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要　　旨
　本研究の目的は、ある日本語教師のキャリア支援の困難点と可能性を探索的に明ら
かにすることである。ある日本語教師にインタビューを行い、その語りをカウンセリ
ングの代表的なモデルであるロバート・カーカフのヘルピングを用いて分析した。ヘ
ルピングは、場所や時間によって限定されず、人々の間で相互作用があるときにはい
つでも起こるとされ、ヘルピーもヘルパーも人間的な成長を目指すチームのメンバー
であるという視点で考えらた。そのため、日本語学校におけるキャリア支援の理想的
なモデルの一つと考えられる。分析の結果、ヘルピングの困難点は、「かかわり技法」
では教師と学生の関係性や理想的教育観のズレの問題、「応答技法」では言語の問題、
「意識化技法」及び「手ほどき技法」では時間制限の問題であると考える。日本語教
師が困難点を意識することにより、日本語学校での新たなキャリア支援の可能性が生
まれることが示唆された。

【キーワード】：日本語学校　キャリア支援　ヘルピング　キャリア・カウンセリング　
SCAT（Steps for Cording and Theorization）

１．問題と目的
１．１．日本語学校の現状と研究動機
　日本学生支援機構の平成30年度外国人留学生在籍状況調査結果（2019）によると日
本語教育機関の在籍者は、留学生全体の3割を占める。さらに日本語教育振興協会の
令和元年度日本語教育機関実態調査（2020）では日本語教育機関に在籍するもののう
ち75.3％が専修学校専門課程や大学、大学院などに進学しており、日本語教育機関は、
まさに日本留学の入り口とも言える。その日本語教育機関の主力となっているのが日
本語学校であり、村越（2012）では日本語学校に通う学生の卒業後の進路は大学院・
大学・専門学校への進学、就職、帰国等様々であるが、いずれの進路を選択する場合
でも学生自らが積極的に取り組んでいく必要があるとしている。筆者は現在、教育機
関や企業で、日本語教師及びキャリアコンサルタント（以下、CCとする）として活動
している。そのため本稿では、日本語学校におけるキャリア支援の可能性を見出すと
ともに、ある日本語学校のケースをもとに、読者に日本語学校の支援実態とキャリア
支援の可能性について深く解釈するきっかけを提供したいと考えている。
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１．２．キャリア・カウンセリングと出口指導
　文部科学省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（2004）の報告
書では学校におけるキャリア・カウンセリングは、子供たち一人一人の生き方や進
路、教科・科目等の選択に関する悩みや迷いなどを受け止めるものであるとされてい
る。さらにキャリア・カウンセリングは、自己の可能性や適性についての自覚を深め
させたり、適切な情報を提供しながら、学生たちが自らの意思と責任で進路を選択す
ることができるようにするための個別またはグループ別に行う指導援助であるとして
おり、出口指導とは異なることが提示されている。しかし、浦上（2010）では一般的
な日本国内の学校の現状として、従来は成績を示して現実的な進路を決めるといった
出口指導がなされることもあったと記述されている。この出口指導について、全在学
期間を通しての指導ではなく、卒業を目前に、進学先、就職先の選択・決定のみに傾
斜した指導であるとし、相談活動ではあるが、卒業後の進路を決める時期が差し迫っ
た時だけに行うのでは十分な効果は期待できないと述べている。

１．３．先行研究
　安（2016）は、日本語学校に在籍する中国人留学生の段階的サポートニーズを明ら
かにし、日本語学校では、いずれの時期でも異文化適応、進路就学の二つの側面に
フォーカスした支援が求められるとしている。村越（2012）では、日本語学校に通う
学生はホスト国の進路サポート源、同国人ネットワークの進路サポート源を活用し、
特に担任教師を活用していることが示された。また、進路サポート源としての理想的
な教師について、学生は心理援助者としての教師、情報提供者としての教師、熟達者
としての教師を理想としていることが示された。しかし、これまでの日本語学校に
おけるキャリア支援の実態は、前述の理想像とは異なっている。佐藤（2016）では、
2000年頃から中国から多くの若い私費留学生が日本の大学や専門学校進学を目指して
日本語学校に入学するようになったが、明確な進学動機を持ってくる学生は少数で、
大学情報もほとんど持っていない学生が多く、とにかく経済学を勉強したい、とにか
く「有名な」大学に入りたいという学生が多数だったとある。さらに日本語学校はそ
のような留学生のモデル・ストーリーを疑い、ひいては自分の人生を考える大切な場
でなければならなかったが、当時の進路指導関係者には彼／彼女らの人生をともに考
えていこうという理念も余裕もなかったと記述されている。また、寅丸・江森・佐
藤・重信・松本・家根橋（2018）では、日本語学校においては留学生の在籍期間、日
本語力、経済力などの要因から進学先が決定され、志望する大学や専門学校の受験に
向けた短期的な支援が優先されるため、進学情報の提供や受験スキルなどを含んだ進
学指導が中心であると言え、進学率や就職率を伸ばすことが日本語学校の大命題であ
ると考える関係者は少なくないと記述されている。先行研究で、キャリア支援の実態
として報告されているものは、従来日本国内の学校で行われてきた出口指導に近いも
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のだと考えられる。そこで、日本語学校における出口指導ではないキャリア支援の実
態を把握することにより、日本語学校特有のキャリア支援の困難点と今後の支援の可
能性を探索的に明らかにする必要があると言える。

