ

ている。また、宗教あるいは信仰心があついことと同義語として使用されている。 
社会サービスの文脈において、スピリチュアルあるいはスピリチュアリティという言葉は、

メンタル、信心、モラル、神との縦の関係、人間の内面などの概念に基づいて理解されてい

る。つまり、スピリチュアリティは定義されてはいない。いやむしろ、慣習と日常生活の中

で大いに顕現しているのである。 
そのようなスピリチュアリティの顕現について、実践者と高齢者のクライエントとの関係

性の相互作用におけるソーシャルワーク実践では、明確に示されているわけではない。それ

ぞれが異なったスピリチュアリティの素養あるいは特徴を有しているためである。そして、

スピリチュアリティの顕現が実践においてどの程度なされているのかについては、クライエ

ントによって思考されているスピリチュアリティを理解する実践者の能力と、これらを表現

化したかによって相互に共有される内容にかかっている。 
一般的にスピリチュアリティは、話題にならないし、学校や実習で教わるわけでもない。

ソーシャルワーカーや福祉関係の実践者が、このような状況を知らず、さらには、例えば、

西洋の学者たちによって開発されたスピリチュアリティに基づくアセスメントや介入、ある

いはそれを修正し用いた方式はほとんど使用されていない。 
宗教的あるいは非宗教的な信念や教え、伝統のいずれかに由来する実践者たちのスピリチ

ュアリティの顕現によって、その人たちの実践が明らかになるかもしれない。しかし、残念

ながら、そのような実践は、まだ十分な調査が行われてきたわけではないし、文章化されて

発表されているわけでもない。だからこそ、学者や研究者たちにとって大きな挑戦なのであ

る。 
 

キーワード：スピリチュアリティの顕現、ruhaniah、ソーシャルワーク、実践者、高齢者 
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遺族の治癒と人権回復へ向けた「インディジナス（土着の）」スピリチュアリティ 
―ソーシャルワークの支援プロセスのレンズを通して― 

 
ジョヴィマ・アンレイエス 

（Jowima Ang-Reyes, RSW） 
 

 
 

 
2016 年 6 月に勃発したフィリピンの麻薬闘争は、年末までに横行する違法薬物の使用と

取引の撲滅が宣言され、6 か月という期間内での解決が求められた。さまざまなメディア機

関による報道では、死者数が増加していたため、薬物使用者や売人とされる人々が亡くなっ

て残された家族や親戚が、闘争後の余波に巻き込まれていることを指摘している。 
調査では、愛する人たちの死を目の当たりにしたか、あるいはその人たちの死につながっ

た状況について知っていた回答者は、トラウマがあるにもかかわらず、自身の悲嘆や対処、

回復が、強い信念やスピリチュアリティによって導かれていたという体験に焦点が当てられ

ていた。これが、新たなセルフケアの習慣によって反映されるその人たちの社会的機能の回

復を通して調査されたため、治癒のプロセスに影響を及ぼしたことが明らかになり、家族や

社会的につながりのある関係者、そしてより大きなコミュニティへのサービスを強化するこ

とになった。 
さらに、社会的機能を取り戻すことにおいて、家庭の維持や経済、社会的な取り組みに再

び関わるための努力に影響を及ぼすことも明らかになった。そのような人たちによる支援グ

ループへの関わりや人権擁護への参加は、自身の回復プロセスのための心理的・社会的・精

神的なサポート活動の方法なのである。  
 
回復の途上にある遺された家族の体験については、その人たちのスピリチュアリティがど

のように影響を及ぼしたのかということや、それが悲嘆や対処、回復をしている間に生じる

意味について考察されている。対象者の内的、外的な強みの出どころを見分けるレンズを通

して、エコロジカルな枠組みに組み込まれた権利を基本とする視点で考えたことが影響を与

えようになった。遺された家族が、どのように体験をしているのか、そして、その体験から

合理性のある独自の概念の追求や、対象者が社会的な機能を取り戻す過程において発見した

やり方で出会ったり最終的に再出発したりする際の課題に対する上手い対処や管理を促進す

るスピリチュアリティの役割を見出して、どのようにそれを意味付けしたりするのかがとて

も重要である。 
 
キーワード：スピリチュアリティ、人権、回復、悲嘆、ストレングスベース 
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コメント 
 

