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【要旨】

本稿は，米国を中心とする「先進」各国で青少年問題への対応に顕著な成果を上げているメン

タリング・プログラムの構造的特徴と類型を分析し，「日本型」メンタリング・プログラムの探

求のための手掛かりを得ようとするものである。メンタリング・プログラムは，１９８０年代後期以

後今日までの二十年足らずの間に多様なプログラム類型を発展させ，その時々の批判に応じた

「進化」を遂げてきた。伝統的な地域コミュニティを基盤とするプログラムを中心とするメンタ

リング・プログラムは，学校等の特定の場所を基盤とするプログラムや，ITを駆使したテレメ

ンタリング等，新しいプログラムの開発によって補強されてきた。メンタリング・プログラムが

もたらす効果と共に，その最も深刻な問題がメンターのプログラムからの離脱がもたらすメン

ティへの心理的悪影響であることから，日本においても，離脱の確率とその影響を最小限に食い

止める工夫として，スクリーニングの厳格化，事前指導やモニタリングの支援強化に加え，テレ

メンタリングの長所を最大限活かした既存のプログラムの補強，学校でのプログラムの構築が有

望であると思われる。
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� はじめに

本稿は，米国を中心とする「先進」各国で青

少年問題への対応に顕著な成果を上げているメ

ンタリング・プログラムの構造的特徴と類型を

分析し，「日本型」メンタリング・プログラム

の探求のための手掛かりを得ようとするもので

ある。

メンタリング（mentoring）とは，成熟した年

長者であるメンター（mentor）と，若年のメ

ンティ（mentee，ないしはプロテジェprotégé ）

とが，基本的に一対一で，継続的定期的に交流

し，適切な役割モデルの提示と信頼関係の構築

を通じて，メンティの発達支援を目指す関係性

を指す。メンタリングは，日常的な自然な状況

でなされるインフォーマルなメンタリングと，

人為的に計画されたメンタリング・プログラム

を介してなされるフォーマルなメンタリングと

に大別される。メンタリング・プログラムは，

メンターとメンティに新たな出会いと交流の機

会を提供し，両者の関係性の継続と信頼関係の

構築・促進を支援することを目指している。

米国のメンタリング・プログラムは，２０世紀

初等に創設されたBBBSA（Big Brothers Big

愛知淑徳大学（Aichi―Shukutoku University）
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Sisters of America）を中心に，学校・地域・

企業が連携した，ごく普通の市民ボランティア

による青少年発達支援システムとして１９８０年代

後期以降急速に拡大した。１９９７年の「アメリカ

の将来のための大統領サミット（President’s

Summit For America’s Future）」（通称メンタ

リング・サミット）においては現職の大統領と

存命中の全大統領経験者（代理を含む），閣僚，

州知事，市長，企業経営者，各種団体の代表

が，党派や思想信条の違いを超えて米国建国の

地フィラデルフィアに集まり，青少年問題への

対応を話し合い，その行動計画として�メンタ

リング，�放課後プログラム，�乳幼児期の健

康，�市場価値のある教育機会，�ボランティ

ア活動によるこれらの支援の返還，に焦点づけ

られた運動を展開することを決議した。２００２年

１月にはブッシュ大統領が一月を「メンタリン

グ月間」とする声明を発表し（１），メンタリング

の記念切手も発行されている。同年春には
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等のメンタリング特集号においてこれまでのプ