１．４．本研究の目的
　日本語学校におけるキャリア・カウンセリングの実態をカーカフのヘルピングのモ
デルを使って分析し、ヘルピングを理想的なモデルとして適用する際の、日本語学校
特有の困難点と今後の支援の可能性を、探索的に明らかにすることを目的とする。

１．５．カーカフのヘルピング
　キャリア・カウンセリングの実践では様々な理論・方法・技法があるが、援助過程
を示したモデルとして、ロバート・R・カーカフのヘルピングは代表的なモデルであ
る。
　ヘルピングは援助的人間関係技法を骨子としているが、援助的人間関係技法につい
ては、「へルパー（援助者）の援助的人間関係技法は、ヘルピー（被援助者）の内面的
成長を援助する役目をする。援助的人間関係技法の基本は、（1）物事をヘルピーの観
点を通して捉えること、（2）ヘルピーが問題としている経験に的確に応答すること、
（3）問題と目標を意識化すること、（4）問題解決と目標達成のための、具体的行動
の方向を手ほどきすること、という一連の流れにある。さらに、この4つの基本事項
を援助的人間関係技法の下位に分類される技法とのかかわりで言い換えれば、「かか
わり技法」は、ヘルピーを援助関係に参入させ、「応答技法」は、ヘルピーの自己探
索を促し、「意識化技法」は、ヘルピー自身に自己理解を深めさせることである。ま
た、問題解決のための「手ほどき技法」は、ヘルピーを、問題解決のための実際行動
に駆り立て、実際行動からのフィードバックをみて、援助的人間関係過程の各段階を
繰り返す（リサイクルする）ことである。以上のように、ヘルパーの援助的人間関係
技法は、ヘルピーの内面的成長を促すことである。」（Carkhuf 1987、国分・日本産業カ
ウンセラー協会1992：36-37）とされている。

１．６．ヘルピングの特徴と日本語学校におけるキャリア支援
　ヘルピングという概念について「ひとつは従来のカウンセリングよりも広い領域を
カバーするのがヘルピングであり、第二はカウンセラーとクライエントと言うように
役割を固定しない方が良いと言う発想がある。従来のカウンセリングはカウンセラー
とクライエントの人間関係に特定されていたが、この特定された人間関係の原理と技
法を一般化し、教師と生徒、ナースと患者、課長と課員、弁護士と依頼人、先輩と後
輩、寮監と寮生と言う具合に、日常生活の中での人間関係にも役立つ援助法に組み立
てなおしたことである。」（Carkhuf 1987、国分・日本産業カウンセラー協会1992：5）
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と記述されている。國分（1991）は、ヘルピングの特徴について、一般的なカウンセ
リングのように心理療法志向のものではなく、日常の人間関係に活用されるべきもの
である。それゆえに、カウンセリングではなく、援助法（helping skill）という言葉が
使われ、パラ・カウンセラー向きであるとしている。Robert R. Carkhuff（1987）は、
ヘルピングは面接室や面接時間によって限定されるものではなく、人々の間で相互作
用があるときにはいつでも起こるものであるとしている。さらに、人間的な成長を目
指すチームのメンバーという視点に立って考えられたものであると記述されている。
日本語学校の日本語教師は、臨床心理士やCCの資格を有することは少ない。日本語
教育振興協会の令和元年度日本語教育機関実態調査（2020）にも、生活指導・進路指
導の担当者1315人のうち専任は29.7％に過ぎず、残る70.3％は教員や事務職員とし
ての本務と兼務しているとある。多数を占める兼任者はCCとしての専門性を備えて
いない、パラ・カウンセラーだと推測される。さらに日本語学校の理想的なキャリア
支援は、時間を定めた一対一の面接相談だけでなく、学校全体を人間的成長を目指す
チーム、そして留学生や教職員をメンバーと捉え、授業、課外活動、生活場面のいつ
でも起こるべきものだと考えられる。そのためヘルピングは日本語学校でのキャリア
支援の理想的なモデルの一つと言える。

２．方法
２．１．質的研究手法の採用
　本研究は質的研究である。質的研究とは、ある事象について質（性質、本質）その
ものを、質的な手法により把握しようとする研究である（大谷2013）。本稿で質的研
究を選択した理由は、日本語学校でのキャリア支援の実態を詳細に把握したかったた
めである。日本語学校におけるキャリア支援について、量的なアンケート調査では日
本語教師と留学生の間で実際に起きている事象を詳細に把握することが困難であるた
め、質的研究手法をとることにより、実態の詳細な把握をしたいと考えた。
　質的研究の認識については、大谷（2016）に、個別や具体を深く追求して深い意味
を見出すことで、それが深ければ深いほど、一般性や普遍性のある知見が得られると
ある。また安藤（2019）では、その研究の読者が、論文に書かれていることを、自分
の身近な事例と比較したり、あるいは自分の身近な事例に置き換えて解釈したりする
ことが可能ならば、それが質的研究における一般性・普遍性なのであると述べてい
る。筆者は、この質的研究の認識に立ち、1名の日本語教師の語りを深く追求して深
い意味を見出したいと考えている。

