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はじめに 

                                

  新倉涼子 

 

本報告書は，社会的変化や発達的変化による青年期の不安定さから生じる諸困難を「生きづ

らさ」として捉え，現代社会を生きる青年たちが自己形成過程でどのような「生きづらさ」を

抱え，それをどう克服していくか，健全な自己形成を促すためにどのような支援が必要とされ

ているかという問いについて，「生きづらさ」「自己形成」「重要な他者」を概念的枠組みとして

分析・検討した院生連携プロジェクトの成果をまとめたものである。 

現代社会を生きる若者たちが自己形成過程で抱える生きづらさは，消費社会を特徴とした先

進国の若者たちのなかで顕著にみられる現象であり，日本も例外ではない。国や地域に限らず，

近代化・都市化を推進する開発途上にある国においても，先進国の若者問題と類似した現象が

現れていると考えられるが，これまで西欧諸国を対象とした研究が主であり，それら以外の国々，

地域を対象とした研究は進んでいないのが現状である。 

加えて，日本社会においても，外国にルーツを持つ若者が増加しており，日本国内は国籍や

民族の多様化が進み，多文化化の一途を辿っている。日本人の若者を中心に体験される「生き

づらさ」の課題は，これまで対象となってきたいわゆる日本の青年だけでなく，日本社会を生

きている，複数の文化的背景を持つ青年の自己形成過程の課題でもある。 

上述の２点は，現代青年の自己形成過程を検証する上で，複眼的な視点を持つことの重要性

を意味しており，今後の研究においては不可欠な視点であろう。 

本プロジェクトのメンバーはそれぞれ心理学，教育学・教育社会学領域での研究背景をもっ

ており，研究の対象者も，日本人青年，中国人青年，現在日本に生活基盤を有する青年期の外

国人子女と多様である。また，研究の方法においても質問紙を用いた量的研究，半構造化面接

による事例研究，エスノグラフィーの技法を用いた質的研究等と異なっている。  

研究の初めは互いのアプローチの相違にどう対応し，どのように研究を進めていったらいい

のか迷い，何度も議論していたことを記憶している。これまで各々異なった分野で進めていた

研究から，分野を超えた共同研究として，試行錯誤しながら創発性を高め課題に取り組んだ経

験は，学際的研究の意義を学ぶ重要な機会でもあったと思う。 

本プロジェクトは，新しい課題に果敢に取り組んだ成果であり，これまで提唱されてきた現

代青年の自己形成過程に異なる可能性への展望を提供できると考えている。まだまだ多くの検

討課題を残しているが，今後につなげる萌芽的研究として評価できるものであり，継続して課

題に取り組んでほしいと願っている。 
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Ⅰ 本研究プロジェクトの概要 
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 経済発展やグローバル化の進行に伴う物的・人的資源の急激な流動は，地域社会や家族の

あり方の変容をもたらしており，自己を再構築する若者たちを取り巻く意味空間を劇的に変

化させている。このような不安的な現代社会状況は，若者たちにさまざまな選択肢や機会を

与える一方で，人格形成期にいる彼らを不安にさらすことで新たな戸惑いや選択の困難をも

たらす恐れもある。また，多様な選択肢に満足し，既存の枠から飛び出し，積極的に新しい

ものを探そうとする青年らの試みを妨げる場合さえある。 

 上述した社会状況を踏まえて，本研究プロジェクトでは現代青年の自己形成がどのような

関係性のなかで行われ，どんな新たな発達課題に直面しているか，また，彼らの健全な自己

形成を促すためにどのような支援が必要とされ，どのような援助システムの構築が求められ

ているかを検討することを課題とした。    

本研究プロジェクトの構成メンバーは，本研究科教育構造論の院生 2 名と教育方法論の院

生 1 名，東京大学教育学研究科総合教育科学専攻の博士課程 1 名から構成されており，それ

ぞれ「青年期の発達とパーソナリティ形成」，「不適応青年に対する心理的支援」，「文化間移

動がニューカマー青年に与える影響」，「外国にルーツをもつニューカマー青年の文化化」に

関心を寄せている。そのため，本研究プロジェクトでは，日本人青年・中国人青年・外国に

ルーツを持つ青年など，様々な文化的背景を持つ青年が調査対象となっており，青年心理学・

臨床心理学・社会教育学領域の多様な研究手法による検討が特徴となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ⅱ 問題の所在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1960 年代以降，急激に進展する都市化，産業化，情報化に伴う個人をめぐる社会的環境の

変化は，我々の地域社会や家庭，個人のあり方に急激な変化をもたらしている。世界経済の

急速な発展は産業と地域の構造変化を通じて我々の生活の場に重大な変化を与えた。交通機

関の発達は生活圏の拡大と旧来の地域共同体の崩壊を招き，地域社会に根付いた連帯意識の

減退をもたらしている。また，都市化と社会的分業の進展は家庭の役割を大きく変化させて

いる。核家族の増加やライフサイクルと消費生活等における変化は，家庭内や長期的な生活

設計上の不安定要素を増大させ，個人の生活の場と精神的な拠り所として家庭の役割の重要

性はますます高まっていく。なお，深化の一途を辿る世界経済のグローバル化は，国境を越

えた移動を活性化し，商品や資本など物的資源の移動にとどまらず，異文化間を移動する人々

と家族の急激な増加というグローバルな現象を引き起こしている。異文化間を移動する人の

増加は，ポスト社会の異質的な他者に対する理解を深めるきっかけになり得る一方，格差が

偏在する社会背景のなか，異文化間移動は差異による排他的感情を引き起こす可能性があり，

移動を伴う家庭にさらなる不安定要素を与えている。 

また，2010年総務省の「平成 22年度情報通信白書」によれば，2009 年は情報ネットワ

ークのあり方を画期する 1年であり，企業をはじめ組織での情報処理・管理においては，「ク

ラウドコンピュティング」と称される一連のサービスの導入が進み，パーソナルユースでは，

新しいコミュニケーションツールとして Twitter が一般化し，動画配信の中継サービスの利

用が広まり，また，情報端末もスマートフォンの普及により常時グローバルなネットワーク

に接続可能な時代を迎えたとする。現代社会における情報化の進行は，情報利用の利便性・

効率性が高まり，ユーザ本位の情報空間が一層可視化されるという恩恵をもたらす一方，社

会の不可視化―「社会」全体としての認識の困難，または認識の必要性が奪われるという弊

害がますます進行する状況を作り出している。そもそも社会の不可視化は都市化の産物であ

るが，情報化の進行により新たな局面に進みつつあり，個人と社会の中間にある「地域」に

おける社会の不可視化の進行はより深刻さを増している（城戸，2010）。 

 個人を取り巻く社会環境の劇的な変化は，現代社会を生きる個人の生き方や人と人のつな

がりに重大な変化をもたらし，とくに，いつの時代でも社会変動の最前線に立ち，経済や

思想，政治にかかわる変化に敏感に反応する若者たちの発達と適応に大きな影響を及ぼし

ている。例えば，現代社会を生きる若者像の変化として，今の若者が「青年らしく」なくな

ったという指摘がなされている。従来ならより反抗的で多くの混乱を呈するはずの現代の若

者たちの多くが，平穏にかつ順応的に青年期を過ごすとする。他方，メディアでは若者によ

る非行や引きこもり，いじめが度々報道されている。また，現代青年の対人関係の特徴とし

て，友人関係の表面化や群れ傾向，人間関係に対する過敏さ，傷つきやすさなどがしばしば

指摘される。さらに，近年では，現代の若者の中に外国にルーツを持つ多文化背景を有する

子ども・若者が増加しており，異文化適応や学力向上などの面で課題が山積している。 

そもそも子どもは生まれてからその社会に特有な文化，制度，生活の仕方，人間関係のな

かで大人になるための様々なしつけと訓練を受けて発達していくことになるが，この発達過
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程が通常社会化と呼ばれるものである。社会化には，社会によって個人がつくられていくと

いう文化的伝達（または文化化）の側面と，個人が社会のメンバーになるために，その個人

特有な行動の型を身につけていくという個人的学習の側面がある（菊池，1990）。一方，特

定の社会のなかで，社会化の問題を学校教育や生涯のそれぞれの段階に合わせて社会的に望

まれているしつけや基準を設けたのを発達課題であるが，青年期の発達課題としては，性役

割の獲得や対人関係の社会化，道徳性の形成，職業的及び政治的社会化といった，全体とし

ての一人の人間の形成，あるいは Eriksonの発達理論における自我同一性（アイデンティテ

ィ）の形成が挙げられている。すなわち，青年期の発達は，社会文化や社会変動の影響を受

けつつ文化化していく側面と，家庭や学校，友人関係，さらに地域社会といった意味空間の

なかで主体的に個を確立（狭義の社会化）していくという 2つの側面から理解することがで

きる。しかし，現代の若者たちは文化化と個の確立の 2側面において危機的状況に直面して

いるといえる。まず，個の確立において，従来の青年期危機説に示唆されるように，青年期

にはこの発達段階に特有な危機的要素を孕んでいる。この時期には思春期に始まる身体的・

認知的・対人的変化の伴い，非常に自意識過剰になりやすく，精神的に不安定な状態に繋が

りやすい。これは，ある意味で青年期の様々な変化に対処し，自我の安定と統合を図る過程

で生じるごく自然な現象として理解できるものの，場合によっては自我同一性をめぐる深刻

な危機と化して様々な適応問題を引き起こしている。また，文化化の条件である社会環境に

おいては，高橋（2011）が指摘するように，現代の若者は大変複雑な状況に置かれており，

彼らを取り巻く自己形成空間をめぐる問題の深さは従来の世代間の断絶といった域を超えて

いる。従来なら自明的であった「大人であること」や「大人になること」の意味が根底から

揺らぎ始め，「大人になる道筋」が見えづらくなり，一人の人間として若者たちの自己形成が

非常に困難になっているとする。 

一方，教育社会学の領域では，従来から青年期の問題または若者問題を「子どもから大人

への移行」あるいは「学校から職業への移行」として捉えてきた。例えば，Jones（1995）

や Coles（1995）は，青年期の移行期的な性質に注目し，青年期から成人期への移行を学校

から労働への移行，家庭の移行，住居の移行，の 3つの移行状態から捉えることを提唱して

いる。しかし，宮崎（2010）は，若者の就業問題について就業状態の持続が必ずしも移行の

完了や安定を意味せず，その背後にある生活の不安定性の構造を検討することが重要である

と指摘している。また，石原（2011）は，不登校や引きこもり，フリーターなど，学校や労

働市場から逸脱していく若者について，現代社会の若者の変容は自己中心的な若者の意識問

題というよりも，グローバル経済に飲み込まれた日本企業を取り巻く環境の変化やそれを伴

う労働市場の縮小など社会的背景に問題の着目点を置くべきであると指摘する。社会から逸

脱していく若者にとどまらず，普通の若者においても見られる青年期の長期化や不連続性，

成人期への移行過程の多元化，断片化（Coleman & Hendry，1999）といった社会現象は，

ある意味，現代社会を生きる若者たちの生きづらさを物語っている。宮崎（2007）は，上述

した若者たちの「生きづらさ」問題について，3 つの側面から検討している。彼によれば，
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①「生きづらさ」は機能的な障害によるものもさることながら，他者関係における困難さが

起因しており，②商品交換の論理により成り立つ我々の日常生活において，商品化可能性が

支配原理となっているため，労働に関しても「労働力として商品化できない」人は「正常」

からの逸脱者として社会システムから排除されていくとする。また，③このような商品化に

基づく「正常」「異常」の境界線が我々の人格形成と人々の関係性にも影響を及ぼしていると

する。とくに，旧来の社会構成単位であった家族や地域や階級が崩壊し，いわば裸の個人が

社会構成単位となった現代社会では，生身の人間同士の親密な関係の下で人間が育まれてい

くというより，各種のメディアから提供される情報が若者たちの自己形成に圧倒的な影響力

を及ぼしているとする。このような「社会構成員としての自己と生身の人間としての自己」

の分裂が，現代社会を生きる人間なら誰でも感じる「生きづらさ」の根源であるとする。 

以上の知見からすれば，現代社会を生きる若者たちが自己形成過程で抱える困難とは，消

費社会を特徴とした情報化・グローバル化が進行している先進国の若者たちのなかで顕著に

みられる現象であると推測できるものの，文化や国，地域に限らず，商品化を基盤として近

代化を推進していくすべての社会の若者たちのなかで共通して見られるという性質を帯びて

おり，近代化・都市化が急激に進行している発展途上国においても先進国の若者問題と類似

した現象が現れていると考えられる。一例として，現在著しい経済発展を遂げている中国で

は，せっかく大学に進学したはずの大学生が周囲の環境変化に適応できず自殺したり，殺人

事件を引き起こしたりする報道が近年で増加傾向にあり，犯罪にまで至らないとしても，テ

スト不安や人付き合いに対する苦手意識，就職不安，対人恐怖傾向，インターネット依存，

恋愛問題への対処，強迫傾向といった問題が，普通の大学生のなかでも一般的にみられてい

る。そのため，現代社会を生きる若者たちの発達と適応を問題にしていく際には，急激な変

貌を遂げる社会状況のなか，漠然としたイメージしか持てず，「生きづらさ」を抱えながら試

行錯誤的に未来に通じる大人像を描いていく現代青年の姿を検討する必要があると考えられ

る。 

そこで，本研究プロジェクトでは，現代社会を生きる青年たちの自己形成をめぐる発達課

題とそれを支える有効な援助形態を探るため，彼らの自己形成を検討するに当たって最も重

要と考えられる「生きづらさ」「自己形成」「重要な他者」という 3 つのキーワードに焦点を

絞り，それぞれの領域における先行研究を概観した上で幾つかの研究課題を取り上げて検討

を進めていくことにした。 
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文献研究１ 

 

「生きづらさ」に関する文献研究 

 

張 愛子 

下島 泰子 

 

１．「生きづらさ」の概念：社会経済・精神的「生きづらさ」 

 近年の日本社会では，若者の「生きづらさ」に対する関心が高まりつつある。学術研究領

域における国立情報学研究所が運営する学術情報データベース（CiNii）による統計だけを参

考にしても，「生きづらさ」のキーワードで検索した結果，該当する研究論文は 2014 年時点

で 207 件に上る。「生きづらさ」の研究範囲は医療・福祉領域から教育，家族研究，社会経

済，ジェンダー研究に及んでおり，研究対象も従来の障碍構造論の枠を超えて社会的・性的

マイノリティ，子ども・若者，さらに一般の人々へと，広がりを見せつつある。   「生

きづらさ」という用語は 1981 年の日本精神神経学会において初めて登場し，主に「目に見

える」困難な状況に使用されてきた。次第に引きこもりや自閉症などの「目に見えにくい」

障碍を包摂する曖昧な「生きづらさ」にも用いられるに至った。社会学領域においては非正

規雇用や貧困，性的マイノリティ，エスニック・マイノリティなど社会的排除の対象となる

マイノリティの「生きづらさ」に用いられるようになった。近年では人間関係に関する困難

な状況を表現する用語として用いられており，「生きることの困難」として多様に用いられる

ようになっている。 

 近年では若者の貧困や引きこもり，教育現場における子どもの適応問題など，若者の「生

きづらさ」が注目されている。本研究では現代青年が抱える「生きづらさ」に着目し，社会

背景から読み解いた社会構造・文化的視座，個人の内面から読み解いた個人・発達的視座か

ら見た「生きづらさ」に焦点を当てていく。 

 

２．現代青年が抱える「生きづらさ」 

（１）統計：個人・家族・学校・職場における「生きづらさ」 

内閣府は平成 24 年度「若者の考え方についての調査」でニート，引きこもり，不登校，

高校中退者等の困難を抱えた若者を対象に調査を行った。若者が社会生活や日常生活を円滑

に送ることができなかった理由の調査である。項目は①個人的な理由，②家族・家庭につい

ての理由，③学校についての理由，④仕事上の理由の 4点である。①については「人づきあ

いが苦手だから」が 52.6%，「何事も否定的に考えてしまったから」が 43.3%，「悩みなどを

相談できなかったから」が 34.7%となっている。②については「家族内の不和や離別」19.2%，

「親への反発」14.7%，「親から自分への過度な期待」14.2%，である。③については「いじ

められたから」23.6%，「学校がいやだった」22.9%，「先生や友達との関係が悪かったから」
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16.9%である。④については「本当に自分のやりたい仕事ではなかったから」20.1%，「上司

や同僚との関係が悪かったから」18.8%，「職場に馴染めなかったから」が 16.5%となってい

る。 

（２）社会構造・文化的視座における「生きづらさ」の概観（1990 年代から現在） 

西田（2012）は 1990 年代半ば以降の日本社会では「格差社会」「不平等社会」という社会

構造論が増加しており，2000年代以降からは「貧困」という言葉がメディアに登場するよう

になったと指摘する。本田（2007）は格差社会における非正規雇用とフリーター・ニートの

問題は，自己責任を強調する社会構造が生み出した社会問題であり，社会・経済・政治的活

動への参加に必要な資源を「排除型社会」が奪い取ったことにより，生じる問題であるとす

る。また，不安定な生活に陥るとそこからの脱却が困難な社会の仕組みは，家族・教育・労

働の 3つの場における排除の悪循環を作り出し，彼らの労働状況を悪化させ，若者の「生き

づらさ」を生み出していると指摘する。また，大人の文脈で取り上げられてきた貧困問題が，

子ども・若者の困難としてクローズアップされるようになったことは，子ども・若者が社会

的弱者に転落することに対する危惧として捉えることが可能である（宮本，2002）。 

（３）「排除型社会」における若者とエスニック・マイノリティの「生きづらさ」 

現代の若者の社会的位置をとらえる上で，重要なキーワードとなりうるのはヤング（2008）

が提起した「排除型社会」という概念である。望ましくない行動や，規範からの逸脱の恐れ

がある者をあらかじめ「排除」し，それを本質として全体をカテゴリー化してしまうような

「排除型社会」の到来によって，若者もまた「排除」の対象となりうることを多くの論考が

指摘している。現代においてすでに「排除」の対象となりやすく，「若者は〇〇だ」のような

言説で一括りのカテゴリーにスティグマを与えられがちである。たとえば，社会学者の本田

由紀は日本の若年労働市場において，若者はすでに＜現実＞の面（＝雇用の面）で排除され

ているだけでなく，「ゆとり教育」批判やフリーター批判など，＜言説＞の面においても若者

はその存在が排除されているという，「二重の排除」を受けていると考察している。 

 後期近代社会における新自由主義やグローバリゼーションという社会変化が人々の大規

模な「移動」を引き起こし，日本社会にも多くの外国人労働者が流入しているなか，日本に

おけるエスニック・マイノリティは，上で述べたような「若者」への排除とはまた違った論

理でマジョリティからの「排除」の視線を向けられることとなる。「ニューカマー青年」とは，

仮説的には，「若者」としての社会的排除を受けつつ，エスニック・マイノリティであること

によって，さらなる排除を受けるような存在として捉えることができるであろう。 

 

３．個人・発達的な視座から見た「生きづらさ」の概観 

（１）子どもの「生きづらさ」 

國宗（2013）は「普通」の子どもが抱える「生きづらさ」について① 障害，疾病，貧困，

虐待，不登校，非行などといった明確な，合理的な理由がないにも関わらず，日常生活の中

に困難を感じること，② 生得的なものではなく，社会や地域，集団を含めた他者との関係性
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やコミュニケーションなど，個人と環境の相互作用の中で生まれるものであるということ，

③ 社会的要因による自尊心の低さに一因があること，④ 時として自傷行為や他者への攻撃，

精神科的問題に結びつく可能性があること，の 4 つの側面から実態をまとめた。 

 山下（2012）は生活システム論的アプローチから子ども主体の「生きづらさ」の様相と諸

要因を検討し，「信頼できる大人がいる子どもの居場所の必要性」を強調すると同時に，親と

子だけで完結するような関係性の問題点や，ある集団で発達課題が達成されないときに別の

集団から何らかの支援を得ることの重要性について指摘した。また，困った時に他に「自分

の気持ちをわかってくれるような誰かがいてくれる」という思いが子どもの「生きづらさ」

の低減につながることを示唆した。さらに「生きづらさ」と「生活システム変更条件」の因

子分析から，子どもの居場所や存在感に対する発達的要求の阻害が彼らの「生きづらさ」と

して現れ，努力への評価や親などとの関係性から得る充足感や資源が「生きづらさの低減に

つながるとした。子どもの発達的要求の受容と充足こそ，彼らが主体性や自立性を発揮する

際の鍵であり，家庭や社会においても主体的な存在として環境と相互作用を行うことが可能

になると指摘している。 

（２）青年の「生きづらさ」 

雨宮・菅野（2008）は，現代社会を生きる若者たちには社会構造や経済的な問題とは直接

関係のない「純粋な」生きづらさが存在するとしている。例えば「空気を読むこと」などコ

ミュニケーション能力が不可欠な他者との関係性の問題や，「認められること」の難しさなど，

共同体の脆弱に伴い自己責任が強調される現代社会における自己価値をめぐる問題などが若

者を生きづらくすると指摘する。これらと表裏一体の問題として香山（2012）は人とのつな

がりを求めて絆に苦しめられている人々も大勢いると指摘する。 

青年の「生きづらさ」については，アイデンティティの問題としてとらえ，「生きづらさ」

は，相手の反応を察知しながら，自分の出方を決めなければならない息苦しい人間関係にあ

る（土井，2008）とあるように，現代青年の「対人関係にともなう生きづらさ」「関係性に

おける生きづらさ」であると考える。 

現代青年の対人関係の特徴として岡田（2007）が次の 3つに分類した。①関係の希薄さ（対

人関係からの退却）②見かけのノリのよさ（群れ）③やさしさ（傷つけられる・傷つけるこ

とへの恐れ）。対人関係が深まることを避け，深刻な話題にならないように気遣い，表面的な

対人関係の円滑さに意識が向けられ，場の空気を読み取る繊細な対人スキルが要求されるこ

と，お互いに気づけ合わないように気をつかう，などの特徴がある。 

鈴木（2012）は「スクール・カースト」で学校生活を過ごす上で青年たちが自分の「立ち

位置」（スクール・カースト上の地位）で自分がどのようにみなされているかということに敏

感に反応することを挙げ，現代の青年の対人関係スキルが低いわけではなく，むしろコミュ

ニケーション力の 高さを要求されていることを指摘している。 

（３）居場所・関係性の「生きづらさ」 

阿部彩（2011）は社会的排除を「関係」「仕事」「場所」からの排除と分類し，社会的包摂
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を「つながり」「役割」「居場所」があることと定義した。関係性の親疎を志水（2014）は「つ

ながり格差」であるとし，「つながりの豊かさ」が居場所の確保や学力向上につながると指摘

している。貴戸（2011）は弱者やマイノリティの状況は「社会のせい」か「個人のせい」か

という議論について不登校を事例とし「関係性の生きづらさ」について分析した。人との関

係性で傷つくことを恐れながらも，「ひとりでいることのスティグマ化」（阿部真大，2011）

に苦しむ現代青年のジレンマも指摘されている。 
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文献研究２ 

