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独立行政法人国立青少年教育振興機構国立大雪青少年交流の家
（National Institution For Youth Education National Taisetsu Youth Friendship Center）

I はじめに

平成16年に「キャリア教育の推進に関する

総合的調査研究協力者会議報告書～児童生徒

一人一人の勤労観，職業観を育てるために

～」（1）の中で，勤労観・職業観や職業人とし

ての基礎的・基本的な資質・能力に関する課

題が提起され「働くことへの関心，意欲，態

度，目的意識，責任感，意志等，広い意味で

の勤労観，職業観の未熟さをはじめ，コミュ

ニケーション能力や対人関係能力，基本的マ

ナー等，職業人としての基礎的資質・能力の

低下を指摘する声は，これまでになく大きく

厳しい」と述べられている。

さらに生活・意識の変容に関する記述で，

精神的・社会的自立の遅れが指摘されてお

若者の豊かな人間関係の構築と勤労観・職業観の育成を目指した事業
―企画事業「ゆーすぴあ“職”セミナー」の実践事例から―

阿　部　隆　之　　　堀　田　大次郎

Program for Youth to Build Rich Human Relations

and to Foster Occupational Consciousness

―Through Practical Sustaining Program " Youthpia Career Seminar "―

ABE Takayuki HOTTA Daijiro

【要旨】

本稿は，青少年教育施設において，「思春期（中学生からおおむね18歳まで）と青

年期（おおむね18歳からおおむね30歳未満まで）の者」（以下「若者」）の「豊かな人

間関係の構築」と「勤労観・職業観の育成」を目指して取り組んだキャリア教育事業

の実践報告である。参加者は全国から14名あり，16歳の高校生から34歳の青少年自立

支援センター入所者まで，幅広い層の若者で構成された。６泊７日の事業では，ホー

ムステイを伴う３泊４日の職業体験やコミュニケーショントレーニング，キャリアデ

ザインなどを行い，人間関係を構築するとともに，勤労観・職業観を高めることがで

きた。また，事業成果を検証するため，参加者に「職業に関するアンケート調査」と

「気持ちに関するアンケート調査」を実施し，ｔ検定を行った結果，職業に関しては，

「選択範囲の限定性」「選択の現実性」「選択の主体性」「自己知識の客観性」，気持ち

に関しては「社会性」「コミュニケーション能力」に関する項目などで差が得られた。

【キーワード】

若者の社会的自立，豊かな人間関係の構築，キャリア教育，勤労観・職業観
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り，その背景として「子どもたちは，自らの

成長・発達を支える上で不可欠な『社会の現

実』や異年齢者等との多様で幅広い人間関係

を得ることができず，モデルとすべき生き方

を見つけにくい状況に置かれている」とも述

べられている。

私たちは，若者の勤労観・職業観を育成し，

社会的な自立を支援するためには，まず，そ

の基盤となるコミュニケーション能力や対人

関係能力を高める取り組みが必要であると考

えた。キャリア形成は個人的な作業であるが，

それは社会との関わりの中で行われていくも

のであり，現在のように直接的な人間関係を

結ばなくても消費活動が成立し，日々の生活

が可能であるような社会においては，意図的

に人と直接関わる集団活動を経験させなけれ

ば，働くことへの意欲や社会的自立に必要な

コミュニケーション能力などを育むことはで

きないと考える。したがって，学校，家庭，

地域社会がそれぞれの立場から，若者にこれ

らの経験をさせるアプローチが必要となる。

現在，学校教育をはじめ各方面で，若者の

「生きる力」を育むために，ボランティア活

動や体験活動を充実させる取り組みが盛んに

行われているのも，このような流れからくる

ものであると考える。

Ⅱ　青少年教育施設におけるキャリア教育

事業

１　キャリアとキャリア教育の捉え方

キャリアやキャリア教育の解釈は大変幅広

く，現在必ずしも統一した見解のもとで使わ

れている用語とは言い難い。

ここでは，先に述べた，平成16年の「キャ

リア教育の推進に関する総合的調査研究協力

者会議報告書～児童生徒一人一人の勤労観，

職業観を育てるために～」の中で，位置付け

られた内容を引用し，次のように捉えること

とする。

（1）キャリアの捉え方

（2）キャリア教育の捉え方

「キャリア教育の推進に関する総合的調査

研究協力者会議報告書～児童生徒一人一人の

勤労観，職業観を育てるために～」において

は，キャリア教育を以下のように捉えてい

る。

キャリア教育を「自己と働くこととの関係

付けや価値付けの累積」と捉えれば，社会教

育においては，児童生徒だけでなく，若者に

対しても継続的に求められる内容であること

から，本報告書では，キャリア教育を以下の

ように捉える。

２　学校教育におけるキャリア教育　

現在学校教育では，教育課程に基づき，主

に「特別活動」の進路指導や「総合的な学習

の時間」の中で様々なキャリア教育が行われ

ている。

具体的には，小・中学校で行われている数

日間の職場体験学習や高等学校で行われてい

る１週間程度のインターンシップなどがあ

る。

しかし，「平成17年度キャリア教育を推進

するための指導者養成を目的とした研修〔応

キャリア教育とは，「キャリア」概念に基
づき，「若者一人一人のキャリア発達を支
援し，それぞれにふさわしいキャリアを形
成していくために必要な意欲・態度や能力
を育てる教育」と捉え，端的には，「若者
一人一人の勤労観・職業観を育てる教育」

