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 学会設立以来，第 30 回の記念すべき大会を関西学院大学でお引き受けする

こととなりました。本学は六甲山地東端にある甲山の麓に立地し，木々の間に

ヴォーリズ建築が点在するキャンパスです。こうした環境にて皆様をお迎えで

きることを楽しみにしておりました。しかしながら感染症との戦いはいまだ見

通しがきかないため，万全を期して 3 年連続でのオンライン開催とさせていた

だくことになりました。運営にあたっては，前回大会準備委員長の田中先生か

ら丁寧な引継ぎをいただき，また学会事務局の三好先生からも細やかなご助言

をいただきました。ここに両先生をはじめ，関係の先生方に改めて感謝申し上

げます。 

 今大会では，開催校・青年心理学会員という枠を超え，関西地区の発達心理

学の研究者が大会準備委員として集い，青年心理学会らしい密度の濃い議論や

交流ができるよう工夫し準備に取り組んでまいりました。その一つとして，第

30 回記念企画シンポジウム「多様化する社会で青年心理学はいかに進歩して

いくか」では，近接領域の気鋭の研究者をお招きし，多様な視点から青年心理

学研究のさらなる可能性について語り合う機会を得ることができました。感染

症は，青年たちの暮らしや行動様式を変え，社会構造を揺るがし，青年期のあ

りように多くの影響を与えています。今回の記念シンポジウムでは，本学会 30

年の歴史をふまえつつ，多様化する社会のなかで生きる青年のための研究が議

論される予定です。これからの青年心理学研究に必要な視座が提示されること

を祈念しております。 

 また大変ありがたいことに，今大会では 21 件もの研究発表にくわえ，上記

準備委員会企画シンポジウムを含め各種委員会企画シンポジウムが 3 件，自主

シンポジウムが 2 件の計 5 件，さらに名誉会員の記念講演も 2 件と，30 回目

という節目にふさわしい大変充実したプログラムとなりました。そして，居住

地，所属先の業務，育児や介護役割，健康状態など，学会員のもつ多様性にお

応えする大会として，オンデマンド配信併用や意見交換フォームの活用などを

準備いたしました。オンラインならではの利便性と同時に熱量の高さを皆様と

ともに共有し，パンデミック以前のような対面での交流に勝るとも劣らぬ大会

にできればと願っています。 

 

大会準備委員長 藤井 恭子（関西学院大学） 
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参加者へのお知らせとお願い 

 

 

すべての参加者の方へ 

 

1. 今回の大会はすべて Zoomを用いたライブで行います。 

2. 各企画への参加（ミーティングルームへの入室）は，開始 5分前からを目処に

お願いいたします。 

3. 接続後（ミーティングルームへの入室後）に，お名前の表示を氏名とご所属に

変更してください（方法は「Zoom資料）」をご覧ください）。 

  例… 青年花子（例示大学） 

4. 各企画は，発表者・司会者，登壇者等によって進行されます。ただし，状況に

よっては大会委員が介入することがあります。 

5. 発表者の事情により発表が取り消しになるといったことがあっても，当初設定

された時間帯が変更されることはありません。 

6. 大会期間中は，大会本部兼ディスカッションルーム（ブレイクアウトの小部屋）

を準備していますので，ご活用ください。 

 

7. 原則，全ての企画について，当日録画した内容を期間限定で視聴いただくよう

準備しています。各企画では準備委員会の方でレコーディングを行いますので，

予めご了承ください。 

8. 各企画に対して，発表時以外にも，質問やコメントができるよう Formsでの意

見交換フォームを準備しています。 

9. 準備委員会にて，配布資料（pdf）を共有するためのDropboxを用意いたしま

す。 

10. Zoom の接続情報，Dropbox へのアクセス情報，オンデマンド配信の視聴情

報，意見交換フォームへの接続情報は，参加申込をされた方のみに，12月 7日

から 9日までの間にご連絡いたします。 
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研究発表者・司会者の方へ 

 

1. 発表は，【発表論文集への掲載】，【発表】，【質疑への応答】の 3つの条件

を満たすことによって，公式の発表と認められます。 

2. 発表と質疑応答に 45分（ロングセッションは 60分）の時間が与えられていま

す。発表者と司会者で，「発表」と「質疑応答」の時間配分，「質疑応答」の

方法などを，事前に打ち合わせしておいてください。標準的な配分は，「発表

25分・質疑 20分」または「発表 30分・質疑 15分」です。 

3. 開始，終了時間を厳守してください。 

4. 研究発表者，司会者の方は，原則としてビデオをオンにして進行してください。 

5. 企画時間中は，お名前の表示に役割を加えてください。 

  例… 発表者：青年花子（例示大学） など 

6. 画面共有，チャット機能をご利用できますのでご活用ください。 

7. レコーディング，ブレイクアウトルームのご利用はお避けください。 

 

 

シンポジウム企画者，登壇者の方へ 

 

1. 開始，終了時間を厳守してください。 

2. シンポジウム登壇者の方は，原則としてビデオをオンとして進行してください。 

3. 企画時間中は，お名前の表示に役割を加えてください。 

  例… 話題提供：青年花子（例示大学） など 

4. 画面共有，チャット機能をご利用できますのでご活用ください。 

5. レコーディング，ブレイクアウトルームのご利用はお避けください。 
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プログラム 

 

1日目  12月 10日（土） 午前 

 

研究発表 1 

9:00 

 

 

 

 

 

 

9:45 

大学生における性役割パ

ーソナリティが抑うつに

及ぼす影響―知覚された

サポートに焦点を当てて

― 

発表者：鎌田真実・入江智

也 

座長：小平英志 

成年年齢引き下げと青年

心理学の課題 

 

 

 

発表者：白井利明 

座長：日野林俊彦 

就職活動の自己分析にお

ける「本当の自分」の表出 

 

 

 

発表者：唐川真歩 

座長：下村英雄 

青年期のアイデンティテ

ィ発達と親に対する感謝

との関係 

 

 

発表者：池田幸恭 

座長：後藤宗理 

 

研究発表 2 

9:55 

 

 

 

 

 

10:40 

(10:55) 

非緩和共同性とジェンダ

ー・システム正当化の関

連におけるジェンダー・

ステレオタイプの媒介効

果の検討 

発表者：萩原千晶・小塩真

司 

座長：小平英志 

ネガティブ思考の低減と

ポジティブ思考の増加が

身体不満足感と感情に及

ぼす影響 

 

発表者：高橋恵理子・高橋

拓己・桂川泰典 

座長：日野林俊彦 

キャリアにかかわる不安

に関する探索的検討 

 

 

 

発表者：浦上昌則 

座長：下村英雄 

9:55-10:55（60分） 

16～22 歳の若年労働者

における時間的展望とア

イデンティティ 

 

発表者：都筑 学 

座長：後藤宗理 

 

研究委員会シンポジウム（日本健康心理学会との合同企画） 

11:00 

 

 

12:30 

青年期の問題行動への介入を考える－健康心理学と青年心理学の観点から－ 

司会者： 大久保智生 

話題提供者：境 泉洋・山蔦圭輔・加藤弘通 

指定討論者： 三好昭子 

 

 

1日目  12月 10日（土） 午後 

 

大会準備委員会第 30 回記念企画シンポジウム 

13:20 

 

 

15:30 

多様化する社会で青年心理学はいかに進歩していくか 

司会者： 藤井恭子 

話題提供者： 大谷宗啓・長谷川真里・鈴木謙介 

全体討論者： 大野 久 
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名誉会員ご挨拶 

15:40 

16:10 

名誉会員のご紹介・ご挨拶をいただきます。同時間帯より，予め録画した記念講

演の動画を視聴することができます。ぜひ，ご参加下さい。 

 人の幸福な生き方 

 

 名誉会員：高木秀明 

青年心理学会で得たもの－研究者との

出会い－ 

 名誉会員：二宮克美 

 

総会 

16:20 

17:20 

総会 

 

懇親会（情報交換会） 

17:30 

19:00 

懇親会（情報交換会） 

 

 

2日目  12月 11日（日） 午前 

 

国際交流委員会シンポジウム 

9:00 

 

 

11:00 

英語論文への向き合い方 

司会者： 髙坂康雅 

話題提供者：繁田京之輔・石井悠紀子・飯村周平・宅 香菜子 

指定討論者：天谷祐子 

 

研究発表 3 

11:15 

11:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:15 

11:30-12:15 

小中高校生の「ネットを通

した出会い」に関する研究

─メリット認知・リスク認

知と出会い行動の関連及

び計量テキスト分析によ

るトラブル経験・トラブル

回避行動の分類─ 

発表者：佐藤奈月・唐川真

歩・常本萌々花・加藤弘通 

座長：日潟淳子 

11:15-12:15（60分） 

アイデンティティ概念の

詳細検討 

 

 

 

 

 

発表者：大野 久 

座長：佐藤有耕 

11:30-12:15 

大学生における自己の可

変性信念が後の適応状態

に与える影響 

 

 

 

 

発表者：笠原千秋・平野真

理 

座長：小沢一仁 

11:30-12:15 

スマートフォンを利用し

たリアルタイムのセルフ・

コンパッション介入 

 

 

 

 

発表者：千島雄太 

座長：吉村 斉 
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2日目  12月 11日（日） 午後 

 

研究発表 4 

13:15 

 

 

 

 

 

 

14:00 

現代青年のいじり関係志

向を規定する要因の検討 

―ひとりでいることへの

不安および役割への適性

感覚との関連― 

発表者：小鳥萌子 

座長：吉田加代子 

大学生における「黒歴

史」経験からの立ち直り

過程 

 

 

発表者：鴨田祐汰 

座長：下坂 剛 

ロールモデル提示による

キャリア探索への影響 

 

 

 

発表者：清野峻吾・遊橋裕

泰 

座長：坂井敬子 

両親の離婚によって子ど

もが経験する見捨てられ

不安―両親の離婚を見捨

てられ経験として捉える

要因について― 

発表者：三宅 涼 

座長：吉岡和子 

 

研究発表 5 

14:10 

 

 

 

 

 

 

14:55 

大学生の親しい友人に対

する援助要請—自己開示の

適切性と援助不安，評価懸

念の関連に着目して— 

 

発表者：増岡もも子・髙野

恵代・夫馬綾子 

座長：吉田加代子 

漸成発達理論における否

定的感覚(基本的不信など)