ログラムの評価研究の総括がなされ，メンタリ

ングは，より確実な成果に向けた新たな運動段

階を迎えつつある。

「メンター」や「メンタリング」という言葉

については，日本においてもインターネット等

で急速にその用語や活動が普及しているが，多

くはコーチングとならぶ「実利」を前面に出し

たベンチャー的支援ビジネスという性格が強

く，米国等でのごく普通の市民ボランティアに

よる職場や地域での異世代間の円環的生涯発達

支援としてのメンタリング運動とは大きな隔た

りが存在する。日本においても１９９０年代から企

業内でのメンタリングに関する研究（２）は蓄積さ

れているが，青少年の健全育成に向けた市民運

動としてのメンタリング・プログラムに関する

研究（３）は，ごく最近開始されたばかりである。

メンタリング・プログラムは，従来の様々な

青少年に対する施策と比べて，１）コストの安

さ，２）幅広い年齢層の人材の活用，３）他の

社会機能との融合が容易であること等のメリッ

トがある。さらにこうした政策的メリットに加

え，それは当事者に計り知れない心理的・社会

的メリットをもたらしているとして，すでに

「先進」各国で評価されている。諸外国に比べ

ると青少年を含めた犯罪率そのものが低い日本

社会ではあるが，急速に進行している階層格差

と教育の私事化傾向の中で，適切な大人の心遣

いや市民としての成長に不可欠な役割モデルの

存在を必要としながらも，そうした出会いが得

られないままに成長を余儀なくされている多数

の青少年が存在しているのは周知の事実であ

る。メンタリング・プログラムは，より公正な

社会，地域コミュニティの再生と青少年の健全

育成のための，具体的方策の手掛かりを提供し

ている。

日本社会が自らの文化や時代状況に適した独

自のメンタリング・プログラムを発達させてい

くには，メンタリング・プログラムそのものの

構造的特徴と，米国等でのメンタリング運動の

「進化」の帰結として捉えられるプログラムの

多様性をそれぞれの成果と共に類型的に把握

し，日本での導入に向けた選択可能性を拡大し

ておく必要がある。こうした課題意識から，本

稿はメンタリング運動の「進化」の経緯を概観

した上で，今日のメンタリング・プログラムの

構造的特徴と類型を分析し，その実践的長短と

それらの日本への示唆を考察したい。

� 米国におけるメンタリング運動の

「進化」

米国において，青少年の健全育成を目指すメ

ンタリング運動は，１９８０年代後期以後，急速に

拡大した。ボランティア活動への参加率が急激

な下降を示し，民主主義の危機に繋がる社会的

資本の劣化が問題視された１９９０年前後において

７０ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第３号，２００３年



も，メンタリング運動の中核を形成している

BBBSAの参加者数は着実に増加し，メンタリ

ング運動は１９９７年のメンタリング・サミットと

ITの急速な普及を機に更なる拡大を見せて今

日に至っている。メンタリング運動の発展の背

景には，�キャリア発達を中心とする発達支援

のエージェントとしてのメンターへの着目，�

１９８０年代の青少年問題の深刻化，�ベビーブー

マー世代の社会改革への情熱と関係性の構築要

求，という三つの要因が存在する。

第一は，１９７０年代末の生涯発達論ならびに

キャリア発達心理学において注目されるように

なった発達支援のエージェントとしてのメン

ターへの着目，すなわち，成人中期の発達課題

「generativity」（生殖性，世代継承性）（４）と成

人前期のメンターの重要性（５）との合致による共

時的・通時的な円環的生涯発達支援としてのメ

ンタリングへの着目がある。セルフメイドマン

（self―made man）神話の崩壊と共に，メンタ

リングの機会に恵まれないために実力を発揮で

きない女性やマイノリティのためのプログラム

として実施されるようになり，今日，企業の人

材開発，医療や法律，教職等の専門職の新人助

言指導様式として活用されている。

第二は，１９８０年代の青少年問題の深刻化であ

る。それは共和党政権下の貧困の問題，殊に青

少年をとりまく社会的資本の劣化の問題，治安

の悪化に伴う子どもの生育環境に関する問題で

ある。一人親家庭の全世帯にしめる割合

は，１９７０年の１３％から，１９８０年の２２％，１９８７年

には２７％に上昇し，親以外の世帯主の下で暮ら

す子どもの割合も１９７０年の６．７％から１９８０年に

はほぼ一割に達した（６）。白人の郊外流出と黒人

の都市集住が顕著になっていたこの時期には，

都市部の治安は戦場に相当する程悪化し，例え

ば，シカゴのコミュニティ・メンタルヘルス審

議会の調査によれば，この地域の小中高生

１，０００人のほぼ４０％が銃の発射現場に居合わ

せ，３３％以上が殺傷現場を，２５％が殺人現場を

目撃したことがあるという。こうした経験を持

つ子どもたちにとって，世界は安全とは程遠い

危険に満ちたものであり，自他に対する不安や

怒り，人間存在そのものの脆弱性を知ることに

よって，将来への夢に満ちた「子ども時代」を

喪失しているという（７）。深刻化する青少年によ

る犯罪や薬物乱用，飲酒等の非行問題，無責任

な妊娠，高校中退率の高さ，学校での武器所持

等と共に，都市マイノリティの青少年の多く

は，アメリカ社会の主流文化や「アメリカン・

ドリーム」とは隔絶された生活を送ることを余

儀なくされていた（８）。「青年期初期の条件は，

これまでの世代から劇的に変化した。今日の青

年は，かつては批判されていた性的乱交や不法

薬物の使用を賞賛する社会に参入している。…

子ども時代の依存状況から解放されながらも，

未だ大人に向かう自らの道筋を見つけられない

多くの青年は孤独という絶望に苛まれている。

自身と同様の混乱した同輩集団に囲まれ，あま

りにも多くの者が有害な致死的結果をもたらす

貧しい決定を下している。」（９）

こうした問題状況への対応として注目される

ようになったのが，社会政策に直結する具体的

実践行動としてメンタリング運動であり，「全

体的社会問題に対する政策意図と，少数では

あっても現実的に青少年を援助する具体的プロ

グラム」の双方の要求を満たすものとなってい

た。それは，社会政策的視点からは，政治的意

図と実践的行為のギャップを埋めるものと捉え

られ，さらに，問題そのものの深刻さと対策の

必要の緊急性を社会に訴え，広範でしかも一貫

性のある社会運動の展開の必要を感じていた政

策立案者や実践家の心情に合致した，広範な公

衆の想像力にも訴える「旗印」としての思想，

これこそが多くの人々を魅惑するメンタリング

の思想的核心であった（１０）。

メンタリング運動が発展する第三の要因とし
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ては，こうした青少年を取り巻く深刻な状況に