 
 

ズルカルナイン・A・ハッタ（Zulkarnain A. Hatta） 
 

宗教およびスピリチュアリティという要素は、古来より、人類の重要な部分を担ってきた。

人間は、物質的な肉体と精神（mind）のみでできているわけではない。「魂（soul）」と呼ば

れる、もうひとつの重要な要素が存在する。魂は、心（heart）に宿っている。残念ながら、世

界中のソーシャルワーク教育課程において、宗教やスピリチュアリティはほとんど注目されて

こなかった。それだけではなく、多くの人が、宗教やスピリチュアリティをなお消極的に見て

いる。しかし、このテーマに関心を持つ研究者らの見解によると、ソーシャルワーカーが宗教

や魂に関するクライアントのニーズおよびそれにともなう課題を理解しなければ、意味のある

サービスを彼らに提供できないだろうと述べている。このような背景から、ソーシャルワーク

の教育課程と実践の中で、宗教とスピリチュアリティの位置を探究することが重要であると考

える。宗教とスピリチュアリティをソーシャルワークに関する知識の中に含めることで、ソー

シャルワーカーの専門性を高めることができるのである。 

 

宗教およびスピリチュアリティに関する知識を、現在のソーシャルワーク実践理論に統合す

ることは、社会へのよりよい貢献となるだろう。宗教は主として外面的なものであるが、スピ

リチュアリティは内面的なものに関わる。様々な宗教が存在しそれらの教義と実践には多くの

違いがあるが、宗教の内面的な本質は唯一無二の価値を持っている。最も広く受け入れられて

いる価値には、コミュニティ、支えあい、自制心、互いに補い合うジェンダー役割、他者の意

見とアイデンティティを守る密接なコミュニケーションなどがある。一方で、欧州中心的な価

値観は、個人主義と自己実現に関係している。このような多様性の結果、あるクライアントに

は適しているかもしれない実践形態でも、別のクライアントには適さない、という可能性が生

じるのである。 

 

精神（psychic）に関する西洋の知識の多くは、西洋以外の国々の固有の諸問題を理解し解決

することには適切ではないし、適用もできない。その代わりに、様々な宗教のスピリチュアリ

ティに根ざした新しい概念枠組と方法論を開発すべきだと、主張されてきた。聖伝承、特にス

ピリチュアリティのメッセージが満たし得るような現代人のニーズに関しては、現代人を取り

巻き、その人の外的・内的な環境と生活空間を明確に区別できるといった幻想を考慮しなが

ら、そのニーズの文脈と意味を充分に分析することが不可欠である。Nasr（1975）は、人間の

永続的な本質が忘れられており、人間のニーズが、人間の外的なものだけに影響するような偶
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然起こりうる変化の範囲に限定されてしまっていると、主張した。現在、人々が人間のニーズ

について語る場合、周辺に閉じ込められ「中心」から切り離された人間、たまたま人間として

生まれたが本質的には動物である人間、自らの内に持つ魂にもはや注意を払わない人間を意味

していることがほとんどである。 

 

 注意を要するもう一つの問題は、西洋と東洋のような想定が異なる場合の異文化適応力に関

することである。ソーシャルワークが、文化や国境を越えて、世界中で異なる宗教の信仰を持

つ人々に対して実践される場合、文化を横断するソーシャルワークの原則を考慮する必要があ

る（Al-Krenawi & Graham, 2000; Graham, Bradshaw & Trew, 2009)。それゆえ、様々な宗教に

関する知識の要素を、ますます国際的になりつつある多くの国のソーシャルワーク教育課程に

含めることが必須となっている。 

 

 スリランカ、ベトナム、タイ、および日本で始まった「仏教ソーシャルワーク」は、釈迦の

教えをソーシャルワーク哲学の中心としてきた。アメリカとイギリスでは、宗教がソーシャル

ワーク教育課程に組み込まれつつある。同じように、イスラム諸国の一部では、ムスリムがク

ルアーンの哲学と預言者ムハンマドの教えをソーシャルワーク教育課程の中心に据えるための

議論が始まっている。 

 

