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●はじめに

ここでは、本調査の知見のうち、キャリア
形成にかかわる点について、キャリア教育の
視点から解説を行い、さらに具体的な教育場
面で調査結果の応用可能性について検討した
い。

●コミュニケーションとキャリア形成

本調査の中でもとりわけ興味深い知見は、
「子ども時代の体験と成人してからの態度・
能力の関係」（第 1 部 3 章 4 節）を分析した
ものである。ここでは、仕事の充実感に関連
する態度・能力（具体的には、目標設定・表
現・自己理解・自己制御・自主性）が高い層
は、「親や学校の先生以外の大人と話をする
こと」が「あった」（「よくあった」＋「とき
どきあった」）と回答した割合が高いことを
明らかにしている。その他、「親と将来のこ
とについて話をすること」「地域の行事に参
加すること（お祭りや子ども会など）」「大勢
の友だちと遊ぶこと」など、幅広いコミュニ
ケーション体験が仕事上での自己肯定感につ
ながっていることがわかる。
これらの知見は、量的調査のみならず、若

者のライフヒストリーを聞き出した質的調査
においても裏づけられている。多くの「働く
若者」たちのライフヒストリーには、血縁関
係があるなしにかかわらず大人との交流が多
く見いだされるのに対し、「無職の若者」た

ちにはそうした交流機会が相対的に少ない
（第 2部 1章、2章参照）。
本田（2005）は、高校生を対象に実施した

調査結果から「『対人能力』が高い高校生は、
自分の将来の進路について明確な展望をも
ち、それを実現する自信をもかねそなえてい
る傾向がある」と分析している。そして「『対
人能力』やそれと密接に関連した『進路不安』
という、『学力』とは別の側面に対しても十
分な配慮を払い、それらが損なわれている子
どもや若者がはらむリスクをできる限り取り
払ってゆく必要性」を主張している。
本調査での知見は、本田の調査結果と相ま

って、コミュニケーションの多様性や深度が
将来の見通しや仕事の充実感、つまりキャリ
ア形成と関連をもっていることを示してい
る。

●キャリア形成におけるキャリアモデル
の必要性

キャリアカウンセリングの進め方にはさま
ざまあるけれども、一般的には、①信頼関係
（ラポール）の構築 → ②キャリア情報の収
集 → ③アセスメント（自己分析、正しい自
己理解）→ ④目標設定 → ⑤課題の特定 →
⑥目標達成へ向けた行動計画 → ⑦フォロー
アップ、カウンセリングの評価、関係の終了
というステップがとられる（宮城2002、
p.145-146）。これらのうち、②の情報収集や
③の自己分析については、各種ツールの普及
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第 2部 1章では、働く若者の実態を中心に、
アンケートデータ、およびインタビュー結果
に基づいてみてきた。分析よりわかったこと
は、大きく以下の 3点にまとめられる。

第一に、働く若者の仕事に対するやりが
い・充実感は、「自分のやりたい仕事である
こと」や「自分の個性や能力が生かせること」
といった自己実現を重視する人よりも、「人
や社会の役に立つこと」といった社会貢献を
重視する人のほうが高い。仕事における自己
実現は、多くの若者にとってとくに重視する
項目となっているが、さらにそのことが人や
社会の役に立つということが、働く若者のや
りがいや充実感につながっていると考えられ
る。なお、「給料が高いこと」や「休みが多
いこと」といった職場環境を重視している人
の仕事に対する充実感は、全般的に低かった。

第二に、アンケートデータの分析より、子
どもの頃の親子関係はもちろん、親や学校の
先生以外の大人や地域の交流体験、交友体験
などが、成人してからの仕事における態度・
能力に関係していることがわかった。さらに、
この点について詳しくインタビュー調査を実
施し分析した結果、家庭内コミュニケーショ
ン（主に親とのかかわり）と家庭外コミュニ

ケーション（主に親や学校の先生以外の大人
とのかかわり）では、それぞれが異なる傾向
をもって成人してからの態度・能力に影響を
与えている様子がうかがわれた。すなわち、
家庭内コミュニケーションは、大多数が「目
標をもつ力」につながっているのに対して、
家庭外コミュニケーションは、「目標をもつ
力」はもちろん、「人間関係を構築する力」
や「自分の適性・能力の理解」なども含めて
幅広く成人してからの態度・能力と関連して
いた。

第三に、同じように就職して働いている若
者でも、親離れのきっかけやタイミングは、
多種多様であることがわかった。「就職」や
「 1人暮らし」「結婚」など、客観的な環境の
変化によって親離れしたケースもあれば、
「親子の葛藤を経て」や「子どもの頃から
徐々に」といった、発達・成長過程の中に親
離れのきっかけが組み込まれていたケースも
あった。個人個人の差こそあれ、多くのケー
スにおいて、本人の親に対する認識の変化や
本人が思う親の自分に対する認識の変化が起
きたときに、すなわち、親子関係が組み替わ
ったと認識されたときに「親離れした」とい
う実感を得るのではないかと推察される。