「キャリア教育」とは，「キャリア」概念に
基づき「児童生徒一人一人のキャリア発達
を支援し，それぞれにふさわしいキャリア
を形成していくために必要な意欲・態度や
能力を育てる教育」と捉え，端的には，
「児童生徒一人一人の勤労観・職業観を育
てる教育」

「キャリア」とは，「個々人が生涯にわたっ
て遂行する様々な立場や役割の連鎖及びそ
の過程における自己と働くこととの関係付
けや価値付けの累積」
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用コース・東日本地区〕事前提出資料」（2）の

中で，複数の学校から「学校教育における進

路指導は，まだ進学指導の傾向が強く，『勤

労観・職業観』に対する認識が弱い傾向にあ

る」という趣旨の報告がされているように，

必ずしも「児童生徒一人一人の勤労観・職業

観を育てる教育」とはなっていない。

３　本事業の特徴

社会教育においては，児童生徒だけでなく

若者も含めて，学校や地域と連携しながら

「勤労観・職業観」に重点をおいた，職場体

験事業の実践例が全国で報告されている。

本事業は，社会教育のノウハウと青少年教

育施設の特徴を活かして実施するキャリア教

育のモデル事業として企画した。

本事業の主な特徴としては，以下の８点が

あげられる。

＜社会教育のノウハウを活かした内容＞

①地域との連携によるホームステイ型職業

体験

②参加者の状況に応じた柔軟な事業運営

③コミュニケーショントレーニング，グル

ープワークトレーニングの活用

④関係機関との連携による事業運営

＜青少年教育施設の特徴を活かした内容＞

①宿泊を伴う長期研修プログラム

②社会人としての基礎的資質を向上させる

集団生活

③野外体験活動の効果的な活用

④異年齢集団での交流

Ⅲ 「ゆーすぴあ“職”セミナー」の実践

１　事業実施までの経過

「豊かな人間関係を構築しながら，個人の

勤労観・職業観を育成する」という目標を達

成するため，事業実施の事前準備として以下

の２点について配慮した。

（1）参加者の募集

職業体験は，当施設が所在する美瑛町で行

うこととした。美瑛町に限らず，北海道の市

町村では，若者が都市部に流出し，少子・高

齢化や過疎化が大きな問題となっている。

若者が都市部に流出する要因のひとつに，

自分たちが住むまちの自然環境や産業，地域

社会のつながりなど，様々なよさを理解する

機会が少ないことが考えられる。そこで，美

瑛町近郊市町村とそれ以外（理想的には北海

道以外）の市町村から参加者を均等に募集し，

異なる価値観を持つ若者を交流させることに

より，お互いの地域理解や効果的な人間関係

の構築，更には勤労観・職業観を高めること

が可能になると考えた。

このようなことから，美瑛町を中心とした

周辺市町村への広報活動と東京を中心とした

都市部への広報活動を重点的に実施した。

（2）職業体験先の確保

単なる職業体験ではなく，「豊かな人間関

係を構築しながら，個人の勤労観・職業観を

育成する」という目標を達成するため，ホー

ムステイを伴う職業体験を行うことから，職

業体験先として引き受けていただく方々に

は，事前に事業の趣旨を十分理解していただ

く必要があると考えた。

このようなことから，事前に何度も職業体

験先の方々と事業の趣旨などについて打ち合

わせを行った。特に，寝食を共にするねらい

については，本事業の中核的な部分であるこ

とから，十分な意見交換を行い共通理解を図

った。

最終的には，参加者が決定した時点で，職

業体験先の方々に当施設に来ていただき，全

体での共通理解を図る最終的な打ち合わせを

行った。

２「ゆーすぴあ“職”セミナー」の事業展開

（1）事業の概要

①事業の全体構成

＜趣旨＞〇豊かな人間関係を構築しながら，

個人の勤労観・職業観を育成する

＜会場＞〇国立大雪青少年交流の家及び美瑛
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町内

＜参加者＞〇高校生・就業を目指す若者　14

名　(全国から参加)