 

「自己形成」に関する文献研究 

 

相良 好美 

 

 本節では，本研究の研究対象である青年期の自己形成に関する諸研究を概観し，その課題に

ついて整理する。 

 

１．自己形成の定義と下位概念 

 山田（2003）によれば，従来の心理学における実証的研究は，自己形成を概ね“志向性”

（漠然とした志向性，あるいは理想自己に対する志向性）として扱ってきたという。青年の

自己形成に関する研究は数多くあり，それゆえに自己形成の定義や下位概念は一義的なもの

ではない。山田（2004c）では，自己形成研究における認知的側面と目的的側面への偏重を

指摘し，内的側面（認知的側面）と外的側面（行動的側面）の相互行為によって自己形成を

捉えることの重要性を指摘している。また，溝上（2011）では，自己形成を「自己を主体的

に，個性的に形作る行為である」と定義している。青年期の自己の変化には，ある特定の方

向性を持って変化すること，すなわち，自己発達よりもむしろ，主体的，個性的に「形作る」

を強調する自己形成の方が重要な働きを持つ。アイデンティティ形成は，より一般的・抽象

的に自己の変化を扱う自己形成よりも狭い概念だと考えられるが（溝上，2008），自己の変

化やそのプロセスに見てとる含意には近いものがある。 

こうした溝上の主張に対して，谷（2013）では，アイデンティティ形成とは，「斉一性・

連続性を持った主観的な自分自身が，周りから見られている社会的な自分と一致するという

感覚を得ること」（谷，2004）と定義できるという立場から，アイデンティティ形成と自己

形成のあり方について検討している。谷は，溝上論文の「自己を主体的に，個性的に形作る

行為である」という自己形成が，「アイデンティティ形成を包含する上位概念であると思えな

い」とし，アイデンティティ形成には，そもそも「主体的・個性的」という含意はなく，あ

くまでも斉一性・連続性を持った自分自身と，周囲の人々から見られているであろう社会的

な自分自身との一致ということにアイデンティティ形成の中心があり，異なるプロセスであ

ることを主張している。 

上述のように，自己形成概念にかかわっては，類似概念との重なりを含めて多様な議論が

なされてきており，さまざまな側面から青年の自己形成へのアプローチが試みられている。

山田（2004a）では，「自己形成」を「理想自己実現に向かっていこうとする意欲と実際に向

かっているという行為の総称（理想自己志向性）」として規定し，得点化すること自己形成の

様相を示すことを試みた。この得点と適応感を測定するための自尊感情得点との組み合わせ

から自己形成の 8つのパターンを作成し，個人が重要とする理想自己に対する６つの意味付
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けのパターンと実現に向けての具体的方略およびその希求の相違についての検討を行った。

その結果，理想自己志向性としての自己形成の高さには，意味づけにおける自己/他者の違い，

方略の有無ならびに実行率が関係していることが示された。 

 さらに山田（2006）では，青年と自己を捉える視点に，時間・行為・空間という視点を埋

め込むことの意義についても言及している。山田によれば，ばらばらで距離感の持たない過

去の諸体験の整理・秩序化（物語化）が青年の自己理解を促すうえで，有用なはたらきをす

るという。 

 上記の諸研究に共通するのは，青年の自己形成は一時的・局所的な現象として捉えること

はできず，個人の認知的側面や行動的側面が相互に応答しつつ，過去・現在・未来の時制の

なかでゆるやかに作り上げられる「プロセス」としての自己形成への着目である。 

 

２． 関係性の中の自己形成 

 青年にとって，人とのかかわりの中で他人から尊重される経験を幼い頃から積み重ねてい

くことは重要である。こうした経験が欠けている場合に，人間関係にセンシティブになり過

ぎたり，自ら殻をまとって必死に自己を守りながら他人と関係を結ぼうとしたりする。 

ベネッセ教育研究開発センター（2010）では，小学 4 年から高校 2年生において友人が増

えるとともに，友人に気を遣う心理的な傾向も増加するという。坂西（1995）は「いじめ」

を受けた経験が長期的にどのような影響を及ぼしているかという調査で，高校生や大学生に

なっても学校不適的な傾向があることが示された。 

 児童期から青年期にかけての友人関係のあり方は，青年の自己形成に対して，プラスにも

なれば，マイナスにもなるという両面をもっている。青年が立ち直っていくプロセスには偶

発性が関与するが，じっくりと自分の話を聞いてくれる人が一人でも現れてくれることが大

切である。友人関係の悩みを抱える相談者への援助は，対自的側面として，自己の表出のあ

り方を検討することが必要であり，もう一方で，対他的側面としては，安心感・安定感があ

る他者との関係を築いていけるように，相手の役割期待の調整が必要である。 

学校教育のおける進学競争や学歴意識の強まり，評価や評価意識の強まりなどが児童・青

年の友人関係にも悪影響を及ぼしている。そうした友人関係の中で，承認が得られれば自己

形成が促され，排斥されれば自己形成が妨げられる。自己形成には，親からの独立・反抗，

本当の自分を守りたい，傷つきたくないなど，青年が切実に感じているさまざまな心理が含

まれている。 

 

３．ポストモダン社会における青年の自己形成 

一方，社会の変化は青年期の自己形成にどのように影響を及ぼすのだろうか。溝上（2010）

は現代大学生の勉学思考を，現代青年期に課せられる自己形成課題への対応とみなし，現代

青年期がどのように成立してきたのかについて，各時代の人間形成を目的とした教育の在り

方とを絡めつつ，歴史的に考察している。かつての青年は，社会（大人）がさきにあって，
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そのために学校（卒業資格）があるという，アウトサイドインの力学に基づいて生きている

と考えられてきた。ところが，70 年代～80 年代の大学のユニバーサル化，大学短大の大衆

化を受けて，60 年代までに見られたような学生青年と非学生青年（農村青年や勤労青年など）

とのコントラストが失われていった。こうした社会変化から，彼らにはまず学校があって，

そして社会（就職）があるという，今日私たちがよく知る形のインサイドアウトの力学に基

づく青年期が形成されていったという。その後のバブル崩壊とそれに伴う就職氷河期や，職

業世界の雇用システムや働き方の変容も加わって，学校ではできるだけよい学校・大学に進

学するための進路指導・就職指導から，青年の主体的な職業選択や人生形成に導くようなキ

ャリア教育・キャリア形成支援へと取り組みをシフトせざるを得なくなっていった。こうし

た変化は，青年自身に青年期の過ごし方から就職の仕方，人生形成にいたるまでインサイド

アウトの力学に基づく自己形成を課す状況を創り出しているという。 

 

４．現代青年の自己形成の諸相 

 以上，青年期の自己形成をめぐる諸研究を概観してきた。主要な論点を以下に示す。第一

に，青年期の自己形成には，青年期の発達課題のひとつでもあるアイデンティティ形成と密

接な関わりを持つ。自己形成を「理想自己実現に向かっていこうとする意欲と実際に向かっ

ているという行為の総称（理想自己志向性）」（山田，2004a）という視点から見た場合，個

人の認知的側面や行動的側面が相互に応答しつつ，過去・現在・未来の時制のなかでゆるや

かに作り上げられるものであると捉えることができよう。 

 第二に，青年期の自己形成には他者との関わりが大きな影響を及ぼす。言い換えれば，自

己形成とは関係性の中に育まれるものであり，他者の存在を介在せずしては自己形成はなさ

れない。友人関係の中で，承認が得られれば自己形成が促され，排斥されれば自己形成が妨

げられる。自己形成には，親からの独立・反抗，本当の自分を守りたい，傷つきたくないな

ど，青年が切実に感じているさまざまな心理が含まれている。自己形成は青年期に限らず，

人生のステージの移行や自己をめぐる社会の変化に応じて不断に続いていく「プロセス」と

して理解できる。 

 第三に，現代青年の自己形成には社会環境やライフコースにおける「移行」が大きな影響

を及ぼしていると言える。溝上の指摘するように，現代青年にはまず学校があって，そして

社会（就職）があるという，今日私たちがよく知る形のインサイドアウトの力学のなかに青

年の自己形成はなされていく。 
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文献研究３ 

 

「重要な他者」に関する文献研究 

 

鈴木 明美 

 

アイデンティティは，児童期までに重要な他者への同一化などによって構成された様々な

自己像を，自分の資質や周囲からの期待などとすり合せながら統合することによって，青年

期に形成される。その際には，個人の自律，自主性，主体性が重視されつつ，個人と社会及

び他者との相互作用が重要であるとされている（Erikson,E.H.,1950）。青年期は，重要な他

者（両親・友人・恋人・教師など）との関係の中でアイデンティティが形成され，関係性の

中で個人の主体的な位置づけがなされて，個としてのアイデンティティが発達する時期であ

る。ここでは，「重要な他者」に焦点を当て，青年期のアイデンティティ形成の過程において

重要な他者がどのような影響を及ぼしているのかを考察する。 

 

１．「重要な他者との関係」に関する発達的な研究 

精神分析学においては，人間の内的世界は乳幼児期にその基礎をもち，中でも主に母子関

係の文脈で展開されてきた。乳幼児期の対人関係，特に親との早期の体験が，後の個人がも

つことになる対人関係に多大な影響を及ぼすとされている（Freud，1905 など）。彼は神経

症をはじめとする成人の患者の示す対人的葛藤の源は，乳幼児期の対象関係（親子関係）に

あると考えた。精神分析における母子関係理論では，内在化された母親，あるいは関係の表

象に関連させて，子どもが自我を発達させると指摘されている。この早期の自己の意識や，

母親との関係をめぐる問題の連想，記憶，感情が，その後の対人関係ひいては自らが親にな

ったときの親子関係に決定的な意味を有する。 

また愛着理論によれば，早期の母子相互作用の中から愛着表象が子どもに内在化され，対

人関係が育むモデルとなっていき，それが社会的適応性を左右したり，配偶者選択に影響し

たり，自らの子育てに関与してくると言われている（Bowlby,J.,1973）。この理論では，早期

に形成された愛着関係がその後の対人関係のあり方を規定し，乳幼児期における重要な他者

との関係が，後の人格発達に大きな影響を及ぼすことが指摘されてきた。これは乳幼児期に

形づけられた愛着関係が，その後も恒常的に維持され，人格に重要な影響力をもつという愛

着の“連続性”を強調するものである。すなわち，乳幼児期における重要な他者との関係が

後の人格発達に大きな影響を及ぼすという「関係の質の連続性」（発達の初期に肯定的（否定

的）な関係を有した者は，後のライフステージにおいても肯定的（否定的）な関係を有する）

に主に焦点があてられている。 

この点に関して，永田（2002）は「関係性の再体制化」に注目し，幼児期の重要な他者と

の関係がたとえ否定的なものであったとしても，思春期・青年期以降における重要な他者と
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の関係において肯定的な感情体験が補償されれば，変化の可能性は大いにありえるとした。

その変化を生起させる発達的メカニズムとして，「関係性の再体制化」があると述べている。

再体制化のプロセスでは，重要な他者との関係における転機（危機）をきっかけとして，対

象に対しての自分自身のあり方を問い直し，積極的にその解決に取り組んでいることが重要

であり，幼児期に構築された関係に対する認知も，それ以降の様々な対人経験によって，影

響を受けたり修正されたりしながら，変化していく。生涯発達的視点で他者とのかかわりを

とらえるならば，人は常に新たな他者とのかかわりにおいて再体制化しつづけていく存在で

あるといえる（岡本，2002）。 

 

２．青年期のアイデンティティ形成に及ぼす重要な他者の影響 

 Kroger.J.（2000）はアイデンティティ発達に影響する３つの文脈として，家族，友だち，

教育的・職業的環境を挙げている。また松田・若井・小嶋（1994）は，青年期の発達におけ

るメンター（発達を促す良き指導者）に関する研究を行い，母親，父親，同性の友人，教師

などの親以外の成人といった他者が重要であることを指摘した。これらの重要な他者は，青

年のアイデンティティ形成においてどのような影響を及ぼしているのだろうか。 

杉村（2001）が指摘するように，「家族関係」はアイデンティティ形成プロセス全般にわ

たって根底にあるものであり，家族からのサポートは青年期にも重要な効果をもっている。

林・岡本（2003）は，家族同一性と子同一性との間に正の相関があり，家族同一性の発達は

子としての同一性形成に重要な意味をもつことを指摘した。分離‐個体化過程において，男

子は母親に「呑み込まれる不安」を抱いているのに対し，女子は母親に「分離不安」を抱く

ため，男子に比べて女子の方が分離‐個体化が困難であると言われており，青年の個として

のアイデンティティ形成には，特に母親の影響が父親よりも強い（林・岡本，2003）。日本

人学生の対人関係領域のアイデンティティ形成における重要な他者は母親であり，母親との

関係へのコミットメントが適応に重要な意味をもつが，父親との関係へのコミットメントが

必ずしも適応的な意味をもつとは限らないことが示唆されている（杉村ら，2013）。 

また「友人・恋人との関係」と青年のアイデンティティ形成との関連について，Erikson,E.H.

（1967）は，青年が自己を確立するためには，同性の友情と異性の親密さがある同年代の社

会集団の中で自分の存在が認められることで，集団や社会の一員であるという認識を持つこ

とが重要であると述べている。また慶德・森下（2012）は，児童期においては母親や同胞，

祖父母などの家族からのサポートがアイデンティティ形成に重要であるが，青年期において

は同性の友人などの家族とは異なる関係性の中で，アイデンティティを探求し形成していく

ことを示した。青年期は友人関係の重要性が高まる時期であり，友人との関係が学校への適

応と関連しているとされている（酒井ら，2002）。学校の友人は性役割の習得や自己の安定

に関わって大きな役割を果たし，また恋人・異性の友人は，青年の態度・価値の形成，信念・

理想の形成，葛藤の解決・自己の安定，親密さの形成に影響を与えている（安達，1994）。

友人や恋人との出会いや別れ，関係の深まりや希薄化の中で青年は新しい視点を学んで，自
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己と他者との視点の間に新しいバランスを構築するといえる（金，2006）。 

教師は，両親のように心理的サポートを与えたり役割モデルとして機能したりするよりも，

どちらかといえば管理的，権威的な対象である。重要な他者としての「教師との関係」が生

徒の学校適応に重要な役割を果たすことを明らかにした研究は多い（Taketsuna et al. 2000，

Wentzel ,1999，Woolley et al., 2009）。 

先行研究では，主に重要な他者とは「だれか」ということに焦点が当てられてきたが，重

要な他者が「どのような影響を与えるのか」という視点も重要である。伊藤・岡部（2003）

によれば，重要な他者には 4 つの機能があり，自分を支援してくれる「支援機能」，享楽を

共にする「同朋機能」，自分の見本となる「モデル機能」，自分にとって刺激になったり，ラ

イバルになったりする「対立機能」と定義されている。この 4つの機能のそれぞれに対して

重要な他者を対応させると，「支援機能」では，理想化し，絶対的な尊敬と信頼を持ち，混乱

から守ってくれる「両親」や，運命をともにしたいと考えられるほど信頼感や親密感を育て

られるような「恋人」，悩みを相談できる「友人」など，様々な他者が当てはまると考えられ

る。「同朋機能」では，自己開示の中心的な相手である「友人」，モデル機能では，モデルと

しての他者である「同性の親」「友人」，「対立機能」では，自分の判断や考え方を承認してほ

しい相手である「同性の親」「友人」が当てはまると考えられる（杉浦，2014）。 

これまで見てきたように，親や家族，友だちや恋人，教師などの重要な他者がアイデンテ

ィティ形成に重要な役割を果たしていることが明らかになったが，それは必ずしもポジティ

ブな意味のみを持つわけではない。平石・杉村（1996）では，中学生の学校ストレスの研究

の中で，「仲間関係」と「教師との関係」がストレス反応に影響力を持つことが示唆されてい

る。同様の結果は，学校生活のストレッサーに関する岡安ら（1992）の研究や，学校ぎらい

感情の規定要因を調べた古市（1991）の研究でも指摘されており，いじめなどの対人関係ト

ラブルや孤立，周囲への過剰適応等が青年期の大きな問題の一つとなっている。 

 

３．今後の課題 

現代社会においては，他者とのかかわりは複雑になってきており，安定した関係が結びに

くいような状況においては，青年が自己を確立することは困難になってきているといえよう。

伊藤・宮下（2004）は，現代の青年を「関係性を求めながらも，その関係で傷つき，またそ

の傷を癒すために関係を希求していく」姿として捉えている。Erikson,E.H.（1967）は，こ

の時期に同年代の同性や異性の間に親密な関係が生まれず，社会集団の中の自分の立ち位置

や役割がわからなくなった場合，青年は自分の自己を見失い，精神的に危機的状況に陥ると

し，これをアイデンティティの危機と呼んでいる。青年期に不適応を生じた場合，どのよう

な援助が有効なのか，どんな他者がどのように関与することによって克服していけるのか，

等を検討していく必要があるだろう。 
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Ⅳ 研究目的 
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 本研究プロジェクトでは，現代社会の劇的な社会的環境の変化のなかを生きる若者たちの

発達と適応の様相を捉え，彼らの健全な発達を促す手がかりを探ることが目的である。 

すなわち，自己形成過程がますます多様化・複雑化するなか，異なる背景をもつ若者たちが

どのような発達的課題を抱え，それらを周囲の相互作用の中でどのように乗り越えていくか

について，心理学と教育学の視点からアプローチし，彼らの自己形成を支える有効な援助形

態について検討する。その際には，日中青年・ニューカマー青年・不登校経験者といった異

なる背景を持つ青年を調査研究の対象として取り上げ，彼らの自己形成過程における「生き

づらさ」に焦点を当てて，質問紙調査，フィールド調査，面接調査法等，多様な研究手法を

用いながら，以下の通りに検討を進めていく。 

研究１では，現代社会を生きる日中青年を対象として彼らが体験する「生きづらさ」とそ

の対処法及び彼らが周囲に期待する援助形態について実態調査を行い，これらに関連する発

達的要因と文化的要因を明らかにする。 

研究２では，不登校経験者の視点から，不登校の背景要因と立ち直りの際の援助リソース

について検討し，彼らがどのように生きづらさを克服して自己形成を成し遂げていくのかを

考察する。 

研究３では，幼少期に文化間移動を経験し，現在日本に生活基盤を有するニューカマー青

年を対象とし，彼らの自己形成過程において，「移動」経験がもたらす影響を青年本人の視点

から明らかにする。 

研究４では，ニューカマー高校生を対象とし，彼らの日本文化内面化が阻害されているこ

とに起因する「生きづらさ」に着目し，教師が彼らの「自己形成」と文化化を促進するメカ

ニズムを探る。  
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個人研究１ 

 

現代社会を生きる日中大学生の「生きづらさ」に関する予備的調査 

 
 

張 愛子 

（東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科） 

 

要旨 本研究では，日中大学生を対象に自由記述式の質問紙調査を実施し，彼らが体

験する「生きづらさ」，「生きづらさ」への対処法及びその際に彼らが周囲に期待する支

援について実態調査を行った。これらの調査データに基づいて日中比較検討を行った結

果，日中大学生が体験する「生きづらさ」には，日中文化に共通する発達的要因と日中

文化に特有な文化的要因があることが明らかになった。これらの「生きづらさ」要因の

背景として，「個」の自立をめぐる青年期の心理，現代社会の価値傾向が考察された。ま

た，日中文化で価値あるものとして重要視される内容が異なっており，身近にいる他者

がもつ意味が考察された。しかし，本研究ではサンプルに限界があるため，結果の一般

化には更なる検証が必要であると考えられた。 

 

キーワード：「生きづらさ」（hardships） 現代青年（contemporary youth） 日中

比較（comparison of the Japanese and Chinese） 

 

 

Ⅰ 問題と目的 

 

 現代社会を生きる若者たちの変化の一つに，現代青年が「青年らしく」なくなったという

指摘がある。杉原（2001）は，従来から「疾風怒濤」や「思春期危機」という言葉で表現さ

れ，「危機」や「不安定」をテーマに青年期の反抗，混乱，不適応を記述してきた古典的な青

年期の「危機説」に対して， 1960 年代後半から「多くの青年に目立った反抗，混乱，不適

応が見られず，適応的かつ順応的に青年期を過ごす（Douvan & Adelson，1966；Offer，1969；

Offer & Offer，1975）」と報告する「平穏説」の研究が増えたと指摘する。他方，近年では，

若者の自己中心的な振る舞いや人間関係の希薄化が指摘されており（町沢，1998；松下・吉

田，2007），現代青年の発達には依然として危機的な要素を含んでいるといえる。 

上記のような青年像の変化は現代社会の変容が大きく関連する。科学技術の発展に伴う経

済発展やグローバル化は，私たちの日常生活と価値傾向に多大な影響を及ぼしており，経済

領域にとどまらず，かつて地域社会に根付いていた伝統文化や生き様，家族のあり方をも急

速に変容させつつある。交通機関の発達は生活圏の拡大と旧来の地域共同体の崩壊をもたら

し，地域社会に根付いた連帯意識を減退させている。また，都市化と社会的分業の進展によ
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る核家族の増加やライフサイクル，消費生活等における変化は，家庭内や生活設計上の不安