対する当時の壮年中間階層の「心の習慣」があっ

た。１９６０―７０年代以来持続する理想主義と市民

的良心を保持していた壮年中間階層は，「個人

的野望と消費主義」に生きつつも，それだけに

満足せず，様々な方途により自己中心的な人生

の限界を超越しようとしていた（１１）。競争に明け

暮れる公的世界と，意味と愛に満ちた私的世界

との二つの世界に生きていた壮年中間階層に

とって，メンタリングは分裂した二つの生活世

界に統合をもたらす営みとして，他者との深い

関係を結ぶことを通して人生に意味を見出そう

としていた彼ら側の願望にも合致するもので

あった。ベビーブーマー世代にとってのメンタ

リング・プログラムの魅力を，フリードマン

は，�単純さ（巨大な社会問題の解決は難しく

とも，ここに存在する一人の子どものメンター

となって支援することによって，社会問題への

責任が現実的な個人の問題に転換され，一人一

人が行うメンタリングは，社会改革と直接つな

がること），�直接性（自らの所有する時間と

固有の経験や専門的知識によって，直接的に青

少年への影響を及ぼすこと），�社会からの積

極的評価と共感，�「見知らぬ大人」と青少年

の関係を社会が認めていること，�両者の関係

の感情的・時間的限定性，�メンタリングにお

ける関与の柔軟性，に求めている（１２）。

こうした要因を背景にメンタリング運動

は，１９８８年前後と１９９７年の前述のメンタリン

グ・サミットを契機に急速な拡大を遂げた（１３）。

メンタリング運動の拡大は，良質のメンタリン

グ・プログラムを提供しつつもその需要に応じ

ることができず，多くの子どもがウェイティン

グリストに載せられたままになっている

BBBSAのプログラムのもつ限界への対応とい

う側面をもち（１４），１９８０年末以降，BBBSA自身

も伝統的な様式の充実と新たな様式の探求によ

り活動実績およびプログラム数を拡大する一

方，それ以外の小規模のプログラムがそれぞれ

の地域や需給の実状に応じて叢生したことに

よって，メンタリング運動は拡大発展していっ

た（１５）。米 国 内 の み で１９９９年 段 階 で２，０００以

上（１６），２００２年現在のNational Mentoring Part-

nershipのリストによれば４，４００以上の団体が青

少年向けのメンタリング・プログラムを提供し

ている。１９９８年の全国調査によれば，成人のほ

ぼ三人に一人がフォーマル，インフォーマルを

含めたメンタリングを行った経験があるとい

い（１７），メンタリングは党派や人種を超えた広範

な社会運動となっている。

� 米国におけるメンタリング・プログ

ラムの構造とその特徴

１ メンタリング・プログラムの構造

上記のような過程を経て拡大進化を遂げてき

たメンタリング運動は，今日，多数のしかも多

様なプログラムを生み出してきた。この多様性

の分析の前に，まず多様性の前提となる，メン

タリング・プログラムに共通する構造と構成要

素を明らかにしておきたい。見知らぬメンター

とメンティとの出会いから，両者の関係性の構

築・発展とその終焉による関係性の再定義に至

るメンタリング・プログラムの構造は，一般的

に，�参加者の募集，�スクリーニング，�

マッチング，�ガイダンス，�モニタリング，

�プログラムの評価，から構成される。これら

の構成要素が，実際どの程度厳格に，あるいは

頻繁になされているかの幅は大きい（１８）が，ここ

ではメンタリング・プログラムの基礎的構造と

その特徴を概括する。

第一は，メンターならびにメンティの参加募

集である。この募集はいわゆる口コミ（教師や

知人による勧め），広告，インターネット上で

幅広く行われている。プログラムへの照会数に

対する，実際の参加申込み者数は２割程度であ

るとされ，興味や関心があっても実際には参加
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に至らない諸要因や障害があることがわかる。