＜日程及び内容＞

〇平成18年７月26日(水)～８月１日

(火) ６泊７日

②事業運営体制

本事業の運営は，事業担当職員２名，主任

講師１名，運営スタッフ１名及びホームステ

イを伴う職業体験先の担当者12名を中心にし

ながら，施設職員全員が補助する形で行われ

た。

主任講師は，（財）札幌市中央勤労青少年ホ

ーム「レッツ中央」の館長である穴澤義晴氏

にお願いした。穴澤氏は，研究論文「若年者

の職業的自立支援という取り組みにおける札

幌市勤労青少年ホームの可能性（中核を担え

る存在として）」（3）において，若者の職業的

自立支援の方策は，人間力（コミュニケーシ

ョン能力）の向上が大前提となると述べてい

る。この考え方は，私たちと同様のものであ

ったことから，穴澤氏には事業全体について

指導・助言をいただくため，全日程を通して

運営に当たっていただいた。

また，運営スタッフとして，北海道余市町

表１　参加者属性

男
女
合計

１０代
3
7
10

２０代
2
1
3

３０代
1
0
1

合計
6
8
14

高校生 就業を目指す青年
2
3
0
5

合計 備考

「就業を目指す青年」の３名は施設入所者である。
「高校生」の１名は施設入所者である。

6
7
1
14

4
4
1
9

美瑛町内
北海道内
北海道外
合計

プログラム 実施日時 講師 内容

１日目
14:30～16:30

１日目
19:00～21:00

２日目
09:00～12:00

２日目
13:30～16:00

２日目
19:00～21:00

３日目10:00～
６日目～10:00

６日目
13:30～16:00

６日目
19:00～21:00

７日目
09:00～10:00

７日目
10:10～11:00

穴澤　義晴氏

穴澤　義晴氏

穴澤　義晴氏

穴澤　義晴氏

穴澤　義晴氏

各受け入れ先
森　康彦氏

穴澤　義晴氏

穴澤　義晴氏

横井　朋幸氏

穴澤　義晴氏

参加者同士の交流を図る。

グループワーク、チャレンジワークなどにおけるコミ
ュニケーションのとり方を学ぶ。
グループでの自己表現、相互理解、円滑な話し合いの
方法を学ぶ。

グループの話し合いによって、なぜ働くのかを考える。

自分自身の職業観・勤労観・人生設計などを見つめ直
す。
美瑛町内の農場、工房、ペンションなどでの職業体験
とホームステイ。
チャレンジワークを終えたところで、もう一度自分自
身の職業観・勤労観・人生設計などを見つめ直す

これまでの活動をふりかえり、共有する。

就業を含めた将来設計に対する考え方について。

６泊７日で感じたことや、おもいを共有する。

オリエンテーション
出会いのつどい

コミュニケーション
トレーニング

グループワーク
トレーニング

グループワーク

キャリアデザインⅠ

チャレンジワーク

キャリアデザイン２

シェアリング

講演

ふりかえり

表２　日程及び内容
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の青少年自立支援センター「ビバハウス」で

主任講師をしている森康彦氏に来ていただい

た。今回，青少年自立支援センター「ビバハ

ウス」から，本事業に３名参加していること

もあり，森氏には３名の様子を中心に，事業

全体についてアドバイスをいただくこととし

た。

③事業運営上の留意点

本事業は，16歳の高校生から34歳の青少年

自立支援センター入所者まで幅広い参加者で

構成されているため，以下の点に留意して事

業運営を行った。

・参加者の肉体的，精神的な健康状態を第１

に考え，その日の健康状態に合わせて柔軟な

プログラムの提供を行うこと。そのために，

毎日運営者会議を行い，その日の参加者の健

康状況と翌日のプログラムを確認すること。

・ホームステイの継続が困難と判断した時点

で，すぐに当施設で受け入れ可能な状態を整

えるため，ホームステイ期間中は職員が交代

で宿直体制をとること。

・チャレンジワーク期間中は，参加者の健康

状態を把握するため，毎日職業体験先を見廻

り，参加者の観察及び職業体験先担当者との

情報交換を行うこと。

・プログラムの実施に当たっては，参加者の

主体性に配慮し，なるべく自然な形で人間関

係が構築できるようにすること。

・コミュニケーション能力の育成の場，人間

関係構築の場として，当施設の研修室を開放

し，参加者がいつでも自由に交流できるよう

にすること。更に，夜は講師も含めた交流時

間を意図的に設定し，相互理解やメンタル面

のケアができるようにすること。

（2）チャレンジワークに向けた事前研修の

展開

①オリエンテーション，出会いのつどい

はじめて顔を合わせた段階で，お互いに緊

張感があることから，緊張感を和らげるゲー

ムを段階的に実施し，参加者相互の交流を図

った。

②コミュニケーショントレーニング

活動場所を研修室から講堂に移し，体を使

ったコミュニケーショントレーニングを行う

ことにより，自然な形での相互理解及び信頼

関係の構築を図った。

③グループワークトレーニング

参加者が初日の活動で，ある程度緊張感が

とれ，グループに分かれての活動が可能と判

断し，予定通りグループワークトレーニング

を実施することとした。

参加者が２グループに分かれ「職業の分類」

をテーマにＫＪ法で話し合い，グループごと

にその結果を発表した。参加者は自分の職業

観や将来への夢を語りながら，活動に取り組

んでいた。

④グループワーク

事前研修の一つの山場として「なぜ働くの

写真１　グループワークトレーニングの様子 写真２　グループワークの様子
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か」をテーマにフリートークを行った。大き