定要素を増大させている。しかし，個人の生活の場と精神的な拠り所としての家庭の役割が

ますます重要性を高めるなか，グローバル化の深化に伴う人的移動の増加は家庭内に不安定

な要素を増していく働きをしている。このような個人を取り巻く人的・物的環境の変化は，

いつの時代でも社会変動の最前線に立ち，経済や思想，政治にかかわる変化に敏感に反応し

続けてきた若者たちに端的に現われ，教育現場では不登校やいじめが依然として大きな課題

になっている一方，社会的には子ども・若者の「貧困」や「格差」問題，異文化間を移動す

る子どもの教育問題が大きな課題となっている。國宗（2013）は，「自己責任」「自己決定」

という言葉に見られるように，現代社会における個人への偏重が社会全体に「生きづらさ」

を生み出しており，一見して問題があるように見えない「普通」の子どもでも「生きづらさ」

を抱えている可能性があると指摘している。 

「生きづらさ」の用語は，医療・福祉領域における障害論の枠組みが従来の「目に見える」

障害に，自閉症や引きこもりといった「目に見えにくい」障害を包摂するために広く用いら

れるようになったという経緯がある。一方，教育現場では，障害自体がもたらす「生きづら

さ」以外に，個人の障害に対する認知的・感情的関与が「生きづらさ」を生み出す要因にな

り得るという認識が広まりつつあり，近年では普通の人々の「生きづらさ」にも焦点が当て

られ，「自己責任」を強調する社会構造や，空気を読みあうような人間関係が「生きづらい」

状況を生み出しているという見方がなされている（山下，2012）。國宗（2013）は，社会福

祉学の立場から現代の子ども・若者が抱える「生きづらさ」の共通点を，①明確で合理的な

理由がないにもかかわらず，日常生活で困難を感じること，②生得的なものではなく，社会

や地域，集団を含めた他者との関係性やコミュニケーションなど，個人と環境の相互作用の

中で生まれるものであること，③社会的要因による自尊心の低さにその一因があること，④

時として，自傷行為や他者への攻撃，精神科的問題に結びつく可能性があること，の 4 点に

まとめている。山田（2012）は，家族社会学の立場から子どもの「生きづらさ」について生

活システム論的にアプローチし，生活システムにおける子どもの生活実態を検討している。

しかし，「生きづらさ」に関しては未だ明確な定義づけが行われておらず，青年期という発達

的な観点から捉えた研究も数少ない。さらに，若者たちがこれらの「生きづらさ」にどう対

処し，周囲にどのような相互作用を期待しているかについても不明な点が多い。 

冒頭で述べたように，青年期に青年期という発達段階固有の危機的要素が潜在している。

青年期に関しては，これまで多くの著書で語られてきたが，Hall（1904）以降は青年期を「子

どもから大人へ」の移行期として描くことが通例となっている。移行期の特質としては，

Graber & Brooks-Gunn（1996）が，①将来への熱意ある期待感，②過ぎ去った段階への後

悔の念，③将来に関する不安，④主な心理的再適応，⑤移行期間中の状態の，ある程度の曖

昧さ，の 5 つの点を取り上げ，この時期には，対人関係やアイデンティティとの関係で青年

にあらゆる領域において相当な心理的再適応が求められるようになると指摘する。また，

Erikson（1959）は「心理社会的モラトリアム（Psychosocial moratorium）」期という用語
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で青年期を表し，この時期には青年が大人になることを一定期間猶予し，その間に様々な社

会的役割の模索を行うことが必要と指摘する。そして，青年期に達成すべき発達課題として

「アイデンティティ獲得」を挙げ，その対極に「アイデンティティ拡散」を設定した。しか

し，身体成熟が早まったのに対し，学習期間が長くなったという心身の発達的変化のギャッ

プは，現代青年の心理社会的曖昧さを増大させると同時に，青年期の長期化は青年期に先駆

する児童期や後続する成人期と青年期との境界性を曖昧にしている。現代青年は，親や家族

に対する長い期間の依存を余儀なくされ，「自立と依存」をめぐる彼らの課題はより複雑化し

ている。現代青年の成人期への移行は，ますます多次元化・断片化しており（Coleman & 

Hendry，1999 白井他訳 2003），現代社会における青年像はよりつかみにくくなったとい

える。 

以上の問題意識に基づき，本研究では現代社会を生きる日中青年を対象として彼らが体験

する「生きづらさ」とその対処法及び彼らが周囲に期待する援助形態について実態調査を行

い，これらに関連する発達的要因と文化的要因を明らかにする。その際に，現代社会を生き

る青年が体験する「生きづらさ」の発達的要因と文化的要因を区別するために，急速に都市

化が進行している中国の青年を比較対象として取り上げて検討する。中国の青年を比較対象

と取り上げる理由は以下の通りである。まず，改革開放により 30 年余り続く高度経済発展

を遂げてきた近年の中国では，西洋の経済システムや価値傾向が導入され，生活様式や行動

パターンが急激に変化している。また，急速に進行する近代化により，中国においても日本

と同様に伝統的な文化と価値観が崩されつつあり，個人をめぐる価値や生き方に対する動揺

や疑問の声が現れている。そして，中国の若者たちのなかでも徐々に現代日本の若者が体験

するような「生きづらさ」の認識が広まりつつある。例えば，新入生が大学の環境や周囲の

ストレスに耐えきれず，殺人や自殺を引き起こすニュースも度々メディアで取り上げられて

いる。これらの「生きづらさ」は，ある意味日中の伝統的な文化と西洋文化の衝突により生

じるものとして捉えることが可能である。例えば，場の共有によって集団が形成されるとさ

れる日本と血縁の原理によって集団が形成されるとされる中国（中根，1967）では，近代的

な西洋の価値観や生活様式の浸透により，個人の自己価値や自己実現が優先される傾向があ

り，地域社会における連帯意識や場における人間関係，または宗族の名や功名のもつ重要性

が以前より著しく減退し続けている。従って，現代社会を生きる若者たちの「生きづらさ」

の実態を明らかにし，その背景にどのような発達的・文化的要因が関わっているかを解明す

ることが急務である。 

Ⅱ 研究課題 

 

 以上の研究目的と視点に基づき，本研究では以下の課題を検討する。 

課題 1 現代社会を生きる日中の大学生の体験する「生きづらさ」がどのような内容である

か 

課題 2 日中大学生が「生きづらさ」にどのように対処しているか 
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課題 3 日中大学生が自力で「生きづらさ」に対処できない場合，周囲にどのような支援 

を求めているか 

課題 4 課題 1～3 の調査結果から日中青年が体験する「生きづらさ」にどのような共通点と

文化的差異が見られるか 

 

Ⅲ 研究方法 

 

調査対象と調査時期 2014 年 7 月下旬から 8 月上旬にかけて，日中大学生 132 名に質問

紙調査を実施した。そのうち，回答に不備が見られた日本人大学生 14 名と，中国人大学生 4

名を分析から除外した。その結果，日本人大学生 82 名（男性 37 名：女性 45 名，平均年齢

19.5 歳）と中国人大学生 32 名（男性 7 名：女性 25 名，平均年齢 20 歳）の計 114 名が分析

対象となった。有効回答率は，日本が 85.4%，中国が 88.9%であった。 

調査内容 1.「生きづらさ」 質問項目を作成する際に，若者たちの生活文脈を考慮し「生

きづらさ」という用語を「悩み」，「不安」，「困ったこと」といった言葉に置き換えて尋ねた。

また，日中大学生が体験する「生きづらさ」については，「日常生活」，「対人関係」，「自己評

価」の 3 つの次元を想定して調査を行った。質問項目として，「a. 今の生活のなかで，あな

たはどのような悩みがありますか。ちょっとした気になることや不安などがありますか。も

しあるとすればそれはどんなことですか。語れる範囲で構いませんのでいくつか教えてくだ

さい。b. 家族や友達，恋人，先生など周りの人々との関わりのなかで，苦手なことや困った

こと，どう対応すればいいか分からないことがありますか。もしあるとすればそれはどんな

ことですか。語れる範囲で構いませんのでいくつか教えてください。c. 今の生活のなかで，

伝えたかったことが伝わらなかったり，実力を認めてもらえなかったりして落ち込んだり，

自信を無くしたりする場合はありますか。もしあるとすればそれはどんなときですか。」を設

定し，これらについて自由記述式で回答を求めた。 

2.「生きづらさ」に対する対処法 質問項目として，「あなたは上述した a，b，c のような

ことがありましたら，それらにどのように対応していますか」を設定し，これらについて自

由記述式で回答を求めた。 

 3. 周囲に期待する支援 質問項目として，「あなたが困難にぶつかったときに，家族や友

達，学校など周囲の人々から支えてほしいですか。もし支えてほしい場合は，誰に，どう支

えてほしいかについて具体的に教えてください」と教示し，これらについて自由記述式で回

答を求めた。 

調査手続き 質問紙の作成に当って，まず質問紙の構成について複数回の予備調査を経て，

修正を重ねながら質問項目を設定し，内容的妥当性を確認した。次に，完成された日本語版

質問紙に対してバックトランスレーション法を用いて中国語に翻訳した。調査の実施は，日

本では授業中に質問紙を配布しその場で回収した。中国では留学生を経由して中国国内の大

学生に調査協力を依頼し，翻訳した電子版質問紙に回答してもらった。 
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分析方法 日中大学生が体験する「生きづらさ」と「生きづらさ」に対する対処法，及び彼

らが周囲に期待する支援に関する回答内容について，KJ 法を用いて分類を行った。分析か

ら得られたカテゴリー「以下，SC と略す」を【 】で示し，サブカテゴリーを〔 〕で示

した。 

 

Ⅳ 結果と考察 

 

１ 調査協力者の概要 

 日中の調査協力者の概要を Table1-1 にまとめて示した。日本では 1，2 年生が主な調査協

力者となっており，そのうち 44%が一人暮しや寮生活をするなど，自立的な大学生活を送っ

ていた。一方，中国では 3，4 年生が主な調査協力者となっており，その 69%が自立的な大

学生活を送っていた。アルバイトをしなが

ら大学生活を送る大学生は，日本では 77%，

中国では 41%を占めていた。 

 

 

 

２ KJ 法によるカテゴリーから見た日中大学生の「生きづらさ」 

調査協力者に対する倫理的配慮により，本調査における質問項目ごとの回答率は，Table1-2

の通りとなった。カテゴリーの分類は，一つの質問項目に複数個の回答があった場合，それ

ぞれをカウントした。分類作業は著者と KJ 法に熟練な大学教員，心理学を専攻する大学院

生を含む複数人で行った。その結果を Table1-3~1-5 にまとめて示す。 

 

２-１ 日中大学生が体験する「生きづらさ」の要因の内容（課題 1） 

Table1-3 により，日中大学生に共通した「生きづらさ」の要因は，日常生活での将来や学

業の問題であることが明らかになった。全体的に最も出現率の多い要因は，日本では【活動

面（39%）】と【生活面（37%）】，中国では【将来（56%）】と【学業（22%）】に関する要因

であった。日中大学生において特徴的な要因としては，日本では〔やる気・モチベーション

の低下〕が，中国では〔経済的問題〕が挙げられた。「対人関係」においては，日本では自己 

事例数 回答率 事例数 回答率

「生きづらさ」 日常生活 74 90% 30 94%

対人関係 47 57% 24 75%

自己評価 40 49% 22 69%

65 79% 29 91%

期待する支援 期待の有無 82 100% 32 100%

対象 76 93% 25 78%

内容 75 92% 17 57%

Ｔａｂｌｅ1-2　質問項目ごとの回答率

日本（82例） 中国（32例）

「生きづらさ」への対処法

人数 %（累積） 人数 %（累積）

学年 1学年 38 46% 1 3%

2学年 70 85% 8 25%

3学年 75 92% 23 72%

4学年 81 99% 32 100%

不明 82 100% 32 100%

住居 一人暮し 33 40% 0 0%

寮 36 44% 22 69%

実家 80 98% 31 97%

その他 82 100% 32 100%

アルバイト する 63 77% 13 41%

しない 81 99% 32 100%

不明 82 100% 32 100%

Table1-1　日中の調査協力者の概要

日本 中国
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表出的の仕方が，中国では他者との接触量が特徴的な要因として挙げられた。さらに，「自己

評価」においては，日本では〔否定されるとき〕〔発言・意見できない〕などの受動的な自己

評価の仕方が，中国では〔パフォーマンスするとき〕〔結果がついてこなかったとき〕などの

能動的な自己評価の仕方が特徴的な要因として挙げられた。 

 

２-２ 日中大学生の「生きづらさ」に対する対処法の内容（課題 2） 

 Table1-4 により，日中大学生が共通してよく採用する対処法は，【人の力を借りる】【自力

で解決を試みる】であることが明らかになった。しかし，最も対処率の高い対処法は，日本

では【解決を回避する】，中国では【考え方を変える】であった。問題解決の対処法に関して

は，従来から対処方略がその後の適応や心理的健康に影響すると考えられている。例えば，

計画を立て情報を収集し，問題解決に取り組むような問題自体の処理に焦点を当てた問題焦

点型の対処は，心理的な不適応を緩和するのに対し，嫌なことを考えないようにしたり諦め

たりするような問題による情動処理に焦点を当てた情動焦点型対処は，心理的な不適応を増

加させると報告されている（鈴木・神村，2001）。また，見方を変えるような認知的処理型

対処は，単純な回避型対処より適応的であると報告されており（野嶋ら，1987）。周囲の人

や機関に相談するような社会的資源を活用した社会的支援型対処は問題解決と情動反応の緩 

総件数 （%） サブカテゴリー 件数 （%） 総件数 （%） サブカテゴリー 件数 （%）

人間関係 14 17% 恋愛・異性 3 9%

アルバイト・仕事 8 10% 人間関係 2 6%

部活・サークル 5 6% 家族 1 3%

家族 5 6%

多忙・時間の使い方 7 9%

お金 5 6%

睡眠 2 2% 経済的問題 4 13%

通学の負担 2 2%

家事 2 2%

病気・体調 2 2%

将来・進路・就職 22 27% 就職・仕事 13 41%

目標が不明確 5 16%

やる気・モチベーションの低下 12 15% 自分の問題・性格 3 9%

性格・メンタル 5 6% 自制力 1 3%

行動力 1 3%

学　業　面 13 16% 単位・試験 13 16% 7 22% 勉強・受験 7 22%

自分を出せない 10 12%

気が合わない人への接し方 8 10%

気を遣う 5 6% 人付き合いが苦手 8 25%

年上 5 6% 人との関わりが少ない 3 9%

ノリ・テンションの違い 4 5% 年上の人との付き合い 3 9%

親しい関係がダメ 3 4% 断れない 2 6%

家族 3 4% 対応が分からない 1 3%

先生 1 1%

対応が分からない 5 6%

性格 6 7% 性格 4 13%

価値観 2 2% 価値観 2 6%

否定されるとき 9 11% パフォーマンスするとき 3 9%

発言・意見できない 6 7% 結果がついてこなかったとき 3 9%

他の人との比較 4 5% 理解されないとき 3 9%

友人 2 2%

授業・ゼミ・テスト・レポート 9 11% 勉強・テストのとき 6 19%

サークル 5 6% 人と接するとき 4 13%

アルバイト 5 6% 仕事をするとき 2 6%

Table1-3　日中大学生の「生きづらさ」の要因及び出現率（%）

カテゴリー
日　　　　本　 中　　　　国　

日常生活

活　動　面 32 39% 6 19%

将　　　　来 22 27% 18 56%

生　活　面 30 37% 4 13%

対人関係

表出的なもの 44 54% 17

個 の 側面 17 21% 5 16%

53%

内面的なもの 8 10% 6 19%

38%

28%

自己評価

特定の場面 21 26% 9

一般的な場面 20 24% 12
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和に役立つと考えられている。本研究における日中大学生の対処行動に関しても，対処法の

選択次第で「生きづらさ」体験を増加させる可能性が十分考えられた。しかし，最も望まし

いと考えられる社会的支援型対処は日中大学生ともに 2 割程度しかおらず，一見して問題焦

点型のような自力で解決を試みる対処行動でも，問題焦点型と情動焦点型が混合している可

能性が考えられた。なお，日本人大学生に最も多く見られる回避型対処が彼らの「生きづら

さ」体験を増加させるか，中国人大学生に最も多く見られる認知的処理型対処が彼らの「生

きづらさ」体験を低減させるかを含め，本研究の結果に関しては，対処法そのもの以外に課

題の性質，課題遂行時の状況，遂行者の発達段階など，より多くの要因が関連すると考えら

れた。そのため，より詳細に「生きづらさ」の要因と対処法について検討していく必要があ

ると考えられた。 

 

２-３ 日中大学生が周囲に期待する支援の内容（課題 3） 

Table1-5a, 1-5b により，課題 3 では 9 割以上の殆どの日中大学生が困難な状況において周

囲からの支援―主に周囲の友人，家族，恋人からの支援を期待していることが明らかになっ

た。この結果は，課題 2 において社会的支援型対処が 2 割程度に止まるという結果とは対照

的なものであり，日中大学生の支援願望と実際の対処行動との間にズレが生じた結果となっ

た。彼らが自ら周囲に支援を求めていけない要因としては，自己評価の低下に対する懸念が

一因として考えられた。なぜならば，「自己評価」次元において，他の人から否定されたり，

勉強やテストの結果が予想通りにいかなかったりすることなどが「生きづらさ」の要因とし

て挙げられていたからである。また，Table1-5c により，日中大学生が周囲に期待する支援

内容と優先順位に若干の違いが見られたものの，彼らが自力で問題解決を試みる際には【メ

ンタル面を支えてほしい】【アドバイスをもらいたい】といった内容が主な支援として挙げら

れた。これに関しては，一人暮しや寮生活といった自立的な生活を送る大学生が日本と中国 

総件数 （%） サブカテゴリー 件数 （%） 総件数 （%） サブカテゴリー 件数 （%）

考えないようにする 9 11% 逃げる 3 9%

気を紛らわす 6 7% 遊ぶ 2 6%

寝る 6 7% 寝る 1 3%

受け流す・あきらめる 5 6%

人の力を借りる 21 26% 相談する 21 26% 8 25% 相談・アドバイスを求める 8 25%

自分の中で解決する 12 15%

自力で解決を 1人で考える 4 5%

　　　　試みる 客観的になる 4 5%

友達を見習う 1 1%

対応できていない 5 6%

我慢する 3 4%

待つ 2 2%

前向きになる 3 4% 成り行きに任せる 5 16%

気持ちを切り替える 3 4% 前向きに捉える 5 16%

受け入れる・受け止める 2 2%

文章にする 3 4%

泣く 3 4%

訴える 1 1%

Table1-4　日中大学生の「生きづらさ」への対処法及びその対処率（%）

カテゴリー
日　　　　本 中　　　　国

解決を回避する 26 32% 6 19%

22%

しばらく辛抱する 10 12% 3 9% 対応し切れてない 3 9%

21 26% 7 22% 客観的に解決策を探る 7

文章にする 1 3%

考え方を変える 8 10% 10 31%

感情を表出する 7 9% 1 3%
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でそれぞれ 44%と 69%を占めていたことから，大学生活の多くの面において自立的な判断と

行動を必要とする状況が関連した結果であると考えられた。 

 

２-４ 日中大学生が体験する「生きづらさ」における共通点と文化的差異（課題 4） 

共通点 まず，日常生活においては，将来や学業が日中大学生において共通した「生きづ

らさ」の要因であった。対処法においては，社会的支援型対処と自立的な解決を試みる対処

が日中大学生においてよく見られる対処行動であった。支援願望においては，9 割以上の日

中大学生が支援してほしいと願っており，対象として友人と家族が最もよく選ばれた。支援

内容としては【メンタル面を支えてほしい】【アドバイスをもらいたい】など，精神面でのサ

ポートが最も多かった。これらに関しては，将来展望や学業が日中大学生にとって共通して

重要な発達的課題であることが考えられた。また，彼らの支援願望と対処行動との間にはズ

レが生じることに関しては，ある程度の対処方略の調整が必要であると考えられたものの，

自己の潜在的な可能性を求めて積極的に自立的な問題解決を試みることにより生じた結果で

あると考えられた。この意味で，彼らが体験する「生きづらさ」とは， Coleman & Hendry

（1999）や Erikson（1959）の指摘のように，移行期またはモラトリアム期における個の自

立のために避けては通れない試練であると考えられた。しかし，周囲に対する物理的・心理

的依存がまだ存在するなか，また，可能性としての自己と現実自己との区別が曖昧ななか，

社会的支援型対処を拒み，過渡に自立的な問題解決を志向する対処方略は彼らの「生きづら

さ」体験を強める要因につながりかねないと考えられ，國宗（2013）が指摘したように，「自

己責任」「自己決定」を強調する現代社会の価値傾向が現代青年の自己形成に与える弊害が示

唆された。 

事例数 比率 事例数 比率

支援してほしい 75 91% 31 97%

支援してほしくない 4 5%

無回答 3 4% 1 3%

Table1-5a　支援に対する期待の有無

日　本 中　国

件数 （%） 件数 （%）

友人 34 42% 24 75%

家族 24 29% 12 41%

周りの人 8 10%

恋人 6 7% 4 13%

親しい人 2 6%

その他の人 1 1%

Table1-5b　期待される支援対象及び出現率（%）

日　本 中　国

日　　本 件数 （%） 中　　国 件数 （%）

話を聞いてもらいたい 39 48% メンタル面を支えてほしい 9 28%

メンタル面を支えてほしい 23 29% 具体的な手助けをしてほしい 4 13%

アドバイスをもらいたい 13 16% 応援している誠意さえ伝われば、それで十分 3 9%

手を貸してほしい 9 11% アドバイスをしてほしい 3 9%

そばにいてほしい 4 5% なるべく自力で解決するようにしている 2 6%

全力を出せるようなサポートがほしい 2 2%

Table1-5c　期待される支援内容及び出現率（%）
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文化的差異 課題 1～3 の結果と考察により，日中大学生においていくつかの文化的差異

が確認できた。まず，日常生活において，日本人大学生は日常的な活動面や生活面に，中国

人大学生は将来展望や学業面に大きな負担を抱えていた。日中大学生に特有な「生きづらさ」

要因としては，日本では人間関係や本人の意欲の低下が，中国では経済的問題が挙げられた。

対人関係においては，日本では自己表出的の仕方が，中国では他者との接触量が特有な要因

として挙げられ，自己評価においては，日本では受動的な自己評価の仕方が，中国では能動

的な自己評価の仕方が特有な要因として挙げられた。また，対処法においては，日本では回

避型対処が，中国では認知的処理型対処が最もよく見られる対処行動であった。支援内容に

関しては，支援内容の優先順位以外に，日本では【話を聞いてほしい】が，中国では【応援

している誠意さえ伝われば，それで十分】が特有な内容として挙げられた。これらの結果に

関しては，人間関係や本人の意欲が日本人大学生にとって，経済的問題が中国人大学生にと

って発達的課題と関連して文化的に重要な意味をもつ可能性が考えられた。また，これらの

文化的差異に関しては，文化的価値の意味づけが行われる背景についてより詳細に議論して

いく必要があると考えられるものの，これらの差異がさらに対人関係における違いにつなが

った可能性が考えられた。なぜならば，日本では自己表出の仕方が人間関係の善し悪しに，

さらに本人の意欲に影響を及ぼすという可能性や，中国では他者との接触が家族の利益また

は情報獲得につながるという可能性が考えられるからである。さらに，これらの文化的差異

が対処法と支援願望における違いにつながる可能性についても想定できるものの，今後の更

なる検証が必要であると考えられる。 

 

Ⅵ まとめと今後の課題 

 

 本研究では，現代社会を生きる青年たちが体験する「生きづらさ」について実態調査を行

い，これらに関連する発達的要因と文化的要因を検討するため，日中比較検討を行った。そ

の結果，まず，日中大学生の「生きづらさ」に関する実態調査から，國宗（2013）のいう現

代の若者たちが抱える「生きづらさ」は，幾つかの発達的な要因と文化的な要因に大別して

捉えることができると考えられた。まず，日中大学生は将来展望や学業といった現代大学生

に共通する生活課題を抱えており，彼らからは「個」の確立をめぐって葛藤しながら積極的

に自己調整を行っていく姿が確認された。その背景としては，青年期に多く見られる自立志

向や，自己評価・自己価値への追求といった心理が考察され，現代社会の価値傾向との関連

が考察された。一方，日中大学生は日常生活や対人関係，自己評価において一部異なる「生

きづらさ」の要因を抱えており，日中文化で価値あるものとして重要視される行動様式や考

え方が異なることが関連するものと考察された。なお，これらの行動様式や価値観には，と

くに日々接している身近な人々が意味ある重要な他者として大きな役割を果たすと考察した。

しかし，本研究は 114 名の日中の大学生サンプルに基づいて得られた結果であり，サンプル

に限界があるため，結果の一般化には今後さらなる検証が必要であると考えられた。 
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個人研究２ 