２．２．データ採取
　研究参加者は、日本語学校で留学生の進路指導に関わった経験のある日本語教師1
名であり、本稿ではゆうこ先生（仮名）とする。ゆうこ先生を研究参加者に選出した
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理由は、留学生のキャリア支援に問題意識を持っており、日本語学校在職中は、キャ
リア支援の専門資格は取得せずに、日本語教師として支援していた経験があるから
である。また、インタビューや追加インタビューを実施できる時間と環境が整って
おり、さらに、日本語学校退職後にCCの資格を取得し、支援実態を専門的に言語化
する高い能力を所持していると判断したためである。調査として、2019年から2020
年にかけて4回のインタビューを行った。2019年7月に第1回のインタビューを実施
し、同年9月、10月、2020年3月に追加インタビューを行った。追加でインタビュー
を実施した理由は、第1回目のインタビューをSCATによって分析した結果、何点か
疑問が生じたためである。その点を補足質問し、質的な分析の深さに繋げるよう配慮
した。インタビューは、初回は1時間47分、2回目は15分、3回目は15分、4回目は
25分で、計4回のインタビューの総合計時間は2時間42分である。インタビュー前に
選択式と自由記述式のアンケートを実施し、半構造化インタビューを行った。インタ
ビュー調査の際は、音声記録をとった。調査実施においては、依頼の冒頭で調査の趣
旨や研究計画を詳細に説明し、同意書を回収した。分析に当たっても、インタビュー
終了後逐語録を作成し、本人に確認をとった。

２．３．データ分析
　逐語録をSCAT（Steps for Cording and Theorization）を用いて分析した。SCATは大谷
尚氏によって開発された4ステップのコーディングデータ手続きを有する質的データ
分析手法で、マトリックスの中にセグメント化したデータを記述し、そのそれぞれに
〈1〉データの中の着目すべき語句、〈2〉それを言い換えるためのデータ外の語句、〈3〉
それを説明するための語句、〈4〉そこから浮かび上がるテーマ・構成概念、の順番に
コードを考えて付していく4ステップのコーディングと、〈4〉のテーマ・構成概念を
紡いでストーリー・ラインを記述し、そこから理論を記述する手続きとからなる分
析手法である（大谷2011）。この手順で研究参加者のインタビュー・データの全てを
SCATを用いて分析し、ストーリー・ラインと理論を記述した。
　大谷（2019）では、テクストから〈1〉を経て〈4〉へ向かうコーディングは、表層
の出来事の文脈から、深層へと脱文脈化していくことであり、それをストーリー・ラ
インでつなぐことで深層の意味の文脈へと再文脈化されるとある。さらに理論記述で
書く理論について、「理論」とは普遍的かつ一般的に通用する原理のようなものでは
なく、「このテクストの分析によって言えること」であるとしている。
　さらに質的な分析の深さについて「個別的で具体的な深い追求は、研究者の施策の
みによって成立しうるわけではない。もしそのようなことをすれば、それが深ければ
深いほど、逆に地下の迷路に迷い込んでしまう危険性がある。そうならないために
は、行く手を照らす光が必要である。それが、これまでの知見の蓄積である。分析の
際に先行研究の知見を、分析的枠組みとして適用することで、妥当で了解性の高い研
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究にすることができる。」（大谷2019：132）とある。筆者はこの立場に立ち、日本語
学校の支援の可能性と困難点を明らかにするために、カーカフのヘルピングモデルを
分析的枠組みとして適用し、深さの保証につなげるよう配慮した1）。

３．結果と考察
　分析の結果、ゆうこ先生とキャリア支援の関わりが、先行研究で提示されている短
期的な出口指導ではなく、「生き方や進路の選択の迷いなどを受け止める」キャリア・
カウンセリングであることが明らかになった。本節では、まず、第1回目のインタ
ビューのストーリー全体を提示し、次にゆうこ先生とキャリア支援の関わりや、各技
法についての分析結果を述べる。理論記述は【　】内に記述し、インタビューにおけ
るゆうこ先生の語りは「　」で括り、斜体で示した。