なテーマであるため，参加者がリラックスし

て，素直に自分の意見を言えるよう活動場所

を開放的な野外に設定した。活動場所へ移動

する際に，周辺の森林を歩きながらグループ

対抗のゲームを行うなど，事前の雰囲気作り

に配慮した。フリートークでは「生活のため」

「自立したいから」など自らの考えを率直に

話していた。最終的に意見をまとめることは

しなかったが，お互いの意見に刺激を受けて

いたようであった。

⑤キャリアデザインⅠ

翌日からのチャレンジワークを前に，職業

体験先の方々に自分を知ってもらうことと，

職業体験に対する目的意識を持たせるため，

参加者に本物の履歴書を配布し，記載項目を

事業目的に合うよう一部変更し記入させた。

参加者の多くは，本物の履歴書を書いた経

験が少ないため，自分の将来を考えながら緊

張感を持って取り組んでいた。

さらに，参加者のメンタルケアを行うため，

チャレンジワークに当たっての意欲，期待，

不安などを別紙に自由記述で記入してもらっ

た。

（3）チャレンジワーク

①チャレンジワーク準備

前日参加者に記入してもらったチャレンジ

ワークに当たっての自由記述を参考に，参加

者全体に対して，励ましやアドバイスを行っ

た後，最終的な荷物点検を行った。

②チャレンジワーク

＜農業体験グループ＞

農業体験グループは４名おり，複数の農家

からなる農業生産組合で農業体験を行った。

４名は，２名ずつ別々の農家でホームステ

イを行ったが，農業体験は同じ場所で行っ

た。

主な作業は，畑の雑草駆除と野菜を出荷す

るためのダンボールづくりであった。参加者

は，自分の体力に合わせながら，最終日まで

意欲的に作業に取り組んでいた。

また，常に10数名の集団で作業を行ってい

たため，休憩時や昼食時には，多くの方とコ

ミュニケーションをとる機会に恵まれ，様々

な会話ができたことは，人間関係の構築に向

け，大きな収穫となった。

３日目の夕食時には，組合員が参加者を囲

んで「焼肉パーティー」を催してくれた。パ

ーティーでは，組合長の配慮で，組合員一人

一人から参加者に励ましの言葉が寄せられ，

４名の参加者にとっては，人のやさしさにふ

れた貴重なひと時となった。

最終日には，組合員全員に見送っていただい

た。中には手を握りながら涙を流す組合員も

見られたことから，更に人とのふれあいのよ

さを実感できたチャレンジワークとなった。

＜酪農体験グループ＞

酪農体験グループは２名で，家族４人が乳

写真３　農業体験の様子 写真４　酪農体験の様子
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牛を飼育する酪農家のもとでホームステイと

酪農体験を行った。

主な作業は，牛舎の清掃と搾乳であった。

２名とも牛と接するのは初めての体験であ

り，どんな作業を行うにしても不慣れなこと

からミスが多く，体験先の方にその都度丁寧

な指導をいただいた。

酪農は朝が早く，普段の生活リズムと異な

ることから，参加者にとっては，かなりハー

ドな作業日程であった。牛舎には産まれたば

かりの仔牛もいて，参加者は仔牛の世話も行

った。これらの体験で，命の大切さを直接感

じ取り，命あるものを育てることの大変さも

実感出来たようである。更に，夕食時には，

体験先の２人の幼い子どもたちと遊び，三世

帯が生活する家族の温かさを実感することが

出来た。

＜ペンション体験グループ＞

ペンション体験グループは４名おり，従業

員と共にペンションで宿泊をしながらペンシ

ョン体験を行った。

主な作業は，部屋の清掃や食事の配膳であ

った。ペンションには，受付や食事づくりな

ど様々な仕事があることから，多種多様な業

務内容に触れる機会を得ることが出来た。接

客業ということで，利用者への対応方法につ

いては特に丁寧に指導していただき，言葉遣

いや礼儀作法の大切さを実感することが出来

た。

また，ペンションには全国各地からの利用

者がおり，休憩時間や夜の自由時間に交流す

ることで，コミュニケーション能力を高め，

様々な見聞を広めることが出来た。

＜観光施設体験グループ＞

観光施設体験グループは２名で，ホームス

テイは経営者の自宅兼ペンションで行い，観

光施設体験はホームステイ場所とは別の観光

施設で行った。

主な作業は，売店での食品販売や品物の整

理などであった。観光施設は，夏場の観光シ

ーズンということで，常時多くの利用者がお

り，全国から来た多くの人とコミュニケーシ

ョンをとることが出来た。

また，ホームステイ場所では，ペンション

も経営していることから，食事の配膳や食器

洗いなども体験することが出来た。更に，ホ

ームステイ先には幼児がおり，幼児とのふれ

あいも貴重な体験となった。

＜工芸館（喫茶）体験グループ＞

工芸館（喫茶）体験グループは２名で，自

宅で喫茶店を経営しながら，自分たちの作品

も販売している工芸作家夫婦のもとで，ホー

ムステイと工芸館（喫茶）体験を行った。

主な作業は，喫茶店での接客と工芸作品を

作る材料の準備などであった。工芸館では，

染物と木工芸を行っており，作品が出来るま

での工程を学んだり，作品づくりに対する思

いを聞くなど，普段出来ないことを数多く経

験することが出来た。また，喫茶店での接客

を通して，幅広い方々とのコミュニケーショ

ンをとることも出来た。

更に，夫婦の長女が帰省しており，一緒に

来ていた乳児とのふれあいは，育児を直接学

ぶ貴重な体験となった。

（4）ふりかえり

①キャリアデザインⅡ

チャレンジワークの体験グループごとに，

１日の生活の流れや具体的な体験内容，全体

を通しての感想などを模造紙にまとめ，グル

ープごとに発表した。

各グループの発表を参加者全員で聞くこと

により，チャレンジワーク体験を共有するこ

とができた。

その後，再度各自でチャレンジワークの意

義を整理するため，キャリアデザインⅠで使

用した履歴書の経歴欄に，チャレンジワーク

の体験内容を記入した。

②シェアリング

参加者相互の豊かな人間関係を構築するた

め，これまでの６日間の集団生活を通して感
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じた各自のよさについて，火を囲みながら全