募集段階で，年齢要件（例えば２１歳以上等）が

示され，プログラムやコミュニティの現実的需

給見通しに応じたプログラムの目的と長期的目

標が明示されると共に，財源の確保に向けた寄

付金募集も行われる。メンターとなることによ

るプログラムへの貢献に加え，寄付による貢献

も可能であることも知らされる。プログラムに

よっては，メンターに交通費等の若干の経費を

支給する場合もある。また，両者に対して，メ

ンタリング・プログラムへの参加から期待され

る現実的成果や社会的意義の説明がなされる。

申込み用紙には，両者の住所・名前・連絡先に

加え，趣味や志望動機，希望等が記される。

第二は，応募してきたメンターのスクリーニ

ングによる不適切なメンターの排除である。排

除の判断材料となるのは，メンター自身が記し

た志望理由書や犯罪歴調査等であり，面接，メ

ンターの自宅への訪問調査，照会調査によっ

て，�メンターがメンタリング・プログラムに

参加する現実的時間の余裕をもっているかどう

か，�約束をきちんと守り，情緒的安定性を

もって，一人の子どもに長期的な関心を持ちつ

づける，信頼に足る人物かどうか，�メンティ

に対し発達支援的態度をとれる人物であるかど

うか，が精査される。犯罪暦や児童虐待暦のあ

る者，本人の意思に反し現実的にメンタリング

のための十分な時間が見込めない者，相手の話

を聞かず自らの意思を押し付ける性格，メン

ティのもつ複雑で深刻な問題の解決や生活の転

換，メンタリングによる性急な成果を求める者

は，メンターには不適切とされる。近年の議論

にはゲイやレスビアン等のメンターの問題があ

り，こうしたマイノリティのメンターを排除す

る動きと，反対にそうしたマイノリティこそ，

人知れず同様の問題に苦しむ若者のよき支援者

となることができるとする見解がある。

第三は，マッチングである。申込み用紙に記

載された内容と照会調査や面接での印象などを

基に，地理的条件や趣味，性格特性，メンティ

にとっての必要性，希望等を考慮した組み合わ

せがなされている。この場合に問題になるの

は，異性間あるいは異人種間の組み合わせであ

る。一般的に，メンターの申込者には白人系，

女性が多く，メンティにはアフリカ系男子の申

込者が多く，それぞれのプログラムの実状に応

じた組み合わせがなされている。異性間あるい

は異人種間の組み合わせにおいても同性間，同

人種間の組み合わせと同様に成果を上げている

という報告がある一方，ジェンダー・アイデン

ティティや民族的アイデンティティの確立のた

めには，同性間，同人種間が本来は望ましいと

する見解と，新たな出合いによる経験の幅を広

げるためには異性間あるいは異人種間の組み合

わせの方がよいと考えるものもある。

第四は，両者へのガイダンスである。メン

ターへの傾聴スキル訓練や発達心理学の基礎知

識が伝授され，プログラムからの離脱に際して

の手続きの説明もなされる。両者を対象とする

ガイダンスと，メンターとメンティそれぞれ向

けのガイダンスがある。

第五は，メンタリングの実施とモニタリング

である。カウンセラーや教師等の専門家が，両

者の関係性の継続を支援している。これらの専

門家が，問題が発生した場合，メンターとメン

ティ双方へ助言を行い，また具体的な問題に対

処する。また多くのプログラムがニュースレ

ター等を発行して，プログラムからメンターへ

の感謝を表明し，新入メンターの紹介や「今月

のメンター」等として個々のメンターを表彰し

その功績を称えている。さらに，メンター向

け，メンティ向け，あるいはメンターとメン

ティの両者向けの研修会や会合，各種イベント

を開催している。

第六は，プログラムの評価である。メンター

とメンティに加え，保護者や教師によるプログ
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ラムの評価も行われている。評価の項目には，

