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試金石ともなりうる点も看過できない。
暴力と虐待の歴史の結果の民族への負荷
は、その社会においては精神衛生と心理臨
床の課題として現出し、援助は個人に焦点
をあてざるを得ない。それを、アボリジニ
が多くすむ地域としてみると、剥奪された
地域ともいえるので、個人の問題だけでは
ない社会性あるテーマとして確定していく
ことが重要だろう。そのためにも社会がそ
の関係性の修復に取り組むことも重視され
るべきだ。同化に対比していえば異化とい
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しかし、社会性があるとはいっても、臨
床性をもつ援助課題として把握されるべき
面もある。かねてより関心をもっていたア
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