員が発表した。

一人でも発表できない人がいると，これま

でのよい雰囲気が全て壊れる危険性があるこ

とから，講師にとっては勇気ある決断であっ

たが，全員が各自のよさについて気持ちの入

った言葉で発表することができた。

このことによって，参加者相互の信頼関係

は一層深まったと確信できた。

③講話

就労への関心，意欲を一層高めるため，働

くことの意義やよろこびなどについて（有）

キューベット代表取締役の横井朋幸氏に講話

をいただいた。

横井氏は，大学生の時から大学生と企業を

結びつけ，長期インターンシップ的な企画を

立案した起業家で，個人の可能性やチャレン

ジすることの意義などについて，率直に自分

の思いを伝えていただいた。

特に，何事も「まず，一歩前に踏み込む勇

気からはじまる」という思いが参加者には強

く伝わったようである。

④ふりかえり

チャレンジワークをふりかえりながら感謝

の気持ちを育むため，各自お世話になった職

業体験先の方々にお礼の手紙を書いた。

最後に，事業全体をふりかえるため，事業

アンケート及び，「職業に関するアンケート

調査」「気持ちに関するアンケート調査」を

記入した。

Ⅳ　事業の成果

本事業は，若者の社会的な自立を支援する

ため「豊かな人間関係の構築」と「勤労観・

職業観の育成」を主たる目的として企画・実

施してきた。

ここに，２つの目的に関する成果をまとめ

る。

１　豊かな人間関係の構築

参加者相互の信頼関係を育み，豊かな人間

関係が構築できたかについて検証するため，

表３「気持ちに関するアンケート調査」を実

施した。

アンケート調査は，事業の事前（開会式直

後）と事後（閉会式直前）に実施したが，全

参加者14名のうち，２名が事前のアンケート

調査を実施できなかったことから，調査対象

者は12名となった。

調査項目の作成に当たっては，「事業効果

測定のための調査票とその利用法―主催事業

評価の一方法としての参加者の変容測定方法

の開発に関する調査研究報告書―」（4）（国立

オリンピック記念青少年総合センター　平成

13年３月）より，項目を抽出し引用した。

調査票の項目番号１，５，７，９，11，15

は「向上心，自己実現」，２，10，14は「自

律心」，３，８，13は「社会性」，４，６，12

は「コミュニケーション能力」に関する項目

である。なお，この調査では逆転項目は設定

していない。

調査結果をｔ検定で測定したところ，表４

の数値が得られた。

差がみられたのは「６　誰とでも気軽に話

ができる」「８　人と協力して物事を行うこ

とが好きである」の２項目で，コミュニケー

ション能力と社会性に関する内容であった。

人間関係を構築するためには，コミュニケ

ーション能力が不可欠であることから，コミ

ュニケーション能力に関する項目で差がみら

れたことは，「豊かな人間関係の構築」とい

う目標達成に向けて成果があったと考えてい

る。

また，個人の社会性が多くの対人関係を前

提として成立するものであると考えると，社

会性に関する内容で差がみられたことは，本

事業が多くの対人関係を成立させるために有

効であったことを意味すると考えている。

更に，事業後の参加者の変容では，次のよ

うな成果がみられた。

札幌市内の高校から参加したＢ男（16歳）
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表３　気持ちに関するアンケート調査・質問項目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

できないことがあるとできるようになるまで努力しつづける方だ。

自分はいつも何らかの目標を持っている。

見知らぬ人ともあいさつを交わすことは気持ちがいい。

新しい友だちを簡単に作れる。

何事に対してもベストをつくしたい。

誰とでも気軽に話しができる。

いろいろなことを学んで自分を深めたい。

人と協力して物事を行うことが好きである。

人に勝つことより、自分なりに一生懸命やることが大事だ。

自分とは違う考えの人の意見を聞くことができる。

難しいことでも自分なりに努力してやってみようと思う。

初めて会った人にも親切にできる。

孤立した人が仲間になれるよう働きかける。

目標を達成するために、計画的に行動できる。

新しく身に付けた学習成果を様々な場で活用したい。

※各質問項目に対して、「とてもあてはまる」、「少しあてはまる」、「あまりあてはまらない」、「まった
くあてはまらない」の４つの選択肢から、自分の現在の気持ちに適するものを選択させ、順に４，３，
２，１と点数化し処理した。

表４　気持ちに関するアンケート調査結果

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

事前 事後
ｔ値

平均値

3.083 0.669 3.250 0.622 1.000 n.s

2.75 0.866 2.667 0.778 0.432 n.s

3.417 0.669 3.500 0.674 0.432 n.s

2.417 0.996 2.667 0.778 0.897 n.s

3.333 0.651 3.583 0.669 1.915 n.s

2.25 0.965 2.750 0.965 3.317 3.32＊＊

3.583 0.669 3.583 0.515 0.000 n.s

3.083 0.793 2.750 0.866 2.345 2.34＊

3.500 0.674 3.583 0.669 0.432 n.s

3.364 0.505 3.583 0.515 1.150 n.s

3.083 0.669 3.500 0.674 1.820 n.s

3.667 0.492 3.750 0.452 1.000 n.s

3.167 0.389 3.500 0.674 1.773 n.s

2.250 0.754 2.500 0.674 1.393 n.s

3.250 0.622 3.50 0.674 1.000 n.s

標準偏差 平均値 標準偏差

＊＊p＜.01 ＊p＜.05
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は，寡黙で積極的に他者に関わるタイプでは