３．１．ストーリー・ラインの概要
　ゆうこ先生が日本語教師に転職したきっかけは、勤務先の近所に日本語学校兼日本
語教師養成学校があったからである。日本語教師養成講座に参加し、自身の学習動機
付けの高まりを体験した。修了後は最初に内定した日本語学校に就職し、修士学位も
取得した。日本語学校のキャリア支援の実践を通じて、支援のティップスの獲得に成
功した。例えば、留学生と進学先のより良いマッチングや、主体性のない学生への行
動の促し、キャリアモデルとなる先輩学生とのネットワーク形成などである。ある留
学生の支援で、進学先についての情報共有のために、留学生に日本語での言語化の必
要性が生じ、ゆうこ先生が日本語の言語化の促しをして、応答技法となった。その応
答が留学生の自己探索の機会となった。また、別の留学生の支援で、応答技法によっ
て留学生はうわべだけの志望動機と進学先にミスマッチがあることに気づき、意識化
技法によって留学生自身の課題の意識化がなされた。専任教師に昇格し、業務の拡大
化が起こったが、興味関心から業務を成し遂げた。当時CCの資格取得は念頭になく、
日本語学校経営者の教育方針に同意し、留学生の人生を考慮するのも日本語教師の業
務と考えていた。授業中もキャリア形成支援と日本語の内容統合を心がけた。個別の
面接指導を下級生に見学させ、キャリアモデルの発見や学生間ネットワークの形成に
努めた。初年度の受験に失敗した学生や、他の教師達と成績不振の学生のキャリア支
援にも関わった。キャリア支援による留学生の学習動機の高まりと行動の促進を経験
し、キャリア支援の重要性を実感した。主体性のない学生に対する支援では関わり技
法を使い、意識化技法による自己責任と問題の意識化をしたが、時間的制約の中で支
援の限界があった。日本留学を中断した学生もおり、その学生のクラスは、意欲的な
クラスと比較して困難が多く、多様な学生に対処した実践経験が、ゆうこ先生や他の
教師たちの成長の機会となった。
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３．２．ゆうこ先生とキャリア支援の関わり
　ゆうこ先生は日本語学校で日本語教師として、2000年から2015年に留学生に対す
る進路指導を経験している。2007年までは非常勤講師及び常勤講師として、2008年か
らは専任講師として留学生の教育に関わり、2002年ごろからは進路指導の担当もして
いた。インタビューで、ゆうこ先生は勤務していた日本語学校について、経営者が学
習指導、進路指導、生活指導の三大目標を掲げ、ただ日本語を教えていればいいとい
う環境ではなかったと語った。
「まあそもそも元いた日本語学校の校長の考え方だったんだよね、日本にくる入り
口から、出口まで全部考えてやるのが学校でしょって。私なんてこうゆうことだ
から、本当に純粋培養なんだけど、その考え方にもう本当に同意してたし、その
人生の中の一時期を通ってくだけの話だから、その人生として考えるっていう
のが、あのなんていうのかなあ、正しいんじゃないかというふうに思っていて。
やっぱり日本語だけじゃなくて人生をどういう風に歩むかっていうのを考えるっ
ていうのが日本語教師の仕事かなって。」

　この語りを二つに切片化し、前半の理論を【日本語学校の経営者の方針に同意し、
日本語教師のキャリア支援が留学生の日本生活全体や人生の支援となり得る。】後半
の理論を【日本語教師のキャリア支援の視点が留学生の日本生活全体や人生の支援
であると、人生を考慮するのも日本語教師の業務と考えることがある。】と記述した。
ゆうこ先生も経営者の教育方針に同意していたので、キャリア支援は留学生の日本生
活全体や人生の支援と捉えて、留学生の人生を考慮するのも日本語教師の業務だと考
えていたと言える。インタビュー全体を通じて、支援場面の語りから「大学の専攻
と就職先のミスマッチによる在留資格の不許可防止」「キャリア形成支援と日本語教
育の内容統合」「主体性のない学生への自己責任の促し」などのコードが抽出された。
これらのコードは「留学生の日本生活全体や人生の支援」と強く結びつき、包括され
る概念であると解釈できる。そのため、このようなゆうこ先生のキャリア支援は短期
的な出口指導ではなく、「生き方や進路の選択に関する迷いなどを受け止める」キャ
リア・カウンセリングであったと考える。

３．３．「かかわり技法」：援助関係への参入の重要性
　日本語学校のキャリア支援には多様な形式があるが、特に留学生が主体的ではない
場合、担当者は学生と関わりを持つことから始めなければならない。
　ヘルピングの「かかわり技法」について、「本格的な援助関係に入る前段階におい
て、ヘルピーを援助関係に参入させるために、ヘルパーはまず相手との関わりを持つ
ことから始める。つまり、相手をくつろがせるような会話を交わしたり、それとなく
相手に注意を払うといったことなどである。」（Carkhuf 1987、国分・日本産業カウン
セラー協会1992：37）とされており、援助関係への参入の方法が具体的に示されてい
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る。筆者がゆうこ先生に「引きこもりがち、相談窓口に来ない等、意思表示のない学
生にも何らかの支援をしましたか」という質問をしたところ以下の回答があった。
「そこにも書いたけど、担当している学生には言ったよ。周りから攻めていくって
言う感じで。」