 ソーシャルワーク専門職の主な目的は、幸福度と生活の質を高めることである。職業として

のソーシャルワークは、様々な形態で現れる人間の不幸の軽減を助けることで、人間と社会の

条件を改善するその義務を果たす。カウンセリングと精神療法の介入によってその人を治療す

ることは、状況への対処力と適応力を高めることができるが、その人の状況に影響を与える複

雑な社会問題は必ずしも解決しない。ほとんどのソーシャルワーカーが個人において直面する

諸問題は、物質や健康に関わるものを除けば、心理的な性質のものである。心理的な絶望、問

題、障壁は、現代人としての現象である。その原因の過度な単純化を試みる必要はない。議論

のためには、その理由が魂が苦しめられ落ち込んだ状態にある、と理解することで充分であ

る。これは、主な諸宗教の精神とも一致する。 

 

 カウンセリング、人間行動学、および個人と家族へのソーシャルワーク実践に関する科目を

提供するソーシャルワーク教育課程のほとんどは、現代の心理学と精神分析をなお参照してお

り、それらに依拠している。現代の悩める個人が主に頼みにしているのは、無神論的でニヒリ

ズムな視点と組み合わされた、西洋の心理学・精神分析だと思われる。多くのアジア諸国のよ

うな保守的な社会では、これらの選択肢がすべてだと考えることはできない。他の選択肢が存

在し、その一つはスピリチュアリティに根ざしたものである。 

 

 それゆえ、この出版物がスピリチュアリティというテーマを取り扱っているのは、時宜を得

たものである。スピリチュアリティは、伝統それ自体であり、過去数世紀の西洋における進歩

的・進化論的な諸理論（特に世俗主義的なものに起源を持つもの）に代わる代替物である。そ

して、スピリチュアリティは、自我の牢獄と、完全に外在化された忘れられやすい人間の側面

の息苦しい影響から、この内なる個人を解放するように努める。人間の解放のための手段を有

しているのは、現在非常に流行している疑似宗教や精神療法ではなく、伝統的な知識である。

疑似宗教や精神療法は、内なる個人のニーズがあることを認識しているものの、聖伝承の教え

を下手に模倣することで、見分けることができない人々をそそのかそうとする。内なる存在
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は、すべての人間の中にとどまり続け、人類に要求を行い続ける。その人が創造主からどれだ

け遠くに逃れようとしてもこれは変わらない。また、その人が「自分自身」と呼ぶものにあ

る、内なる存在の足跡を消すためにどんな手段を使ってもこれは変わらない。西洋から持ち込

まれたものの中には肯定できるものもあるが、西洋のソーシャルワークは、多くの社会の諸問

題に取り組める万能薬ではない。様々な宗教のスピリチュアリティと、各地域におけるその原

動力を、ソーシャルワーク分野に取り入れる必要がある。 
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Round-up Session / Closing Ceremony 



結 語  

世界で共有しうるソーシャルワークをめざして 

 

秋 元 樹 (ARIISW) 

 