 

不登校青年の立ち直りを促すための有効な援助に関する研究 

 

鈴木 明美 

（東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科） 

 

要旨：本研究では，青年期に不適応を生じた場合，どのような援助が有効なのか，それはどん

な他者がどのように関与することによって克服していけるのかを検討していくことを目的とする。

具体的には，不登校経験者を対象に，個別に半構造化面接を実施して，不登校を経験した当事者

の視点から不登校の背景要因と立ち直りの際の援助リソ－スについて分析し，彼らがどのように

生きづらさを克服して自己形成を成し遂げていくのかを検討した。その結果，不登校の背景要因

として，友人関係のトラブルなどの関係性の生きづらさが挙げられた。援助リソ―スとしては，

家族の他に，担任・それ以外の教師・管理職・養護教諭・スクールカウンセラーなどの教職員が

挙げられ，安心感・安全感のある関係性の中で受容・共感的にかかわり，本人の気持ちを受け止

めてその苦しさを理解してやることがなによりも大切であることが明らかになった。また不登校

経験を通して，自分自身を客観的に見つめ直すことで自己受容が高まり，自己形成過程において

進路の修正や目標の見直しを図ることができることも示唆された。 

 

キーワード：関係性の生きづらさ，重要な他者，不登校，受容・共感，自己受容 

 

 

１．問題と目的  

青年にとって，人とのかかわりの中で他人から尊重される経験を幼い頃から積み重ねてい

くことは重要である。こうした経験が欠けている場合に，人間関係に過敏になり過ぎたり，

自ら殻をまとって必死に自己を守りながら他人と関係を結ぼうとしたりする。岡田（2007）

は，対人関係が深まることを避け，深刻な話題にならないように気遣い，表面的な対人関係

の円滑さに意識が向けられ，場の空気を読み取る繊細な対人スキルが要求されることなどが

青年期の対人関係の特徴であると指摘している。また鈴木（2012）は，現代の青年の対人関

係スキルが低いわけではなく，むしろコミュニケーション力の高さを要求されていると述べ

ており，スクール・カースト制に見られる友人関係の難しさを強調している。児童期から青

年期にかけての友人関係のあり方は，青年の自己形成に対して，プラスにもなれば，マイナ

スにもなるという両面をもっている。 

伊藤・宮下（2004）は，現代の青少年を，「関係性を求めながらも，その関係で傷つき，

またその傷を癒すために関係を希求していく」姿として捉えている。「関係性」は，特に人間

の発達を理解するための視点として，多くの研究者によってその重要性が指摘されてきた。
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青年期は重要な他者（両親・友人・恋人・教師など）との関係の中でアイデンティティが形

成され，関係性の中で個人の主体的な位置づけがなされて，個としてのアイデンティティが

発達する時期である。 

従来，重要な他者との関係に関する研究領域においては，乳幼児期における重要な他者と

の関係が，後の人格発達に大きな影響を及ぼすことが指摘されてきた。これは乳幼児期に形

づけられた愛着関係が，その後も恒常的に維持され，人格に重要な影響力をもつという愛着

の“連続性”を強調するものである。すなわち，乳幼児期における重要な他者との関係が後

の人格発達に大きな影響を及ぼすという関係の質の連続性＜発達の初期に肯定的（あるいは

否定的）な関係を有した者は，後のライフステージにおいても肯定的（あるいは否定的）な

関係を有する＞に主に焦点があてられてきた。 

この点に関して，永田（2002）は「関係性の再体制化」に注目し，幼児期の重要な他者と

の関係がたとえ否定的なものであったとしても，思春期・青年期以降における重要な他者と

の関係において肯定的な感情体験が補償されれば，変化の可能性は大いにありえるとした。

その変化を生起させる発達的メカニズムとして，「関係性の再体制化」があると述べている。

再体制化のプロセスでは，重要な他者との関係における転機（危機）をきっかけとして，対

象に対しての自分自身のあり方を問い直し，積極的にその解決に取り組んでいることが重要

である。幼児期に構築された関係に対する認知も，それ以降の様々な対人経験によって，影

響を受けたり修正されたりしながら，変化していくといえるだろう。 

では，青年のアイデンティティ形成過程にどのような他者が関与し，プロセスを進展させ

ていくのだろうか。Kroger, J.（2000）はアイデンティティ発達に影響する３つの文脈とし

て，家族，友だち，教育的・職業的環境を挙げている。また松田・若井・小嶋（1994）は，

青年期の発達におけるメンター（発達を促す良き指導者）に関する研究を行い，母親，父親，

同性の友人，教師などの親以外の成人といった他者が重要であることを指摘した。 

杉村（2001）が指摘するように，「家族関係」はアイデンティティ形成プロセス全般にわ

たって根底にあるものであり，家族からのサポートは青年期にも重要な効果をもっている。

林・岡本（2003）は，家族同一性と子同一性との間に正の相関があり，家族同一性の発達は

子としての同一性形成に重要な意味をもつことを指摘した。分離‐個体化過程において，男

子は母親に「呑み込まれる不安」を抱いているのに対し，女子は母親に「分離不安」を抱く

ため，男子に比べて女子の方が分離‐個体化が困難であると言われており，青年の個として

のアイデンティティ形成には，特に母親の影響が父親よりも強い（林・岡本，2003）。日本

人学生の対人関係領域のアイデンティティ形成における重要な他者は母親であり，母親との

関係へのコミットメントが適応に重要な意味をもつが，父親との関係へのコミットメントが

必ずしも適応的な意味をもつとは限らないことが示唆されている（杉村ら，2013）。 

また「友人・恋人との関係」と青年のアイデンティティ形成との関連について，Erikson, 

E.H.（1967）は，青年が自己を確立するためには，同性の友情と異性の親密さがある同年代

の社会集団の中で自分の存在が認められることで，集団や社会の一員であるという認識を持
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つことが重要であると述べている。また慶德・森下（2012）は，児童期においては母親や同

胞，祖父母などの家族からのサポートがアイデンティティ形成に重要であるが，青年期にお

いては同性の友人などの家族とは異なる関係性の中で，アイデンティティを探求し形成して

いくことを示した。青年期は友人関係の重要性が高まる時期であり，友人との関係が学校へ

の適応と関連しているとされている（酒井ら，2002）。学校の友人は性役割の習得や自己の

安定に関わって大きな役割を果たし，また恋人・異性の友人は，青年の態度・価値の形成，

信念・理想の形成，葛藤の解決・自己の安定，親密さの形成に影響を与えている（安達，1994）。

友人や恋人との出会いや別れ，関係の深まりや希薄化の中で青年は新しい視点を学んで，自

己と他者との視点の間に新しいバランスを構築するといえる（金，2006）。 

また教師は，両親のように心理的サポートを与えたり役割モデルとして機能したりするよ

りも，どちらかといえば管理的，権威的な対象である。重要な他者としての「教師との関係」

が生徒の学校適応に重要な役割を果たすことを明らかにした研究は多い（Taketsuna et al., 

2000，Wentzel ,1999，Woolley et al., 2009）。 

これまで見てきたように，親や家族，友だちや恋人，教師などの重要な他者がアイデンテ

ィティ形成に重要な役割を果たしていることが明らかにされてきたが，それは必ずしもポジ

ティブな意味のみを持つわけではない。平石・杉村（1996）では，中学生の学校ストレスの

研究の中で，「仲間関係」と「教師との関係」がストレス反応に影響力を持つことが示唆され，

重要な他者のネガティブな影響についても検討されている。同様の結果は，学校生活のスト

レッサーに関する岡安ら（1992）の研究や，学校ぎらい感情の規定要因を調べた古市（1991）

の研究でも指摘されており，いじめなどの対人関係トラブルや孤立，周囲への過剰適応等が

青年期の大きな問題の一つとなっている。Erikson, E.H.（1967）は，この時期に同年代の

同性や異性の間に親密な関係が生まれず，社会集団の中の自分の立ち位置や役割がわからな

くなった場合，青年は自分の自己を見失い，精神的に危機的状況に陥るとし，これをアイデ

ンティティの危機と呼んでいる。青年期に不適応を生じた場合，どのような援助が有効なの

か，どんな他者がどのように関与することによって克服していけるのか，等を検討していく

必要があるだろう。 

そこで，本研究では不登校という現象を手がかりに，青年期の不適応行動に対する援助の

あり方，特に重要な他者からのどのような援助が有効なのかについて検討していくことを目

的とする。不登校経験者を対象に，個別に半構造化面接を実施して，不登校を経験した当事

者の視点から，不登校の背景要因と立ち直りの際の援助リソ－スについて検討し，彼らがど

のように生きづらさを克服して自己形成を成し遂げていくのかを考察する。 

 

２．方法 

１）調査対象者 

不登校とは，「何らかの心理的，情緒的，身体的あるいは社会的要因・背景により，登校し

たくてもできない状況にあるため，年間 30 日以上欠席した者のうち，病気や経済的理由に



38 

よる者を除いたもの」と定義されている（文部科学省，2003）。調査対象者は中学校・高等

学校のとき不登校を経験した成人（20 代前半～30 代後半）4 名である（Table2-1）。男性 1

名，女性 3 名で，全員が大学卒以上の学歴をもち，不登校支援を目的とした活動等に参加し

ている成人である。 

 

 

 

２）調査方法 

 半構造化面接調査を実施した。面接は対象者一人当たり平均 1 時間半であった。面接にあ

たっては，研究の主旨と目的・中止の自由・個人情報の取り扱い等について丁寧に説明し，

研究参加協力の同意を得てから実施した。面接は対象者に同意を得てＩＣレコーダーに録音

した後，逐語録を作成した。作成した逐語録は，郵送で各人に送り，面接内容の確認をして

もらった。実施期間は，2014 年 7 月から 9 月である。 

３）半構造化面接の内容 

 面接調査項目は以下の通りである。 

①プロフィール（年齢，性別，現在の職業，家族構成，不登校期間） 

②不登校の背景要因，きっかけについて 

③不登校による影響（プラス面，マイナス面）について 

④どんな援助リソース（場所や物など）があったか 

⑤だれから，どんな援助があったか 

⑥援助によってプラス（あるいはマイナス）に作用したこと 

⑦今振り返って，必要だと思われる支援とは何か 

４）データ分析方法 

半構造化面接調査で収集したデータを分析するにあたり，研究対象者の体験に即した形で

彼らが用いている概念や諸特性を明らかにするのに適している方法として，グランデッド・

セオリー・アプローチ（ＧＴＡ）を採用した（岩壁，2010）。分析手順は以下の通りである。

①データを読み込み，何が書かれているのかを把握する，②データを切片化し，名前を付け

る（コード化），③より大きなまとまりを統合し，説明する（カテゴリー化），④内容的によ

り上位のまとまりにまとめる（カテゴリーグループ），⑤カテゴリー間の関連を特定し，モデ

中学校 高校

A 女性 20代後半 大学院卒 公務員 高１～

B 女性 20代前半 大学卒 学生 中2～ 高2～（通信制高校へ転校）

C 男性 20代後半 大学卒 アルバイト 中１～ 高１～

D 女性 30代後半 大学卒 福祉職 中2～ 高2～（定時制高校へ転校）

不登校期間

Table2-1．　調査対象者のプロフィール

性別 年代 最終学歴 職業
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ルを立ち上げる，というものである。 

 

３．結果と考察 

１）不登校の背景要因と不登校継続がもたらす悪循環について 

不登校の背景要因と不登校の継続が及ぼす影響について，調査対象者の発言をもとに分析

を行った（Table2-2）。 

まず，《不登校の背景要因》として，『関係性における生きづらさ』『自分自身の中の葛藤』

の２つのカテゴリーが生成された。『関係性における生きづらさ』は，【クラスになじめない】

【気の合う友だちがいない】【いじめ】【部活でのつまずき】【教師への不信】と【不安定な家

族関係】の５つの下位カテゴリーから成り立っている。前者４つは「学校での生きづらさ」

であり，後者は「家庭での生きづらさ」と考えられる。学校生活において，【クラスになじめ

ない】【気の合う友だちがいない】とあるように，新学期のクラス編成で仲の良い友だちが別

のクラスに行ってしまったことで，気の合う友だちがいないため新しいクラスになじめず，

一人でいることが苦痛となって，次第に学校に行くことがつらくなってしまうことが考えら

れる。また【いじめ】の下位カテゴリーでは，自分が直接的にいじめられたわけではなくて

も，友だちが仲間はずれにされているのを見ていることに強い不快感を生じていることがわ

かる。友だちからきつい言葉をかけられたり，友だちに仲間外れにされないよう気を遣った

りして，過度に疲れてしまう友人関係があることが窺える。【部活でのつまずき】では，クラ

スだけではなく，部活動での人間関係においても，苦労している様子が見受けられる。部活

動は学校生活をより豊かにするものであるが，一方で部活動に適応できず，不登校につなが

るケースもあると思われる。【教師への不信】では，教師が自分の意見を聞いてくれず，きち

んとした対応がなされなかったことで，教師への不信感が芽生えたことがきっかけとなって

いるが，部活でのつまずきや教師への不信感が，勉強への取り組みにも影響を及ぼし，結果

として学習への意欲低下から不登校に陥ることも考えられる。また家族の中の生きづらさと

して，【不安定な家族関係】が挙げられた。両親の不仲やそのことによる育児の放任，反対に，

両親あるいは祖父母による過干渉や過期待も本人にとってはプレッシャーとなり，情緒的な

不安定さを引き起こすと考えられ，家庭の問題も不登校の背景要因の一つになっているとい

える。 

《不登校の背景要因》として，『関係性における生きづらさ』の他に『自分自身の中の葛藤』

のカテゴリーが生成された。下位カテゴリーとして【プライドの高さ】【緊張の糸が切れる】

【エネルギーの枯渇】から成っている。これは，「学校に行かなくてはならない」という思い

やプライドの高さから学校を休むことができず，ギリギリまで頑張ってしまうことで，「突然

プツン切れて」学校に行けなくなってしまうことが考えられる。休んではいけないのにがん

ばれない自分を責め，学校に行けないことで挫折感を味わい，次第に無力感に陥り，不登校

から抜け出せないという悪循環を引き起こしていくといえる。 
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カテゴリーグループ カテゴリー 下位カテゴリー 発言例

クラスになじめない
１年の時に仲が良かった子が別のクラスになっちゃったんですね。同じクラスになっ
た子もいたんですけど、そんなに仲良くなくて、だんだん気まずくなり、って感じです
ね。

気の合う友だち
がいない

気が合ったり、話が通じたりする人がいなかったですね。

いじめ
いつもだれかがハブられているって感じで。いつのまにか、そのハブになっていた人
がメンバーに復活していて、他の人がハブになって、グルグル回っているのを見て、
あれは嫌だなって思って。

部活でのつまづき
大会が近づいてきて、練習も厳しくなり、投げかけられる言葉もきつくなり、部活にい
きたくないなって、っていうところから始まったんですけど。部活で調子を崩している
うちに、勉強が手につかなくなって、不登校になってしまって。

教師への不信
「それはおかしい」って担任に言いに行ったんですけど、「まぁそれくらいはいいだろ
う」って感じで言われて。そのときにちゃんと対応してくれたら、話が通じるという体
験ができていれば、不登校にならなかったのかもしれない。

不安定な家族関係

けっこう一方的っていうか…家政婦みたいで。愛情というより物質的っていうか、こっ
ちの言うことなんか全然聞いていないんじゃないかって感じてしまうんですよね。こっ
ちの事情なんて全然考慮しないじゃないかって…家庭がもっと会話のある家だった
ら、とか、一緒に考えてくれたら、って思いますよね。

プライドの高さ
プライドが高かったので、途中でやめるってことも嫌だったし、ズルズル行ってしまっ
たので、不登校になったって感じですね。

緊張の糸が切れる

学校は休んじゃいけないものだという認識があったので、がんばって行っていたんで
すけど、それで我慢しながらやっていて。忌引きで１週間休んで、次の週から行こう
としたときに、緊張の糸がプッツンって感じで。それまでは皆勤で行っていたんです
よ。がんばって、がんばって、プツンと切れちゃって。

エネルギーの枯渇
中１のときは休まないで学校に行っていたんだけれども、中２になってクラス替えが
あって、また新しい人間関係を作らなくちゃいけないとなったら、もうエネルギー的に
無理って感じで。エネルギーが枯渇したような状態になって。

居場所の喪失
がんばって１か月ぶりくらいに登校してみたら、自分の机がとんでもないところに追
いやられているわ、周りの人は話しかけてくれないわ、で、余計につらいぞ、ってい
うのを感じて、学校に行けなくなって。

家族との関係が悪化
お母さんとかに聞かれるんですけど、「何があったの？」って。答えようとすると言葉
が出ない。言葉が出なくなっちゃって話が終わるのを待つみたいな…

連絡がとりづらい 仲が良かった子ともお互いに連絡が取りづらくなってしまいました。

人付き合いが
苦手になる

そのときから、人づきあいが苦手になってしまって。もともと人見知りの傾向はあった
んですけど、社交的にふるまっていて、友だちも多いし、初めての場所でうまく自分
恵立ち回れるっていうのがあったんですけど、それが全くできなくなってしまったとい
うのがマイナスですね。

勉強が追いつかない
勉強も自分でやればいいのに、かといって一人じゃまかないきれるかっていうとそん
なことはないので。それも置いて行かれちゃうっていうのにつながりますけど、この
ままじゃダメかなっていうのがあったり。

受験への不安
あとはまあ、どうしても受験が近づくので、試験が増え、白紙で出すことも増え、落ち
ていくっていう…毎週のように模擬試験があるという状況で、よけいに追い詰めら
れ、自信も低下していきました。

自信の低下
学校に行かなきゃって体面的なこと、外面みたいなことが優先で。学校にだけは行
くみたいのはあったんです。それをやっていたら、何度も何度も挫折しちゃって。挫折
すればするほど自分に自信がなくなりました。

自己肯定感の低下
自信をもっていた勉強なり、音楽なりっていうのが全部壊れてしまったので。自己肯
定感はこの時期、思いっきり下がってしまいました。

家族に対する
申し訳なさ

家族は見守ってくれているというのがあったんですけど、迷惑をかけているのも事実
なので、それも申し訳ないなぁっていうのもあったり。

孤立していく不安
顔を合わせたら、学校の話とかになっちゃうので、距離を置いちゃう。どんどん孤立し
ていっちゃうんじゃないかな、っていうのは常に考えていたような気がしますね。

安心感が得られる
プラス面としては、ある意味、楽になったというのはあって。学校に行かなくてもい
いってだけで。学校が私にとっては苦痛だったので、そこに行かなくてもいいってい
うことが安心で。行けばつらい思いをする、行かなければ家にいられる。

楽観的になる
それよりは今の方が楽観的というか、なんとかなるみたいに、ちょっと適当に緩めら
れるようになった気がするので、そういうふうに思えば悪くないかなって。

適当に緩められるように
なる

頑なさは和らいだのかなって思います。外的な基準にただ従ってしまったりとか、そ
ういうことはなくなったんじゃないかなと。もういいわ、って感じ。

挫折からの方向転換
それが全部バッキリ折れた。そこからすごい勢いではずれちゃったので、ある意味よ
かった。このままじゃ、私の夢はどうなるんだろうって見直した時に、そもそもこの
夢って本当になりたかったんだろうかって、思い直したので。

本当にやりたいことを
探す

自分の本当にやりたいことを探そうって考えるきっかけになったのはすごい良かった
と思います。このままいったら、アレ？って思っていたかもしれませんね。

自分を受け入れる

自分は普通になりたいと思っていて、普通になるためにがんばっていたんですけど、
それがものすごくつらかった。普通って認めてあげられなかったのが、自分のままで
いいんだって、やっと思えた感じ。できない自分を自分以下だと思って否定していた
けど、自分以下ではなくてそういうキャラクターなんだ、っていうのを理解しました。

意味のあることと思える
不登校っていうことそのものが私にとって意味があったと思います。今だからそう…
そのときはわからなかったけれども。その経験をふまえて今の自分があるなって思
えるので。それがなかったら、今と違う自分があったと。

Table2-2．不登校の背景要因と不登校継続が及ぼす影響

不登校の背景要因

不登校継続によって
引き起こされる問題

友だちとの関係が
切れる

勉強が遅れる

不登校経験による
マイナスの影響

適度に力が抜ける

目標の見直し

自己受容

不登校経験による
プラスの影響

関係性における
生きづらさ

自分自身の中の葛藤
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《不登校によって引き起こされる問題》として，『居場所の喪失』『家族との関係が悪化』

『友だちとの関係が切れる』『勉強が遅れる』のカテゴリーが生成された。これは，不登校状

態が継続することで，教室に自分の居場所がなくなり，休みがちになること，それによって

友だちとも連絡が取りづらくなり，人づきあいもおっくうになって友だちとの距離も広がり，

友だち関係が切れてしまうことが考えられる。また，学校に行かないことで勉強が追いつか

なくなり，試験を受けないと進級・進学に差し支えるが出るので，試験だけは受けるものの，

成績の低下でやる気がなくなって，ますます勉強も遅れていくという悪循環が見られる。自

分一人でコツコツ勉強するのは困難であり，勉強への焦りから受験への不安も大きくなるこ

とが推察される。 

また，不登校経験による影響として，プラス面とマイナス面のカテゴリーグループが生成

された。まず《不登校経験によるマイナスの影響》として，『自信の低下』『自己肯定感の低

下』『家族に対する申し訳なさ』『孤立していく不安』のカテゴリーが挙げられる。これまで

述べたような《不登校継続によって引き起こされる問題》によって，自信・自己肯定感の低

下や孤立していく不安が強くなっていくというような心理的な影響が出てくる。その際に，

家族から「いつになったら学校に行かれるの？」と聞かれても，それに対して答えることも

できず，「学校に行かないのだったら家で勉強しなさい」などと言われて，ますます追い込ま

れていくという悪循環が生じる。そのため，家族に迷惑をかけているという罪悪感や自責の

念に苛まれ，家族の中でも孤立感を深めていくことになっていくと考えられる。 

反対に，《不登校経験によるプラスの影響》として，『適度に力が抜ける』『目標の見直し』

『自己受容』の 3 つのカテゴリーが生成された。『適度に力が抜ける』は【安心感が得られ

る】【楽観的になる】【適当に緩められるようになる】という下位カテゴリーから，『目標の見

直し』は【挫折からの方向転換】【本当にやりたいことを探す】という下位カテゴリーから，

『自己受容』は【自分を受け入れる】【意味のあることと思える】という下位カテゴリーから

成っている。不登校によって自信・自己肯定感の低下や不安の増大などマイナスの影響はあ

るとはいえ，苦痛である場所の学校に行かないことで気持ちが楽になり，安心感が得られた

というプラスの影響も大きい。「学校に行かなければダメなんだ」という思い込みから少し解

放され，周囲のサポートを受けながら本調査対象者の全てが中・高等学校のみならず，大学

をも卒業できたことは，「不登校でもなんとかなる」といういい意味での適当さを学び，『適

度に力を抜ける』ようになったことが影響していると考えられる。また不登校を経験したこ

とで進路を変えて『目標の見直し』を図り，新たな目標を設定することは，青年期の自己形

成過程における進路選択という点でも大きな意味があるといえる。さらに，不登校時代を振

り返り，「自分のままでいいんだってやっと思えた」「不登校の経験をふまえて今の自分があ

る」「不登校そのものが自分にとって意味があった」などの発言からもわかるように，自分を

否定したり嫌悪したりすることなく，ありのままの自分を認めて『自己受容』できたことも，

今後の人生を歩む上でプラスに作用していると考えられる。 
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２）不登校からの立ち直りを支える援助リソース 