薬物使用，妊娠，登校，学業成績，ギャング集

団との関わり，友人や家族との関係，自尊感情

等が取り上げられ，プログラムに参加してよ

かったかどうか，再び参加しようと思うか，友

人に参加を勧めたいと思うかなども問われてい

る。こうした評価に基づき，メンタリング・プ

ログラムは改良と工夫を重ねている。

２ メンタリング・プログラムの構造的特徴

上記のような要素からなるメンタリング・プ

ログラムの第一の構造的特徴は，対人サービス

を職業としない普通の市民と，対人サービスの

専門家との協働がある。メンターとしてプログ

ラムを支えているのが特別な訓練を受けた専門

職ではないごく普通の市民ボランティアであ

り，こうした資格制度による市場独占をするこ

とのないボランティアによる支援・助言活動

を，カウンセラーやソーシャルワーカー，ケー

スワーカー等の専門家が支援していることであ

る。近代化の過程において，専門分化は社会の

進歩のためには必須のものと考えられ，高度な

知的訓練を要する専門職は，資格制度を通じ

て，知識と市場を独占してきた。メンタリング

においても勿論，重大な病的要素や障害等を伴

うメンティを素人のメンターに委ねることはで

きないし，メンタリング・プログラムそのもの

の限界も存在する。しかしながら，過度な，あ

る場合には不必要なまでに進展した専門職化

は，重要な社会的意思決定と関与を一部の人間

に委ね，主体としての個人の弱体化を招くとい

う点で，民主主義体制の根本を揺るがしかねな

いアキレス腱となってきていることも事実であ

る。メンタリングは特別な資格や才能を必要と

しない，ごく普通の市民が参加できる社会改革

という点で，専門分化が進展した時代の地域コ

ミュニティと民主主義の再生に重要な意義をも

つ，素人と専門家の協働という構造的特徴をも

つ。

第二は，メンターにとっての発達課題である

「generativity」（生殖性，世代継承性）と，メ

ンティにとっての役割モデルや支援者・発達支

援のエージェントとしてのメンターの重要性，

という二つの異なる世代の発達課題を同時に満

たし，そうした支援を受けたメンティが次世代

のメンターとなって，先行世代から受けた恩恵

を環流させていく「円環的生涯発達支援」となっ

ていることである。このことは，メンターから

支援を受けた経験を持つ者がそうでない者より

も自らメンターとなる割合が高いことや，ごく

一般的に，メンタリングに参加しているメン

ターの多くが，自分がそうしてもらってきたか

ら，今度は自分がそうしているだけだと淡々と

述べていることに象徴される。

第三の特徴は，プログラムの柔軟性がある。

各プログラムの対象と活動内容は，例えば一人

親家庭の子ども，マイノリティ，貧困家庭出身

者に向けた役割モデルの提供，LD児の教育支

援から特別な才能を持つ子ども向けのいわゆる

英才教育等，きわめて広い。ITを駆使したプ

ログラムにおいて，いわゆる総合的学習におい

て，個々の子どものプロジェクトにそのテーマ

の立案から調査，発表に至るまでの全行程に，

一対一の指導助言を行い，教師の補助を行って

いる事例もある。また同様にそれらが掲げる具

体的目標も，非行防止，学習・キャリア支援，

社会的スキルの向上等，これまた広範なものと

なっている。こうした多様なプログラムにあっ

て，メンターは自らの専門性や人格特性，人生

経験を活かした貢献を行うことが可能になって

いる。

第四の特徴は，限定性である。フォスター・

ファミリー等とは異なり，感情的・時間的・場

所的制約が当初から前提とされていることがあ

げられる。ある程度の距離を保ちながら，週の

うちの一定時間を子どもと共にすごすことを可

７４ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第３号，２００３年



能にするメンタリング・プログラムは，無制限

の責任を伴う子育てには自信が持てないが子ど

もの成長に直接関わりたいと願っている者，生

活時間の一部という限定つきで子どもの成長に

貢献したいと思っている者に，自生活を維持し

ながら無理の無い社会貢献を可能にしている。

突発的な出来事が生じてもプログラムによる

バック・アップがあるのでメンターは安心感を

もって参加継続することができ，特に各プロ

ジェクトに応じて数週間から学期，学年単位の

期限つきで計画される学校でのプログラムに

は，メンターは自生活との調整見通しを明確に

もって参加することが可能になっている。

� メンタリング・プログラムの類型と

成果

１ 直接面談を中心とするプログラム

� 地域コミュニティを基盤とするプログラム

上記のような構造的特徴を共通にもちなが

ら，今日のメンタリング・プログラムは，直接

面談を中心とするプログラムと，最近急速に拡

大している直接面談を中心としないＥメールに

よるメンタリングを行うプログラムに大別され

る。前者の直接面談を中心とするプログラム

は，その面談が行われる場所によって，地域コ

ミュニティを基盤とするプログラムと，特定の

場所を基盤とするプログラムに大別される。

地域コミュニティを基盤とするプログラム

は，１００年近くの伝統をもつBBBSが中心と

なって，厳格な審査とメンターの訓練・要請

（最短１年間の継続，月３回以上会うこと等），

に基づく「最良の実践」として知られる。メン

ターとメンティの双方の都合にあわせ，柔軟な

スケジュールで両者の自宅を含めた地域の様々

な場所で面談し，多様な活動によるメンタリン

グが行われている。

National Mentoring Partnershipは，以下の

ような年間５２週のメンタリング活動の事例ない

しは話題を示している。１）メンタリングの目

標設定，２）宿題，３）夕食準備，４）外食，５）

ポップコーン作りとおしゃべり，６）映画，７）

コンサート，８）バスケットボールでシュー

ト，９）図書館，１０）ぶらぶらする，１１）ビデ

オ，１２）ポップ音楽を学ぶ，１３）人生について

語る，１４）職場に案内，１５）自身の初職につい

て話す，１６）キャリア計画について話す，１７）

キャリアの計画，１８）職場の友人と共にすご

す，１９）友人の職場に案内，２０）地域の専門技

術学校を訪問，２１）コミュニティ・カレッジを

訪問，２２）大学について話す，２３）友人に大学

のことを話してもらう，２４）夜間授業の聴

講，２５）入学願書作成，２６）経済援助の方途を

探る，２７）履歴書作成，２８）成功に向けた服装

の在り方，２９）模擬面接，３０）求職の仕方，３１）

仕事をどこで探すか，３２）夏季アルバイトを見

つける，３３）仕事見習，３４）人間関係ネットワー

ク，３５）身を立てるための必要なもの，３６）健

康保険，３７）税金，３８）仕事と生活（人生）の

バランス，３９）銀行預金の通帳バランス，４０）

出費バランス，４１）自身の経済力の範囲内での

生活，４２）クレジットカード，４３）バーゲンに

出かける，４４）食事の週間栄養計画，４５）毎週

の食料品の買い出し，４６）休日の買い物，４７）

「感謝」のメモを書く，４８）宗教施設，４９）友

人の宗教的休日を祝う，５０）関係性，５１）個人

的価値観，５２）将来（１９）。

地域コミュニティを基盤とするプログラムに

おいては，メンターは，メンティの保護者とも

接触する場合が多い。このプログラムのメン

ターは，白人，中間階層に属する，２２歳から４９

歳の成人ボランティアが中心となっている。他

のメンタリング・プログラムに比べると，高コ

スト（１組の年間平均コスト：１，５４３ドル）と

なっている。特にBBBSの提供している質の高

いメンタリング・プログラムでは，メンターの

厳しいスクリーニングが行われ，その間の長い
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待ち時間によって参加者が減衰する傾向が見ら