の必要性：アガサ・クリ

スティーの伝記資料の分

析から 

発表者：赤木真弓 

座長：下坂 剛 

学外での他者との交流と

ロールモデルの獲得の関

連の検討 

 

 

発表者：溝口侑・酒井淳平・

河井亨 

座長：坂井敬子 

高校生におけるスクール

カーストと学校適応感と

の関連における縦断的検

討 

 

発表者：髙坂康雅 

座長：吉岡和子 

 

自主シンポジウム 研究発表 6 

15:15 

 

 

 

 

 

 

16:45 

発達障がい者のきょうだいにおける

青年期きょうだい葛藤 

 

企画代表者・指定討論者：飯島博之 

司会者・指定討論者：吉田梨乃 

基調報告者：丹生栞里 

話題提供者：藤木和子 

指定討論者：斎藤富由起 

学部授業（講義科目）における伝記分

析の展開：授業時間内の取り組みと

時間外学習 

企画代表者・司会者・話題提供者：三

好昭子 

話題提供者：大野 久・茂垣まどか・

赤木真弓 

指定討論者：山田剛史 

15:15 

 

 

 

16:15 

居場所 -アイデンティテ

ィ・グラムによるアイデ

ンティティ危機の様相 

発表者：小沢一仁 

座長：平石賢二 
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人の幸福な生き方 

高木 秀明 

（横浜国立大学 名誉教授） 

 

Happy way of a person’s life 

Hideaki Takagi 

(Professor Emeritus of Yokohama National University) 

 

１ 人の幸福な生き方とは 

幸福については古くからいろいろな言説があるが，広辞苑第六版（新村出, 2008）では「心

が満ち足りていること。そのさま。しあわせ。」とされている。 

大漢語林（鎌田正・米山寅太郎, 1992）では，幸福の『幸（象形文字）』については，そ

の解字（漢字のなりたちの説明）として「手かせの象形。さいわいにも手かせを免れて，

しあわせの意味を表す。」等とあり，字義として「①さいわい。さち。しあわせ。幸福。運

がよくて凶運をのがれること。また，思いがけないしあわせ。」等とある。幸福の『福（形

声文字）』については，その解字として「音符の畐（ひょく）は，神にささげる酒のたるの

象形。神に酒をささげ，酒だるのように豊かに満ち足りてしあわせになることを祈るさま

から，さいわいの意味を表す。」等とあり，字義として「①さいわい。幸せ。③天のたす

け。神から授かる助け。④ひもろぎ。祭りのとき神に供える酒肉。祭りが終われば皆に分

け与えられる。」等とある。なお，ひもろぎ（神籬）には，「神霊が寄りつくもの」という

意味の他に，「神に供える肉・米・餅など」という意味がある。 

 ここでは，以上の広辞苑と大漢語林の記述を参考にして，幸福を「悪いことがあまりな

かったり，良いことがあったりして，心が満ち足りていること」とし，ある個人にとって

の幸福を「その人にとって嫌なことがあまりなかったり，嬉しいことがあったりして，心

が満ち足りていること」とする。そして，そのように幸福な状態の中で生きていたり，生

活したりしていることを，その人が幸福な生き方をしているとする。 

 

２ 人の幸福な生き方の要因 

 人の幸福な生き方には，身体的要因，心理的要因，社会的要因，環境的要因といった要

因が関係している。それらの要因が満足いくものかどうか，そして心が満ち足りているか

どうかが人の幸福な生き方に関わる。 

しかし，各要因の状態や状況，内容が満足のいくものかどうか，心が満ち足りているか

どうかの感じ方は人によって異なるので，各要因の状態や状況，内容が同じでも，幸福の

感じ方は人によって異なること，また，同一人物においても，各要因の状態や状況，内容

が同じでも，時と場合の違いや成長による変化，慣れや経験による変化，学習による変化

などによって，幸福の感じ方には違いが生じることがあることは忘れてはならない。 

 身体的要因としては，まず，身体構造，感覚機能，運動機能，神経機能，体温調節機能，

呼吸機能，血液・循環機能，代謝機能，消化・吸収機能，内分泌機能，腎臓・排泄機能，体

液機能，免疫機能などの身体の構造や機能が挙げられる。これらに障害がなく，うまく機
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能してホメオスタシスが保たれているかどうかが，人の幸福な生き方に関わる。次に，身

体能力や運動能力が挙げられる。これらの能力に支障がないか，どの程度のレベルの能力

があるかどうかが，人の幸福な生き方に関わる。さらに，身体の感受性・敏感性，柔軟性，

強さ・頑健さも，人の幸福な生き方に関わる。 

心理的要因としては，理性，知性，感情，欲求，意志・意欲，行動力，価値観，人生観，

夢・目標，性格，趣味・嗜好などがある。理性がどのくらい働くか，合理的思考や判断が

できるかどうか，知的能力がどれくらい高いか，感情が安定しているかどうか，感情をコ

ントロールする力がどれくらいあるか，どのような欲求をどれくらい強く持っているか，

欲求が健全であるかどうか，欲求をコントロールする力がどれくらいあるか，重要な課題

や問題に取り組む意志・意欲がどれくらい強いか，努力を継続する強い意志・意欲や気力，

行動力，習慣を持っているかどうか，どのような価値観や人生観を持っているか，夢や目

標を持っているかどうか，夢や目標にどれくらい自我関与しているか，夢や目標に向かっ

て進む努力や生活を続けているかどうか，どのような性格を持っているか，内向的性格か

外向的性格か，勤勉性がどの程度あるか，誠実性がどの程度あるか，どのような優越感や

劣等感を持っているか，自信や自尊感情がどの程度あるか，自我やアイデンティティの状

態はどうであるか，どのような趣味を持っているか，その趣味にどれくらい自我関与して

いるか，どのような嗜好があるか，それはどれくらい強いものか，などが人の幸福な生き

方に関わる。 

社会的要因としては，家庭，学校，職場，所属グループ・サークル・団体，近隣，地域，

市町村，都道府県，国家，外国，世界，家族，親戚，友だち，親友，恋人，級友，先輩・後

輩，先生，上司・同僚・部下，仲間，近隣や地域の人々，つきあいや関わりのある人々など

がある。家族は子どもの生活や成長に最も大きな影響を及ぼし，結婚後の家族と共に，人

の幸福な生き方に強く関わる要因である。学校，職場，所属グループ・サークル・団体，

友だち，親友，恋人，級友，先生，上司・同僚・部下，仲間も，人の幸福な生き方に関わる

可能性のある要因である。第二次世界大戦やウクライナ戦争のように，外国や外国の人々

が人の幸福な生き方に関わることもある。 

 環境的要因には物理化学的環境，生物的環境，社会的環境，文化的環境がある。物理化

学的環境には空気，光，水，音，熱，放射線，土地，ガス，蒸気，粉塵，溶剤，金属などが

ある。生物的環境にはウィルス，細菌，寄生虫などがある。社会的環境は上記の社会的要

因と重なる。文化的環境には衣食住，言語，宗教，風習，社会的組織などがある。地震や

台風による災害，福島第一原子力発電所事故による災害，新型コロナウイルス感染症の拡

大による死者や感染症者の増加に見られるように，これらの環境要因も人の幸福な生き方

に関わる。 

 以上，多くの要因を挙げたが，その人にとって重要で価値があるものごとは何であるか

が問題である。特に，強く自我関与している夢や目標を持っている場合には，それが実現

するかどうか，それに向かって進む努力や生活を実際に続けているかどうかが，その人の

幸福な生き方に関わる。夢や目標を持っていない場合には，強い欲求の有無が問題となる。

強い欲求を持っているならば，その欲求が満たされるか否かが，その人の幸福な生き方に

関わる。また，強く自我関与している趣味を持っている場合には，その趣味を十分に追求

することができているかどうかが，その人の幸福な生き方に関わる。
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青年心理学会で得たもの 

－研究者との出会い－ 

二宮 克美 

（愛知学院大学総合政策学部） 

 

        What I got in the Japan Society of Youth and Adolescent Psychology 

-Encounter the researchers- 

Katsumi NINOMIYA 

(Department of Policy Studies, Aichi Gakuin University ) 

 

 私が青年心理学会にかかわったのは，大学院生の頃（1974 年頃）でした。1980 年（昭和

55 年）4 月に，正式に青年心理学研究会に加入が認められたことになっています。大学院

博士後期課程を満期退学し，名古屋大学教育学部助手に採用された時期です。以来，40 年

以上の年月が経ちました。青年心理学会が 1993 年（平成 5 年）に学会組織となってから約

20 年間常任理事や理事を務めました。学会設立の前後に事務局という立場で，2 度かかわ

りました。こうした学会との長い関わりが認められて，名誉会員にしていただいたと思っ

ています。名誉会員記念講演ということで，どんなお話しをしたら良いか考えました。題

目に掲げたように，青年心理学会で得たものは何かと考えた時，いろんな先生方（研究者）

との出会いであったと思います。 

日本青年心理学会の会則第 3 条「本会は，青年期および青年心理学に関連した領域の研

究，実践の発展に貢献し，あわせて会員相互の研究・交流を図ることを目的とする。」と

あります。私自身が，青年心理学会で得たものは，まさに研究者との出会いと交流でした。 

本学会の良さは，「研究発表をじっくりと聞き，ともに考え，今後の発展の基礎となる

討論をする」という伝統です。発表と討論に 1 時間近くかけて，その研究テーマについて

議論を深めていくのです。そこでいろんな研究者と知り合い，ことばを交わし，懇親を深

めました。学会に関連するいくつかの書物を通して，私の研究者との出会いを書きます。 

その前に，青年心理学会の前史として，書き残しておくと良いことがあります。青年心

理研究懇談会の時代の「現代青年の人格形成」（依田新編）（1968 年 6 月）の出版です。

教科書としての「青年心理学」ではなく，研究書として出された嚆矢と言えるでしょう。

その後，青年心理学研究会（編）代表依田新（編）で，青年心理研究Ⅰ「わが国における青

年心理学の発展」（1973 年 8 月）の出版があります。「あとがき」を藤原喜悦先生が書か

れてみえますが，それによれば，「懇談（話）会を発展的に解消し，青年心理学研究会を

結成した」とのことです。そして，第 1 回研究発表会が 1970 年 7 月に東京学芸大学で，第

2 回が 1970 年 12 月に名古屋大学で開催されたということで，1970 年が青年心理学研究会

の出発点のようです。続いて，青年心理研究Ⅱ「現代青年の生態」（1975 年 9 月）が金子

書房から刊行されました。これも依田新（編）となっています。 

1977 年～1991 年の 14 年間，金子書房から「青年心理」（Youth Problem）という刊行物

が隔月（年 6 号）で出版されていました。第 1 巻「青年の希望」～第 85 巻「カウンセリン

グ最前線」です。その編集者の筆頭も当初は，依田新先生です。 
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1983 年には福村出版から「現代青年の心理」が出版され，青年心理学研究会代表の依田