不登校からの立ち直りを支援する重要な他者とはだれか。また，それはどこでどのように

行われるのか。不登校からの立ち直りを支える援助リソースについて，調査対象者の発言を

もとに分析した（Table2-3）。 

①場所的な援助リソース 

学校内では，『保健室』や『相談室』などの別室登校が中心で，本調査協力者の全てが，自

分の在籍する教室に入れず，別室登校を行っていたと述べている。「欠席⇔保健室⇔教室」と

いったように，学校行事や自分の体調に合わせて，教室に顔を出したり保健室で過ごしたり

欠席したりと，さまざまな形で登校していた様子も窺える。また学校外では，『塾』に通うこ

とで遅れた勉強を補っていたり，『フリースクール』に通っていたりした。またスクールカウ

ンセラーが配置されていない学校では，『外部のカウンセリング室』に相談に行っていた人も

いた。 

②物質的な援助リソース 

『インターネット』の利用が多かった。インターネットを利用してゲームをしたり，同じ

趣味の仲間を見つけたりするなど，学校に行けず友だちとの関係が切れてしまっていても，

インターネットを通じて人とつながることができることは大きな魅力となっているだろう。

その他には，家にいるときには『テレビ』を見たり，『小説・漫画』などを読んでいたりした

という人もいた。 

③人的な援助リソース 

学校内では，『担任』，『担任以外の教師』，『管理職』，『養護教諭』，『スクールカウンセラー』

などの教職員が挙げられた。欠席しながらも断続的に登校していたり，教室に行けなくても

保健室や相談室登校をしていたりすることに対して，担任などの教師たちが本人のがんばり

を認めてやることが大きな支えになっている。これは不登校の持続によって，自信や自己肯

定感が低下しているところから，ささやかな進歩でも認めてくれ，励ましてくれることが本

人のエンパワーにつながっていると考えられる。担任あるいは担任以外の教師が相談室に勉

強を教えに来てくれたり，授業の進度を教えてくれたり，進路の相談に乗ってくれたりする

ことも，勉強に不安を抱える生徒にとってはサポートになるだろう。また『養護教諭』が保

健室で受け入れてくれることも大きな支えとなっている。体調の悪い時に保健室で休ませて

もらえたり，保健室での定期試験受験を認めてくれたりすることは，教室に居場所がない生

徒にとっては心強いと思われる。また『スクールカウンセラー』が相談室で受容・共感的な

態度では話をゆっくり聴くことも大きなサポートとなっているといえる。 

ところが，『友だち』については，「人間不信になっていたので，友だちは拒絶していた」

「友だちはプレッシャーになるので，かかわりたくなかった」などの発言が多くみられ，不

登校の生徒にとって，学校の友だちは必ずしも援助リソースにはならないことが示唆された。

しかし，「行事の際に自分の得意な分野でクラスメートに認められ，自信を回復した」と発言

した人もおり，集団活動の中でだれかに認められるという経験は，たとえ教室復帰には至ら 
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リソースの種類 学校内外 項目 発言例

保健室登校
最初は嫌だったけど、結局、保健室登校になりました。テストを受ける時
とかも。保健室で補習を受けるという形で単位を取らせてもらって無理や
り進級しました。

別室登校
中学では週２，３回は別室登校して…でも、長居はしたくなくて、先生と
話したら「はい、帰ります」みたいな。あまり勉強もしてなかったですね。

さまざまな形態で登校
学校を休んでみたり、保健室に行ってみたり、いろんな形態をとしながら
過ごしていくことになりました。欠席、保健室、教室を織り交ぜて、なんと
なく登校はしていたんですけど。

塾
高校受験の勉強は塾に行っていました。個人指導で。それで勉強はな
んとか間に合わせました。

学校外の
カウンセリング室

カウンセリング室に通い始めていて。それは学校ではなく、学外で。知り
合い伝手で聞いたカウンセラーの先生のところへ、ちょっと相談に行って
みようということで通い始めて。車で１時間くらいかかるところで。近くだと
ばれるから市外へって。

フリースクール
自分はダメな人間だと思っているから、「変えないと」みたいことで、フ
リースクールに行ったり、山村留学みたいなのに行ったり。

家庭
家族は最初、いろいろと聞いてきたけど、だんだん聞かなくなってきて。
自由に好きなことをやって過ごせて、それは安心でしたし。

インターネット
ネットはかなりやっていましたね。その時期、ケータイが流行り始めた時
期で、まぁはまりまして。ひきこもっているときは、だいたいケータイをい
じっていましたね。

ゲーム

ネットでよくゲームをしていたので、そこそこおもしろかったですね。小さ
いころからゲームばかりしていたので、ゲーム自体が支えっていうか、そ
れが不登校の支えというより、人生の支えというか、今もちょこちょこやっ
ています。人間は話が通じないけど、ゲームは言葉が通じるかどうか関
係ないので。

テレビ
テレビを見ているときは、あんまり考えなくてもいいから、テレビをよく見
ていました。

小説・漫画
テレビのドラマがあって、それが気になって。原作を読んで、原作を書い
た人の小説もよく読んだ。それは不登校の時期だったと思いますね。あ
る程度、影響を受けていますね。

管理職

教頭先生とつながれたってことですかね。力のある立場の先生だし、理
解もある。うまく手配してくださった。保健室登校できるようにしてくださっ
たし、補習を受けて単位を認めてくれた。そういう面では校長先生もそう
なんですけど、校長・教頭がすごく理解のある先生だった。

担任
この先、どうしようかと考え始めていたときに、担任が家庭訪問してくれ
て「学校、行ってみないか」みたいに。保健室登校を勧めてくれた。渡り
に舟な感じで、で学校に行けるようになったんですね。

担任以外
担任以外の先生もワークとか持ってきてくれたりして、先生は授業があ
るので行っちゃうんですけど、その間に解いていて、戻ってきたら、「やり
ました」って採点をしてもらったりとか。

養護教諭
養護教諭ですかね。保健室登校をしていたので。人と話し方というか、
ベースをある程度、学習したような気がします。

スクールカウンセラー

担任の先生にスクールカウンセラーが来ているから行ってみたらと勧め
られたんですよ。で、中学の時のカウンセラーの先生が、よく話を聞いて
くれて、私が言葉に詰まってなかなか言えないときも、本当に何も言わ
ず、１０分２０分ずっと待っていてくれて、ようやくポツポツ話し始めてとい
う感じで。すごい、それが私にとってはありがたいというか、思わず卒業
する時に、また来てもいいですかって。

友だち

それでもいまだに連絡がとれるような友だちも何人かいて、そういう子た
ちは働きかけるわけでもないけど、たまに学校に来たら「ここまで進んだ
よ」って教えてくれたりする子も何人かいたので、それで教室にも行く気
が起こせたということもありました。

家族

あとは母親が奔走してくれて。学校に行かないという私をはがして、車で
学校まで送って降ろしてくれたりとか、本当にいろいろと動いてくれたの
で、母の後押しがなければ、何も動いていないですね。母の力は大きい
です。

ネット仲間

全然知らない人もつながれるっていうのがあって、もともと音楽が好き
だったんですけど、好きなアーチストのファン仲間みたいなのを探して連
絡取り合って、それで楽しみができて、学校だと友だちとうまく関われな
いことが多いけど、そこでは関われる。一時期、すごく支えになっていま
したね。不登校の初めの頃、一番キツかったときですね。

学外のカウンセラー
そこも一つ大きな転機だったんですけれども、その先生とすごい相性が
よくて、お話ができるようになって。カウンセラーの先生とは話しているだ
けでも自分で話がまとまるし、スッキリするというのがあったので。

学校内

学校内

学校外

人的な
援助リソース

場所的な
援助リソース

学校外

学校外
物資的な

援助リソース

Table2-3．不登校からの立ち直りを支える援助リソースの種類
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プラスに作用したサポート マイナスに作用したサポート

管理職 別室登校を認めてくれる

勉強を教えてくれる 保健室にいると怒られる

進路相談に乗ってくれる 教室に無理に連れて行かれる

がんばりを認めてくれる

保健室登校を勧めてくれる

スクールカウンセラーを紹介してくれる

話を聞いてくれる

保健室で休ませてくれる

話を聞いてくれる

気持ちをわかってくれる 話をさせられている感じがする

じっと待っていてくれる 一方的に決めつけられる

指導・助言などの介入をされる

趣味を共有、一緒に楽しめる 特別扱いされる

話を聞いてくれる

よいところを認めてくれる

気持ちを受け止めてくれる 理解してくれない

学校へ送迎してくれる 過干渉

安心感が持てる プレッシャーを感じる

適度に力が抜ける 動けなくなる

新たな目標ができる 人間不信になり、自分から拒絶

自己受容できる 自責の念にかられる

重要な他
者からの
サポート

サポートの影響

Table2-4．　重要な他者からのサポート（プラス面・マイナス面）とその影響の比較

スクールカウンセ
ラー

養護教諭

担任（担任以外の
教師も含む）

家族

保健室で休ませてくれるが、
話は聞いてくれない

友だち

なかったとしても，自信や自己肯定感の回復につながっていくと思われる。 

学校外では，『趣味の仲間・ネット友だち』の存在が大きい。同じ趣味を持つ仲間と自分の

好きなことや得意なことでつながり合えることは大きな支えとなっている。学校内では友人

関係における傷つきから人間不信に陥ってしまった場合でも,ネットを通じて趣味や価値観

の合う同年代の友人と知り合い,そこで安心感・信頼感の持てる人間関係が構築されることも

ある。「ネット仲間から認められた,気持ちをわかってもらえた」という経験が,学校での傷つ

きを癒していき,自尊心の回復につながっていくと考えられる。また『家族』の存在も大きく，

学校まで送迎してくれたり，受容的な態度で話を聞いてくれたりなどの後押しが，不登校か

らの立ち直りの原動力となっている。不登校の背景要因として【不安定な家族関係】が挙げ

られており,家族からの過干渉・過保護や理解のない言動などが不登校状態を継続されてしま

うこともあるが,不登校状態が長引くにつれ,家族が本人の苦しさを理解し,本人に寄り添った

サポートができれば,最も重要な援助リソースの一つとなりうるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④重要な他者からのサポートとその影響の比較 

これまで述べたように，重要な他者からのサポートはプラス面だけではなく，マイナスの

影響を及ぼすことがある。サポートの違いによって,どのような影響が及ぼされるのかを比較

した（Table2-4）。マイナスに及ぼした影響として,『保健室にいると怒られる』『教室に無理

に連れて行かれる』などの教師のかかわりが挙げられた。また,スクールカウンセラーから「あ
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発言例

保健室登校がＯＫだと行きやすいですね。ワンステップおける場
所があるとよかったなって。もう少し早くできていれば違ってい
たかなって。
気にかけているんだよっていうのを、たとえばプリントを持ってく
るだけでも、明らかに授業の合間にきてくれたんだなって。それ
を含めて、間接的に見守られている感があって。ああしろ、こう
しろって言われるのは威圧的で嫌でした。
周りの人はよくやってくれたんですけど、当時は本当に迷惑で、
嫌でした。配慮しての行動なんでしょうけど、嫌だとは自分で言
えないし、逆にどの意図を説明してくれたらよかったですね。そ
ういう配慮をちゃんと説明してくれたら、高校生くらいなら理解で
きると思うんですよね。
大人で自分の趣味や考え方をわかってくれる人、そんな先生が
いてくれたら幾分違っていたのかなって。同年代とか、ネット仲
間ではなくて、最終的に不登校という状態になっている自分を
助けてくれるのは大人だってわかっているので。力のある人で、
話しやすい人がいればいいなって。そうすれば自分のものを
もっと伝えやすいっていうのもある。

ワンステップおける居場所

気にかけているという態度

かかわりの意図の説明

Table2-5．当事者が考える望ましいサポート例

望ましいサポートの内容

考えや気持ちをわかってくれる大人

なたはうつ病だから，病院に行った方がいい」と言われたりして『一方的に決めつけられる』

『指導・助言などの介入をされる』というような対応や,友だちからの腫れ物に触るような『特

別扱い』,家族からの『過干渉』は，本人からすればかえって不安になり，『プレッシャーを

感じ』て『動けなくなる』といえる。このような支援者の（的外れの）熱心さは，「普通のこ

とができないダメな自分」「サポートをしてもらっているのに，応えられなくて申し訳ない」

という『自責の念』を引き出し，次第に『人間不信となり，自分から拒絶』していき，他者

とのかかわりを避けるようになってしまうという悪循環を引き起こすことにつながっていく

と考えられる。 

 ３）当事者が考える望ましいサポート 

《不登校経験者が考える望ましい支援》として，『ワンステップおける居場所』『気にかけ

ているという態度』『かかわりの意図の説明』『考えや気持ちをわかってくれる大人』という

４つのカテゴリーが生成された。教室にいられなくなった生徒に対して，学校の中に保健室

や相談室のような『ワンステップおける居場所」の提供をすること，積極的にかかわるので

はなく『気にかけているという態度』で，見守ってくれている感覚を持たせるような一歩ひ

いたサポートも時には必要であること，「どうしてこのような対応が必要なのか」という『対

応の意図を説明』することで，生徒たちは納得し安心できることがわかった。また「話を支

持的に聴いてくれるだけでスッキリとした」「気持ちをわかってくれるのがうれしかった」と

調査対象者全員が述べているように，安心感・安全感のもてる関係性の中で，学級・学校に

いられない苦しい気持ちを受け止めてくれ，つらさに共感してくれる大人がいるということ

がなによりも大きな支えとなることが明らかになった（Table2-5）。 
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４．総合考察 

Figure2-１は重要な他者のサポートによる，不登校からの立ち直りのプロセスをまとめた

ものである。「生きづらさ」「自己形成」「重要な他者」の 3つのキーワードから，不登校

青年の立ち直りを支援するための有効な援助について総合的に考察する。 

①「生きづらさ」について 

不登校の背景要因として，対人関係において「過剰に気を遣う」，「一緒にいることに息

苦しさを感じる」，「距離感がつかみにくい」等の「関係性における生きづらさ」が挙げら

れた。岡田（2007）や鈴木（2012）が指摘しているように，現代の青年たちが高いコミュ

ニケーション能力を要求される中で，表面的な対人関係の円滑さに神経をとがらせ，場の

空気を読み取ったり，お互いに傷つけ合ったりしないように過度に気を遣いすぎてしまう

ことが示された。その結果，疲労感からエネルギーが枯渇し，動けなくなり，不登校に至

ってしまったといえよう。 

②「自己形成」について 

不登校による勉強の遅れ・友人関係におけるつまずきなどから，孤立していく不安感を

抱え，自信や自己肯定感・意欲が低下していく中で，次第に無気力へ陥ってしまう傾向に

ある。しかし，青年期という重要な自己形成過程において，進路への不安を持ちながらも，

周囲のサポートを受けながら立て直しを行うことによって，自分を客観的に見つめ直し，

進路の修正や目標の見直しを行うことができることが示された。 

③「重要な他者」について 

学校の先生やスクールカウンセラー，家族などの重要な他者が，安心感・安全感のある

関係性の中で，本人の生きづらさを理解し，受容・共感的にかかわることが，その後の成

長を支える力となることが明らかになった。杉村（2001）が指摘するように，「家族関係」

は自己形成過程全般において根底にあるものであり，家族からのサポートは重要な効果を

持っていることが示された。また慶德・森下（2012）などの研究で指摘されているように，

青年期においては「友人関係」の重要性が高まる時期であり，アイデンティティ形成にお

いて友人関係は価値の形成や性役割の習得，ひいては学校適応などにも関連しているとさ

れている。しかし，本研究では「関係性の生きづらさ」を抱えた不登校経験者が調査対象

者であり，彼らは友人関係の中で傷つき，疲れ果て，自信を失っていった。友人との関係

の深まりの中で，自己と他者との間から新しい視点を取り入れることは困難であると蚊投

げられる。また，彼らは長期にわたるひきこもりではなく，保健室登校や相談室登校をし

ながらも断続的に登校はできていた。したがって，彼らにとっての重要な他者は家族以外

に「教師」が多いという傾向が見られ，学校の友人からのサポートは少なかったことも当

然の結果といえるだろう。友人との関係をうまく構築できなかったとしても,複数の教師が

指導的なかかわりの中に受容・共感的なかかわりをバランスよく取り入れることによって,

自己形成を促す援助ができることが示唆された。青年が立ち直っていくプロセスには，じ

っくりと自分の話を聞いてくれて支えてくれる人が一人でも現れてくれることが望ましい。
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《関係性における生きづらさ》

【クラスになじめない】 【部活でのつまづき】

【いじめ】 【気の合う友だちがいない】

【教師への不信】【不安定な家族関係】

《自分自身の中の葛藤》
【プライドの高さ】

【緊張の糸が切れる】

【エネルギーの枯渇】

＜不登校のきっかけ・背景要因＞

《不登校継続によって引き起こされる問題》
『居場所の喪失』

『家族との関係が悪化』

『友だちとの関係が切れる』

『勉強が遅れる』

《不登校によるマイナスの影響》
『自信の低下』

『自己肯定感の低下』

『家族に対する申し訳なさ』

『孤立していく不安』

マイナスの影響が問題を増幅させ、

不登校を持続させる
不登校

わ《
》《重要な他者からのサポート》

『先生ががんばりを認めてくれる』

『先生が勉強を教えてくれる』
『先生が進路の相談に乗ってくれる』

『保健室で受け入れてくれる』

『ＳＣ＊が話を聴いてくれる』

『ＳＣ＊が気持ちをわかってくれる』
『学校外の友だちの支えがある』

『家族の後押しがある』

《不登校経験によるプラスの影響》
【『適度に力が抜ける』

『目標の見直し』

『自己受容できる』

Figure2-1．不登校の要因と重要な他者のサポートによる不登校からの立ち直り

不登校からの立ち直り

＊ＳＣ＝スクールカウンセラー

悩みを抱える青年への援助は，安心感・安定感がある他者との関係を築いていけるように

することが不可欠である。 

④今後の検討課題について 

 本研究の調査協力者は全員大学卒で，いわゆる「優等生の挫折タイプ」と呼ばれる不登

校経験者であった。他の不登校のタイプ,たとえば長期にわたって不登校を続け，全く学校

に行けなくなってしまった青年や，学校以外のサポート施設（教育委員会の適応指導教室

やフリースクールなど）で支援を受けた青年などのデータも必要である。今後はより幅広

くサンプル数を増やし，不登校への有効な援助のあり方を検討していきたい。 
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個人研究３ 

 

ニューカマー青年の自己形成過程に関する研究 

―「移動」経験の意味づけに焦点を当てて― 

 

相良 好美 

（東京大学大学院教育学研究科） 

 

 

要旨 本研究では，幼少期に親の就労目的などの理由で文化間移動を経験し，現在日本に生

活基盤を有するニューカマー青年を対象として，彼らの自己形成過程において「移動」経験

がもたらす影響を検討することを目的に，青年本人によるライフヒストリーグラフの作成と

それに基づく半構造化インタビューを実施した。結果，青年にとっての「移動」の意味は自

己形成の過程で組み替えられること，複数の文化体験のなかで自己理解が促進され，それを

活用した職業志向性や未来展望を持つようになる可能性が示された。 

 

 

キーワード ニューカマー，文化間移動，ルート，時間的展望，ライフヒストリーグラフ 

 

 

Ⅰ 問題と目的 

 

1 ニューカマー青年の自己形成をとらえる視点 

本研究では，幼少期に親の就労目的などの理由で文化間移動を経験し，現在日本に生活基

盤を有する青年期の外国人子女（以下，「ニューカマー青年」とする）を対象に，彼らの自己

形成過程において「移動」経験がもたらす影響を青年の本人の視点からとらえることを目的

する。 

現代社会を生きる青年の自己形成は，個人の認知的側面や行動的側面が相互に応答しつつ，

他者や社会との相互作用の中でゆるやかに作り上げられるものと考えられる。（Ⅲ章参照）そ

のプロセスは一般化できるものではないため，彼らが抱える「生きづらさ」も多様である。

新谷(2005)は，青年の視点に立つ政策･実践を構想する場合，「彼・彼女らがどのような将来

展望や自立モデルを持っているかを探りながらそれに対応した支援をすることが必要」だと

指摘する。新谷が批判するのは，青年本人の要請に基づかない社会の側が一方的につくりあ

げた「望ましさ」による政策・実践の在り様である。青年の視点から見るということは，ひ

るがえっては「我々研究者，実践者が，自らが暗黙のうちに持ってしまっている価値観を反

省的にふり返ることを要請する」ことにほかならない。本研究ではこうした立場にもとづき，
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ニューカマー青年の自己形成過程を読み解くことで，日本社会においてマイノリティとして

生きる青年が直面する「生きづらさ」や障壁をとらえ，今後，青年にとって必要な社会･制度

を構想するための一助としたい。 

対象となるニューカマー青年は，幼少期に親の就労目的等で日本に移動し，その後の人生

を日本で送ろうとしている人たちである。彼らの滞在期間が長期化する中で，彼らがどのよ

うにして今に至っているのか，どのような将来展望を持ち，どのようなライフコースを歩も

うとするのか，すなわち「ルート」への関心が広がっている。1本研究が明らかにしようとす

るニューカマー青年の自己形成の様相に迫ることはすなわち，このルートの一端を解き明か

すことにほかならない。 

 