　この語りの理論を【主体性のない学生に対する周囲を巻き込んだかかわり技法を
使うことがある。】と記述し、ゆうこ先生も「かかわり技法」を使っていたと考える。
日本語学校で留学生には担任教師やクラスメート、担任教師以外の教師など様々な関
係者との関わりがある。その関わりを利用して、ゆうこ先生は意思表示のない学生に
対しても、彼らの問題に強い関心を持っている姿勢を示して、援助関係に参入させた
のである。日本語学校でキャリア支援以外の業務も兼担していると、留学生たちと関
わりを持つ機会は比較的多くなるので、援助関係に参入しやすいと考えられる。しか
し、逆に授業内や事務手続きでの関係性が、留学生にとってくつろげるものではな
く、自分の問題にあまり関心を持っていないと感じられると援助関係に参入させにく
くなるとも考えられる。援助関係に参入させにくかったと思われる留学生と、ゆうこ
先生の、授業中のやりとりの語りがある。
「すごいのが半年間私と戦っていたと言う感じで。先生嫌いみたいな顔して見てく
るんだけどさぁ。いいです、嫌われても大丈夫。出席率だけ頼むよといって、も
う帰ったね、ごめんね、最初に私と会ったから、こんなことになっちゃったのか
なあと思うんだけれども。」

　この語りの理論は【希薄なラポールであると、教師は出席を最低条件として学生に
提示することがある。】と記述した。ゆうこ先生はこの学生が授業に来なくなったの
を心配していたが、年度末に学校から学生が留学を中断して帰国したことを伝えられ
た。日本語学校には法務省の告示により、出席率把握と指導の必要があるので、日本
語教師や職員は授業中や事務手続き中も、出席率についての指導を頻繁にしがちであ
る。学生にとっては、周囲が出席率以外の自分の問題に関心がないように感じられる
可能性があり、援助関係に参入させにくくするとも解釈できる。加賀美（2019）によ
れば、日本人教師と中国と韓国の留学生を対象とした研究において、異文化間の教育
に携わる日本語教師と留学生の理想的教育観のズレという観点から、日本人教師は留
学生より、学生の自律を重視しており、3か国の中では最も個人主義的志向に基づい
た理想的教育観に裏付けされているとしている。さらにこうした教師の学生に対する
期待された自律思考とは反対に、留学生は、母国で培った集団主義志向の相互依存的
な価値基準（大和田1997、ただし加賀美2019：88より引用）を持っているために教
師が面倒を見てくれない等、教師との距離感があるというように、親和性の点で不満
をもつ可能性もあると述べている。一方で、渡辺（2008）では、カウンセリングの最
初の段階は、カウンセラーとクライエントとの温かい人間関係、いわゆるラポールを
形成していく段階であるとされている。また、泉水（2013）でも、多文化教育を目指
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す日本語教育においても、ラポールは支援的教室風土の基本となるものであり、ラ
ポール構築は欠かせないプロセスであると言われている。日本語学校におけるキャリ
ア支援の援助関係の参入段階でも、ラポールの重要性は高いと考えられる。日本語教
師は兼担していない専任の進路指導担当者よりも留学生と関わりを持つ機会が多いこ
とから、援助関係に参入させやすいと言える。しかし日本語教師がラポール構築を意
識せずにいる場合、授業中の教師と学生の関係性や異文化間の理想的教育観のズレが
影響し、困難を生み出す可能性があることを示唆している。

３．４．「応答技法」：キャリア支援における言語の問題
　カーカフのヘルピングにおいて「ヘルパーの「応答技法」の第一は、相手の話して
いる事柄を反射することである。」（Carkhuf 1987、国分・日本産業カウンセラー協会
1992：39）とある。ゆうこ先生も経営学部を希望していた学生の経験に応答し、学生
によりマッチングする進路を考えている場面がある。
「いわゆる経営学部に行きたいって言い出して。でも話ししてると全く経営に結び
つかなくて。なにそれ経営なの。『ね、だって先生、あの会社作りたいんだもん。』
わかるよーでもそこに飛躍があるねぇ。ちょっと教えてとか言って、いろいろな
話を話していたら、そのなんだろう。『自分、川を挟んでこっち側とあっち側の地
域開発にものすごい差があって、こっち側が全く開発されずに、向こう側ばっか
り開発される。でこの開発されていないこの地域を活性化させるために会社を作
る。』それってさあ経営なのかなみたいな。それって地域を開発する方にいったほ
うがいいんじゃないのとか。何とか政策みたいな所にいったほうがいいんじゃな
いの。で別に経営学のところに単位取りにいけばいいじゃん。『先生そんなことで
きますか。』できるできる。」

　この語りの理論を【応答技法によって志望学部と志望理由のミスマッチへの気づき
があることがある。】【意識化技法によってマッチングする進路と方策の理解促進がさ
れることがある。】と記述し、ゆうこ先生も「応答技法」や「意識化技法」を使って
いると考える。しかし、日本語学校では、「応答技法」を使おうとしても、日本語で
伝える能力に不足があって、ヘルパーが反射できないこともある。ゆうこ先生の語り
にも日本語の会話能力が低く、筆談しようとする学生の支援場面がある。
「もう筆談しようとするから、筆談やめてもう口しゃべってってスパルタなの、そ
こだけは（ゆうこ先生が留学生の志望する専門分野について）何も知らないくせ
に。で、ずーっとしゃべって、でもなるほどこういう事かというのを2人で構築し
ていくのも楽しかったし。」