新先生が「まえがき」で年報の第 1 冊と記しています。研究会を中心とした出版物の歩み

を振り返ると，青年心理学研究に対する依田新先生の功績は大きいですね。 

ようやく 1987 年に，現在まで続く「青年心理学研究」第 1 号が創刊されました。創刊の

ことばは，「われわれ青年心理学研究会が発足直後から，つまり 4 分の 1 世紀のあいだも

ち続けた願望―機関紙を発行する夢が，やっと果たされようとしています。」と西平直喜

先生が書かれています。まさに待望の機関紙であり，2022 年の現在に至る第 34 巻まで刊

行されています。 

その後の本学会に関連する書物とその編者・執筆者について紹介します。 

①50 年前（1972～1973 年）に出版された「現代青年心理学講座」（全 7 巻全 39 章，金

子書房）です。編者は，依田新・大西誠一郎・齊藤耕二・津留宏・西平直喜・藤原喜悦・宮

川知彰の 7 先生です。講座刊行のことばは依田先生によるものです。「青年は未来である。

われわれの周囲に見るかれらの容姿・服装がいかに異様であり，その言動がいかに奇矯で

あろうとも，かれらには未来がある。……青年との対話を成功させるために，その科学的

準備として青年心理学があると言ってよい。」という書き出しです。執筆者はのべ 41 名で，

教授 16 名，助教授 19 名，講師など 5 名（重複の執筆者 1 名を除く）です。当時としては

若い先生方が多く書かれています。女性は 1 名（柏木惠子先生）だけです。私はそのうち

35 名の先生方と出会い，言葉を交わしました。書かれた章の内容もさることながら，その

人がらに接することが出来たのが良き思い出です。 

②1988 年（昭和 63 年）に刊行された西平直喜・久世敏雄（編）の「青年心理学ハンドブ

ック」は，Ⅰ「青年期研究の新しい視点」，Ⅱ「青年期の諸相」，Ⅲ「青年期のヴァリエー

ション」からなり，全 25 章と青年期のヴァリエーションの 30 項目からなっています。学

会員に限らず，58 名が執筆しています。うち女性は 5 名です。（後藤宗理先生と私は，「は

しがき」に名前が出ていますが，ハンドブックの索引作成の仕事をしていました） 

③久世敏雄・齋藤耕二（監修）福富護・二宮克美・高木秀明・大野久・白井利明（編）

（2000）「青年心理学事典」（福村出版）は，第Ⅰ部「青年理解のための基礎的枠組み」，

第Ⅱ部「青年理解のためのキーワード」，第Ⅲ部「青年の心理・社会的問題」，第Ⅳ部「青

年への援助」，第Ⅴ部「青年心理学と隣接科学」からなり，全 5 部 456 項目，総勢 275 名

（女性 69 名）が執筆しています。 

④2014 年（平成 26 年）刊行の「新・青年心理学ハンドブック」は，企画が日本青年心理

学会です。後藤宗理・二宮克美・高木秀明・大野久・白井利明・平石賢二・佐藤有耕・若松

養亮の 8 名の編集委員が担当しました。Ⅰ部「青年心理学における概念ならびに方法論」，

Ⅱ部「青年発達の諸側面」，Ⅲ部「青年発達の文脈的影響」，Ⅳ部「青年発達の障害と病

理」，Ⅴ部「わが国の青年研究の実際」で構成され，関連するトピックを 67 取り上げてい

ます。執筆者全員が学会員で，116 名（女性 50 名）が執筆しました。 

私は，上述したように学会に関連する大きな書物 3 つにかかわってきました。書かれた

内容はもとより，人となりや研究に対する取り組みに影響を受け，良い思い出になってい

ます。コロナ禍で対面のない状況が続き，研究者との出会いが少なくなっています。今後

は，みなさんも学会で，多くの先生方と出会い，思い出をたくさん作って下さることを願

っています。また，青年心理学会が研究者との交流の場になることを祈念しています。
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多様化する社会で青年心理学はいかに進歩していくか 

 

Progress in research of youth and adolescent psychology in diverse societies 

 

     企 画 者：日本青年心理学会第 30 回大会準備委員会 

          司   会：藤井 恭子（関西学院大学） 

          話題提供者：大谷 宗啓（滋賀大学非常勤講師） 

                長谷川 真里（東北大学） 

                鈴木 謙介（関西学院大学） 

          全体討論者：大野 久（立教大学名誉教授） 

 

 

企画趣旨 

 日本青年心理学会は 1993 年に第 1 回大会（中央大学）が開催されてから，今大会で 30

回目の節目を迎える。この 30 年の間，阪神・淡路大震災，オウム真理教による地下鉄サリ

ン事件，小中高の完全週 5 日制導入，リーマンショック，東日本大震災，新型コロナウイ

ルスの世界的大流行など，青年を取り巻く社会環境は大きく変容してきた。 

 青年心理学研究のパラダイムとして西平（1973）は，生涯発達における青年期の特徴と

しての「青年性」，世代的現象としての「世代性」，個々の人間によってその表現型が異

なる「個別性」を提示している。本シンポジウムでは，この 3 つの各視点での検討と相互

の影響を柱に，青年心理学研究の歩みとこれからを考えてみたい。 

 これまで，青年心理学研究はなにを明らかにしてきたのか，その間に何が変容したのか，

この 30 年間を振り返る。さらに，性，キャリア，学びなど多様性の観点が根差しつつある

昨今の社会において，青年心理学は今後どう進歩していくのか，その発展可能性について，

学際的な視点からも議論したい。 

 

 

青年心理学研究の 149 本―目指してきたこと，積み重ねてきたこと，目指すこと― 

（オンデマンド型事前配信） 

              大谷 宗啓（滋賀大学非常勤講師） 

 1993 年の第 1 回大会では，「青年心理学は意味ある研究をしているのか」をテーマとし

たシンポジウムが開かれ，諸分野のシンポジストが，「青年心理学の研究成果の有効性」，

「研究の不足点」，「今後の研究に期待する点」を報告している。1998 年の第 5 回大会で

は，「青年心理学研究のこれまでとこれから」をテーマとしたシンポジウムが開かれ，青

年心理学に足りないものは何か，諸分野からの厳しい提言を受けている。このように記録

を辿ると，1963 年の青年心理懇話会発足以来，本学会では，青年心理学とは何か，何を使

命としていくのかが，繰り返し問い直されてきたことが窺える。 

 本話題提供では，青年心理学のこれまでとこれからを論じるための資料として，1987 年

に創刊された機関誌「青年心理学研究」に掲載された原著論文 128 本，資料論文 21 本，計
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149 本を，研究協力者，研究法，データ収集等の観点から分類してその特徴を探り，これま

でに指摘されてきた本学会の特徴・課題と照らし合わせる。なお，本話題提供は新たな試

みとして，大会当日の口頭報告に代え，オンデマンド型で事前配信する。予めご視聴の上，

シンポジウム会場にご参集いただけると幸いである。 

事前配信動画（18 分間） ⇒  Dropbox 

ハンドアウト PDF  ⇒  Dropbox 

 

 

道徳性発達研究における青年期 

                長谷川 真里（東北大学） 

 人間の発達の過程で道徳性はどのように生まれ，変化するのか。道徳性発達研究は，社

会科学や人文科学における最重要テーマの一つであるとともに，最も検証困難な領域とい

われてきた。教育現場のみならず，国内外の政治的状況においても，道徳に関わる喫緊の

課題が山積している。現在の道徳性発達研究の中心はその起源にある。1 つの可能性は，

道徳は何年にもわたる社会化を通して主体が能動的に構築していくというものである。も

う一つは“Moral core”という核となる知識を想定する立場である。 

 前者を支持する理論はコールバーグにまで遡ることができる。コールバーグ理論の中心

が青年であった理由は，道徳推論こそが道徳性の要であるという定義の問題に絡む。その

際の到達点は，身近な対人関係を超える志向性を有することである。その一方，青年期は

研究者にとって解釈が難しい時期でもあった。異質な他者に対する不寛容な態度や向社会

的行動が減少する「バウンスバック現象」など，青年の「不道徳」な反応は発達的な後退

のようにみえる。 

 道徳性の起源のもう一つの可能性は，人間の知識の核となるシステムには，社会化と学

習に完全には依存しない，道徳に関わる行動を理解し評価する原始的な能力が含まれてい

るというものである。0 歳代の赤ちゃんが援助者を好み，公平についての原初的な理解が

あるなど，刺激的な研究知見が積み重ねられ，生得性の想定はメタ分析によっても補強さ

れる。 

 現在は「氏か育ちか」の二分法をこえて議論が進んでいる。道徳性の発達の基盤がすで

に乳児の頃から備わっていることを否定することは難しいが，幼い時期に道徳性が完成す

ると考えられているわけではない。現在国内外で噴出する課題とも関わる，複数の価値観

が含まれる道徳的ジレンマは，青年期にこそ取り組むべき問題である。青年期の道徳性は

乳児の持つ直観的な「良さ」のセンスと関係するのか，連続性はあるのか。二分法を超え

るためには，道徳性とは直接関係しない心理的な要素（例えば自我やパーソナリティ，社

会的知識），文脈の中での意味の変容への考慮が必要かもしれない。あるいは，進化の過

程で矛盾する道徳的要素が発達してきた経緯から，人間の中に複数の水準の道徳性が併存

し，その出現時期にずれがあると考えていくことも有益であるかもしれない。 

 本発表では，道徳性がどこまで生得的な要素を持つのかという問いに対して，青年期の

研究が鍵となること，乳児期の能力と青年期の発達をつなぐ理論化のためには進化的な観

点も必要となることを提案し，青年期の道徳性発達研究のさらなる発展を期待したい。 

 

https://www.dropbox.com/s/kgnu8dl2f4imt63/%E7%AC%AC30%E5%9B%9E%E8%A8%98%E5%BF%B5%E4%BC%81%E7%94%BB%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%83%A0%E8%A9%B1%E9%A1%8C%E6%8F%90%E4%BE%9B1.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vys6vddslrp5ga1/%E7%AC%AC30%E5%9B%9E%E8%A8%98%E5%BF%B5%E4%BC%81%E7%94%BB%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%83%A0%E8%A9%B1%E9%A1%8C%E6%8F%90%E4%BE%9B1_%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88.pdf?dl=0
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社会学における「若者研究」の系譜 