れる。また同時に，質の高いメンタリング・プ

ログラムへの需要に，メンターの供給が追いつ

いておらず，メンター不足が問題となってい

る。また地域コミュニティを基盤とするプログ

ラムのメンターの多くが白人系，女性であり，

マイノリティや男性のメンターが不足している

ことも課題となっている（２０）。

地域コミュニティを基盤とするプログラム

は，劇的な成功事例のエピソードの報道と共

に，多くの調査研究によってもその成果が実証

され，当事者に計り知れない満足を与えてい

る。しかしながらその一方で，当初から警告さ

れてきたように，プログラムからの離脱がメン

ターやメンティの心を傷つける危険性（２１）やメン

ターの良心の限界に挑むような場合があること

もまた事実であり，こうした危険を回避するた

めの工夫が重ねられている。

� 特定の場所を基盤とするプログラム

学校を基盤とするプログラム

特定の場所を基盤とするプログラムの代表

は，学校でのメンタリング・プログラムであ

る。Public／Private Venturesによる全米７２２の

プログラムの調査によれば，これらのうちの

４０％が創設５年以内の新しいプログラムであ

り，これらのうちの４７％が特定の場所を基盤と

するプログラムであり，そのうちの７２％が学校

を基盤とするプログラムである。従って，今

日，学校を基盤とするプログラムは，伝統的な

地域コミュニティを基盤とするプログラムと並

ぶ，メンタリング・プログラムの代表的類型と

なっている（２２）。

一般的に学校を基盤とするプログラムには，

以下の四つの特徴がある。�担任の教師やその

他の教職員が，大人との友情や支援から利益を

得ることのできる生徒を紹介する。�メンター

は学年を通じて毎週一時間程度，生徒と面談す

る。�メンターは授業のある週日に学校で，生

徒と一対一で会う。�メンターと生徒は学習に

一定の時間を過ごすが，両者の関係強化を支援

するそれ以外の活動（スポーツやゲーム，イン

ターネット，手工芸，小説製作，昼食を共にす

ること，語らい等）も行う（２３）。

学校を基盤とするメンタリング・プログラム

においては，図書室やコンピュータ等，学校の

物的資源を利用したメンタリングが行われ，教

師や学校カウンセラー等の協力が得られ，モニ

タリングが容易な環境が整っている。学校での

メンタリング・プログラムでは，放課後等，定

期的に学年暦に応じてメンタリングがなされ，

夏季休暇中は中断される。プログラムへの参加

申し込みは学年始めになされ，学年ごとの更新

がなされる。メンタリングの活動内容として

は，宿題等，授業内容に対応した学習支援が中

心となる傾向が強い。

学校を基盤とするメンタリング・プログラム

においては環境的安全性が確保され，車を持た

ない高齢者等のメンターにとっては，バスなど

の交通の利便性という点でも参加が容易であ

る。またこのプログラムにおいては，メンター

はメンティという当該児童のみならず，学校や

教師とも関係を持ち，地域コミュニティを基盤

とするプログラムよりも，より多くのマイノリ

ティや高齢者，若年者が学校を基盤とするプロ

グラムに参加する傾向が見られる。さらにこの

プログラムにおいては，メンターと会うのが，

もっぱら学校なので，メンターの個人負担経費

が少ないこともメリットとなっている。また従

来のプログラムへの参加の最大の問題であった

時間的制約については，学校を基盤とするプロ

グラムは，比較的関与する時間が短く，活動の

場所も限定されているために，時間的資源的に

限定的関与を望むメンターに魅力となってい

る。学校の物的人的資源を利用できるために，

地域コミュニティを基盤とするプログラムに比

べ，低コスト（５６６ドル）である。
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このプログラムの特徴は，教師による支援が

重要になっていることである。一般的に，教師

は次のような活動によって，メンタリング・プ

ログラムを支援している。�生徒の紹介，�

マッチング過程での援助，�メンターに関し生

徒がどう感じているかや，生徒にどのような進

歩が見られるのかをメンターやプログラムのス

タッフに連絡し，両者が持続的に会っているか

どうか，他の問題が生じているかどうかをプロ

グラムに知らせることによる，プログラムへの

支援と監督指導の援助，�メンティの保護者に

対するプログラムへの関与の促進。�メンティ

に生じた変化に関する学年末の質問紙調査への

回答による，プログラムの評価への参加。

またモニタリングの容易さを活かし，異性間

や異人種間のメンタリングが促進されているこ

ともこのプログラムのメリットである。Pub-

lic／Private Venturesの調査によれば，学校を

基盤とするプログラムにおいては，同性の組み

合わせが７６．９％（地域コミュニティを基盤とす

るプログラムにおいては８８．９％），同人種の組

み合わせが６６．６％（同７４．１％），となっている（２４）。

こうしたことを可能にしているのが，校区の

企業と学校との連携協力である（２５）。地域の企業

はメンタリング・プログラムへの資金援助に加

え，自らの従業員をメンターとして学校へ派遣

している。こうした企業の従業員は，毎週２時

間程度，メンタリング・プログラムに参加する

ために仕事をはやく切り上げることが認められ

ている。地域のメンタリング・プログラムに参

加することは，企業にとっては，�社会的イ

メージの向上，�将来の地域労働力の質的向

上，�メンタリングというボランティア活動が

従業員の仕事に対する士気や自企業への誇りや

忠誠心に好影響及ぼす，といったメリットがあ

る。

また，転居が頻繁に行われ，貧困により電話

をもたないことの多いメンティとの連絡がとり

やすいこと，メンティの家庭への訪問に際して

経験される異文化衝撃の要素が少なく，生徒個

人に焦点づけられた関与を可能にしているこ

と，誤解による非難や訴訟の危険が回避できる

こと，等も学校を基盤とするプログラムの長所

とされている。

その他の場所を基盤とするプログラム

上記の学校でのプログラムに加え，教会での

メンタリング・プログラムもさかんに行われて

いる。近年それまでにないメンタリング・プロ

グラムを通じた学校と教会との連携がいくつか

の地域で進められている。

また，もっぱらメンターの職場（病院，企業

等）でなされるメンタリング・プログラムも存

在する。このプログラムの多くは，学校と企業

等が提携したキャリア・メンタリングが中心と

なっている。土曜日等の休業日に職場見学と指

導を一対一で定期的継続的に行い，場合によっ

ては有給のインターンシップ制度をとることも

ある。メンティは自らの関心のある職業の現場

を訪れ，そこで実際に働いているメンターから

直接，一対一で説明を受け，それまでにはな

かった新たな生活世界の次元を開かれ，将来の

「夢」の実現に向けた努力を，メンターの助言

と支援によって確信をもって行うことができる

ようになっている。

上記の学校，教会，職場に加え，コミュニ

ティ・センターやYMCA，刑務所やシェル

ター等でも，メンタリング・プログラムが提供

されている（２６）。

２ 直接面談を中心としないプログラム（テレ

メンタリング）

近年，上記の直接面接によるプログラムに加

え，専らＥメールによるメンタリングがなされ

る，直接面談を中心としないプログラムが急速

に拡大している。以前から各種のメンタリン

グ・プログラムに関する情報は，インターネッ
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ト上に公開され，プログラムへの申し込みや連