2  ニューカマー青年の移行課題 

 ニューカマーの子どもたちないし外国人子女が抱える問題として「学校から学校へ」そし

て「学校から社会・就労へ」への移行課題が挙げられる。例えば，児島（2006）は，ニュー

カマーの滞在の長期化に伴いその子女の在学期間もが長期化しつつあるなかで，「もはや「適

応」中心対応では不十分な段階にさしかかっている」とし，これからのニューカマー研究に

おいて進路問題についての考察の必要性を唱えている。また，志水（2008）においても「小

学校や中学校における子どもたちの学力形成からひるがえって彼らの高校進学や大学進学に

大きな影響を及ぼす」ことが指摘されている。こうしたニューカマーの子どもの将来や進路

形成には，彼らと，その家族が生きる「家族の物語」（志水・清水，2001）という視点が欠

かせない。志水の研究からはニューカマー家族の積極的な教育戦略や往還する家族の戦略的

学校選択の在り方が明らかとなった。 

「学校から社会・就労へ」の移行では，青年本人が持つキャリア意識や職業展望と社会制

度上のギャップが大きな課題となる。清水（2006）は学校から就労へという日本人には自明

視されるキャリアトラックから外国人が排除されていること，そして外国人のフリーターや

無業者は必然として生み出されていることを指摘している。また，児島（2010）は在日ブラ

ジル人青年の移行経験について，彼ら自身が「自立」や「自己実現」をどのように意味づけ

生きているのかを「獲得」ないし「喪失」の経験に着目して分析を試みている。 

山崎（2009）では，移動する子どもたちをめぐる課題として，①移動する当事者の実情に

あった施策の不在，②移動と共に資源を獲得していくロール・モデルの不在，③移動ととも

に資源を獲得していく生き方に否定的な企業のまなざしを挙げている。また，ライフスタイ

ルとして国際移動や移住を選択する者の多くはその後も，短い期間内に国内外で移動を繰り

返す傾向にあるという。（「移動の多層性」：児島，2013）ニューカマー青年は「家族の物語」

に翻弄されるかたちで，予期せぬ移動のリスクを抱えながら，自分が将来どこで何をするの

かという将来展望を持ちづらい状況にあるといえる。こうしたニューカマー青年をめぐる諸

                                                   
1 異文化間教育学研究 37 号 特集「ルーツからルートへ―ニューカマーの子どもたちの今―」に

詳しい。 
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問題は，彼らの「移行」の時期に顕在化するのではないかと考えられる。 

 

3 ニューカマー青年の自己形成をとらえる方法 

 

ニューカマー青年にとっての「移動」（言語間・文化間移動）は人生におけるひとつの「転

機（turning point）」と考えることができる。「転機」とは「人がこれまでに歩んできたのと

は違う方向を採用する時点ないし出来事」（クローセン，2003）を指す。 

後述するように，本研究ではニューカマー青年の自己形成過程をとらえる方法として，彼

らのライフヒストリーに着目する。「経験を語ること」やそれによって「経験の連続性」につ

いて検討することについては，ライフストーリー研究に負う部分が大きい。人が経験を語る

とき，それは＜現在＞までのあらゆる出来事を包括して過去を振り返るものであり，振り返

る地点によって物語は常に「語り直さ」れ，過去の出来事への意味づけは常に変容する。や

まだ（2001）のことばを借りれば，「「過去」はそのままの形で引き出すわけではなく，時間

的にあとからくるものによって「過去」は「現在」と照合されて絶えず再編成され，読みか

えられて変容するもの」であり，ある時点において語られる「過去」「現在」「未来」は固定

的なものでなく，「過去の現在」「現在の現在」「未来の現在」とするべき流動性を持ったもの

となる。ニューカマー青年の人生に照らしてみると，「移動」という物理的な行動は人生のあ

る一点で完結する出来事ではなく，その後の人生の別な経験と結びつきながら，その都度経

験の意味が組み替えられていくものと考えられる。無論，青年の人生の流れの中にはあらゆ

る「転機」がおとずれる。ニューカマー青年の人生（ライフ）においては，文化間移動後に

生じた学校間や社会・就労への移行には，「移動」によってもたらされた環境面（居住地･教

育システム・言語・文化等）の変化が断続的に影響を及ぼしうる。そのため，「移動」経験の

意味や自己形成について検討する場合，青年の人生の流れを時間軸の流れの中で見ていく必

要があろう。 

「移動」の経験が青年の自己形成にもたらす影響について検討しようとするとき，成長し

大人になって生きる彼らの「現在」には「過去の現在」としての，来日後の日本での学校生

活や移行等の経験を排除することはできない。彼らは何もわからないままに日本の学校に放

り込まれた経験や日本社会で出会う日常のすべての経験を土台にして“今”を生きているの

である。その経験の解釈（＝意味づけ）は振り返る地点によっても変容したものとなる。彼

らが生きる現実に即して経験は捉えなおされ，語り直され，編みなおされていくことになる。 

 

Ⅱ 研究課題 

 

以上の研究目的と視点に基づき，本研究では以下の課題を検討する。 

（１）ニューカマー青年の自己形成過程に「移動」経験はどのような影響を及ぼすのか 

（２）自己形成過程の中で「移動」への意味づけはどのように変化するのか 
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（３）ニューカマー青年は自己形成の過程でどのような自己理解をはかるのか。その結果と

して，どのような未来展望を持つようになるのか。 

 

Ⅲ 調査方法 

 

１ 時間的展望と青年の自己形成 

都築（1993）によれば，「個人の行動の意味を明らかにしようとする場合，過去・現在・

未来の力動的相互作用の中でそれを捉える必要がある」という。本研究では，ニューカマー

青年にとっての移動経験の意味と，移動経験に媒介された自己形成の様相に迫る方法として，

時間的展望の考え方を援用する。時間的展望（time perspective）とは「ある一定の時点に

おける個人の心理学的過去および未来についての見解の総体」(Lewin,1951)を指す。時間的

展望のなかでは「過去」とは固定的・静的なものではなく，現在という場において日々新た

に書き換える動的なものであり，出来事に対する意味づけは絶えず変化し続けるといえる。 

本研究では，自己形成過程 を“点”ではなく“線”でとらえる方法として青年本人による

ライフヒストリーグラフの作成とそれに基づく半構造化インタビューを実施した。山田

（2004）では，専門学校生を対象に，過去―現在―未来それぞれの次元に見られる自己形成

の様相をライフヒストリーグラフの作成と記述分析によって，その変化パターンを明らかに

することを試みている。本研究では，山田が開発したライフヒストリーグラフを参考に，ニ

ューカマー青年を捉えるための項目を追加し，修正を加え，意味づけの変化に迫る方法とし

て半構造化インタビューを実施した。具体的な調査の手順・枠組みは以下の通りである。 

まず，時間軸に沿って想い出される出来事とその主観的な印象をグラフ上にプロットした

上で，折れ線グラフを作成してもらった。その後，出来事の順序に従って，①その出来事の

概要とそのときどう感じたか，続いて，②現在，その出来事を振り返ってどのように感じて

いるかを中心に語ってもらった。 

ニューカマー青年の自己形成をとらえる方法としてライフヒストリーグラフおよびそれに

基づくインタビューを採用した理由は以下の通りである。 

 

・ 出来事の可視化によるインパクトの検証：従来のライフストーリー・インタビューでは，

「人生の物語」において，ある出来事が，本人にとってどれぐらいのインパクトを持つ

ものであるのか，語りのみの分析ではその度合いを検証することが困難であった。グラ

フ上に人生を時間軸に沿って図示・外化し，出来事がプロットされた位置を把握するこ

とによって，上記の課題を克服することを試みた。いったんグラフを作成してインタビ

ューにうつってから「やっぱりもっと高い位置だったかも」のように，出来事のプロッ

ト位置を変更したいという申し出がされることもあった。その場合にはグラフの書き直

しを認めた。 

・ 言語上の制約の克服：日本語を第二言語とするニューカマー青年の場合，自分の身に起
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こるすべての出来事を「日本語で」説明するには言語上の制約が伴う。山田(2004)の調

査では，ライフヒストリーグラフの作成後に，それぞれの出来事についての当時の意味

づけと現在の意味づけを質問紙に記述することを求めているが，本研究の対象の性質上，

記述では得られる情報が限られると判断し，同様の枠組みでインタビューを採用した。 

・ 多面的な考察：グラフの作成とインタビューとの組み合わせによって，グラフ上に「書

かれた人生」と「語られた人生」との両面から青年にとっての自己形成の様相や本人の

主観的な意味づけの差異を考察することをねらいとした。また，グラフという形式で青

年の人生を可視化することで，出来事の前後関係を明確化することができた。 

 

2 調査対象・調査時期 

本研究の対象となったのは，幼少期に来日，あるいは外国人の両親のもと日本で生まれ，

その後国内外の移動を繰り返しの中で育った 19～28 歳のニューカマー青年 3 名である。い

ずれも日本の学校への通学経験を持ち，現在日本を生活拠点としている者である。調査は

2014 年 8 月～9 月に行われた。 

 

表 3-1 対象者のプロフィール 

 

 

 

3 分析の手続き・分析の視点 

 作成されたライフヒストリーグラフとインタビューより，以下の視点で分析を行った。次

節よりその結果を示す。 

 

① 青年にとって重要な「人生の出来事」 

② 移動経験に対する意味づけの変化パターン 

③ 文化間移動―現在に至るまでの移行過程（「挫折」と「克服」に着目して） 

④ 「現在の位置」についての意味づけ 

国籍 職業 来日時の年齢 家族構成 移動の経緯

1 C-A (女性・22歳） 中国 大学生 14歳 父・母・弟

14歳(中学2年）のとき、当時一緒に暮らして
いた親戚との不仲が原因ですでに来日して
いた両親のもとに移住。日本の中学・公立高
校を経て私立大学入学。現在大学1年生。

2 C-B　(女性・19歳） 中国 大学生 17歳 父・母

17歳（高校2年）のとき父の仕事の都合およ
び親の教育方針で来日。大学受験専門の日
本語学校を経て私立大学に入学。現在大学
4年生。

3 S-C(女性・28歳） スリランカ 小学校講師 （日本生まれ） 夫（母・弟）

スリランカ人の両親のもと日本で生まれる。
幼少期より両親の不仲や母親の転勤等によ
り、カナダ・スリランカ・日本を数度にわたって
行き来する。日本の中学校・スリランカの高
校（中退）を経て日本の公立高校に進学。ス
リランカにブランチがあるアメリカの大学を卒
業後、ハワイ・フロリダでの就職を経て、現在
は千葉県内の小学校講師（英語）。スリラン
カ人の夫と2人暮らし。
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⑤ 未来展望 

⑥ ニューカマー青年にとっての「自立」 

 

Ⅳ 結果と考察 

 

1 青年にとって重要な「人生の出来事」 

 

プロットされた出来事の数は CA さんが 15，CB さんが 13，SC さんが 36 であった。出

来事の内容は，学校間の移行（入学・卒業・受験）や社会への移行（就職・転職）など，「移

行」に関するもののほか，地理的な移動（引越し・転居・来日・地域間移動）や，結婚・婚

約，兄弟の誕生など自分や家族のライフイベント，習い事を始める等，それぞれにとっての

転機が「人生の出来事」として書き込まれた。 

 プロットされた「人生の出来事」のうち，国内外の地理的な移動回数については，CA さ

んが 3 回（うち国際移動 1 回），CB さんが 1 回（うち国際移動 1 回），SC さんが 15 回（う

ち国際移動 13 回）であった。移動回数が最多となった SC さんは，航空会社で勤務している

母の転勤や，両親の不和，そして進学・就業のために頻繁に国内外の移動を繰り返している。

いずれの青年も最初の文化間移動は本人の意思によるものではなく，家族や親の都合による

ものであった。CA さん，SC さんの度重なる「移動」のほとんどは親の仕事の都合ないし親

の教育戦略によるものであった。 

プロットされた点の位置は，本人にとっての主観的なインパクトを反映したものであると

言えるが，実際には，本人の人生にとって大きな影響をもたらしたと思われるエピソードで

あっても，それが一時点で完結するものでない場合には，「人生の出来事」としてプロットさ

れないものもあった。 

 

2 移動経験に対する意味づけの変化パターン 

 

表 3-2 はプロットされた出来事のうち，「移動時の意味づけ」についての語りと当時を振り

返っての「現在の意味づけ」の語りを比較したものである。3 人全員に共通して，時間の流

れとともに，経験への意味づけは変化することが明らかになった。CA さんは来日が決まっ

た当時，何よりも友だちと離れることへのさみしさを感じていた。中国の高校を中退するか

たちで来日し，2 ヶ所の日本語学校で大学受験に備えた。CA さんは大学生活を経て，自分の

中に異文化を生きる柔軟性を身に着けたという自己理解が促進され，自分にとっての移動が

価値ある経験であったと経験を意味づけなおしている。CB さんの来日の最終的な決定は自

分の意思によるものであったが，来日後，日本語が全く分からない環境の中でいったんは自

信を失う。すでに来日していた両親と同居し，日本の高校を経て大学に進学する時間の流れ

の中で，軋轢があった家族の存在を許せるようになったと振り返る。SC さんは日本国内で 
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表 3-2 「移動」に対する意味づけの変化パターン 

 

表 3-2 はプロットされた出来事のうち，「移動時の意味づけ」についての語りと当時を振り

返っての「現在の意味づけ」の語りを比較したものである。3 人全員に共通して，時間の流

れとともに，経験への意味づけは変化することが明らかになった。CA さんは来日が決まっ

た当時，何よりも友だちと離れることへのさみしさを感じていた。中国の高校を中退するか

たちで来日し，2 ヶ所の日本語学校で大学受験に備えた。CA さんは大学生活を経て，自分の

中に異文化を生きる柔軟性を身に着けたという自己理解が促進され，自分にとっての移動が

価値ある経験であったと経験を意味づけなおしている。CB さんの来日の最終的な決定は自

分の意思によるものであったが，来日後，日本語が全く分からない環境の中でいったんは自

信を失う。すでに来日していた両親と同居し，日本の高校を経て大学に進学する時間の流れ

の中で，軋轢があった家族の存在を許せるようになったと振り返る。SC さんは日本国内で

の移動を繰り返したのち，千葉県内の公立高校への進学が決まっていたもの，家族の事情で

スリランカに移動することになり入学直前に休学を余儀なくされた。母国スリランカの女子

高への編入を「嫌だった」としながらも，それによって，帰国時に 1 つ学年が下がったから

こそ，出会えた友人や事情を汲んで接してくれた高校の先生の存在があったと振り返る。 

 

3 移動―現在に至るまでの自己形成過程（「挫折」と「克服」に着目して） 

 

次に，移動から現在に至るまでの自己形成のプロセスについて，CA さんを事例にみてい

移動時の意味づけ

来日という点では中性、良いも悪くもないかなっていう、将来どうなるかなっていう迷っているときが原点を通ったっていう感じで
す。で、そのあと実はここは上がってるんですけど…非常にさびしかったんですね（笑）最初はインターネットとかもあんまり使わな
くって、で、向こうも受験シーズンだから結構みんな忙しくてなかなか連絡してくれなくて、非常にさびしかったんですね。

((日本に行くよって言われた時はその時はどう思いましたか))正直、どうでもいい（笑）まあ、友達と別れたくない、それだけです
ね。

現在の意味づけ
ある意味いいところもあると思うんですね。いまのことばでは、異文化の、なんかその柔軟性とか。そういう風に受け止めるいう点
では、その時に（そう）育てられたかなって。色んな場所とか変えたり、すぐ変えたりとかしているので、あんまり人見知りはしない
ですね。

移動時の意味づけ

急に。ほんとに、木曜日に電話して、（おじいちゃんが）すぐその週の日曜日のチケットとっちゃって、自分ももうはぁーって思って。
急いで友達みんなとバイバイして、すっごい泣いて。なんでそんなこと言ったかな、自分って思って。でもそのときもう日本に来
ちゃったからしょうがないなって思って。で、日本に来て最初ことばとか全然わからなくて、学校の授業もわかんなくて、先生の説
明とか全然わかんなくて、もともと成績は良かったんですけど、日本に来てガンっと一気に落ちて。

現在の意味づけ

よかったと思うんですよね、日本に来て。もし来なかったら、正直に言うと怖いことになっちゃうかもしれない。私はけっこうわがまま
で感情的になっちゃったかもしれない。動きも極端だったから、おばさんとケンカになっちゃったかもしれない。私がそういう人じゃ
ない（おばさんをいじめるような人じゃない）ってことが分かっていたのに何も言ってくれなかった。でもいまは事情、よく分かったん
ですけどね。やっぱり、おばさんは新しくうちの家族に入ったメンバーだから、もしおじいちゃんおばあちゃんが怒ったらこれから家
族としてやっていけないんじゃないかなって思って。だから2人は何も言わなかった。やっぱり私とは親しいから、私はわかってくれ
るとそう思ってくれたんじゃないかなって今は思う。いま思い返すとそう思う。

移動時の意味づけ
（⑭スリランカの女子高校への編入について）これもやっぱり家の事情だったから、せっかく高校を受験してすぐに(日本の）高校に
入れるはずなのに、親のあれ（都合）で（スリランカに）行かなきゃいけなかったのがすごい嫌だった。

現在の意味づけ

まあ、でも1個学年が下がったから、今の友達、高校の友達に出会えた。私がそのまま自分の年齢の子たちといたら、その子たち
に会えなかったっていうのがあるかな。私が一応入学する前にトラブルというか、学校に来ていない子だったから入学するときに
先生たちが「きみがSCさんか」みたいなことをすごい言われた（笑）会議とかでずっと名前が挙がっていたから。「ああ、みんな知っ
てるんだ」って。でも、先生方はそれに触れないで接してくれた。

CAさん

移動時（±）→現在（＋）

CBさん

移動時（－）→現在（＋）

SCさん

移動時（－）→現在（＋）
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最初日本語学校に入って，新鮮なことばかりで，日本語勉強していてみんな楽しかったんですね。だん

だんだんだん勉強しているんですけど，なかなか進まなくて，その学校はあまり受験とか向いてない学

校だったので，楽しく日本語勉強しようという感じだったので，最初たのしかったんですけどなかなか

上手にはならないっていうのが事実だったんですね。そこで父も仕事の関係で東京に来たので，一緒に

来ました。東京の一番いいと言われている A 国際語学院に入って，最初の試験では全校で 134 人のうち

117 番だったんですね（笑）非常にショックを受けて，前の日本語学校では結構上出来の，方だったん

ですけど，東京に受けて非常にショックだったんですね。これだったらどの学校に入れるんだって非常

に迷っていたときですね。そこから父からもいろいろ教えてくれたりとかして，なんとか頑張って大学

受験でなんとか，理想の大学に受かって，入れたっていう。ここはたぶん人生のいちばんの頂点。いま

までの中で。だったんですね。念願の大学にやっと入れたっていう。発表の日は本当にみんな感動して

涙流したんです。 

 

 

 

く。図 3-1 に示したように，CA さんの場合，来日後 2 度の移行（日本語学校→大学，大学

→就職活動）を経て現在に至る。その過程には，挫折と克服の物語がそれぞれ含まれており，

克服時の出来事に対する評価（感情）が著しく高い位置を示していた。 

 

図 3-1 移動―現在に至るまでの自己形成過程（CA さん） 

 

 

 

【エピソード 1 】 

 

来日後，CA さんにとっての初めての挫折は，中国の高校を退学しての来日後，大学受験

のために通った日本語学校での成績のことだった。CA さんが来日した背景には父親が日本

で事業をしていることや，「中国では行けない日本のいい大学に行ってほしい」という親の教
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育戦略があった。日本の大学を目指した CA さんは，親の期待を背負いながら，第一志望の

大学に合格したときのことを「ここはたぶん人生のいちばん頂点」と振り返る。CA さんが

第一志望としていた大学は，両親が進学を望んだ大学でもあり，その期待を CA さん自身も

感じていた。 

 

【エピソード 2 】 

 

外国人選抜枠で大学に入学した CA さんだが，70 人いる学科に外国人（留学生）は 1 人し

からおらず，家族も日本に住んでいる自分と周りの留学生との間に違いを感じるようになる。

日本に両親とともに暮らし，「実家」があることで留学生よりは安定した環境で学業に専念で

きることに安心感を持っている。しかし一方では，日本人の学生に「留学生なの？」と問わ

れたときに，「家族も日本にいる」と答えると「あれ，留学生じゃないじゃん」というやりと

りを経るなかで，留学生とも，日本人学生とも違う自分の存在に気がついていく。CA さん

が大学生活を語る中で，言及した成人式のエピソードがそれを端的に示している。 

 

【エピソード 3 】 

 

その後，大学 3 年になり日本での就職活動を始めた CA さんは自分が「留学生」であるが

ゆえ，日本人学生との違いを感じるようになる。【エピソード 4 】における語りにも見られ

るように，就職活動では，日本人ではない私が日本で働くことの意味を問われることになる。

その心の揺れは，グラフ上にも現れている。「なぜ留学生をほしがるのか」という問いに直面

し，試行錯誤を繰り返しながら内定を得たことは，CA さんにとって，成功体験（克服）と

なっている。 

 

最初は日本の友達に，留学生だからさみしいでしょとか言われた。家族もこっちにいますとか話し

たら，あれ，留学生じゃないじゃんって言われて，考えたらそうですね。留学生ですけど，留学生

とはちょっと違うなって自分でも感じる。留学生だけが感じられるさみしさとか無力さだったりと

かあんまり感じてない。 

 

大学に入って普通に大学生活を送って，で成人迎えたんですけど，みんな実家に帰ったりとか，友だ

ちと一緒に写真撮ったりとかを見て，本当にうらやましくて。自分がそういう…着物も着てないし，

式場とかにも行ってないし，行っても誰も知らない人ばっかりでちょっと…かなって思って。ちょっ

と落ち込んだんですね。 
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【エピソード 4 】 

 

以上のように，CA さんの移動―現在に至る自己形成過程には 2 度の「挫折」と「克服」

の経験が内包されていた。CA さんは，大学合格という目標の達成と，大学生活・就職活動

を通じて「留学生とも日本人学生とも違うわたし」の存在に気がつき，就職活動においてこ

の差異を克服することによって，「ほかの誰とも違うわたし」という自己理解が促進されたと

考えられる。 

 

4 現在の位置についての意味づけ 

 

 表 3-3 はグラフ上にプロットされた現在の位置についての語りである。グラフ上では全員が

＋の位置にプロットしているものの，語りの中には多少気持ちの揺れや不安も見られる。大

学入学直後の CB さんや就職先が決まったばかりの CA さんは比較的，肯定的かつ前向きに

現在の位置をとらえている。他方，幼少期から繰り返される移動によって生活の基盤が安定

せず，この先も他国への移動を予定している SC さんは，現在の位置を＋にプロットしてい

るものの，「楽しいけど不安」という両価的な感情で現在をとらえている。 

 

表 3-3 現在の位置についての意味づけ 

 

 

5 未来展望 

 

CAさん(＋）
(今の位置は）高いですね。まあ（就職）決まった。(中略）全体的には、こっち（マイナス）にはあまりなくて、ほとんど上半
分ですね。自分はまずラッキーな方だと思っていて、前向きな人かなって思うんですね。将来は楽しみ、明るい感じがす
る。まあ、不安もあるんですけど、日本の職場はどうなのか、でもそれよりも頑張っていこうって。