働く若者の世界　まとめ�第6節�
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により、その機会を子どもに提供することは
容易になっている。それに比して、④の目標
設定は非常に困難な作業である。なぜならば、
産業構造の変化により、「学校から職場への
移行システム」が大きく変容した現在、将来
を見越した仕事上での目標設定を子どもたち
個人が行うこと、あるいはそれを学校教育の
なかで支援することが容易でなくなったから
である。また家族規模の縮小、地域コミュニ
ティの希薄化、職住分離が進行するなかで、
子どもたちが働く大人と出会う機会は減って
いる。今、子どもたちには、親、学校の教師、
塾・予備校の講師以外の大人との出会いはほ
とんどないと言ってよい。つまりキャリアの
目標を設定しようにも、そのモデルがあまり
に少ないのである。
古野（1999）は、キャリアモデルを「憧れ

の先輩モデル」1 ）と定義しており、それは
「伝記に載るような偉人もあれば、身近なと
ころでは、父親、母親、親戚、あるいはOB・
OG、会社の先輩」の場合もあるとしている。
そして、「多くの人生の先輩に出会えば、共
感し、憧れる人に出会う確率も高まる…（中
略）…将来の働き方を、そのような先輩を見
ることによって、リアリティをもって描くこ
とが可能になる。すべての芸事が模倣から始
まるように、憧れの先輩を模倣することから
キャリアデザインは始まり、実際に働くこと
を通して、『自分らしさ』＝自分だけのキャ
リアデザインは描かれていく」と述べている。
自分が出会った大人たちのなかから、自ら

のキャリアモデルを選択し、それを模倣しな
がらキャリアデザインを行う機会の存在が、
若者の仕事上の充実感につながっているのだ
ろう。子どもは、親や学校の教員がたとえキ
ャリアモデルにならないとしても（実際はそ
のほうが多い）、大人になる他の方法を知る
ために、それ以外のモデルを必要としている。
とりわけ学校文化（価値観）と親和性をもた
ない文化（価値観）をもっている子ども層に

とっては切実である。なぜならモデルが見い
だせない場合は、大人になること自体を拒絶
する可能性があるからだ。
しかしながら、キャリアモデルを複数提供

するだけでは不十分であろう。単なる「憧れ」
では、現実の職業選択にあたってイメージと
のギャップに戸惑うことが容易に予想され
る。キャリアモデルとの出会いにはその内容
の充実度も要求される。
ここで再び、本調査の結果に戻ろう。「地

域の行事に参加すること（お祭りや子ども会
など）」という項目に着目したい。このような
具体的な共同体に参加することで、子どもは
役割を与えられる。ここで単なる出会いを超
えた、共同体のなかでの役割遂行という真正
な学びが始まるのである（Lave and Wenger
1991）。子どもは、共同体に先に参入したメ
ンバー（先輩）を成長のための階梯と見なす
だろう。それは 1年後、3年後、5年後、10年
後の自らのキャリアモデルとなる。このよう
に、子どもにとって、親・教師のような＜タ
テの関係＞や友人同士での＜ヨコの関係＞だ
けではなく、少し先を歩く先輩たちとの＜ナ
ナメの関係＞こそ、成長の足がかりとして欠
かせないものだ。

●キャリアモデルを活用した教育実践例

では、こうした調査結果を具体的な教育現
場でどのように応用していくことが可能なの
だろうか。以下では、キャリアモデルを活用
した教育実践例を提起したい。
まず保護者は、キャリアモデルの選択肢を

増やすために、自らも含めて、できるだけ多
くの大人と接する機会を作るとよいだろう。
その際、子どもにキャリアの選択を迫るだけ
ではなく、自身の仕事についてその喜びや苦
労を具体的に語ることが重要だ。また、幅広
い年齢から構成されている共同体（地域、趣
味、市民活動団体等）に子どもを所属させ、

役割を与えることもよいだろう。
学校場面において、容易に実施可能なプロ

グラムは、キャリアモデルを見つけさせるこ
とである。平尾（2005）は、大学生を対象と
したキャリア教育の授業のなかでこれを実践
し、個人のキャリアデザインに有効であった
と結論づけている。平尾は課題付与にあたっ
て、キャリアモデルは、①働き方が共感でき
る人、②実在の人物であること（会っていな
くてもかまわない）、③書籍・ホームページ
等で調べても実際にインタビューしてもＯＫ、
④なるべく家族は避けるという指示をしてい
る。
キャリア教育の一環としての「職場見学」

や「インターンシップ（職場での仕事経験）」
は日本の教育現場でも広がりつつあるが、実
施にあたっては、職場でできるだけ多くの大
人と出会う機会を作ること、また短時間であ
っても子どもに役割を与えることが大切だ。
これらが満たされていれば、たとえ仕事経験
が単調なものであったとしても、子どもはそ
こに意味を見いだすことができるだろう。
学校のOB・OG、地域で働く人などをゲス