絡，広報等に活用されていたが，近年，ITを

駆使したテレメンタリング等（Telementoring,

Imentoring, E―mentoring, Cyber―mentoring,

Virtual―mentoring）と呼ばれるプログラムが，

従来の様式では地理的時間的制約によって参加

できなかった多忙な専門家の参加を可能にして

いる。

テレメンタリングは，直接的面接による伝統

的プログラムが持つ地理的，時間的制限をこえ

る新しい試みである。これまで時間的制約のた

めに意思はあっても参加が困難であった専門職

従事者が，ITの活用により，その職業を目指

す学生のキャリア支援を個別に継続的に行うこ

とが可能になった。また，各学校の教室におい

ては，各分野の専門家がその専門知識を生かし

たメンタリングを行うことによって，学校教師

が提供しえない高度な学習内容と経験の支援に

よって充実した授業展開が実現している。テレ

メンタリングのサイトには，世界各地の児童生

徒・学生からアクセスが可能となり，メンター

を派遣する大学や企業の側も，将来の専門職従

事者であるメンティとの接触を潜在的人材の発

掘として位置付け，このプログラムを積極的に

支援活用している。テレメンタリングは，児童

生徒を対象とするメンタリングにとどまらず，

新人教員等の専門職養成の支援サイト等，多種

存在している。

テレメンタリングにおいては，直接面談を中

心とするプログラムとは異なる，コミュニケー

ション上の種々の困難が伴うことは事実であ

る。しかしながら，その一方で，内向的で非社

交的性格傾向をもつ人にはより参加しやすいプ

ログラムであり，熟慮された言葉遣いによって

相手に真意をより正確に伝達しようとする努力

によってより洗練された言語活動の訓練機会と

なり，そうした言語コミュニケーションによる

より深い信頼関係が築かれる可能性も持ってい

ると考えられる。またメンターとメンティとの

間の発達支援関係がいかに展開していくのか，

その過程の記録が残されるという研究上の長所

もある。

コンピュータの活用技術の向上に加え，これ

らの新たなテレメンタリング・プログラムにお

いても，従来のメンタリング・プログラムと同

様，学習意欲や自尊心，学校への出席率などに

成果が報告され，総じてメンターとメンティ双

方によき影響をもたらしていることが報告され

ている（２７）。小学生から高校生までの児童生徒の

プロジェクトに専門的知見を生かして支援し，

合わせて自らのキャリアの方向づけを目指す総

合的領域の学習を含めた授業活動の支援を行う

プログラム，キャリアの方向は定まっていても

それをいかに実現していくかが不明という成人

前期の発達課題の支援を行うプログラム，さら

にはBBBSA以来の「伝統的」メンタリングの

主旨を最も直接的に反映した貧困地域で育つ子

どもが情報弱者とならないようにするための

「デジタル・ディバイド」への対応プログラム

等，多彩なプログラムの実践が開始されてい

る（２８）。

３ その他（厳密な意味ではメンタリングには

分類されない新しい様式）

上記に加え，今日，厳密な伝統的な意味では

メンタリングとはいえない新しい様式のメンタ

リング・プログラムが開始されている。その一

つが，グループ・メンタリングであり，複数の

メンティを複数のメンターが支援するものであ

る。グループ・メンタリングの特徴としては，

参加者と活動の流動性があげられる。またこの

プログラムには，マイノリティや低学歴者のメ

ンターの参加が多いことが長所となっている

が，一対一の従来の様式に比べると，メンター

とメンティの関係性が希薄になっていることは

否めない（２９）。
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さらに今日，ピア・メンタリングといわれる