                鈴木 謙介（関西学院大学） 

 社会学における若者研究の展開 社会学における若者研究は，1970 年代頃から盛んに

なったとされる。他の青年研究がそうであるように，1960 年代の先進各国における若者

反乱の流れを受けて，社会学でも「若者」が研究対象となったのだ。 

 ただしここで注意する必要があるのは，この「若者」というカテゴリーが，「青年」の

ような年齢や発達段階によって区切られるものではなく，カウンターカルチャーを体現す

る文化的な存在として扱われていたことだ。とはいうものの，カウンターカルチャーの持

つ「異議申し立て」の宛先として想定されていたのは大人たちであり，この段階において

若者研究も，E. エリクソンのアイデンティティ論を下敷きに，若者が「大人になる」こ

とは暗黙の前提とされていたのである。 

 1980 年代には，消費社会化やサブカルチャー，マルチメディアの発達と普及を受け，

若者は大人社会に対抗する存在ではなく，独自の文化や行動様式をもつ存在として扱われ

るようになる。そして 1990 年代に入ると，若者は様々な社会問題と結び付けられ，その

原因，あるいは結果として論じられるようになる。 

 社会学における若者研究の領域 こうした多様な展開を経た社会学における若者研究

は，他の様々な研究領域と結びついている。もっとも歴史が古いのはアイデンティティや

対人関係に関する領域だが，この分野でも近年の社会変動を受けていまだ活発に研究が行

われている。その他にもメディアの利用や消費行動をめぐる研究，あるいは教育や労働と

いった社会へのトランジションにかかわる研究，そして，文化や社会意識の現れを若者に

見るような研究など，若者研究と一口に言っても，領域も研究手法も多様であるのが実情

だ。 

 ただ，そうした多様な領域の間を貫く関心があるとすれば，それは，若者を独立した研

究対象として扱うのではなく，他の社会的な条件との関わりの中で分析しようとするこ

と，そして，若者から大人への移行を前提とせず，そこに社会の変化すらも読み込もうと

することであろう。 

 若者研究の今後の展望 社会が変化することによって若者のあり方が変化するのであれ

ば，近年の様々な社会・価値観の変化が若者研究に与えるインパクトもまた大きなものと

なる。今後の若者研究において求められるのは，そうした社会変動の兆候としての若者の

姿を，学術的に洗練された手法で明らかにしていくことだろう。とりわけ，産業社会・大

衆社会の一部として，一枚岩の存在のように扱われていた「若者」は，ポスト産業社会化

が進む現在，どのような領域であっても根本的な見直しを迫られることになるであろう。 

 参考文献  

浅野智彦 (編) (2006). 検証・若者の変貌――失われた 10 年の後に――  勁草書房 

羽渕一代 (編) (2008). どこか〈問題化〉される若者たち  恒星社厚生閣 

川崎賢一・浅野智彦 (編著) (2016). 〈若者〉の溶解  勁草書房 

小谷 敏 (編) (1993). 若者論を読む  世界思想社 
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日本青年心理学会の沿革 

1963 年 青年心理懇話会発足 

1968 年 青年心理学研究会に改称 

1987 年 機関誌「青年心理学研究」創刊 

1993 年 日本青年心理学会発足 

2011 年 機関誌「青年心理学研究」年 2 号化 

 

これまでの大会開催校 

大会（開催年） 開催校（大会委員長） 

第 1 回（1993 年 11 月 27 - 28 日） 中央大学（久世敏雄） 

第 2 回（1994 年 11 月 19 - 20 日） 神戸大学（関峋一） 

第 3 回（1995 年 11 月 4 - 5 日） 愛知学院大学（久世敏雄） 

第 4 回（1996 年 11 月 16 - 17 日） 創価大学（西平直喜） 

第 5 回（1997 年 11 月 8 - 9 日） 名古屋大学（速水敏彦） 

第 6 回（1998 年 11 月 7 - 8 日） 関西大学（山下栄一） 

第 7 回（1999 年 10 月 10 - 11 日）  立教大学（大野久） 

第 8 回（2000 年 10 月 8 - 9 日） 大阪教育大学（秋葉英則） 

第 9 回（2001 年 10 月 7 - 8 日） 白百合女子大学（齋藤耕二） 

第 10 回（2002 年 10 月 26 - 27 日） 名古屋市立大学（後藤宗理） 

第 11 回（2003 年 10 月 25 - 26） 大阪大学（日野林俊彦） 

第 12 回（2004 年 10 月 30 - 31 日） 九州大学（高橋靖恵） 

第 13 回（2005 年 10 月 29 - 30 日） 静岡大学（原田唯司） 

第 14 回（2006 年 9 月 30 日 - 10 月 1 日） 愛知学院大学（二宮克美） 

第 15 回（2007 年 11 月 10 - 11 日） 広島大学（岡本祐子） 

第 16 回（2008 年 11 月 8 - 9 日） 横浜国立大学（高木秀明） 

第 17 回（2009 年 11 月 22 - 23 日） 兵庫教育大学（浅川潔司） 

第 18 回（2010 年 11 月 27 - 28 日） 至学館大学（浅野敬子） 

第 19 回（2011 年 11 月 26 - 27 日） 文京学院大学（伊藤裕子） 

第 20 回（2012 年 11 月 10 - 11 日） 武庫川女子大学（佐方哲彦） 

第 21 回（2013 年 11 月 16 - 17 日） 福島大学（五十嵐敦） 

第 22 回（2014 年 11 月 1 - 2 日）  名古屋大学（平石賢二） 

第 23 回（2015 年 11 月 14 - 15 日） 立教大学（大野久） 

第 24 回（2016 年 11 月 26 - 27 日） 滋賀大学（若松養亮） 

第 25 回（2017 年 11 月 25 - 26 日） 岐阜聖徳学園大学（高村和代） 

第 26 回（2018 年 10 月 27 - 28 日） 京都大学（溝上慎一） 

第 27 回（2019 年 12 月 21 - 22 日） 東京工芸大学（小沢一仁） 

第 28 回（2020 年 12 月 5 - 6 日） Zoom によるオンライン開催（南山大学） 

（浦上昌則） 

第 29 回（2021 年 10 月 23-24 日） Zoom によるオンライン開催（東京女子大学）

（田中健夫） 

第 30 回（2022 年 12 月 10-11 日） Zoom によるオンライン開催（関西学院大学）

（藤井恭子） 
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青年期の問題行動への介入を考える 

－健康心理学と青年心理学の観点から－ 

Considering Problem Behaviors in Adolescents 

 

     企 画 者：日本青年心理学会研究委員会 

日本健康心理学会研究推進委員会 

          話題提供者：境 泉洋  （宮崎大学） 

                山蔦 圭輔 （神奈川大学） 

                加藤 弘通 （北海道大学） 

          指定討論者：三好 昭子 （日本女子体育大学） 

          司 会 者：大久保 智生（香川大学） 

 

企画趣旨 

 本シンポジウムは，青年心理学会と健康心理学会の合同企画である。今回，両学会にお

いて重要なテーマである青年期の適応・不適応について取り上げ，11 月の健康心理学会と

12月の青年心理学会で両学会合同シンポジウムを開催することとなった。青年心理学では，

青年期の適応・不適応に関する多くの研究知見が積み上げられているが，具体的な青年期

の問題行動への介入については議論されることが少ないといえる。今回，健康心理学会と

の合同企画ということで，青年期の具体的な問題行動への介入について研究を行っている

両学会の会員から話題提供を行ってもらい，具体的な問題行動への介入という視点から青

年期の適応・不適応について議論していきたい。 

  

青年期とひきこもり 

境 泉洋（宮崎大学） 

 ひきこもり状態にある人は，15 歳から 64 歳までで 115 万人に上ると推計されている。

18 歳までにひきこもり状態が初発している事例は半数近くに上っており，青年期とひきこ

もりの関係は深い。その一方で，近年，高年齢化が顕著になっており，8050 世帯における

ひきこもり支援が喫緊の課題となっている。青年期に始まったひきこもりが長期化し，親

亡き後を懸念する年代にまで遷延化している事例も多く存在する。ひきこもりはあらゆる

世代で生じる課題となっている。 

 遷延化の背景には，ひきこもりを生活スタイルではなく臨床課題と捉える誤解がある。

支援の基本は，ひきこもること自体は問題視しないことである。問題視することによって，

周囲とひきこもり本人の関係が悪化していき，ひきこもり状態に伴う臨床的問題を生じさ

せてしまう。そのため，支援においては家族をはじめとした周囲の理解が重要になる。ひ

きこもり本人への支援だけではなく，環境への働きかけが必須である。 

 話題提供においては，ひきこもり支援の理念と共に，それを実現するための具体的な支

援手法について紹介する。具体的には，認知行動療法に基づく家族支援，本人支援を取り

上げる。そのうえで，地域づくりの取り組みについても実践事例を紹介する。 
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摂食障害の心理学的理解：有効な予防と支援とは 