　この語りの理論を【未熟な内容伝達能力でも、筆談を禁止し、日本語での言語化と
発話の促しにより、応答技法におけるヘルピーの自己探索の機会となることがある。】
と記述した。日本語学校におけるヘルピングの「応答技法」では、日本語は困難点の
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一つである。寅丸・中山・齊藤（2019）では大学での支援について、キャリア支援に
関わる問題は、一般的に、キャリアセンターなどの専門機関が中心になって検討すべ
き課題であると考えられるが、日本語学習者の場合はキャリア支援における日本語支
援の比重が重く、日本語教育を看過しての支援は困難であるとある。倉地（1996）で
は、異文化間教育的カウンセリングの視点から、外国人を対象とするカウンセリング
の大きな障害となるのは言語であるとしている。さらに、学習者の言語能力が低い場
合は、どんな形のコミュニケーションであってもそれを絶やさない持続力が教師側に
強く求められると記述されている。加えて、留学生の特別授業を担当する専任教員の
特徴として、学習者の片言や中間言語を媒介とした言語表現に慣れ、たどたどしい言
語表現を通しての意思疎通を忍耐強く行う習慣、意外の意を推測する能力を日々の教
育活動の中で身に付ける機会が多いとされている。この特徴は日本語教師にも当て
はまるものである。「応答技法」の段階で言語化できない学生に対しては、母語及び
媒介語の活用の検討の他に、日本語教師は言外の意を推測して、学生の言語化を支援
する必要もあると考えられる。日本語教師が自身の能力の特徴を生かして、コミュニ
ケーションを忍耐強く続けることにより、日本語支援とキャリア支援の機会となる可
能性が示唆されている。

３．５．「意識化技法」
　ヘルピングの「意識化技法」について、「意識化を別の言葉で言えば、内面化、つ
まり「自分のものとして捉える」ということになる。要するに、ヘルパーの意識化
は、ヘルピーが自分の経験を内面化し、自分自身で責任がとれるように手助けするこ
とである。すなわち、ヘルパーの意識化と応答によって、ヘルピーは、問題を自分自
身のものとして捉え、さらにそれを達成すべき目標へと変えていくことができるよう
になる。」（Carkhuf 1987、国分・日本産業カウンセラー協会1992：40）と記述されて
いる。ゆうこ先生の語りにも、主体的でない学生を、自分自身で責任が取れるように
手助けしている場面がある。
「（面接指導を）ボーと聞いてるから、ねぇこれってさぁ、家帰ってからさぁ、もう
一回できる、話せる私は面接会場に行かないからと言って、あんた1人で行くんだ
からってとか言って。」

　この語りの理論を【意識化技法による主体性のない学生への自己責任感の促しをす
ることがある。】と記述し、ゆうこ先生も「意識化技法」によって、学生を支援して
いたと考える。

３．６．「手ほどき技法」：在籍期間による時間制限の問題
　ヘルピングの「手ほどき技法」について、「ヘルパーはヘルピーと一緒に、まず問
題解決の目標を明確にする。その後で当面の目標をいくつかはっきりさせ、これらの
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目標達成のための行動計画を練っていく。次にスケジュールをしっかりと立て、目標
達成への強化法を図るのである。」さらに「もしこの応答が適切であれば、この手ほ
どき技法は、ヘルピーの目標達成のための行動を促すはずである。」（Carkhuf 1987、国
分・日本産業カウンセラー協会1992：42-43）と記述されている。ゆうこ先生の進路
指導でも支援の結果、行動を促したという語りがある。
「すごいなぁってほんとに、指導ってそういう力みたいのがあるのかなあって。だ
から面白いと言う感じがしてるんだ。だって合格したいって言う気持ちがすごく
あるからさぁ、めちゃめちゃ（面接）練習してくるから。」

　この語りの理論を【キャリア支援によって学習動機の高まりと行動の促しがおこり
得る。】と記述し、「手ほどき技法」によって、問題解決の目標とスケジュールを明確
にした結果、学習動機が高まり、学生の行動を促したと考える。しかし、一方で日本
語学校の授業内に、隠れて面接の暗記練習をする学生も出てくる。
「授業中もブツブツやってたりとかするから、後でやれー、私が添削した紙がそこ
に置いてあってさー。これじゃなくて、こっちやってよって言う。やっぱりさぁ
時間決まってるじゃん、バイトもしなきゃいけないし、何日までに何日にテス
トって決まってるからさ。」