なかったが，事業での体験や参加者との関わ

りによって，「自分を変えたい」との思いが

生まれ，そのことを学校の担任教師に伝えて

いた。彼は事業の２ヶ月後，当施設で行われ

たボランティアに関する事業に参加した。こ

の事業で，自分の新たな面を切り拓こうと意

識的に努力し，事業の最終日に行われた「ふ

りかえり」ではグループの代表として全体の

前で堂々と意見を述べていた。これまでボラ

ンティア活動に関わったことはなかったが，

今後は自分にできる活動を見つけてボランテ

表５　職業に関するアンケート調査

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

仕事はどちらにしろ苦労をともなうものであるから、できれば職業につかないで、自分の好きなことだけやっていたい。

自分のつきたい職業は決まっており、それに向かって準備を進めたい。

どんなことでも、一生懸命やればきっと成功すると思うから、どの職業を選ぶかはたいした問題ではない。

自分の将来は自分で考え、自分で自分にあった職業を探し、自分の力で挑戦して、それを獲得していきたいと思う。

自分にはいいところもあるが、いろいろな欠点もあるので、自分の力が発揮できる職業には限りがある。

今は自分の好きなことだけに打ち込み、将来について考えるのはもう少し後にしたい。

いろいろ迷ったが、自分がどのような職業につくべきかよくわかってきた。

職業を選ぶにあたっては、自分の興味に合い、やりがいを感じる職業であるかどうかを、見極めることがもっとも大切である。

自分に何が向いているか分からないし、これといって得意なものもないので、職業を決める場合はまわりの人の意見に従う。

自分には、どんな仕事でもやりとげることができる可能性が秘められている。

早く学校を卒業し、仕事を通じて自分の実力を試してみたい。

自分のつきたい職業は、限りなくあるが、自分はどれ一つとしてつけそうには思えない。

自分が興味を持っている職業の内容は、十分知っているので、就職のためにどのような条件が必要であるかはよく分かっている。

各人の職業は自分は生まれたときにほぼ決定されていると思うから、あれこれ考えないで成り行きにまかせる。

自分にできることとできないこと、また、自分に興味の持てることと持てないことが存在するのは、いたしかたがない。

将来の職業のことについては、できるだけ考えないようにしている。

みんながいろいろなことを言うので、自分が本当に何をやりたいのかわからなくなってしまっている。

職業選択は、くじ引きのようなもので、ある人がその職業に就いているのは偶然の結果である。

自分は職業の上で将来の目標があるので、それを実現させるために自分でいろいろ考えてやっていく。

まわりの人たちが自分に対して言うことと、自分が自分について思っていることとは、かなりのずれがある。

自分の選んだ職業を通じて、自分にどれだけの力があるのか確かめてみることに大きな関心を持っている。

自分が魅力を感じている職業はいくつかあるが、どれを選ぶにしても、実現は困難であるように思う。

どんな職業でもいいから、まず適当なところに就職し、将来のことはその後でじっくり考えればよい。

自分の職業は自分で選び、その選択に対して、自分で責任を負う必要がある。

自分の持っている知識や能力は、まだまだ不十分で、一人前の職業人となるためには、この先だいぶ時間がかかる。

社会に出てから役立つ知識や資格を得ることに、大きな関心を持っている。

自分が将来どうなるのか、まったくわからないのだから、本当のところ自分の適正にあった職業を考えても、意味がないと思う。

できるだけ多くの情報を集め、それを吟味して、自分の納得のいく職業を選ぶことが大切である。

両親の推薦する仕事が、結局、自分にとって最も望ましい職業である。

今までの経験から、自分にどの程度の能力があり、どのような方面に適しているかはだいたい分かっている。

※各質問項目に対して、「とてもあてはまる」、「少しあてはまる」、「あまりあてはまらない」、「まった
くあてはまらない」の４つの選択肢から、自分の現在の考えや状況に適するものを選択させ、順に４，
３，２，１と点数化し処理した。
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ィア活動に取り組んでみたいとの意欲を示し