トとして招く「ビジネス・スピーカー」はま
さにキャリアモデルを活用した教育プログラ
ムだ。実施の際は、複数のモデルを提示し子
どもに選択する機会を与えること、ゲスト 1
人あたりの子どもの数を少なくしできるだけ
双方向の対話を可能にすること、企業経営者
など社会的に数少ないモデルよりも身近な仕
事をしているゲストを呼ぶこと、年齢があま
りにも離れているモデルよりも数年後がイメ
ージできるような子どもの年代に近いゲスト
を呼ぶことが可能であれば効果的だ。
「インターンシップ」に比べて、実施にあ
まり手間がかからず、キャリアモデルの提示
として有効なものが、「ジョブ・シャドウ」
である。子どもは、文字通り仕事をする大人
の影となって、半日もしくは 1日間、職場で
後をついて歩く。「ビジネス・スピーカー」

では仕事の一面しか知ることができないが、
「ジョブ・シャドゥ」では仕事を多面的に理
解することができる。「ビジネス・スピーカ
ー」と「インターンシップ」の間に実施する
とよいだろう。
共同体への参加を、受け入れ先の職場で実

現することは相当困難である。それを擬似的
に可能とするのが「学校内企業」である。具
体的には、学校内に、レストラン、自動車修
理工場、保育施設、銀行、売店等を設置し、
生徒に仕入れから販売までを任せるものであ
る。生徒たちは経営母体となる組織を作り、
社長を始めとする役割分担を行って、業務に
あたる。教職員や他の生徒を相手にした本物
のビジネス経験が学びのリアリティを生み出
す。米国の高校において広く取り入れられて
いる手法である2）。

●教育実践を進める上での留意点

以下では、キャリアモデルを活用した大学
での教育実践例を具体的に紹介し、実施上の
留意点をあげる。大学における実践ではある
けれども、その他の教育段階でも応用可能だ
と思われる。
筆者の勤務先である愛媛大学では、スチュ

ーデント・キャンパス・ボランティア（SCV）
という「学生による学生支援のための団体」
を組織している。これは2002年に始まった非
単位認定型の教育プログラムであり、障害学
生の支援、新入生の支援、留学生の支援等を
目的とする 9 つの団体に約200名が所属して
いる（佐藤2004）。教職員や行政・企業に勤
める大人からの支援を受けながら、日々業務
を行っている。筆者は本組織の立ち上げから
関与している。

①学生を子ども扱いしない

問題共有、企画、実施、評価まで一連の流
れをすべて経験させることで、責任をもった
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大学のスタッフとして働いてもらう。学生は、
学生として扱うと学生のように振る舞うけれ
ども、大人として扱うと大人として振る舞う。

②リーダー育成をする

リーダーに対しては、リーダーのみを集め
たミーティングや研修の場で、組織を経営し
ていく上で必要な知識を伝え、スキルをトレ
ーニングしている。また先輩（経験の多い学
生）が後輩（経験の少ない学生）を教育する
風土を構築することで、団体内に階梯を作っ
ていく。平坦なのっぺりとした組織を作らな
いようにする。

③教職員も団体のメンバーになる

教員は、授業では「教員―学生」、つまり
「教授する者―学習する者」という関係で学
生と接することになるが、SCVでは同じ共同
体内の「先輩―後輩」という関係で接するよ
うにしている。そのためには、学生に業務を
任せきりにせず、自らもその団体の業務の一
部を引き受ける。ただし学生は経験が不足し
ているので、それを補うための指導・助言は
積極的に行う。

④教職員以外の多様なキャリアモデルを提示

する

行政や民間企業に勤務する方々にSCVの支
援員になってもらい、日々の業務に助言をも

らっている。また働いているOB・OGを呼ん
で、現役学生と語り合う場を作っている。彼
ら・彼女らも参加できるインターネット上の
掲示板を設置しており、そこでは現役学生と
仕事についての情報交換がなされている。

⑤コミュニケーションの型を伝授する

対人能力を効果的・効率的に向上させるた
めに、コミュニケーションの型を伝える研修
を年に数回実施している。プレゼンテーショ
ン、会議の仕方、名刺交換の方法等には型が
ある。それを早期に示して、繰り返し練習す
る機会を多く作る。こうした経験を積むこと
で、さまざまな大人と円滑に接することがで
きるようになる。

●おわりに

すべての働く人が仕事上で充実感を感じら
れる社会というのは、理想的すぎるのかもし
れない。しかしながら、子ども・若者を対象
とした教育はそれを目指して、できる限りの
ことは遂行すべきである。親、教師だけでは
なく、大人全員が、子ども・若者と出会う機
会を積極的に作り、そしてキャリアについて
惜しみない自己開示と真剣な対話をすること
が求められている。それは、大人全員が次世
代にとってのキャリアモデルになる覚悟をす
ることでもある。

平尾元彦（2005）「キャリア教育の手法としてのキャリアモデル」山口大学大学教育機構『大学教育』第 2号。
本田由紀（2005）「『対人能力格差』がニートを生む」『中央公論』2005年 4 月号。
宮城まり子（2002）『キャリアカウンセリング』駿河台出版社。
Lave, J. and E. Wenger.（1991）Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge University Press.
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【注】
1 ）正確には、ここでは、古野（1999）は「ロールモデル」の定義をしているが、本稿では古野の言うロールモ　
デルをキャリアモデルと呼ぶ。

2）これらのキャリア教育手法については、佐藤（2002）を参照。
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