私たちはお互いに多くのことを学んだ。私たちの 24 時間を超える挑戦と楽しみは終わりに近

づきつつある。 

私たちは開会に当たって次のセンテンスで始めた。「西洋生まれの専門職ソーシャルワークの

グローバリゼーションは勘弁していただきたい。どうか皆様のものを私たちに押しつけない

でください」 

この二日間で私たちは次の点を確認した： 

1. 各チームは西洋生まれのソーシャルワークのグローバリゼーションに心地よいようには

見えなかった。 

2. すべてのチームは彼/彼女らの努力における中核的概念あるいは要素として「インディジ

ナス」という言葉に言及した。 

3. しかし、チームの間には異なるアプローチがあった：一つは西洋生まれのソーシャルワー

クではじめもう一つは「インディジナスソーシャルワーク」で始めた。 

どちらで始めるか？一方は西洋生まれの専門職ソーシャルワークで始めて、植民地主義的要

素を取り除く、あるいはインディジナスな要素を放り込む。モディフィケーションあるいは

インディジナイゼーションアプローチである。他方はインディジナスソーシャルワークで始

める。各地のインディジナス「ソーシャルワーク」を意識化し、理解し、構築し、そしてそれ

らを包摂、包括し一つのソーシャルワーク概念をつくりあげる。西洋生まれの専門職ソーシ

ャルワークはそのうちのひとつに過ぎない。アフリカの脱植民地化、オセアニアのインディ

ジナイゼーションの議論は前者に、アジアのスピリチュアリティ、ARIISW の仏教ソーシャル

ワークの議論は後者に属するように思われた。あるいは私は間違っているかもしれない。 

ARIISW は前者のアプローチをモデル B、後者をモデル C と名付けていた。両者の間の溝は深

い。両者は互いに独自の道を行くか、協働を続けるか、対立し止揚へと進むか？西洋生まれ

のソーシャルワークは圧倒的多数派であり非常に強力であるのでいずれか 1 チーム/グルー

プの努力だけではソーシャルワークを私たちの望む方向に導くことは到底出来ないであろう。 

いずれにしろ、あるソーシャルワーク学者・大学人は西洋社会だけではなく、全世界の 200 の

国と地域の 77 億の人々に共通的に用いられ得るソーシャルワークを今後も求め続けるだろ

う。 
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ラウンドアップセッション コメント 

 

 

郷堀ヨゼフ 

 

  文化 

  この二日間、脱植民地化や仏教ソーシャルワーク、あるいはスピリチュアリティについて

議論してきたが、講演や発表の中では「文化的背景」や「文化に配慮した」、又は「文化的コ

ンピテンシー」といった用語が聞こえてきた。文化とは、ソーシャルワーク領域において頻

繁に使用されている概念であり、土着化や脱植民地化を語る上で重要なキーワードになる。

しかし、文化という概念に対する誤解もしばしばみられる。特定の文化を持つ、又は持たな

いというニュアンスで使われることもあるが、文化とはモノではないため、文化を所有する

か否かという話は意味を成さない。文化とは継続的なプロセスであり、数百年や数千年にわ

たって受け継がれながら共有されてきた歴史をもつと同時に、今、この瞬間で再生され、こ

の瞬間で共有されている特性を有する。言語と同じである。 

 文化について論じる際に、社会の相互作用に注目しなければならない。文化を持つ／持た

ないのではなく、どこまで共有されているかを問うべきであろう。ところが、「ソーシャルワ

ークの理論や方法に合わないから、この国の文化を変えるべき」という言葉をソーシャルワ

ーク専門職の国際団体を代表する方の発言を聞いて、大きな衝撃を受けたことを今でも記憶

している。人類史を振り返ると、文化を変えられるモノとして考え文化を強制的に変えよう

とした独裁者を数名発見できるが、ソーシャルワークが同じ道を歩むべきではないと私は考

える。幸いに、この二日間のやり取りを聞きながら、登壇者や参加者にとって文化とは我々

のアイデンティティの重要な一要素であり、ソーシャルワークの従属変数ではないという共

通理解について確認でき安堵した。 

  

  ソーシャルワーク 

  当たり前のことだが、ソーシャルワークという用語は、ソーシャルとワーク、すなわち、

「社会」と「仕事／活動／事業」という部分から構成されている。「社会」だけではなく、「事
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業」だけではない。このふたつが合体して初めてソーシャルワークが誕生する。ところが、

社会というものは世界にたったひとつだけ存在するだろうか。家族や個人の概念も世界のど

こへ行っても同一のものがあるだろうか。行動様式やコミュニケーション様式も世界共通だ

ろうか。読者の答えがもし「いいえ、違います」のなら、世界にたったひとつのソーシャルワ

ークが存在するというのも難しくなる。価値観は社会構造を形付けており、社会がその社会

メンバーからどのように認識されているかを左右する。例えば、仏教に基づく価値観は、ベ

トナムやスリランカの人々の「社会」という認識を成り立たせており、マングローブ林も動

物もこの「社会」の一員として捉えるという認識ができている。したがって、動植物が社会

（ソーシャル）の一員である以上、ソーシャルワークの対象にも当然なるわけである。専門

職ソーシャルワーカーとしてクライアントのいかなる文化的背景及び社会的ネットワークを

尊重し介入できるといえるかもしれないが、死者も社会（ソーシャル）の一員として認識さ

れ個々人の社会的ネットワークのメンバーとして位置付けられた場合、どのように介入でき

るだろうか(Gohori, 2016, 2017)。 

  上記の議論は、普遍主義と相対主義の論争を思い出させる。しかし、ホフステードが指摘

したように、ソーシャルワークのみならず多くの領域では、異なる環境、異なる社会や文化

的背景の中で形成され発展された制度や仕組み、または理論や方法論が使われているが、多

くの場合、この制度・仕組み・理論・方法が対象に合わないことを念頭に置く必要があると

考える(Hofstede, 2001)。 

 