同年輩者間の支援関係も存在する。ピア・メン

タリングの多くは，望ましいメンターに出会え

ない場合に，ピアが相互に支援と助言を行いな

がら，発達促進を図るというものである。この

場合は，メンタリングという言葉が用いられて

いるものの，「成熟した年長者であるメンター

と，若年のメンティとが，基本的に一対一で，

継続的定期的に交流し，適切な役割モデルの提

示と信頼関係の構築を通じて，メンティの発達

支援を目指す関係性」というメンタリングの定

義からは，重なりはあるものの，大きく逸脱し

ていると言わざるをえない。

� 結 び

メンタリング・プログラムは，１９８０年代後期

以後今日までの二十年足らずの間に，上記�の

ような構造的特徴を共通にもちながら，�のよ

うな多種のプログラム類型を発展させ，その

時々の批判に応えながら「進化」を遂げてきた。

良質のメンタリングを誇る伝統的な地域コミュ

ニティを基盤とするプログラムを質量両面で補

強するため，多種のメンタリング・プログラム

が新たに創設されてきた。こうした米国でのメ

ンタリング・プログラムの構造的特徴と類型が

示す知見から，「日本型」メンタリング・プロ

グラムはいかにして可能であるのか。以下，こ

の点について考えてみたい。

米国での伝統的な直接面談を中心とするメン

タリング・プログラムがもたらす効果と，その

最も深刻な問題がメンターのプログラムからの

離脱がもたらすメンティへの心理的悪影響であ

ること（３０）を考慮すると，日本におけるメンタリ

ング・プログラムの構築に際しても，その最大

の課題は，いかに離脱の確率とその影響を最小

限に食い止めるかにあるように思われる。その

ためのプログラムの構造的工夫として，スク

リーニングの厳格化，事前指導やモニタリング

の支援強化に加え，テレメンタリングの長所を

最大限活かした直接面談を中心とする伝統的プ

ログラムの補強が有効であろう。こうした構造

的工夫は，米国と日本という文化の違いを超え

た，プログラムを具体的に立ち上げていく際の

必須の留意事項になると思われる。

また，今日の日本における学校と地域コミュ

ニティとの協力の機運を鑑み，学校を基盤とす

るプログラムが，「日本型」メンタリング・プ

ログラムの構築に最も有望であるように思われ

る。現在においても，地域コミュニティを基盤

とするBBSの「ともだち活動」と称される一対

一のメンタリングはさかんとはいえず，また

「ウチ」「ソト」の区別が厳格な日本文化にお

いて，伝統的な地域コミュニティを基盤とする

プログラムが興隆することは考えにくいし，モ

ニタリングの面での問題の生じる可能性もない

とはいえない。そうした中で，学校を基盤とす

るプログラムであれば，モニタリングの容易

さ，教師の協力や施設活用面でのメリット，コ

スト面での利点等により，実現の可能性は高い

と思われる。具体的には，既存の学校とコミュ

ニティの繋がりを基礎に，それに米国のメンタ

リング・プログラムの知見を生かしてより効果

的なプログラムを無理なく構築していくことが

重要であると思われる。例えば，�メンタルフ

レンド事業の拡大と強化：メンターを大学生に

限定せずより広範囲な年齢層（特に高齢者）か

ら募集し，対象生徒も不登校児以外にも広げる

こと。�総合学習の補強：単発的催しや体系性

に欠ける断片的レポート作成ではなく，メンタ

リングによる継続的個別指導がもたらす配慮に

満ちた学習経験を実現し，担当教師とは異なる

専門知識と経験を持つメンターとの信頼関係と

学習経験から学ぶことの意味を深化させるこ

と，等が，青少年の健全育成に向けた「日本型」

メンタリング・プログラムを構築する端緒とな

るのではないかと思われる。
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不登校生徒１３万人，年間の自殺者数が３万

人，高い若年失業率と中高年のリストラ解雇。

日本の青少年と大人をめぐる問題は，勿論メン

タリングのみでは解決不能であり，メンタリン

グ・プログラムはあくまでも社会システムの補

完をめざす市民運動であるのはいうまでもな

い。しかしながら，米国が懸念した青少年問題

がもつ将来への重要性を考えると，青少年の夢

の喚起のみならず，その実現のための有効な手

立てとしての教育と学習の意義を喚起するメン

タリングはきわめて重要であると思われる。人

口が日本の約２倍，しかも日本以上に階層分化

と多文化化が進展し，より深刻な青少年問題に

直面してきている米国は，１９９７年にメンタリン

グを必要とする２００万人のすべての青少年に提

供することに向けて運動を開始した。２００２年１

月のメンタリング月間を先導したHarvard

Mentoring Projectのポスターには次のような

コピーが記されている。「あなたを支援してき

たのは誰ですか。あなたの人生にあなたを激励

し今日のあなたとなるのを援助してくれた人が

いますか。そうした人々に感謝しなさい。そし

てそれを次の世代に継承しなさい。一人の子ど

ものメンターになりなさい。」これは，「団塊の

世代」「三無世代」「新人類」と称されてきた日

本の壮年世代に向けられているように思われ

る。
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� 〈National Mentoring Month, ２００２：米国大統領声

明〉National Mentoring Monthにより，我々は，青

少年にメンターあるいは役割モデルとして奉仕する

ため，自らの時間，努力と心を傾注することによっ

て我々の国家を強化することを選択した，幾百万人

もの我々の仲間市民によってなされた重大な貢献を

称えよう。良質の教育プログラム，地域コミュニ

ティの指導，個人的関与を通じて，メンターは，正

しい判断，勤労，それを必要として隣人の世話をい

かに行うかということを示すことによって，子ども

たちがよりよき市民になる手助けをしている。メン

ターは子どもの生活において重要な役割を果たして

おり，特に一人親家庭の子どもにとってそうである。
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学校，地域コミュニティの役割は，アメリカの青少

年に安定性と方向性を与えるのに決定的なものと

なっている。／我政権は，家族がともにすごし，両
親が子どもの生活に関わり続けることを助け，両親
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るために我々の教育制度を利用するのを支援する，

連邦，州，地方のプログラムを強力に支持する。私

はとりわけ，一つの傷つきやすい人口集団である服

役中の親をもつ子どもを対象とするメンタリングの

主導権を強化し成功裡に拡大することを提案する法

律が議会を通過し，私が署名したことを喜んでいる。

この新しい主導権「安全と安定した家族を推進する

２００１年改正法」は，これらの子どもたちの生活を向

上させる初めての総合的な連邦の努力を表している。

この重要な法律は，傷つきやすい青少年を，積極的

な一対一の役割モデルで包み，彼らが単に大きな夢

をもつのを助けるのみならず，それを達成するのを

助けるであろう。／National Mentoring Monthの機
会に，我々は両親，教師，地域コミュニティの指導

者，我々の子どものメンターや役割モデルとなって

いる市民に賛辞を送る。我々はこれら以外もメンタ

リングに参加するようになることを奨励する。／さ
て，それゆえ，私，ジョージ・Ｗ・ブッシュ，アメ

リカ合衆国大統領は，憲法と合衆国の法律によって

与えられた権限により，２００２年１月をNational Men-

toring Monthとすることを宣言する。私は合衆国の
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