山蔦 圭輔（神奈川大学） 

 摂食障害は思春期・青年期を中心に蔓延する精神疾患であり，その行動的特徴として可

食や自己誘発性嘔吐などといった食行動の問題（以下，食行動異常とする），心理的特徴

として Body image の問題から生じる，不適応的なやせ願望や肥満恐怖を挙げることができ

る。摂食障害の予防的支援や治療的介入を行う際，Body image の問題に関与することは必

要不可欠である。そして，Body image の問題を生じさせる背景には，瘦身理想の内在化（痩

せている方が価値が高いという価値基準の内在化）や他者評価懸念（他者から高い評価を

受けるために自己をどのように見せるか，あるいは，高い評価を得ることができないので

はないかという懸念）が潜在しており，予防的支援を行う上でも治療的介入を行う上でも，

取り上げるべき重要なトピックスといえる。痩身理想の内在化や他者評価懸念に共通する

要因は「自己の価値を高く保ちたい」や「他者から高く評価されなくてはならない」など

という欲求とも言え，食行動異常を伴う問題を扱う際，行動的特徴のみをターゲットにす

るのではなく，支援・治療対象者の自己や自己の価値について，丁寧に向き合う必要があ

る。一方，痩身理想の内在化は，マスメディアやファッション雑誌の「痩身であることが

美しい」という潜在的な刺激から影響を受ける。SNS などオンラインにより際限なく情報

を得ることができる時代において，こうした刺激から生じる問題も見過ごすことはできな

い。本話題では，これまでの摂食障害予防研究を概観し，思春期・青年期の痩身理想の内

在化や他者評価懸念について，どのように向かい合うか議論を深めたい。 

 

いじめの深刻化にどのように介入するか 

加藤 弘通（北海道大学） 

 いじめは，長期間にわたって被害者の人生を蝕み，ときに不登校や自死に結びつく深刻

な問題である。これまでもいじめに関しては，多くの研究が行われてきた一方で，未だそ

の解決が難しいのが現状である。私たち北海道大学の発達心理学研究室は，いじめ研究を

はじめたグループとしては後発のグループになるが，いじめを一連のプロセスとして捉え，

「①発生〜②深刻化〜③解消〜④予後」の 4 つの段階に分け，②〜④に関する研究を行っ

ている。今回の報告では，特に②の「どんなときにいじめが深刻化するのか？」に関する

報告を行う。具体的には，いじめの深刻化にかかわるリスク因子がいくつか分かってきて

おり，例えば，被害者に加害経験がある場合や，逆に加害者に被害経験がある場合などは，

いじめの被害にあう頻度が高まり，かつ被害者の抑うつが高まるという意味で，被害がよ

り深刻なものとなる。また，最近では，企業と組んで，これらのリスク要因のいくつかを

使用してアプリを作成し，深刻化リスクのアセスメントを行う実証研究を複数の自治体を

共同で進めている。 

 いじめには，暴力や排除，悪ふざけや性被害など，様々な現象が混在しており，すべて

のいじめをきれいに解決するような対応策を立てることは難しい。しかし，いじめがどの

ような複雑さをもっており，その対応として，どこに課題があるのかは，ある程度，共有

できるのではないかと思っている。本話題提供では，いじめの実態を示すと共に，それに

対する 1 つの見方を提示し，多くの方と議論することで，いじめに対する見方や対応をさ

らに拡張していきたい。
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英語論文への向き合い方 

 

How to write English Articles 

 

     企 画 者：日本青年心理学会国際交流委員会 

          司   会：髙坂 康雅(和光大学) 

          話題提供者：繁田 京之輔（広島大学大学院） 

石井 悠紀子（東京大学大学院） 

飯村 周平（創価大学） 

                宅 香菜子（オークランド大学） 

          指定討論者：天谷 祐子（名古屋市立大学） 

 

企画趣旨 

 昨今では，心理学においても英語論文を書き，海外の学術誌に投稿・掲載することは珍

しいことではなくなった。特に，大学院生や若手の研究者にとってはポストや研究費を獲

得する上で，英語論文の業績は必須なものとなってきており，大学院生でもすでに数本の

英語論文の業績を有している者も珍しくない。 

 そのようななかでも，英語論文の執筆・投稿に抵抗感を抱いている者や，英語論文の執

筆指導に困難を感じている者も少なくない。そこで，本シンポジウムでは，現在英語論文

に取り組み，業績を積み上げている大学院生 2 名と，英語論文の執筆・指導経験を有する

研究者 2 名に登壇いただき，英語論文への向き合い方・取り組み方について語っていただ

く。指定討論も含めて，シンポジウムへの参加者も巻き込んだ意見交換の場としたい。 

 

私の英語論文との付き合い方 

                繁田 京之輔（広島大学大学院） 

研究者を志している大学院生や若手研究者にとって，いまや英語論文の執筆は避けられ

ないものとなっている。英語論文の執筆は，自身の研究を世界に発信し発展させるために，

また同時にキャリアを考えた時の業績としても必要度は高い。しかし，特に日本の学生・

若手にとって，英語を使用するということはハードルが高く心理的な負荷も高いのではな

いだろうか。ご多分にもれず，私も今まさに英語論文の執筆・投稿に悪戦苦闘している。

この葛藤の中で，先生や先輩方が英語論文執筆に実際にどのように取り組んできたかを聞

くことは，執筆への強い動機付けとなった。そこで，不肖ながら私から，英語論文執筆の

初学者としての現状や悩み，また助けとなっている指導教員・周囲の存在などをありのま

まにお話ししたい。この共有が，英語論文へのよりよい付き合い方を考えるための参考に

なれば幸いである。 

 

「英語」で論文を書くことにハードルはない 

                石井 悠紀子（東京大学大学院） 

初めて投稿した論文は英語論文だった。英語が得意という訳ではなかったが，論文やカ
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バーレターを「英語」で書くことは，思っていたほど難しいことではなかった。英語論文

を執筆している共著者の存在は心強かったが，結果的に「英語」で論文を書くこと自体は，

差したる問題ではないことが分かった。最近は，DeepL や Trinka といった優秀な翻訳機が

あり，それらを用いれば，校閲会社に依頼しても，修正される箇所は少ない。さらに，校

閲サービスによっては，きれいな英語表現に修正するだけでなく，論文の様式を投稿先の

投稿規定に合わせてくれる。そのため，日本語，英語に関わらず「論文」を書くというこ

との方が，よほど大変で難しい作業であると感じている。しかし，英語で論文を書く上で

留意した点がいくつかあったため，本発表では①パラグラフ・ライティング，②英語表現

の型の活用，③国際交流室の活用，④校閲費の獲得について，微力ながら，お伝えできれ

ばと思う。 

 

英語論文の執筆を習慣化するためのツール集 

飯村 周平（創価大学） 

 私は長期間の海外留学経験もなければ，英語のスピーキングもライティングも堪能であ

るわけでもない。大学院時代の研究室も，決して英語で積極的に論文を執筆する風土があ

るわけでもなかった。そのような背景もあり，私はこれまで試行錯誤しながら英語論文を

執筆してきた。今年で学位を取得して 4 年目であるが，改めて数えてみたら，筆頭著者の

英語論文が 10 本掲載されるに至っている。試行錯誤の中で，自身の論文執筆スタイルが

徐々に確立していき，論文執筆が日々の生活の中に習慣化してきたように感じ始めている。

英語論文の執筆に「特別な才能」は必要ないのかもしれない。英語が堪能な素晴らしい共

同研究者に恵まれたのは幸運だったが，それと同じくらい私にとって大切だったのは，様々

な情報を集め，様々なツールを試し，英語論文を執筆するための環境を整えたことであっ

た。何ら「特別な才能」は必要ない。ありがたいことに，現在では様々な情報やツールが

提供されている。今回の話題提供では，私が英語論文の執筆のために活用しているツール

を雑多にご紹介したい。 

 

英語論文の執筆指導のコツ 

宅 香菜子（オークランド大学） 

英語で学術論文を執筆するプロセスに特化した指導を専門にしている者はほとんどいな

い。したがって指導者は指導が我流になりがちであることを自覚した上で，学生ひとりひ

とりがどのステップでつまずきを感じているかを把握することが重要だ。具体的には，「見

せること」，すなわち，自らの論文執筆中の画面を共有したり，学生が書き始めている論

文の続きをその場で例として執筆することがモチベーションにつながる。特に最初の一歩

が困難であるため，最初はなるべく共同作業にして学生がプレッシャーを感じすぎないよ

う留意する，短い論文や書きやすい部分から取り組むように促す，完璧主義に陥らないよ

うにモニタリングする，語句のチョイスや文法の間違いにおおらかに対処することで学生

の自信を阻害しない，学生が書いた文章の良い点をいかしながら続きを加筆し学生が進捗

度合を実感できるよう支援する，不定期に「あの論文はどうなっている？」と声をかける

のではなく進度と無関係に定期的にミーティングを行う，そして学生を何日も待たせない

ことが重要だと考える。こういった点について話題提供し，指導のコツをシェアしたい。
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発達障がい者のきょうだいにおける 
青年期きょうだい葛藤 

 

In Siblings of People with Developmental Disabilities 

 Adolescent Sibling Conflict 

 

企画・指定討論者：飯島 博之（SKILLS カウンセリングセンター） 

司会・指定討論者：吉田 梨乃（東京学芸大学大学院） 

基調報告者：丹生 栞里（福岡女学院大学大学院） 

話題提供者：藤木 和子（全国障害者とともに歩む兄弟姉妹の会） 

     指定討論者：斎藤 富由起（福岡女学院大学） 

 

企画趣旨 

今日，発達障がいの当事者を対象に多くの研究が行われているが，きょうだいに焦点を

当てた研究は十分ではない。そこで本シンポジウムでは，青年期のきょうだい葛藤につい

て，きょうだいの観点から全国障害者とともに歩む兄弟姉妹の会の藤木氏にお話をいただ

き，理解を深めたい。 

 

障害のある同胞がいるきょうだいにおける関係性葛藤の変化に関する研究 

―社会文化的アプローチを用いて― 

丹生 栞里（福岡女学院大学大学院） 

 子どもの養育環境において，きょうだいとの関係は親子関係とともに重要な対人関係で

ある。きょうだいは，最も身近な他者として，影響し合う重要な存在である。さらに，き

ょうだい関係は，親密な対人関係の一つであり，その他の対人関係の基礎をなすものでも

ある。しかし，片方のきょうだいが障害を抱えている場合，通常のきょうだい関係とは異

なる関係が生じると考えられる。そのため，障害のある同胞を持つきょうだいは通常のき

ょうだいとは異なるきょうだい関係への思いを抱えると考えられるが，葛藤の性質を研究

したものは少ない。 

本報告では自己の経験を振り返り言語化できると予測される 20 代以上のきょうだいを

対象に調査を行った結果を報告する。先行研究が乏しい社会制度への葛藤や，対人葛藤や

帰属意識への葛藤など，文化的価値観への葛藤を注視し，きょうだいへの支援を行う際ど

のような介入が効果的かを整理し，きょうだいへの支援のあり方について示唆を得たい。 

 