CBさん(＋）
頑張ったのに(第一志望の大学に）落ちたなんてありえないって思って。本当は自分は頑張ってなかったんじゃないかっ
て思って。でも、問題もちゃんとできたしって感じで。(中略）一緒に同じ大学に行った友達もいるし、留学生の友達もいっ
ぱいできたし、みんなでお昼一緒に食べたりして、楽しくなってきてる。

SCさん(＋）

楽しいけど、なんだろう、まだ先がいつ、アメリカに行くのかとか、いつ落ち着くのかとかっていうそれがあるから。
（今後は移動する予定ってあるんですか）ありますね。来年は主人が一回アメリカに戻って、それから私はどれくらい
待っていくのかわからないから、その不安。でもたぶん、ここの先、最後の移動が次になると思う。フロリダを考えてる。

日本の企業ですけど，(中略) 受けたのは外国人向けの選考だったんですけど。留学生のあいだで

けっこうみんな考えたのが，日本人はなぜ留学生をほしがるか，日本の国はなぜ留学生をほしがる

かっていう問題だったんですね。もし日本人並みの能力が求められるんだったら，なぜ日本人じゃ

なくて留学生なのかっていう。留学生が入ったら日本人と同じようにはたらくんですね。それだっ

たらなぜ留学生なのか。それみんなわからなくて，しかも留学生に何度も何度も強調されたのが，

入ったとしても海外に行けるわけじゃないし，母国に帰るわけじゃないですよ。大丈夫ですか。っ

て。（それ，どう思ったんですか）それが，それだったらなんで留学生をほしがるんだろうって。 
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表 3-5は青年たちの未来展望についての語りを抜粋したものである。3人に共通するのは，

将来の居住地として必ずしも日本にとどまることを希望せず，むしろ今後の「移動」の可能

性について柔軟な姿勢を持っていることである。現在大学生の CA さん，CB さんはこれか

らの未来展望について，主に自分の職業選択や働き方を中心に語った。他方，すでに結婚を

して家庭を持っている SC さんは近い将来に子どもが生まれたときのことを想定しながら

「家族」としてどのような動き方をするのか，居住地を選択するのかを構想していた。グラ

フ上では，未来展望を上向きに表現しているものの，例えば CB さんが語るように，移動に

よって途切れてしまった母国（中国）での人間関係は，自分の将来の職業選択において不利

になるのではないか，という懸念を持っていることがわかる。 

 

表 3-4 未来展望についての語り 

 

 

 

 

6 ニューカマー青年にとっての「自立」 

ニューカマー青年にとっての「移動」は親や家族の都合によって選択され，それに付随す

るかたちで生じたものであった。そうしたなかで，ニューカマー青年にとっての「自立」は

どのようになされていくのだろうか。ここでの「自立」とは，経済的な自立そのものよりも，

かれらが自分のルートを切り開いていく，主体的に選択していくという意味での「自立」の

様相を考察したい。 

CA さんの場合，日本への移動や地域間移動は親の職業的な都合と子どもを日本の大学に

進学させたいという積極的な教育戦略によるものであった。CA さん自身が「「やりたいこと」

と「すべきこと」は異なっていた」と振り返るように，自己形成の過程において，親の期待

や選択から脱却し，自分自身で主体的にルートを切り開いていきたいという自立心が芽生え

た。これは「家族の物語」からの脱却ととらえることができるだろう。また，CB さんの場

職業等

小っちゃいころから、引っ越しだったりとか、いろんな環境を変えたりとか経験しているので、悪くもない
なって。将来も一生同じ仕事を毎日繰り返すよりは、いろんなことを経験して、いろんな所に行ったりした
ほうが、自分も飽きないかなって。

居住地
たぶん日本にいると思うんですね。まあベースが日本にいて、たぶん海外に行くかもしれないですけど。
ベースが日本で。

職業等

現実的に考えたら、日本で習ったものは中国では通用しないんですよ。大学卒業してそのまま中国に
戻ったら、実際的な経験がないから何も役に立たないと思うんですよ。中国でいちばん重要なのは人間
関係なので、私にとっての中国の人間関係っていうのは中学時点までしかないので、人間関係で助け
合うことが難しくて。

居住地 私はいまの段階は日本がいいと思うんですけど、中国に戻りたいっていう気持ちもなくもない。

職業等
最初にアメリカに落ち着いて、30になるまでに子ども一人はほしいなっていうのがあって、仕事には就き
たくないけど、家でできる仕事に、通訳とか翻訳とかもしたいから、その資格をとりたいなって。やっぱり
ことばを使う仕事に就きたいなって。

居住地

でもアメリカに行っても、もし子どもができたら夏休み中は日本の小学校に2週間、3週間は通わせたい。
スリランカの文化だけじゃなくて、やっぱり（私が）生まれて育ったのが日本だから、日本を知らせたい。
(子どもが）大きくなっても、スリランカ・日本・アメリカって行ったり来たりするんだろうなって。両方とも。
《やっぱりアメリカだけじゃなくて》ルーツを知ってほしい。

CAさん

CBさん

SCさん
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合，両親が日本の教育システムについての情報に乏しいことを自分で察知しており，学校か

ら学校への移行においては，教師やボランティアの先生など周りの人的リソースを活用し，

高校進学や大学進学へのルートを切りひらこうという試みがあった。以上のように，ニュー

カマー青年たちは，親の選択に規定された「移動」や「移行」から，主体的・自立的なルー

ト選択を志向するようになることがわかった。 

 

Ⅴ 総合考察 

 

 以上，Ⅰ～Ⅳ節を通じてニューカマー青年の自己形成過程を検討してきた。本研究を通じ

て明らかになったことを以下に示す。 

 

① 移動の多層性：家族をひとつの単位とした国家間･地域間移動は繰り返される傾向にあり，

ひとつのライフスタイルとして「移動」が選択されていた。 

② 青年にとっての「移動」の意味：現在という時制の中に過去や未来への開かれた時間的

展望が獲得されていた。特に「移動」という経験はその後のいくつかの出来事と紐付け

られ，その意味が組みかえられてきた。自己形成における挫折・危機の克服を経る中で，

「移動」経験を自分にとっての「価値ある経験」へと捉えなおされていた。 

③ 移動経験に媒介された自己理解：ニューカマー青年の自己形成過程には，ほかの誰とも

違う自己への気づき（＝自己理解）が内包されていた。 

④ 移動に柔軟なライフスタイル観の形成：幼少期に複数回の移動を経験したニューカマー

青年は自己の将来における移動にも柔軟な意思を示していた。しかし，CA さんが就職活

動で直面したように，柔軟な国内外への移動を志向する働き方は日本社会ではまだ受け

入れられにくい土壌にある。 

⑤ 移動経験のなかで獲得した資源の活用：複数の文化体験のなかで自己理解が促進され，

それを活用した職業志向性や未来展望を持つようになる可能性が示された。 

 

 

Ⅵ 本研究の意義と今後の課題 

 

本研究では，幼少期に文化間移動を経験したニューカマー青年の自己形成過程を過去―現

在―未来という時間軸の中で検討することを試みた。方法においては，ライフヒストリーグ

ラフによる人生の可視化とそれに基づくナラティブ・インタビューの組み合わせによって，

グラフ上に「書かれた物語」と「語られた物語」の両面から自己形成過程をとらえることを

試みた。本研究の対象となった 3 名のニューカマー青年は，全員が大学進学・卒業をしてお

り，ニューカマー青年の中でも「成功」と呼ばれるケースに偏っている。諸研究が示すよう

に，ニューカマー青年の多くは，「学校から学校へ」「学校から社会・就労へ」の移行の段階
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で脱落してしまう者も少なくなく，そうした層においても「移動」経験が時間の流れの中で

肯定的な経験として組みかえられるのか，あるいは，「移動」が青年の「生きづらさ」を生み

出すものとなるのかについては，今後検討が必要である。 
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個人研究４ 

 

日本文化を内面化できないことに伴う「生きづらさ」：教科学習に 

必要な文化リテラシー向上に関する教師の視点 

                                   

下島 泰子 

（東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科） 

 

要旨：多文化背景を持つ子どもの増加に伴い，日本の高校に入学する生徒も少しずつ増えて

いる。日本の高校入試を突破できたとしても日本語力と教科学習に不安を抱える生徒が多い。

そのようなニューカマー高校生の「生きづらさ」の要因が日本語力不足のみならず，日本文

化の内面化不足にあると見極めた教師が生徒の文化化を支援するエージェントとして，日本

語教室に歴史文化の要素を取り入れた授業の中でどのように文化リテラシーの向上に寄与し

ているかを探る。 

 

キーワード：文化リテラシー(cultural literacy)，生きづらさ (hardships)，日本文化の内面

化 (internalization of Japanese culture)，ニューカマー高校生 (newcomer migrant high 

school students)，文化化エージェント (acculturation agents) 

 

＜問題と目的＞ 

 近年，両親または両親のうちどちらかが外国人で，日本生まれ，幼少期，中学生前後で来

日した多文化背景を持つ子どもが増加している。日本生まれまたは幼少期に来日した子ども

たちが成長し，あるいは中学生で来日した生徒が日本語学校，夜間中学，日本の中学などを

経て高校入学を果たす生徒も出てきている。 

 そのような多文化背景を持つニューカマー高校生（以下，ニューカマー高校生）は様々な

「生きづらさ」に直面しており，教育現場での課題も山積している。「生きづらさ」は「精神

的」生きづらさ，「社会経済的」生きづらさに二分される（萱野・雨宮 2008）。 

「社会経済的生きづらさ」においては，エスニック・マイノリティとしての社会経済的地

位，能力主義により日本語力が不足しているために周辺化された彼らが差別，排除に晒され

ている。言語と文化がメインストリームのホスト社会とは違うマイノリティは「言語マイノ

リティ」と定義され，マジョリティとマイノリティの関係性からくる不平等があることが指

摘されている（Cummins, 1994）。 

「精神的」生きづらさにおいては，周辺化，差別，排除されたがゆえに，アイデンティテ

ィ，自尊感情の低下を抱えることになる。また，個人・関係性の観点からは，コミュニケー

ション能力のなさ，弱者・マイノリティとしての居場所のなさ，「つながり格差」（志水 2014）

による生きづらさがあるという。ニューカマー高校生は，青年期に特有なアイデンティティ
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のゆれに加え，異なる言語・文化の中で，出身国の言語・文化が学校及び社会全体であまり

尊重されない中，別のゆれるアイデンティティが形成されていくこととなる。 

マイノリティに対する社会的排除の仕組みがあることは見逃せない。高校入試制度上，高

校入学後，高校卒業後の進路について，「『関係性』『仕事』『場所』からの排除」（阿部 2011）

が存在する。彼らは「教育マイノリティ」とも呼ばれることがある。ニューカマーの中学生

にとっては日本語で学習し，日本人と同じ試験を受けることは至難の業である。外国人特別

入試制度を持つ高校は少なく，受け入れ人数も少ない。高校入学を果たしたとしても，ニュ

ーカマー高校生の教育的課題は志水(2008)によると，学力がつかず日本の大学入試を突破で

きないこと，進路に関するロール・モデルの不在などが挙げられている。 

日本語教室や取り出し授業などの支援は各学校の裁量に任されており，支援の度合いは学

校によってかなりの差がある。そのような支援は日本語や学力補償だけでなく，ニューカマ

ー高校生の「居場所」となっている場合が多いので，支援が手薄な学校では二重の「生きづ

らさ」を抱えることとなる。アルバイトや就職の場でも外国人であることや日本語力不足が

足かせとなり，仕事を得ることが難しい。当然ながら卒業や大学等への進学には相応の日本

語力と教科学習の力が求められる。 

 日本語力不足が教科学習の妨げになっていることは理解しても，日本語が話せる生徒につ

いては「日本語力不足」ではないと考え，低学力を個人の能力や努力不足に帰し（個人化），

学習言語への理解が乏しいことが指摘されている。（志水・清水，2001）学習習慣の相違，

限られた情報アクセス，自国とは異なる学校文化を背景にしていることも大きくかかわって

いると考えられる。社会科系科目や理科系科目の用語理解が難しい，国語系科目の国語，特

に古典の理解が難しいのは，語彙の難しさだけではなく，その背景にあるものや現象の理解

が出身国とは異なる場合が多く，カリキュラムの違いなどがある。日本語の読み書きだけで

はない幅広い意味での「文化リテラシー」(Hirsch,1984)が必要となる。歴史・文化などの「背

景知識」の欠如，理科等で化学変化などの現象の理解において第二言語を通して行うことの

困難が低学力につながっている。 

 中学生の時に来日したニューカマー高校生は，幼少期，小学生時代の日本での体験を当然

ながらしていない。日本での「子ども文化」の体験の欠如に加え，小学生時代の日本での教

科学習体験が抜け落ちているため，それらをすでに体験し，ハビトゥスとして内面化してい

る日本人生徒とは文化リテラシー保持の度合いが全く異なる。歴史文化に関する知識の欠如

は地歴公民等の社会科系科目及び，国語や古典の文学作品理解の困難をもたらす。出身国で

もまだ習っていない事項が多い。そのため既得知識やスキーマの活性化を促し，抜け落ちた

部分を補う取り組みが奨励される。 

 リテラシーとは読み書きにとどまらず，文化的要素や教養を含む場合がある。Hirsch（1984）

は文化リテラシーの重要性を指摘したが，言語の問題だけではなく，言語の背景知識として

成人なら当然知っている歴史文化的知識の欠如は時として混乱をもたらす。言語をある程度

習得した段階ではなおさらである。外国人が滞在する国の文化リテラシーを身に付けること
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には同化主義へつながることや知識だけを身につける「銀行型教育」（フレイレ）としてマイ

ナス面が強調されることがあるが，言語を学びつつ，教科を学ぶニューカマー高校生にとっ

ては，自己形成の過程として必要なものである。 

高校段階になり，日本生まれの生徒であっても日本語支援の必要性が指摘されている。異な

る言語・文化での教科学習は困難を極めるものであり，同じ年頃の日本人高校生が身に付け

ている教養的な文化的知識，学校文化等，ハビトゥスの欠如は学習上の困難に加え，セルフ・

エスティームの低下をもたらすものである。言葉の理解なしには文化化は困難である。 

「日本に住む日本の子どもの社会化過程を研究する場合の重要な社会化（文化化）エージェ

ントは養育者であるとみなしてさしつかえない」と箕浦（2003）は指摘する。ニューカマー

高校生にとっては家庭での社会化（文化化）は両親などの養育者であるが，学校での社会化

（文化化）は教師の影響が大きい。 

自己形成とは「自分自身の個性を自覚し，社会のなかでの自分の居場所を定位し，他者と

のかかわり合いのなかで自己実現を図っていく過程」と溝上（2008）は説明している。主に

言語と文化を異にする他者との関わり合いから自分自身の個性の自覚がなされることから，

自らのエスニック・アイデンティティが強調された個性の自覚であることが想像できる。学

校内では常に周囲と自らの差異を意識せざるを得ない状況にあり，その中で自分の居場所を

定めるのは難しい。ニューカマー高校生が「自己形成において参照する他者」（溝上 2008）

は自分とは異なる国籍，文化，言語を持っている人物であることが必然的に多い。 

ニューカマー高校生をエンパワーしていくためには，「日本人生徒と同じ学力の枠組みで評

価せず」（恒吉，2009）別の枠組みが必要となる。しかし，現段階では放課後の学習支援等，

日本人の生徒対象の同じような学力補強への細かな指導が多くのニューカマー高校生が在籍

する学校では行われている。 

日本語力をつけさせ，学力向上を図ることがニューカマー高校生の社会経済的・精神的「生

きづらさ」の低減になるであろう。ニューカマー高校生の自己形成空間である学校の中で教

師が果たす「文化化エージェント」としての教師の気づきと支援のあり方に着目し，ニュー

カマー高校生が日本文化を内面化していないことに起因する「生きづらさ」を日本語力不足

と低学力の要因と絡め，教師はどのような視点で彼らニューカマー高校生の文化リテラシー

向上のための指導をしているのかを探る。 

 

＜研究方法＞ 

①  研究対象 

定時制商業高校の学校設定科目である日本語教室である。対象は中国系生徒 4 名～9 名と外

国人指導員と教諭各 1 名である。来日 3 年以内の生徒の日本での平均的な日本語学習歴は入

学前に日本語学校，夜間中学，一般の中学いずれかでの半年～２年程度である。中国での日

本語学習歴がある生徒はほとんどおらず，ひらがなの読み書きを学んだ生徒は 2 名だけであ

った。年齢的には 1，2 年過年度の生徒がほとんどである。2010 年度入学の生徒には 7 年間
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日本で働き日本語を流暢に話すことができるが，読み書きができないという理由で定時制高

校に入学した生徒もいた。 

②  期間と調査方法 

2009 年 11 月から 2014 年 7 月まで，授業時間は週 3 回，16：30～17：15 までの 45 分で

ある。参与観察・フィールド調査は月 2 回程度行った。半構造化面接は 2010 年から 2015

年にかけて教師に 1 時間～1 時間半行った。 

③  授業形態 

授業形態は中国語を母語とする外国人相談員と日本人商業科教諭とのティーム・ティーチ

ング指導によるひらがな，漢字，日本文化の指導である。時間帯は定時制 0 時間から 4 時間

目まである時間帯の 0 時間（始業時間前の時間帯）に設定され，別の教室で別の外国人相談

員が日本人生徒 10 名に中国語を教えている。定期考査の一環として中国系生徒は俳句の暗

唱，日本人生徒は中国語による漢詩の暗唱を合同で行っている。 

④ 授業の特性 

中国語を母語とする外国人指導員（女性）と商業科教諭（男性）によるティーム・ティー

チングのため，中国系生徒へ母語での指導と日本語での指導を１つの授業で行うことができ

る。言葉の面だけではなく，それぞれの文化背景を活かした指導ができる。両者の共通点と

しては，商業が専門の日本人教諭だけでなく，外国人指導員にも商業の知識があるので，ビ

ジネスの知識を背景とした日本語を教え，将来の就職を視野に入れた指導ができる点である。 

この授業は，一方的に教師が講義をし，生徒が黙って聞いているというフレイレの「預金

型教育」ではなく，教師・生徒間，生徒・生徒間のやりとりから学んでいくという「問題提

起型教育」，「生徒中心の授業」であるといえる。外国人指導員は日本の学校生活，日本での

一般的な市民生活の両方の質問を生徒が授業中にすることができ，相談をすることが授業の

一環として認められていることが特徴的である。日本人教諭は単位認定や定期考査について，

外国人指導員は日本語検定の受験などの情報提供を適宜行っている。更に日本の年金制度や

介護制度など長期的展望に立った，若い高校生が気づきにくい情報を提供している。異国で

の生活や文化の違いに不安を感じる高校生にとってはストレスを低減でき，主体的に情報に

アクセスできる場となっている。 

④ 時制高校の概要 

 定時制高校は，労働時間の確保ができることと併せ，高校授業料無償時以外は学費が安

いことが大きな利点となっていた。かつては勤労学生を受け入れていたが，現在では多様な

背景の生徒（不登校経験者・他校中退者等）の受け入れをしており，外国人生徒の受け入れ

る土壌があるといえる。教科科目の多様さ（少人数制など）が日本語と教科への不安が大き

い外国人生徒への手厚い支援につながっている。さらに単位制総合学科などを併設している

学校では進級や卒業面で柔軟性のある制度が際立つ。商業・農業・工業高校などの職業訓練

関連の学校の中には技術や資格を身につけることができ，受け皿となる工場などの勤務先が

ある程度保障されている地域も存在する。 
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＜日本人教諭の授業事例（１）「文化の授業」＞ 

外国人指導員が単独で行う日本語の授業に補助で入ることになったのは，始業前の巡回で，

日本語教室の前を通りかかった日本人教諭に，外国人指導員が「日本文化についての話をし

てほしい」と依頼したのがきっかけである。時代劇の話などをしたところ，中国系生徒から

面白い，引き続き教えてほしいと言われたという。 

 

「節分」の授業（2010 年 2 月 1 日 0 時間目 16:30－17:15，日本人教諭 男子 4 名 女子

3 名） 

 

日本人教諭：秋はいつだと思う？立秋は 11 月 7 日です。発音しましょう，立春（りっし

ゅん），立夏（りっか）。○○さん（女子），いいかな？立秋（りっしゅう），立冬（りっと

う）。季節を分ける，という意味の節分。この中で 2 月 3 日しか残っていないんです。2

月 3 日には何をするんだっけ？ 

男子 4 名：豆をまく。豆をまいて鬼を追い払う。 

日本人教諭：鬼は何をするの？ 

男子１：鬼は逃げる。 

日本人教諭：人間に害を与える，とかね。（ヒイラギと煮干しを見せる）お魚の頭が刺さ

ってますね。 

男子２：これはナマズ？ 

日本人教諭：いわしです。「魚へん」に「弱い」。よい香りがするので，鬼が寄ってくる。

ヒイラギには棘があるので鬼が逃げる。この木をヒイラギといいます。今からヒイラギを

配ります。中国では（ヒイラギは）ありますか？ 

女子１：あります。 

男子３：豆？ 

日本人教諭：いわしの煮干しです。結構いい香りすんだよ。 

男子４：エッ？（笑い） 

日本人教諭：今，日本でこれをやる（イワシとヒイラギを飾る）家が少なくなっています。

付ける場所がないんです。豆は，子どもの頃は年の数だけ食べるんです。食べてみましょ

う。食べたことある？皮も食べるんです。 

男子４：のどかですね。 

日本人教諭：この豆を粉にしたものは何か知ってる？きなこ。団子にのっている黄色っぽ

い…この豆は大豆を炒ったもの。みんなの国では『焼く』とか『炒める』かな？ 

男子４：一般的には，落花生を焼いて食べます。 

 

＜事例分析＞ 

日本語の授業としては立春，立夏，立秋，立冬の読み方の確認と意味，節分の文化的背景
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をまず確認する。鰯の漢字を確認。日本の伝統行事としての節分の概略と「鬼」の役割，プ

ロップとしてのヒイラギと鰯の煮干しの説明が続く。中国食文化との比較で「豆」の話題に

移っていく。中国系生徒は自国文化を参照しながら，日本文化に触れ，理解を深めていく。 

Cummins (2009)はニューカマー生徒の既存知識を活性化させることが学びを促進すると

指摘した。授業中の活発な生徒とのインタラクションから日本人教諭は中国系生徒の中国食

文化の既存知識と日本の伝統文化を関連付けている。また，Banks (2012)は「暗黙裡に示さ

れた文化に関する想定を通した知識構築」を次のように解釈した。 

 

教師は，知識構築の手段に影響を与える実践に存在する，暗黙裡に示された文化に関する想定，参照すべ

きフレーム，考え方，バイアスをどのように理解し，調査し，決定づけるかを生徒に理解させるのを援助

する必要がある。（筆者訳） 

 

この授業は生徒の「暗黙裡に示された文化に関する想定」が明確な知識にどのようにして

変化していくかを示している。 

 