　この語りの理論を【学習時間の制限による進学に直接関係ない授業に対する無関心
の誘発がおこり得る。】と記述し、学習時間の制限というプレッシャーから、進学に
直接関係ないと学生が判断した授業への関心が低くなり、直接進学に関係する事柄に
だけ取り組むようになってしまったことが伺える。日本語学校での在籍期間は最長2
年で、分析からゆうこ先生も、教師と学生双方に時間制限があることを認識している
ことが明らかになっている。丁・松田（2019）にも、日本語学校に在籍している中国
人留学生に対しては、2年以内で進学か就職かをしなければならないという規制があ
り、このプレッシャーが異文化ストレスを増幅しているとある。さらに日本学生支援
機構の平成29年度私費外国人留学生生活実態調査（2019）では、アルバイトをしてい
る留学生のうち、週20時間以上アルバイトしている割合は、学部正規留学生が39.7%
なのに対して、日本語教育機関の学生は、65.5%と大変高い割合となっている。日本
語学校では他の教育課程よりも、教師と学生が授業時間以外で関わる時間を確保しに
くいことが推測できる。ヘルピングの目的は内面的な成長の重視であるが、日本語学
校では学生が在籍期間のプレッシャーを意識しすぎるあまり、ヘルピングの本来の目
的を軽視せざるを得ない状況があることを示唆している。しかし、浦上（2010）では、
現実には、進学や就職に直接関係のない教科や活動などには身が入らないと言う状況
があり、このような学習の仕方は、志望校に合格する、または入社をするためには合
理的と言えるが、その後のことまで考慮するとデメリットも大きいとしている。そ
してさらに学習すると言うことを、人生を踏まえた幅広い視点から捉え直すことも、
キャリア教育として大切な点だと述べている。また教職員に対しては文部科学省の今
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後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申）（2011）で「教
職員の意識や指導力向上」について、特にキャリア教育を教育課程にどのように位置
づけるかは、児童生徒の実態や特性等を踏まえて学校ごとに決定されるべき事柄であ
ることからキャリア教育の全体計画・指導計画の作成や、計画に沿った教育活動を具
体的に実践していくための指導方法に関する研修は重要であるとされている。教員養
成についても、文部科学省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
（2004）の報告書で、キャリア・カウンセリングには、技法や専門的な知識や技能な
どが求められることから、こうした専門性を身に付けた教員を養成していく必要があ
る。また、基本的なキャリア・カウンセリングについては、すべての教員が行うこと
ができるようになることが望まれるとされている。日本語学校においては、教職員、
学生双方に2年間の在籍期間による時間制限という困難点がある。今後の支援の再検
討の際には、学校全体でキャリア教育の位置づけを決定することと、専門人材だけで
なく、全教職員が基本的なキャリア・カウンセリングのスキルを習得することが課題
として挙げられるだろう。

４．総合的考察
　以上の分析結果を総合的に踏まえると、ゆうこ先生の支援実態から、日本語学校で
日本語教師がヘルピングの技法を用いて、キャリア・コンサルティングを実践するこ
とは可能であると考えられる。

４．1．日本語学校のキャリア支援におけるヘルピングの実践可能性
　日本語学校におけるキャリア支援で、特に専任の進路指導担当者ではなく、授業を
兼担する日本語教師だからこそ実践できる支援の可能性を技法ごとに示したい。まず
ヘルピングの「かかわり技法」における援助関係の参入段階では、日本語教師は学生
と関わりを持つ機会が多いので、ラポールを構築しやすい立場にあることが分析から
明らかになった。特に授業内での教師と学生の関係性や、異文化間の理想的教育観の
ズレが影響し、ラポール構築に困難を生み出す可能性があることが意識されれば、学
生を援助関係に参入させることができると考えられる。次に、「応答技法」の段階で
は、日本語教師は自分の経験を言語化できない学生に対して、学生の言語化を支援し
ながらコミュニケーションを継続することにより、日本語支援とキャリア支援の機会
を与えられる可能性があることが明らかになった。日本語教師が自身の特徴を生か
し、どんな形のコミュニケーションであってもそれを絶やさない持続力を意識するこ
とができれば、学生はさらに深い自己探索を進めることが可能であると考えられる。
最後に、「意識化技法」や「手ほどき技法」の段階では、日本語学校においては、教
職員、学生双方に在籍期間による時間制限という困難点があることが分析から明らか
になった。また、進学に関係ないと学生が判断した学習内容への無関心を誘発する可
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能性も示唆されている。しかし、学校全体でキャリア教育の位置づけを決定するこ
とや、専門人材の登用だけでなく、全教職員がキャリア・カウンセリングのスキル習
得をすることで、この問題について解決できる可能性があると考えられる。具体的に
は日本語学校全体のカリキュラムを検討し、日本語教育の中で、ヘルピングの「意
識化技法」や「手ほどき技法」にあたる活動をすることも可能だ。さらに教師側の
時間制限を現状よりも緩和できる可能性がある。一方、今後検討が必要な事項は、ゆ
うこ先生の語りから抽出できなかったことから推測すると、ヘルピングの最終段階の
「フィードバック技法」であると考えられる。フィードバックについて、「ヘルパーが
自己探索を繰り返す場合に最も有効なのは、フィードバックをフルに活用することで
ある。フィードバックという情報から、私たちは自分の行動に行き過ぎがなかったか
とか、このまま進めていって良いかどうかとか、あるいは初めに立てたプログラム自
体に修正が必要かどうかといったようなことを検討することが可能となるのである」
（Carkhuf 1987、国分・日本産業カウンセラー協会1992：206）とある。ゆうこ先生の
語りから、時間的制約の中で支援の限界があることが明らかになっており、学校では
全学生に対して、フィードバックを定期的に実施していくことが困難だと考えられる
が、現状では、定期テストや日本語能力試験の点数が有力なフィードバック資料にな
る。フィードバックの際には、点数や、誤答があった文法内容に加え、学習行動や
キャリアについても自己探索する時間を設け、状況に応じた支援を検討していくこと
が、まだ平均的な日本語学校では課題ではないだろうか。最後に、本研究の今後の課
題について、今後はインタビュイーを追加し、補強もしくは修正を図りたいと考えて
いる。