  現地の（土着の）文脈 

  グローバルなコンテキストを論じる際に「グローカル」や「地球規模で考え、足元から行

動せよ」といった語句をよく耳にする。しかし、特に「グローカル」というコンセプトは、グ

ロバールな商品をローカルのコンテキストにあわせて受け入れやすいものにするという国外

展開を目指す際のビジネス戦略に由来する。ソーシャルワークもグローバルなプロダクトだ

ろうか。グローバルなプロダクトとして現地の(土着の)コンテキストに合うように調節する

べきというものだろうか。ソーシャルワークは、グローバルなコンテキストで共有されるべ

く土着の(現地の)産物であると私は考える。 

 時々、我々はマジョリティになる。別の時には少数派になることもある。100 年前に植民地

となった地域もあれば、1000 年前に植民地化されたところもある。侵略された地域も占領さ

れた地域もある。しかし、文化的アイデンティティが絶えずに受け継がれている。これは土

着の(現地)のアイデンティティと呼ぶことにする。このことを認識した場合、土着の(現地の)

ソーシャルワークに着眼しなければならないという必要性が鮮明にみえてくる。ソーシャル

ワークが土着の（現地の）コンテキストの中で形成され共有されてきたプロセスも浮き彫り

になることだろう。 
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閉会のことば 

長谷川 匡俊 

 
 

 第 5 回淑徳大学国際学術フォーラムを閉じるにあたり、皆様に主催者を代表して、お礼の

ご挨拶を申し上げます。 

 

 この度は、新型コロナウイルスのパンデミックの只中、２０２０年７月、イタリアのリミ

ニで開催予定のソーシャルワーク世界大会が中止となり、われわれに一体何ができるのか、

と自問するところから始まりました。その結果、この対面できない状況を逆手にとって、本

研究所が持っている世界中の人的資源を活用した、他に例を見ないインターネットを介する

「24 時間リレー・オンライン・国際フォーラム」の開催を発案し、趣旨に賛同いただいた各

国研究者の協力のもとに実現をみることができました。また、オンラインでの会場の提供 

と配信に格別のご配慮をいただいた日本ソーシャルワーク教育学校連盟に感謝を申し上げま

す。 

 

 本フォーラムは、「西欧ルーツのソーシャルワークのグローバリゼーションに世界のソーシ

ャルワーク研究者は抗う」という大テーマのもと、「脱植民地化」「現地化・土着化」「宗教・

スピリチュアリティ」「仏教ソーシャルワーク」などの五つのセッションで話し合われました。

ご参加された皆様のご感想はいかがでしょうか。 

 

 各セッションの成果の共有と議論、そして今後の課題の抽出と更なる議論の深化に期待す

るところは大であります。見えない脅威にさらされる逆境の中で、世界各国の研究者をオン

ラインでつなぎ議論し、バックグランドの異なる地域におけるソーシャルワークを問い直す

という企画は、日本のソーシャルワーク界にとって未だ関心の薄い分野ですが、世界の流れ

を意識したソーシャルワーク研究の重要な一つであり、本研究所が描く国際ソーシャルワー

ク研究ネットワーク構築の第一歩でもあります。 

 

 ますびに、本フォーラムの共催、後援にお力添えをいただいた、ソ教連、ＡＰＡＳＷＥ、Ｉ

ＡＳＳＷ、ＡＡＳＷＡ、ヨハネスブルグ大学、そして発表者、参加者、ご協力いただいたすべ

ての皆様にお礼申し上げ、併せて本研究所の秋元所長をはじめ所員各位の熱意と努力を讃え

たい。 

 

 新型コロナウイルスの感染収束を切に願い、皆様のご健康とご活躍を祈念申し上げて、閉

会のご挨拶といたします。 
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