全国きょうだいの会のアンケートから考える青年期きょうだい葛藤 

藤木 和子（全国障害者とともに歩む兄弟姉妹の会） 

全国障害者とともに歩む兄弟姉妹の会（通称：全国きょうだいの会）が行った「障がい

のある人のきょうだいに関するアンケート調査報告書」の内容やきょうだいの生の声を紹

介しつつ，「きょうだい葛藤」に関連して話題提供を行う。 

 障害がある子ときょうだいでは，親がかける時間や労力，期待や愛情に差が生まれる傾
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向にある。そのことによるきょうだい葛藤は，家族（親，障害のある子）との関係，人格

形成や人間関係，自身の進学や職業選択，恋愛や結婚，出産や育児など，生涯に影響を及

ぼしうる。 

 アンケートで「特に辛かったこと」で最も多かったのは「親の期待が大すぎた」であっ

た。親の期待は，主に①障害のある子の分も学業や運動等で努力すること，②障害のある

子と親をケアすることに向けられる（親亡き後の将来への期待を含む）。親から愛情や承

認を受けるためのハードルが高くなり，重い心理的負担やプレッシャーが生じる場合が少

なくない。アンケートで「子どもの頃にある特に良かったこと」で最も多かったのは「相

談相手」である。 

 全国きょうだいの会ではこのようなきょうだい問題に関して，社会や教育機関に対して

課題の解決・改善方法を提案している。多くの方々にきょうだいの現状について知ってい

ただければと思う。 
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学部授業（講義科目）における伝記分析の展開 

－授業時間内の取り組みと時間外学習－ 

Development of biographical analysis in undergraduate classes (lecture courses): In-class activities 

and outside of class hours 

 

     企 画 者：三好 昭子（日本女子体育大学） 

          話題提供者：大野 久（立教大学名誉教授） 

三好 昭子（日本女子体育大学） 

                茂垣 まどか（帝京大学短期大学） 

                赤木 真弓（駒澤大学） 

          指定討論者：山田 剛史（関西大学） 

 

企画趣旨 

 伝記分析が大学院における半期の授業で展開可能であることが紹介されてから（大野, 

2008），さらに学部の授業にも取り入れる動きがあるが（三好, 2018），伝記分析に本格的

に取り組むとなると，ゼミや演習科目のような学生が自主的に課題に取り組む形の授業が

想定されやすい。大学設置基準からすると，90 分の 2 単位講義であれば，毎週 4 時間の授

業外学習を課す必要があり，現実的には最低 1 時間～理想的には 2 時間程度の授業外学習

を課す必要があると考えられている 1。この時間外学習を有効に活用することを前提に，伝

記分析を含めて授業をデザインするのである。本シンポジウムでは，半期 15 回の講義科目

において実際に可能なのか，具体的にどのような工夫，仕掛けが必要なのか，学部におけ

る伝記分析の取り組みの実態を共有し，さらなる展開について吟味したい。 
1 京都大学高等教育研究開発推進センター https://www.highedu.kyoto-u.ac.jp/course/ 

伝記分析の学部教育における新たな展開 

大野 久（立教大学名誉教授） 

 伝記分析は，精神分析学派のひとつの流れである自我心理学の領域における伝記資料を

もちいた生涯発達，アイデンティティ形成に関する質的分析法である。伝記資料をもちい

た研究は，学問領域を問わず広く行われてきたが，自我心理学の領域での特にアイデンテ

ィティを中心とする生涯発達研究は，E.H.エリクソンが 20 名ほどの伝記資料を分析してい

ることがその始点である。わが国では青年心理学者である西平直喜がこのエリクソンの伝

記研究の流れをくみ，アイデンティティ形成，自我発達，生涯発達を中心に伝記分析を試

み，10 冊以上の著作を出版している。さらに大野を中心とする立教大学の研究グループが

約 10 本の伝記分析を用いた研究論文を「青年心理学研究」「発達心理学研究」などの学会

誌に発表している。伝記分析は，アイデンティティ研究のための有力な質的分析法である

とともに，青年心理学，人格心理学，生涯発達研究を志す学部生，院生にとって，優れた

指導法としても機能する。ここでは伝記分析の学部，大学院教育に必要な基本的な伝記分

析の考え方，分析の中核となるアイデンティティ概念，分析方法などについて報告する。

教職科目におけるアイデンティティ理解と青年の自我に内在する回復力の観点から 

三好 昭子（日本女子体育大学） 

https://www.highedu.kyoto-u.ac.jp/course/
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 学部の授業「キャリアとライフデザインの心理」（講義科目）において，2015 年度から

伝記分析を取り入れてきた。この授業はアイデンティティ形成過程にある学生に，あえて

歴史上の人物のアイデンティティに向き合ってもらい，その人物の青年期の葛藤にふれ，

一生涯における青年期の位置づけを理解した上で，今後の自分のキャリアとライフデザイ

ンについて考えてほしいという願いを込めて展開した。そのため授業はシラバスも含めて

伝記分析を中心に据えたものであり，エリクソンの漸成発達理論を枠組みとしてアイデン

ティティ形成を分析するという課題を 2 回にわたって段階的に仕上げ，その都度，グルー

プで発表する機会も授業内で設けていた。しかしシラバスに制約のある教職科目において

は，伝記分析が中心にはなりえない。あくまでも時間外学習として教職科目の学びを助け

る課題にする必要がある。そこで自ら「問い」を立て，仮説を立てて証拠を集めるという

伝記分析本来の方法を簡略化する工夫をおこなった。本話題提供ではその具体的な方法に

ついて報告する。 

受講生の成長の数量的検討と，伝記分析に取り組む指標としてのルーブリック作成の試み 

茂垣 まどか（帝京大学短期大学） 

 三好（2018）は，学部における伝記分析の授業に関する受講生の自由記述を分析し，他

者の人生を追体験し，受講生にとって未体験の段階にも触れることで，アイデンティティ

概念の具体的理解がすすみ，さらにグループワークを行うことで，対人関係能力を中心と

したジェネリックスキルも身についたという受講生の認識を示した。筆者は，三好（2018）

の手法を参考に学部における伝記分析の授業を実践し，2021 年度後期に受講生の成長の実

感を 1 項目で測定した。また 2022 年度後期から，授業期間の前後での数量的変化について

検討を始めている。そこで追試的に三好（2018）の方法が有効であること，また成長の数

量的検討可能性について報告したい。一方，筆者の伝記分析の授業実践では細かな到達目

標に関する質問を受講生から受けることがある。昨今高等教育の現場において，評価者の

指標かつ受講生の学びの指標となりうるルーブリックが活用されつつある。筆者は，半期

で学部生に対する効果的な授業を行う道具の一つとしてルーブリックが有効であるか検討

しており，その点についても報告し，今後の授業実践の検討における議論の材料としたい。 

同一人物の伝記資料を用いて人格形成，アイデンティティを理解する 

赤木 真弓（駒澤大学） 

伝記分析において根拠資料を用いて解釈する，ということを実践的に理解させるために，

ある一人の人物の資料を全員で読み取り，グループワークで，発達の様相やアイデンティ

ティの特徴について議論するという方法を 2021 年度より取り入れている。授業内（2 コマ）

で実施するので，根拠資料は事前に用意したものを使い，分析に際しても，１．各発達段

階の主題の達成度について ２．親子関係の特徴について ３．青年期のアイデンティテ

ィについて，というように枠組みを用意することで，論点が見つけやすく，議論も活発に

なる。さらに，対象人物が一人なので，フィードバックや質疑応答も丁寧に行うことがで

きる。最後に分析例を示すが，講義で学んだ漸成発達理論などの心理学理論を用いて行う

ので，理論の理解が深まるとともに心理学的な分析の手法も習得できる。そこで掴んだノ

ウハウを用いて，各自選択した人物の伝記分析を行わせることで，初めて行う伝記分析で

あっても，スムーズに取り組みやすくなる。本話題提供ではその手順について報告する。
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大学生における性役割パーソナリティが 
抑うつに及ぼす影響 

－知覚されたサポートに焦点を当てて－ 

鎌田 真実 1・入江 智也 2 

（1北翔大学大学院臨床心理学専攻・2北翔大学心理カウンセリング学科） 

 

Gender Role Personality in College Students impact on depression 

 -Focus on perceived support- 

Mami KAMADA1, Tomonari IRIE 

(1Hokusho University  2Hokusho University) 

 

問題と目的 

大学生を含めた青年期は親から心理的に独立し，アイデンティティの形成へと向かう時

期に当たり，他者との関係が情緒的な拠り所として重要な位置を占めるようになる（柴橋, 

2004）。そのような他者との関係性におけるサポートに関する概念として，ソーシャル・

サポートがあり，大学生の精神的健康に必要不可欠であると考えられる。しかし，気遣い

や情緒的表出性を強調する女性役割はサポート受領を促進するので，女性や女性性の高い

人は，ストレス直面時にサポートを得やすくなると示唆されている（橋本, 2005）。一方，

達成や自律性，情緒的統制を強調する男性役割は，期待された性役割に違反し，他者から

嘲りを受けることを恐れており，女性と比較して他者からの援助を期待しないため，サポ

ート希求や入手を困難にするとされている（橋本, 2005）。また，男性のソーシャル・サポ

ート源およびソーシャル・サポートが心身に及ぼすポジティブな効果は，女性と比較して

限定的となる（e.g., Antonucchi & Akiyama, 1987; 嶋, 1992; 尾見, 1999; 福岡・橋本, 1997）。

そこで本研究では，性役割における自己概念のことであり，自分がどれほど男性的か，女

性的かと考えているかを示す，性役割パーソナリティが抑うつに及ぼす影響に知覚された

サポートが媒介をしているのか検討することを目的とした。 

方法 

1．調査対象者：大学生 290 名（男性 120 名，女性 170 名，平均年齢 19.84 ± 3.85 歳） 

2．質問紙：（1）デモグラフィックデータ（2）新大学生ソーシャル・サポート尺度（片

受・大貫, 2014）（以下，知覚 SS）（3）BSRI（Bem Sex Role Inventory）日本語版（東, 

1990）の男性性と女性性（4）こころの健康チェック表 K6 日本語版（Furukawa et al., 

2008）を使用した。 

3．分析方法：身体的性別によって差異が生じると考えられるため，男性と女性それぞれを

別個に扱った。媒介分析では，独立変数，媒介変数，従属変数がそれぞれ関連しているこ

とが前提条件となるため（Iacobucci, 2008），各尺度間における Pearson の相関係数を求め，

それぞれが関連していた男性の男性性，抑うつ，知覚 SS において実施した。 

4．倫理的配慮：北翔大学大学院・北翔大学・北翔大学短期大学部研究倫理審査の承認を得

た（承認番号：2021-015）。 
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結果 

各尺度間における Pearson の相関係数を示し（男性；Table 1，女性；Table 2），それぞれ

が関連していた男性の男性性，抑うつ，知覚 SS において媒介分析を実施した。モデルにお

ける標準化係数（Table 3）で示し，男性性が抑うつに与える影響に対する知覚されたサポ

ートの間接効果を示した（Figure 1）。 

Table 1  Pearson の率相関係数（男性）    Table 2   Pearson の積率相関係数（女性） 

 