ていた。

以上のことから，本事業はコミュニケーシ

ョン能力を育み，豊かな人間関係を構築しな

がら社会性を身につけることに有効な事業で

あったと考えている。

２　勤労観・職業観の高まり

参加者の勤労観・職業観を高められたかに

ついて検証するため，表５「職業に関するア

ンケート調査」を実施した。

アンケート調査は，「気持ちに関するアン

ケート調査」と同様，事業の事前と事後で実

施し，調査対象者も12名となった。

調査の項目は，若林満氏他による「職業レ

ディネスと職業選択の構造」（5）（1983）より

引用した。

表６　職業に関するアンケート調査結果

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

事前 事後
ｔ値

平均値

1.917 0.996 2 1.044 0.22 n.s

2.75 1.138 2.75 0.866 0 n.s

2.167 0.835 2.417 0.996 1.149 n.s

3.417 0.669 3.667 0.651 0.897 n.s

2.917 0.669 2.833 0.835 0.321 n.s

2.167 0.389 2.25 0.866 0.29 n.s

2.333 0.651 2.75 0.622 2.803 2.80＊

3.25 0.754 3 0.853 0.897 n.s

2.083 1.084 1.833 1.115 0.897 n.s

2.5 0.798 3.167 0.577 2.966 2.97＊

2.667 0.888 3 0.853 1.483 n.s

2.167 1.03 1.667 0.778 1.483 n.s

2.167 0.835 2.583 0.515 1.449 n.s

1.75 0.754 1.833 0.835 0.321 n.s

2.917 0.669 3.083 0.996 0.804 n.s

1.833 0.937 1.667 0.778 0.804 n.s

2.167 0.937 2 0.953 1 n.s

1.583 0.669 2.167 0.937 2.548 2.55＊

2.583 0.669 2.583 0.669 0 n.s

2.417 0.793 2.083 0.515 1.483 n.s

2.833 0.577 2.917 0.793 0.266 n.s

3.167 0.577 2.667 0.888 1.915 n.s

1.833 0.835 2.083 0.793 1.393 n.s

3.417 0.669 3.75 0.452 2.345 2.35＊

3.583 0.669 3.167 0.718 2.159 n.s

3.167 0.718 3.083 0.793 0.266 n.s

2 0.853 2 1.044 0 n.s

3.583 0.515 3.417 0.669 1.483 n.s

2 1.044 1.818 0.751 0.614 n.s

2.333 0.888 2.5 0.798 0.804 n.s

標準偏差 平均値 標準偏差

＊＊p＜.01 ＊p＜.05
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調査票の項目番号１，６，11，16，21，

26は「職業選択への関心」，２，７，12，17，

22，27は「選択範囲の限定性」，３，８，13，

18，23，28は「選択の現実性」，４，９，14，

19，24，29は「選択の主体性」，５，10，15，

20，25，30は「自己知識の客観性」に関する

項目である。なお，１，６，９，12，14，16，

17，18，23，27は逆転項目となっている。

調査結果をｔ検定で測定したところ，表６

の数値が得られた。

差がみられたのは「７　いろいろ迷ったが，

自分がどのような職業につくべきかよくわか

ってきた」「10 自分には，どんな仕事でも

やりとげる可能性が秘められている」「18

職業選択は，くじ引きのようなもので，ある

人がその職業に就いているのは偶然の結果で

ある」「24 自分の職業は自分で選び，その

選択に対して，自分で責任を負う必要がある」

の４項目で，順に「選択範囲の限定性」「自

己知識の客観性」「選択の実現性」「選択の主

体性」に関する内容である。

項目ごとに差がみられた要因を次のように

分析した。

（1）「７　いろいろ迷ったが，自分がどのよ

うな職業につくべきかよくわかってきた」

１点目は，プログラム中の「キャリアデザ

イン」において，自分自身の将来をゆっくり

考える機会を設けたことや，「チャレンジワ

ーク」で実際に働いたり，働いている方々と

話したりしたことで，より具体的に勤労観・

職業観をイメージすることができたこと。

２点目は，もともと勤労観・職業観に様々

な迷いを持っていた参加者が，主体的に事業

に参加することで「わかってきた」という表

現に変わったこと。

（2）「10 自分には，どんな仕事でもやりと

げる可能性が秘められている」

１点目は，「チャレンジワーク」をやり遂

げた自信である。参加者の体験先は，様々な

条件から，事前にこちらが５箇所設定した後，

参加者に選択させたものである。したがって，

すべての参加者がやってみたい職業を体験で

きたとは言えない。

しかし，事業後の感想では「大変だったけ

ど楽しかった」「すばらしかった」「３泊４日

あっという間で，大変なこともあったけど楽

しかった」などの内容があり，チャレンジワ

ークによって，どんな仕事でもやり遂げるこ

とができるという自信を得たことが伺える。

２点目は，事後アンケート調査の直前に行

われた横井講師の講演である。講演内容が参

加者の想像を超える奇抜な体験談であったこ

とから，参加者が勇気と希望を得たこと。

（3）「18 職業選択は，くじ引きのようなも

ので，ある人がその職業に就いているのは

偶然の結果である」

この項目は，「選択の実現性」の逆転項目

である。

なぜ，逆転項目に差がみられたかについて

は，今後，さらに詳しい分析が必要となるが，

現時点で考えられる１点目は，様々な話し合

いにおいて，「チャレンジすることが重要で

ある」という話題の中で，「現実には計画的

に職業を設定し，具現化できる人は少数であ

る」ということが話題になったこと。

２点目は，事後アンケート調査の直前に行

われた横井講師の講演内容が，偶然巡ってく

るチャンスに結果をおそれず，チャレンジす

ることが重要であるという趣旨であったこ

と。

（4）「24 自分の職業は自分で選び，その選

択に対して，自分で責任を負う必要があ

る」

この項目については，もともと高い数値を

示していた。主な要因として，事業を通して

様々な体験や考え方に直接触れたことによ

り，これまでの考え方を一層確かなものにし

たことが考えられる。

次に，事業後の参加者の変容から事業の成

果がみられた例をひとつ示す。
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青少年自立支援センター「ビバハウス」か