日本人教諭はこの授業を振り返って次のように述べている。「中国にもあるかわからないん

ですけれど，季節の変わり目には邪気があってそれを追い払うんだと聞いていたものですか

ら。日本だとこんな習慣があるんだよ，ということをお話ししたわけです。日本って自分た

ちの国とは違うな，ということがわかってくれればいいかな，ということで。」日本文化と出

身国である中国の文化を比較させながら違いを認識してもらうことの重要性を語った。 

教諭は，この他に，七夕の時には「ラムネ」を，「柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺」の俳句を

取り上げた時は「柿」を教室に持ち込んでいる。下駄を履く体験，風呂敷を包んでみる体験

授業なども実施したという。「言葉で，概念だけで話をしてもわからないんで，実際に見てみ

る，触れてみる，食べてみる，飲んでみる，ということに，知識じゃなくて経験として，日

本文化とかそんなものが紐解けていうということがあれば，非常にうれしいんじゃないかな

と思います。」 

さらに教諭は，知識は獲得できるが「体験」を補うことの難しさを強調した。「教科書に載

っているものとか，活字に書いてあるものとか，って結構，子どもたちは勉強していけば理

解できるんですけれども，日常生活の中で接することがないものは多いような気がするんで

すよね。」（2015 年 1 月 28 日，教諭へのインタビュー）教諭は「日本人が何気なく体験して

いることがわからないので，体験できることは体験させている」という姿勢を貫いている。 

 

＜日本人教諭の授業事例（２）「歴史」の授業＞ 

日本の歴史文化に関する知識と文化リテラシーをニューカマー高校生が欠いていることは，

地理や歴史のような社会科系科目，国語，古文などの理解を妨げている。彼らは学びの過程

にあるので，母国の文化にもまだ精通しているとは言い切れず，カリキュラムの違いから，
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中学の時に母国で履修した科目や単元が日本で学習する内容をカバーしていない場合が多い。 

日本人教諭は中国系の女子生徒から「テレビのニュースを見てもわからない，どうしたら

いいですか？」と相談を受け，「ＮＨＫの『週刊子どもニュース』を見なさい」と勧めたとい

う。歴史文化の知識と文化リテラシーの欠如はニューカマー高校生が日本のニュースを理解

できないことにも影響している。さらに日本人のクラスメートとのコミュニケーションが取

れなくなることにもつながる。 

日本人教諭は中国系生徒に適した教材を開拓するのが大変だったと打ち明けていた。日本

語の教室で文化を教えるのは「苦しみの連続」であったと次のように書いている。「テーマ探

し，教材の作成，授業の展開等毎週苦しみながらの連続であります。頂いた資料を拝見し，

私自身が気付いていなかった点や，今後の進む方向が見えてきたような気がします。」（2011

年 12 月 15 日，教諭から筆者へのメール） 

開拓した教材や授業には独創的な試みが含まれていた。その中には政治的にデリケートな

歌の歌詞があった。授業展開は次のようなものである。 

朝鮮民主主義人民共和国に関する歌「イムジン河」（日本語）を使い，「外から見た」中国

史を教える。まず，中国，ロシア，北朝鮮，韓国の位置を地図上で確認させる。朝鮮半島が

南北に分断された国であるということを確認。中国の朝鮮戦争介入について説明を行う。「イ

ムジン河」の日本語の歌詞を読む。日本人教諭によるとこの授業のねらいは母国でこの部分

の歴史を詳しく習っていない中国系生徒に中国史の補強をするとともに，民族アイデンティ

ティを高めることであるという。（2011 年 7 月 26 日，教諭へのインタビュー） 

 

 

「イムジン河」の歌詞の授業（2011 年 7 月 11 日 0 時間目 16:30－17:15，日本人教諭，

外国人指導員，男子４名，女子１名） 

 

日本人教諭：「イムジン河」は 1967 年，先生が中 3 の時，出たんです。 

「河」大きいかわ，「川」とは違います。（板書して説明） 

「水，清く」はどういう意味かわかる？澄んでいるということ。 

「滔々と流れる」 

外国人指導員：（中国語で説明） 

「北の大地から南の空へ」自分の気持ちを南（韓国）へ伝えてほしい，イライラを表して

いるんですね。（図解する）歌の内容，わかりますか？ 

 

 

＜事例分析＞ 

この授業は一般的な外国人生徒対象の「日本語」及び「日本文化」の授業とはかけ離れて

いるかに見える。教師が作者の意図や感情を解釈するという点では「国語」の授業のような
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展開である。日本人教諭は中国系生徒に朝鮮半島分断の歴史について，教科書からではなく，

歌詞から教えようと考えた。分断されたそれぞれの国の人々がどのような気持でいるかとい

うことを生徒たちに考えさせたかったようである。 

日本人教諭はこの時の授業を次のように説明した。「朝鮮半島分断の歴史について中国系生

徒は習う機会がありませんでした。ですから私は中国が介入したということを教えました。

それを「イムジン河」の歌詞とともに授業で取り扱いました。」この授業は，知識構築（Banks, 

2012）を通してクリティカル・シンキング力を生徒に付けさせるという重要な役割がある。

二つの国の理解にとどまらず，幅広いものの見方を養うことが可能である。この授業は生徒

にグローバルな視点と出身国のアイデンティティを同時に持たせる授業を目指しているとい

える。 

「イムジン河」の授業において朝鮮戦争での中国と朝鮮半島の関わりについて日本人教諭

が説明すると外国人指導員は「私からも説明します。台湾と中国はこの頃行き来できなかっ

た。中国に帰りたくても帰れなかった悲惨な老兵もいます。」と述べ，中国史の補足を行った。 

その後，この授業の対象である中国系ニューカマーの生徒が減少し，現在は受講する生徒が

1 人のため，生徒同士の相互作用が期待できないことから，今年度はこの授業を行っていな

いとのことである。「中国系生徒は中国で習うことのなかった歴史の部分を日本で教わる機会

があったことを先生に感謝しているのではないか」と尋ねたところ，「そう思ってくれるとよ

いのですが。ショックを受けたと思うけどね。」と日本人教諭は語り，中国系生徒は自国の歴

史観と異なる歴史観に触れたことがショックなのではないかという懸念を述べた。（2015 年

1 月 28 日，教諭へのインタビュー） 

日中関係については通常の社会科系科目である程度習う機会があるので，あまり習う機会が

少ないと思われる，中国と日本以外の近隣諸国との関係について日本語指導を通して伝えて

いこうという試みは中国系生徒の自己形成過程に貢献しうるものである。朝鮮戦争分断を歌

詞とともに理解する授業の他には，アヘン戦争と香港割譲の問題も扱った日本の近代化との

関係を取り扱ったという。さらに，12 月には赤穂浪士の話をするなど，他の授業で詳しく扱

うことがない日本文化について触れることで文化リテラシー向上に努めていた。 

 

＜考察＞ 

表４－１に，文化リテラシーに関する「生きづらさ」の要因について示した。幼少期の日

本文化体験の欠如は日本社会の人々との共通体験の欠如につながり，コミュニケーション不

全をもたらす。日本社会の文化への知識の欠如は学習上の困難だけではなくセルフ・エステ

ィームの低下をもたらす。「目に見えること，手に触れてできることを実際に体感させるよう

にやっています。」と説明したように，日本人教諭は生徒たちの日本文化内面化の欠如につい

て文化体験を通して補おうとしていた。 

 日本人であったら体験したであろう幼少期の日本文化体験を補うような伝統行事や食文化

の他に，日本の文学にできるだけ触れさせようとする試みもあった。俳句や現代詩の他，日
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本人の小学生が書いた作文を読ませるなど，幼少期の体験をできる限り追体験させていた。 

 

表４-１ ニューカマー高校生の文化リテラシーに関する「生きづらさ」の要因 

知識・体験の欠如 項目 具体例 援助形態への視点 

日本歴史文化リテ

ラシーの欠如 

 

 

 

日本の歴史文化上

の人物名を知らな

い，日本への外来

語や外来文化を知

らない 

俳人，作家の名前を

間違える，「バームク

ーヘン」「ラムネ」「フ

ィアンセ」などの外

来語を知らない 

日本語授業の際に

徐々に触れさせてい

く。通常の授業との

連動が望ましい。 

時事問題の理解不

足 

 

 

テレビや新聞のニ

ュースがわからな

い 

日本語がわからない

だけでなく，ニュー

スの背景がわからな

い 

社会科系科目との連

動が望ましい 

日本の伝統文化，行

事，童話，児童文学

等，幼少期に接する

日本文化体験の欠

如 

 

日本人が幼少期か

ら体験し，内面化

している事柄を当

然ながら体験して

いない 

知らないと国語をは

じめ，教科書の理解

ができない，友人と

の会話で困る場合が

ある 

実際の文化体験をす

る機会を設け，参加

してもらう，日本語

の授業で取り上げ

る。 

（2009～2015 年高校フィールド調査，教師へのアンケート，教師への半構造化面接のデー

タより作成） 

 

日本人が自然に身に付けた教養的な背景知識，文化リテラシーの欠如が教育的障壁となり

教科学習（国語系・社会科系科学習）の困難へと結びつく。マスメディアの理解不足をもも

たらす。授業では新聞記事を取扱い，背景を外国人指導員とともに解説するなどの他，事例

のように歌詞を使って時代背景や当事者の心情について考えさせ，日本語とともに背景知識

が得られるような工夫がなされていた。 

日本社会の中で生きていくための文化化を促進する役割，文化化エージェントとしての役

割を担う日本人教諭による「日本文化の内面化は今からでも間に合う」という姿勢にニュー

カマー高校生は知らず知らずのうちに応えているかのようであった。ニューカマー高校生の

自己形成過程は，日本文化を取り込み，内面化するプロセスとともに歩む「自己形成」とい

える。 ニューカマー高校生は文化化エージェントとしての教師との授業中のやりとりの中で

社会での位置取りを学ぶ下地を形成している。 

文化間移動をした生徒たちの文化化は両親だけではなく，学校という「文化化空間」で接

する教師が大きな役割を担っている。教師たちが無意識に伝えている文化もあるが，この日

本語教室では「欠けていると思われる日本文化や日本文化体験」を主体的に補い，文化リテ
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ラシーを高めようとする試みは極めて重要である。 

 

＜３つのキーワードからの考察＞ 

本研究は日本文化を内面化していないニューカマー高校生の「生きづらさ」を教師がどの

ように低減し，自国文化と日本文化の両方の文化の中で「自己形成」を促していくかを探っ

た。この場合の「重要な他者」となりうるのは，日本に住む外国人としての文化を身に付け

ていくための，日中両国文化の「文化化エージェント」としてそれぞれの役割を果たす日本

語教室の教師たちである。中国語の文化圏の「参照」対象である外国人指導員，日本文化圏

の「参照」対象である日本人教諭であった。 

日本文化の知識や体験の欠如に着目し，教科書だけの知識でなく「体験」で補おうとする

日本人教諭の試行錯誤する姿があった。日本在住のため生徒たちが触れることの少ない中国

語と日本語の両言語で指導し，同じ日本に住む外国人のロール・モデルとして中国語の保持

や自らの観点から見た文化の違いを伝えることで異文化の中で育つ同胞の「自己形成」に奮

闘する外国人指導員の姿があった。 

「文化リテラシー」の向上は教科学習だけではなく，これからも日本で暮らす可能性のあ

るニューカマー高校生のアイデンティティやセルフ・エスティームを高めることにつながる

ことで，「生きづらさ」を少しでも低減できる可能性がある。 

 

＜今後の課題＞ 

参与観察した授業では，日本人教諭と外国人指導員がそれぞれの言語文化的特性を活かし

ながら生徒との関係を築き，言語，文化，アイデンティティへの配慮をしつつ，生徒の客観

的なものの見方を育て，文化リテラシーを高める授業が展開されていた。今後は，外国人生

徒への言語指導，教科指導で手一杯な教師たちに，「抜け落ちた日本文化体験を補うこと」の

大切さを伝え，文化リテラシーを育てる試みへどのように目を向けさせてゆくのかが課題で

ある。 
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本研究プロジェクトは，急激な変貌を遂げる社会状況のなか，「生きづらさ」を抱えながら

試行錯誤的に自己形成していく現代青年の発達課題を検討し，有効な援助形態を探ることが

目的であった。そこで，本研究プロジェクトでは，現代青年の自己形成を考えるうえで最も

重要と考えられる 3 つのキーワード，「生きづらさ」「自己形成」「重要な他者」に焦点を絞

り，それぞれの研究領域における主な文献を概観し，異なる社会背景を持つ日中大学生，不

登校経験者，ニューカマー青年を研究対象として検討を行ってきた。その結果，それぞれの

個人研究において，以下のような知見が得られた。 

（１）日中大学生を調査対象とした個人研究１からは，以下のような知見が得られた。 

１）日中大学生が体験する「生きづらさ」は，発達的な要因と文化的な要因に大別して捉

えることができると考えられた。 

２）日中大学生は将来展望や学業といった現代大学生に共通する生活課題を抱えており，

「個」の確立をめぐって葛藤しながら積極的に自己調整を行っていく姿が確認された。その

背景としては，青年期に多く見られる自立志向や，自己評価・自己価値への追求といった心

理が考察され，現代社会の価値傾向との関連が考察された。 

３）日中大学生はそれぞれの日常生活や対人関係，自己評価において一部異なる「生きづ

らさ」の要因を抱えており，日中文化で価値あるものとして重要視される行動様式や考え方

が異なることが関連するものと考えられた。これらの行動様式や価値観には，とくに日々接

している身近な人々が意味ある重要な他者として大きな役割を果たすと考察された。 

 

（２）不登校経験者を調査対象とした個人研究２からは，以下のような知見が得られた。 

１）「生きづらさ」について：不登校の背景要因として，対人関係において「過剰に気を遣

う」，「一緒にいることに息苦しさを感じる」，「距離感がつかみにくい」等の関係性の生きづ

らさが見出された。関係性の生きづらさは，学校生活の中での友人関係において特に顕著に

見られた。また不登校が持続することによって，自分自身への自責の念が強まり，挫折感か

ら無気力に陥り，自信や意欲の低下から不登校から抜け出せないという悪循環につながって

いると考えられた。 

２）「自己形成」について：不登校経験を通して，周囲のサポートを受けながら自分自身を

客観的に見つめ直すことで自己受容が高まることが示された。自己形成の過程において，自

己の視点に気づき，他者の意見との相互調整の中で，進路の修正や目標の見直しを行ってい

くことが示唆された。 

３）「重要な他者」について：不登校からの立ち直りを促す重要な他者とは，学校.では担

任，担任以外の教師，管理職，養護教諭，スクールカウンセラーなどであった。学校以外で

は，趣味仲間やネットの友だち，そして家族の後押しも大きなサポートになっていることが

明らかになった。サポートの内容としては，居場所を提供し，受容・共感的にかかわること

が大きな支えとなることが示された。 
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（３）幼少期に文化間の「移動」を経験したニューカマー青年を対象とした個人研究３から

は，以下のような知見が得られた。 

１）移動の多層性：家族をひとつの単位とした国家間・地域間移動は繰り返される傾向に

あり，ひとつのライフスタイルとして「移動」が選択されていた。 

２）青年にとっての「移動」の意味の組み換え：ライフヒストリーグラフを用いた調査に

より，現在という時制の中に過去や未来への開かれた時間的展望が獲得されていることが示

された。青年にとって「移動」という経験がもたらす意味・価値は固定的なものではなく，

その後の人生のいくつかの出来事と紐付けられ，その都度意味が組み換えられていくことが

示された。 

３）移動経験に媒介された自己形成の様相：ニューカマー青年は自己形成の過程で，ほか

の誰とも違う「私」への気づきを獲得していた。幼少期の「移動」の経験は必ずしも負の作

用をもたらすものではなく，自己形成の過程で，複数の文化の中で得られた価値観や言語面

のアドバンテージについて自己理解が促され，それらを自分の強みとした職業指向性を持つ

に至る者もいた。 

４）自己形成を支える他者の存在： ニューカマー青年の自己形成には，家族だけでなく，

学校の教師や日本語ボランティア教師の存在が影響していた。また，同郷の友人や同じ境遇

の同級生，後輩を進路選択等に参照していることが示された。 

 

（４）ニューカマー高校生を調査対象とした個人研究４からは，以下のような知見が得られ

た。 

１）「生きづらさ」：① 日本人が自然に身に付けた教養的な背景知識，文化リテラシーの欠

如が教育的障壁となり教科学習（国語系・社会科系科学習）の困難へと結びつく。マスメデ

ィアの理解不足をももたらす。② 主流社会の文化への知識の欠如は学習上の困難だけではな

くセルフ・エスティームの低下をもたらす。③ 幼少期の文化体験の欠如は主流社会の人々と

の共通体験の欠如につながり，コミュニケーション不全をもたらす。 

２）「自己形成」：ニューカマー高校生の「自己形成」は日本文化を内面化するプロセスと

ともに歩む「自己形成」であり，教師が文化化エージェントとして日本社会の中で生きてい

くための文化化を促進する役割を果たし，ニューカマー高校生との相互作用により，文化化

がなされていく。 

３）「教師との関係性」：ニューカマー高校生は文化化エージェントとしての教師との授業

中のやりとり，授業外の関わりの中で，社会での位置取りを学ぶ下地を形成している。 

 

（５）まとめ 

まず，以上の知見によれば，現代社会を生きる青年たちが自己形成過程で体験する「生き

づらさ」には，発達的要因と文化的要因が複雑に関連していた。すなわち，自己を形成して

いく青年期では，「個」の確立をめぐって葛藤しながら積極的な自己調整が行われており，こ
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の過程では青年たちの自己評価・自己価値に対する過敏さが垣間見えた。また，日中文化で

は，文化によってそれぞれ価値あるものと見なされる行動様式や考え方が異なっており，こ

れらの価値規範を規定している周囲の環境や他者との相互作用の持つ意味の重要性が確認さ

れた。例えば，個人研究２に示されたように，社会的スキルの低さを背景とした対人関係に

おける「生きづらさ」は，不登校や引きこもりなどの不適応行動につながりやすく，とくに，

友人関係など周囲の重要な他者との対人関係における「生きづらさ」は，自責感や無力感を

強め，自尊感情の低下と不登校の長期化・重複化という悪循環につながっていた。また，個

人研究４における異文化間の移動は，若者たちの文化的リテラシーの欠如に直結しており，

このような主流社会の文化的体験の欠如がさらに教育的障壁や自尊感情の低下，コミュニケ

ーション不全といった様々な適応問題をもたらしていた。さらに，個人研究３の場合のよう

に，繰り返される異文化間移動は，異文化適応や将来展望に困難をもたらしていた。 

次に，以上の諸研究成果によれば，現代青年が体験する「生きづらさ」の改善や克服には，

家族や友人，同じ境遇の仲間，学校の担任や担任以外の教師，スクールカウンセラーなど，

様々な周囲にいる重要な他者からの支援が不可欠であった。例えば，家族と経験を共有した

り，友人や教師に受け入れてもらったり，スクールカウンセラーに共感してもらったりなど

して，若者たちは客観的に自分自身を見つめ直すことができ，自己理解と自己受容を高めな

がら現在の自分と過去，未来の自分を同じ時間軸で捉えることが可能となった。 

上記の現代青年の自己形成の過程を図式化して図 8-1 に示した。図 8-1 は，現代青年の自

己形成プロセスとは，「社会」と「文化」という大きな意味空間を背景として発達していく過

程であり，「過去・現在・未来」における自分や自分の経験を統合していく過程であることを

示す。現代社会を生きる若者たちは，これまでの自我の統合と安定を目指して，過去の経験

を再解釈したり，将来の目標を修正したりして，様々な自己調整を行いながら自己形成を行

っていく。しかし，急激な変貌を遂げる現代社会では，情報化・グローバル化の進行と，「自

己責任」「自己決定」を強調するような個人への偏重により，個人の価値をめぐる矛盾や葛藤

が社会全体に広がっており，自己形成期に直面する若者たちの自我の統合を困難にしている。

そのため，彼らの自己形成を支えるには，身近にいる「重要な他者」が彼らの成長につなが

る「自己理解の促進」と「自己受容の向上」の担い手となって積極的な援助していくことが

不可欠であろう。 
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まず，本研究プロジェクトでは，現代社会を生きる青年たちの自己形成をめぐる発達課題

とそれを支える有効な援助形態を探るため，彼らの自己形成を検討するに当たって最も重要

と考えられる「生きづらさ」「自己形成」「重要な他者」という 3つのキーワードに焦点を絞

り，主に心理学と教育学の視点から研究課題の検討を進めてきた。近年，青年期の長期化や

現代青年像の変容に伴って青年心理学，または青年期研究が減少するなか，本研究プロジェ

クトは，日中青年，ニューカマー青年，不登校経験者など，多様な青年サンプルを扱った探

索的研究として，ある程度有効な視点と知見を与えたと考えられる。それゆえに，本研究プ

ロジェクトは，有効な理論的枠組みと方法論を持たない探索的研究ともいえ，今後より多様

な研究手法を用いながら理論的構築を検討していく必要があると考えられた。 

次に，個人研究１～３でも言及されたように，本研究プロジェクトにおける研究サンプル

が極めて偏っている可能性があるという問題点がある。すなわち，サンプル数や男女比，発

達段階から見たサンプルのバランスなど，サンプルの抽出においても多くの課題が残されて

いる。これらに関しても，今後継続的な研究によって改善していく必要があると考えられた。 

最後に，ずっと先の話ではあるものの，今後は理論的構築を目指して更なる検討を行って

いくと同時に，実践に向けての支援形態についても検証していく必要があると考えられた。 
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【参考資料2】CBさん（中国出身・19歳） 
ライフヒストリーグラフと「人生の出来事」	  

No	 年齢	出来事	

1	 5	 幼稚園	

2	 7	 小学校入学	

3	 10	 母の来日	

4	 13	 中学校入学	

5	 14	 来日	

6	 15	 高校入学	

7	 17	 大学受験勉強	

8	 18	 高校卒業	

9	 18	 大学入学	

10	 18	 入学初期	

11	 　	 （現在）	

12	 　	 大学院	

13	 　	 就職	

※○印は居住地の移動を示す	

【参考資料１】CAさん（中国出身・22歳） 
ライフヒストリーグラフと「人生の出来事」	  

No	
年
齢	

出来事	

1	 2	 幼稚園入学	

2	 3	
引っ越し・転園の
繰り返し	

3	 6	 小学校入学	

4	 8	 水泳をはじめる	

5	 10	転校	

6	 12	中学受験	

7	 15	高校受験	

8	 17	来日	

9	 18	日本語学校	

10	 18	
上京・日本語学
校	

11	 19	大学受験（地震）	

12	 20	成人	

13	 21	就職活動	

14	 22	就職決定	

　	



　	



（現在）	

15	 　	 卒業・仕事	

※○印は居住地の移動を示す	
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