注
1） 分析的枠組みの適用のために、分析途中に「カーカフのヘルピング」や「國分
康孝のコーヒーカップ・モデル」「アレン・アイビイのマイクロカウンセリング」
「平木典子のカウンセリング・プロセス」「渡辺三枝子のカウンセリング・プロセ
ス」を比較検討し、「カーカフのヘルピング」がこの日本語学校の支援実態の分析
に適した理論であることを見出した。

参考文献
安藤りか（2019）『転職の意味の探究―質的研究によるキャリアモデルの構成』北大路
書房

安 （2016）「日本語学校に在籍する中国人留学生の段階的サポートニーズ―フォー
カス・グループ・インタビューから―」『東京大学大学院教育学研究科紀要』56、
109-119.

浦上正則（2010）「キャリア教育の方法と技術」小泉令三（編）『よくわかる生徒指

－ 83 －



導・キャリア教育』ミネルヴァ書房、176-179.
大谷尚（2011）「SCAT–Steps for Coding and Theorization ―明示的手続きで着手しやすく
小規模データに適用可能な質的データ分析手法―」『感性工学』10-3、155-160.

大谷尚（2013）「医療コミュニケーションへのアプローチと質的研究手法の機能と意
義」石崎雅人・野呂幾久子（監修）『これからの医療コミュニケーションへ向け
て』篠原出版新社、32-51.

大谷尚（2016）「質的研究とは何か―実践者に求められるその本質的で包括的な理解の
ために―」『学校健康相談研究』日本学校健康相談学会、2-13.

大谷尚（2019）『質的研究の考え方』名古屋大学出版会
加賀美常美代（2019）『異文化間葛藤と教育価値観―日本人教師と留学生の葛藤解決に
向けた社会心理学的研究―』明石書店

倉地暁美（1996）「大学におけるカウンセリングと教育の融合―大学教員と外国人留学
生との関わり―」『広島大学大学教育研究センター大学論集』26、131-148.

國府康孝（1991）『カウンセラーのための6章カウンセリングマインドの展開』誠信書
房

佐藤正則（2016）「語り手の「声」と教育実践を媒介する私の応答責任―日本語教育の
実践者がライフストーリーを研究することの意味―」『リテラシーズ叢書5日本語
教育学としてのライフストーリー―語りを聞き、書くということ―』くろしお出
版、220-245.

泉水康子（2013）「支持的教室風土をめざして―ラポール構築のための教室環境整備
―」『早稲田日本語教育実践研究』第1号、65-73.

丁思琦・松田英子（2019）「日本語学校における中国人留学生と異文化適応」『東洋大
学大学院紀要』55、1-8.

寅丸真澄・江森悦子・佐藤正則・重信三和子・松本明香・家根橋伸子（2018）「留学
生のキャリア意識とキャリア支援の「ずれ」を考える―日本語学校・短大・大学
（首都圏・地方）の留学生の語りから―」『言語文化教育研究』16（0）、240-248.

寅丸真澄・中山由佳・齊藤眞美（2019）「留学生のキャリア意識調査報告―日本語学習
者のキャリア支援に向けて―」『早稲田日本語教育実践研究』7、23-30.

村越彩（2012）「日本語学校に通う学生が活用している進路サポート源と理想とする教
師」『人文科学研究』8、133-145.

渡辺三枝子（編）（2008）『新版キャリアの心理学―キャリア支援への発達的アプロー
チ―』ナカニシヤ出版

Carkhuff, R.R. (1987) The art of helping VI –6th ed. –Human Resource Development Press. （国
分康孝（監修）・（社）日本産業カウンセラー協会（訳）（1992）『ヘルピングの心
理学』講談社）

一般財団法人日本語教育振興協会令和元年度日本語教育機関実態調査（2020）

－ 84 －



〈https://www.nisshinkyo.org/article/pdf/overview05.pdf#search〉（2020年4月20日　ア
クセス）

独立行政法人日本学生支援機構平成30年外国人留学生在籍状況調査結果（2019）
〈https://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_e/2018/index.html〉（2020年7月2
日　アクセス）

独立行政法人日本学生支援機構平成29年度私費外国人留学生生活実態調査（2019）
〈https://www.jasso.go.jp/about/statistics/ryuj_chosa/h29.html〉（2020年7月25日　アク
セス）

文部科学省今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申）（2004）
〈https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2011/02/01/ 
1301878_1_1.pdf〉（2020年7月25日　アクセス）

文部科学省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―児童生徒一
人一人の勤労観，職業観を育てるために―（2004）
〈https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/023/toushin/04012801.htm〉（2020
年7月25日　アクセス）

文部科学省高等教育キャリア教育の手引き（2011）
〈https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/1312816.htm〉（2020年7月5日　アクセ
ス）

－ 85 －