ら参加したＡ男（29歳）は，チャレンジワー

クの中で受け入れ先から生活面や作業への取

り組みの姿勢について厳しく指導を受けた。

チャレンジワーク直後は，自分なりに一生懸

命やったつもりなのに厳しい言葉を与えられ

たことについてショックを受けていたが，そ

れをきっかけにそれまでの自分をじっくりふ

りかえっていた。事業後，以前は「単調な作

業は苦手だ」と避けていた農作業に「もっと，

しっかり頑張って，自分を変えたい」と積極

的に取り組むようになった。事業の約１月後

に会った際，表情は生き生きとしており，農

作業に頑張って取り組めるようになった自分

に喜びを感じているようであった。

以上のことから，本事業は勤労観・職業観

を高めることに有効な事業であったと考えて

いる。

Ⅴ　今後の課題と展望

１　参加者及び職業体験先の確保

（1）参加者の確保

本事業の参加募集対象者は，「高校生・大

学生・勤労青年・就業を目指す青年」とした

が，一般にニート・フリーターと呼ばれる若

者が自主的に応募することは皆無であった。

そこで，北海道内外で青少年の自立支援を

行っている施設に参加を呼びかけた結果，北

海道余市町にある青少年自立支援センター

「ビバハウス」の理解が得られた。今回，青

少年自立支援センター「ビバハウス」との連

携が可能になったのは，施設を運営する安達

尚男氏と安達俊子氏が本事業の趣旨に賛同

し，スタッフの派遣や参加者の経費補助をし

てくれたためである。関東にある施設も参加

に興味を示していたが，参加者の旅費負担が

大きな壁となり参加を断念した。

参加者に関する問題は，次年度以降も充分

考えられることから，青少年自立支援センタ

ー「ビバハウス」のような団体や，穴澤講師

が勤務する勤労青少年ホームをはじめとする

青少年の自立支援に関する関係機関と，今後

どのように連携協力していくかが大きな課題

となる。

（2）職業体験先の確保

事業目的を達成するためには，職業体験先

に事業全体の概要を十分理解してもらうこと

が必要である。

今年度は，職業体験先への個別説明を行う

とともに，事業前にはすべての職業体験先に

集まっていただき全体説明会を行った。しか

し，説明だけで３泊４日にわたるホームステ

イと職業体験を確実にイメージすることは困

難であり，職業体験先は多少の不安を抱えた

状態で，参加者を受け入れたと考えられる。

したがって，今後，職業体験先が不安のな

い状態で協力できるような方策を立てること

が必要である。また，なるべく参加者の職業

ニーズに応え，一層事業効果を高めるため，

より多くの職業体験先を確保しておく必要も

ある。

（3）今後の展望

参加者や職業体験先を確保するためには，

先に述べた施設や関係機関，職業体験先候補

となる地元美瑛町民と十分な信頼関係を築く

ことが必要となる。

そのためには，日常的に連携協力をとり，

本事業への理解を深めてもらうことが重要で

ある。

今年度は，これらの具体的な方策として，

青少年自立支援センター「ビバハウス」の入

所者を対象に，ホームステイを伴わない５日

間の模擬的な「チャレンジワーク」を２回実

施する。職業体験先はすべて新規に開拓し，

幅広い職業体験先確保にもつなげる予定であ

る。

このことにより，一層，青少年自立支援セ

ンター「ビバハウス」との信頼関係が築かれ

るとともに，幅広い職業体験先を確保するこ

とになると考えている。
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２　事業成果の普及

（1）高等教育機関との連携

事業成果を一般に普及させるためには，

「豊かな人間関係の構築」と「勤労観・職業

観の育成」に本事業の各プログラムがどのよ

うに関係しているのかを分析し，プログラム

をどのように組み替えると一層効果が高まる

のかを研究する必要がある。

そのためには，当施設だけの調査研究では

不十分であり，社会学やキャリア教育を専門

的に研究する高等教育機関との連携が不可欠

となる。

今後，事業成果の普及に向け，高等教育機

関と複数年で連携をとり，共同研究を実施す

る必要がある。

（2）定期的な事業の実施

「豊かな人間関係の構築」と「勤労観・職

業観の育成」という幅広い内容に関する事業

成果を，年１回の事業データで検証すること

はかなり困難である。

今後，事業成果の検証をより精度の高いも

のにするため，類似事業を定期的に行い，複

数のデータをとる必要がある。

（3）今後の展望

高等教育機関との連携では，今年度複数の

高等教育機関に事業内容を説明し，連携協力

の打診を行ったが，対象となる調査研究分野

が幅広いことから，まだ，連携先は決定して

いない。

本事業に参加協力をいただいている余市町

の青少年自立支援センター「ビバハウス」に

は，全国の高等教育機関から視察や研究協力

の打診があることから，今後，それらの高等

教育機関との連携も視野に入れながら，調査

研究を進めていきたい。

そのためにも，今後，青少年自立支援セン

ター「ビバハウス」の入所者を対象として２

回実施する予定である模擬的な「チャレンジ

ワーク」を継続的に実施し，その成果をまと

め，いつでも提供できるようにしたいと考え

ている。

【引用文献，参考文献，注】
a 文部科学省　初等中等教育，「キャリア教育の推進

に関する総合的調査研究協力者会議　報告書～児童生

徒一人一人の勤労観，職業観を育てるために～」，平

成16年１月，p４-７

s 独立行政法人教員研修センター，「平成17年度キャ

リア教育を推進するための指導者の養成を目的とした

研修〔応用コース・東日本地区〕事前提出資料」，平

成17年９月

d 穴澤義晴，「若年者の職業的自立支援という取り組

みにおける札幌市勤労青少年ホームの可能性（中核を

担える存在として）」，北海道大学大学院教育学研究科

社会教育研究室　社会教育研究，第24号,2006年３月，

p70

f 国立オリンピック記念青少年総合センター，「事業

効果測定のための調査票とその利用法－主催事業評価

の一方法としての参加者の変容測定方法の開発に関す

る調査研究報告書－」，平成13年３月

g 若林満，後藤宗理，鹿内啓子，「職業レディネスと

職業選択の構造－保育系，看護系，人文系女子短大生

における自己概念と職業意識との関連－」，名古屋大

学研究紀要，第30号,1983,pp.63-98

Bulletin of The Faculty of Education, The Department

of Educational Psychology , 1983 ,Vol.30 , pp.63-98