Table 3  各モデルにおける変数間の標準化係数   Figure 1. 男性性が抑うつに与える影響に対する 

                            知覚されたサポートの間接効果（男性） 

 

 

考察 

本研究の結果から，男性の男性性はサポートの入手可能性を高め，サポートの入手可能

性が高まることは抑うつを低下させる傾向があることが明らかになった。男性性は「仕事

をやり遂げるため」の能力に関係している（東, 1990）。課題に関して努力をし，実際の成

功に結びつく可能性があると（Baumeister & Tice, 1985），他者に対して肯定的関心を持ち

向社会的行動をとり人間関係が良好で（Taylor & Brown, 1988），ソーシャル・サポートを

受け取ることが多くストレスフルな出来事にも効果的に対処できるとされている（Taylor, 

Kemeny, Reed, & Aspinwall, 1991）。すなわち，男性は男性性の高さにより課題の成功に結

び付くことで良好な人間関係の中でソーシャル・サポートを高めて抑うつを和らげている

と考えられる。しかし，媒介分析において，男性は知覚されたサポートを媒介しても男性

性と抑うつへの影響が有意に残っていた。よって，本研究の限界点は男性の男性性と抑う

つの影響には他の要因が関係している可能性があることである。さらに，先行研究におい

ては，男性のソーシャル・サポートが心身に及ぼすポジティブな効果は，女性と比較して

限定的となるとされており，本研究の結果と異なる。したがって，今後の課題として，男

女ともにどのような場面でソーシャル・サポートがポジティブな効果をもたらすか，具体

的な場面を検討していくことが望まれる。 
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成年年齢引き下げと青年心理学の課題 

－施行後の青年の成人感と引き下げの意義－ 

白井 利明 

（大阪教育大学名誉教授） 

 

Lowering the Age of Legal Adulthood and Issues in Adolescent Psychology: 

A Sense of Adulthood and Agreeing on the Revision to the Civil Code, Effective on April 1, 2022 

Toshiaki SHIRAI 

(Emeritus Professor of Osaka Kyoiku University) 

 

問題と目的 

 2022 年 4 月より成年年齢引き下げが施行され，18 歳から成年とされた。これは 18 歳の

青年が人格権・財産権・公民権というシティズンシップ（市民社会のフルメンバーとして

の資格）を獲得したことを意味するが，青年心理学からの分析や発信も求められよう。社

会学者の広井多鶴子（2010）によれば，18，19 歳は成年年齢引き下げに賛成の者が多いが，

自己決定を望むからであり，他方で 18，19 歳でも高額な商品の購入には反対の意見が多

く，経済的な依存とともに「責任をとることはできない」「自分自身の判断する能力が不

十分」と答えている。それに対して引き下げは「自覚を促す」とされる。これまでの民法

では 18，19 歳は契約はできるが保護者の同意が必要というかたちで責任を回避するように

仕組まれており，試行錯誤を法的に許すモラトリアムが保障されていたが，施行後は 18 歳

でいきなり自己責任になってしまい，責任を取ることができないなら本人の未熟だからと

いう自己責任になる。以上の広井の指摘から 12 年がたち，国は問題点の改善と国民への周

知を進めていくことになっていたが，施行後の青年はどのように考えているのだろうか。

施行後の 18，19 歳における成人感と引き下げの意義の変化を検討する。 

 

方法 

 国立大学教育学部 1 年生 86 名（18 歳 40 名，19 歳 46 名；男性 29 名，女性 57 名）。2022

年 6，11 月に質問紙調査で表 1，2 の質問項目および選択肢を使い，理由を含めて尋ねた。 

 

結果 

 表 1 あなたは大人ですか，子どもですか（%） 

1 大人 51.2 

2 子ども 34.9 

3 上記以外（その場合は，どんなことかを理由欄に書いてください） 14.0 

理由を見ると，主なものでは，「大人」は「18 歳だから」「親の責任ではなく，すべて

自己責任になったから」，「子ども」は「自分で働き，稼いで生きているわけではなく，家

族に養ってもらっているから」「色々なことに対する責任感を持てていないため，精神的

にまだ大人とは言えないと思うから」，「上記以外」は「あなたは今から成人ですと言わ

れてすぐに考えが大人に変わるわけでもないので，今の私は，制度上大人として見られる
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環境下にいる大人見習いというような状況なのだと思う」だった。 

 

表 2 成人年齢の 18 歳への引き下げは意義があると思いますか（%） 

1 ある 41.9 

2 ない 52.3 

3 上記以外（その場合は，どんなことかを理由欄に書いてください） 5.8 

理由を見ると，主なものでは，「ある」は「子供の頃から，自由に主張できる場を設け

ることで，大人になった時声を上げやすい環境になるのではないかと思いました」「成人

年齢の引き下げにより，契約の話やクレジットカードの利用など使い方を間違えたら大き

な損害が出るものや，これに便乗し悪用する人も増加すると考えられます。そのようなこ

とに対する対策や支援にもっと力を注ぐべきだと感じました」，「ない」は「18 歳になっ

たからと言って急に大人としての行動ができるわけでもないので，高校生からある程度自

分で決められる環境を作り，自分の決定がこんなにも自分に影響があるのか，などを経験

しておく必要がある」「今を生きる若者の意見を政治に取り入れるような国の形を作って

いくべきだと思います」，「上記以外」は「国がどうして成年年齢を引き下げたいのか，

それによって私たちにどんな良いことがあるのかを分かりやすく教えるとよい」だった。 

 

考察 

 成人感は表 1 に示されるように半数が「大人」と回答した。施行前は 37.1%（日本財団

（2018）18 歳意識調査「第 1 回 18 歳成人」），39.1%（同じ大学の 4 年生 23 人，2021 年

10 月）だった。本調査と同じ大学の 1988 年の 2〜4 年生男性で 17.4%，女性で 8.5%しか大

人を選んでなかった（白井, 1988, p.61）。今回は理由として「18 歳だから」「親の責任で

はなく，すべて自己責任になったから」という法律上の地位の変化があげられているが，

白井（1988）では見られなかったものである。法律上の変化の理由が多いことは青年が自

らの自立を果たしたというより，法律上の待遇が変化したことを認知したからであろう。 

引き下げの意義については表 2 に示されるように「ない」が多かった。理由にはどちら

も国に対する注文が入っていた。これは調査の実施のときにコメントしたからかもしれな

いが，選択理由を見ると「ある」にも否定的意見がまじっており，これは施行前の日本財

団（2018）と同様だった。施行前は「賛成」60.3%（日本財団（2018）18 歳意識調査「第 1

回 18 歳成人」），「ある」52.1%（同じ大学の 4 年生 23 人，2021 年 10 月）だった。同じ

大学の 1988 年の 2〜4 年生で「大人として扱われたい」は男性で 67.4%，女性で 52.1%だっ

たこと（白井, 1988, p.64）を考えると，青年にはこれまでと同様の待遇要求が表れたといえ

る。18 歳選挙権では，18，19 歳は，選挙前は 18 歳選挙権の「反対」が 64%だったが，選

挙後は「良かった」が 69%となり逆転しているが（読売新聞, 2016），今回はこのような変

化は見られない。今後の変化を見守る必要があろう。 

今回は調査人数が少ないため限界があるが，調査人数を増やして今後とも追跡する必要

があろう。また「消費者市民」「18 歳選挙権」「成人式の持ち方」といった各論にも迫り

ながら，青年が成年としてどのような社会的処遇を受けることで大人になっていくのか，

特に成年か未成年かといった二分法ではないという観点から「大人へのなりかた」を考察

し，社会に発信していく必要があろう。 
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就職活動の自己分析における 
「本当の自分」の表出プロセス 

 
唐川 真歩 

（北海道大学教育学院） 

 

Expressing the process of “true self” in self-analysis for job hunting 

Maho KARAKAWA 

(Graduate School of Education, Hokkaido University) 

 

問題と目的 

近年，「『本当の自分』を表出する」機会が増えてきている。「『本当の自分』を表出す

る」機会として代表的なものが，面接での「自己 PR」やエントリーシート作成のための「自

己分析」である。「自己分析」とは，「エントリーシートの自己 PR を作成するときの材料

であるアピールポイントやそれを裏付けるための具体的なエピソードを発掘するため」(田

中ほか, 2016)に自己を客観的に分析する作業である。牧野（2012）は，自己分析について

あらゆる就活マニュアルの中で共通するのが，「本当の自分を探す」志向であり，就職活

動においては，それが競争を勝ち抜く差異化能力を有するまで演出することが求められて

いると指摘している。しかしながら，これまでの先行研究では，就職活動の成功・失敗に

視点を置いた研究が多く，その過程にある「本当の自分」の表出過程に着目した研究は見

当たらない。 

 そこで，本研究では，就職活動の自己分析における「本当の自分」の表出プロセスを明ら

かにすることを目的とする。 

方法 

調査対象者は，四年制大学の学部 4 年生，修士 2 年生，3 年以内に大学を卒業した 20 代

前半の社会人で，かつ民間企業へ就職活動を行なった経験を持つ男女 9 名である。自己分

析過程での心理的変化プロセスを追うため，「就職活動において一度でも自己分析を行な

ったことのある者」に限定して半構造化面接を実施した。 

 本研究では分析法として，修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（以下，M-GTA）

を採用した（木下, 1999）。分析テーマを「自己分析過程において『本当の自分』を表出す

るプロセス」，分析焦点者を「自己分析を経験した就職活動生」と設定し，分析焦点者に

とっての主観的な体験とはどのようなものかという視点からデータを解釈していった。 

 

結果 

分析の結果，20 の概念と 6 つのカテゴリー，2 つのサブカテゴリーが生成された。生成

したカテゴリーと概念をまとめたストーリーラインを以下に記述し，プロセス図を Figure1

に示す（以下，カテゴリーは【 】，サブカテゴリーは〔 〕，概念は＜ ＞）。 

自己分析における「本当の自分」の表出過程は，【表出の必要性を自覚】するところか
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Figure 1.  「本当の自分」表出プロセス（M-GTA 結果図） 

ら始まる。学生は，就職活動の開始と共に自己分析をスタートさせるが，その際，企業の

説明会や就職支援団体から助言により＜「本当の自分」の要求を自覚＞する。 

「本当の自分」とは何かを探るため，学生は【自己の見つめ直し】の作業に入っていく。

自己分析では，これまでの人生における一貫性のある価値観から未来を想定していくとい

う方法がある。ここで，＜過去から未来への一貫性のなさ＞から＜自己の過去経験に対す

る後悔＞が生まれ，〔過去経験への嫌悪〕が生じる一方で，＜新たな「本当の自分」の発

見＞をすることで〔自己への好意的姿勢〕を強めることもある。就職活動の場合には，こ

の作業の段階で【評価へのとらわれ】状態となり，単なる自分探しではなく，企業の求め

る「本当の自分」を常に意識している。 

この作業が終わると，【「本当の自分」の表出方法の選択】が行われる。ある程度学生

の意図と偽りが混じった「本当の自分」を表出する学生の他に，＜ありのままの「本当の

自分」を表出＞する学生もいた。 

「本当の自分」を他者に表出した後は，＜自己と「本当の自分」の不一致＞を自覚する

ことなどにより【表出後の不納得】が起きることが多い。しかし，就職活動は続けなけれ

ばならないため，学生は自分なりに【不納得の対処】を行い，方法を変えるなどして再度

「本当の自分」探しを繰り返すことになる。 

考察 

 以上の結果から，就職活動の自己分析における「本当の自分」の表出は，学生が企業か

らの要求を自覚しそれに応えるようにして始まると考えられる。また，就職活動における

「本当の自分」の表出過程は繰り返し機能があり，かつ終了地点を持たない可能性があ

る。 

牧野（2012）は，自己分析プロセスについて他者からの評価を再帰の打ち止まり点，つ

まり自己分析の終了地点としている。しかしながら，就職活動場面に限定した本研究の結

果では，評価への意識は「本当の自分」を表出する準備行動として，プロセスの中に組み

込まれており，自己分析の終わりとはならず，むしろ促進しているともいえる。 

これは，就職活動の自己分析は，他者に認められるために行われるといった就職活動の

特殊性が影響している可能性がある。また，複数の会社からの内定を目指す学生が多いこ

とから，終わりが見えず内省を繰り返してしまうのではないかと考えられる。 
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青年期のアイデンティティ発達と親に対する感謝との関係 

 

池田 幸恭 

（和洋女子大学） 

 

Relationship Between Identity Development and Gratitude Toward Parents in Adolescence 

 

Yukitaka IKEDA 

(Wayo Women’s University) 

 

問題と目的 

青年期のアイデンティティ形成は，子どもの時期に同一化した親の特徴や価値観を問い

直しながら，進んでいくといえる（Erikson, 1959 西平・中島訳 2011; 池田, 2021）。アイデ

ンティティ形成と親子関係の関係の重要性が論じられており，Crocetti et al.（2017）はアイ

デンティティ発達が親子の良好な関係を促すことを指摘している。 

McAdams & Bauer（2004）は，感謝がアイデンティティの変化に重要な役割を果たす可能

性があることを論じている。これらを踏まえて，本研究では親に対する感謝の心理状態（池

田, 2014, 2018）に着目し，アイデンティティ発達との関係を検討する。 

本研究の目的は，青年期のアイデンティティ発達と親に対する感謝の心理状態との関係

について明らかにすることである。あわせて，アイデンティティ発達の基盤となり感謝の

発達にも影響（McAdams & Bauer, 2004）が想定される「基本的信頼」との関係も検討する。 

方法 

調査回答者 15 歳から 29 歳までの回答者 655 名の回答を分析した。 

調査時期および手続き 2022 年 2 月に，インターネット調査会社（株式会社クロス・マー

ケティング）を通じて web 調査を行った。年代 3 群（15-19 歳，20-24 歳，25-29 歳）と戸

籍上の性別（男性，女性）の 6 群ごとに 100～150 名の回答を得ることを目標にした。DQS

（三浦・小林, 2016）を参考にした 2 項目のいずれかに誤答を示した場合は，回答の分析に

含めなかった。 

調査内容 第 1 に，親に対する感謝の心理状態（池田, 2014）計 20 項目（「援助してくれ

ることへのうれしさ」，「生み育ててくれたことへのありがたさ」，「今の生活をしてい

られるのは親のおかげだと感じる気持ち」，「負担をかけたことへのすまなさ」，「自分

が苦労しているのは親のせいだと感じる気持ち」という 5 種類の気持ち）について，父親

と母親それぞれの関係に 5 件法（「非常にあてはまる」～「全くあてはまらない」）で回

答を求めた。第 2 に，多次元アイデンティティ発達尺度日本語版（DIDS-J; 中間他, 2015）

計 25 項目（「コミットメント形成」，「コミットメントとの同一化」，「広い探求」，「深

い探求」，「反芻的探求」の 5 下位尺度）へ 5 件法（「とてもよくあてはまる」～「まっ

たくあてはまらない」）で回答を求めた。第 3 に，S-ESDS 日本語版尺度（三好他, 2003）

の「基本的信頼感 対 不信感」7 項目へ 4 件法（「あてはまる」～「あてはまらない」）で

回答を求めた。戸籍上の性別，職業，主観的経済状態（5 件法）なども尋ねた。 
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結果と考察 

 各指標の α 係数は DIDS-J の 5 下位尺度で.78～.88，親に対する感謝の心理状態に関する

気持ちで.91～.95，基本的信頼で.82 であり，一定水準の信頼性が確かめられた。 

 年齢，性別，主観的経済状態，基本的信頼を強制投入した上で，DIDS-J の 5 下位尺度を

説明変数（ステップワイズ法），親に対する感謝の心理状態に関する各得点を目的変数に

した階層的重回帰分析を行った。分析の結果，基本的信頼の感覚は親に負担をかけたこと

へのすまなさならびに自分が苦労しているのは親のせいだと感じる気持ちと負の関連

（β=-.11 to -.21），それ以外の親に感謝しているときに感じる気持ちと正の関連（β=.12 to .34)

がみられた。さらに，「コミットメントとの同一化」を除くアイデンティティ発達の各指

標は，親に対する感謝の心理状態の一部と関連を示した。 

DIDS-J の 5 下位尺度の標準得点を投入変数としたクラスター分析（K-means 法）の結果，

Luyckx et al.（2008），中間他（2015）の枠組みを参照し，「未分化」，「無問題化型拡散」，

「達成」，「探索モラトリアム」，「拡散型拡散」と解釈される 5 群に分類された。各群

と年代の χ2 検定（χ2（8, N＝655）=33.86, p<.001）と残差分析の結果，「無問題化型拡散」

は 20 代後半で多くそれ以外で少なく，「達成」は 10 代後半で多く，「探索モラトリアム」

は 20 代後半で少ないことが示された。さらに親に対する感謝の心理状態に関する各得点に

ついて，5 群と性別を要因に分散分析と多重比較（Bonferroni 法）を行った（Table 1）。 

本研究の結果より，アイデンティティ発達の基盤となる基本的信頼の感覚は親に負担を

かけたことへのすまなさと自分が苦労しているのは親のせいだと感じる気持ちを低減し，

それ以外の親に感謝しているときに感じる気持ちを促すと考えられた。そして 20 代後半に

は無問題化型拡散地位が多くみられるが，探索モラトリアム地位では親への感謝の気持ち

は大きくなり，達成地位では親に負担をかけたことへのすまなさが低減し感謝を素直に実

感できるようになることが示唆された。 
 

Table 1 アイデンティティ発達の分類による親に対する感謝の心理状態の得点比較 

 

本研究は 2021 年度和洋女子大学研究奨励費の助成を受けたものです。 

1：未分化 2無問題化型拡散 3:達成 4:探索モラトリアム 5:拡散型拡散 交互作用

(父親n =599；母親n =644) 男性 (n =121/130) (n =45/45) (n =18/21) (n =54/56) (n =48/51) F値 η
2 F値 η

2 F値 η
2

女性 (n =104/111) (n =57/67) (n =30/31) (n =65/68) (n =57/64)

父親 援助してくれることへの 男性 3.15 (0.99) 2.50 (0.96) 3.88 (0.55) 3.50 (1.18) 2.70 (1.16) 18.28 *** 11 1.82 00 1.58 01

うれしさ 女性 3.12 (1.01) 2.62 (1.24) 3.13 (1.22) 3.64 (1.22) 2.52 (1.20) 2=5<1<4; 2=5<3

生み育ててくれたことへの 男性 3.43 (0.93) 2.84 (1.18) 4.22 (0.74) 4.03 (1.05) 3.30 (1.32) 20.33 *** 12 0.01 00 1.05 01

ありがたさ 女性 3.56 (1.00) 3.10 (1.29) 3.91 (1.13) 4.20 (0.97) 3.11 (1.28) 2<1<3=4; 5<3=4

今の生活をしていられるのは 男性 3.46 (1.00) 3.11 (1.22) 4.31 (0.69) 4.16 (0.94) 3.88 (1.21) 12.26 *** 08 0.24 00 1.39 01

父親のおかげだと感じる気持ち 女性 3.68 (1.05) 3.51 (1.12) 4.03 (1.15) 4.23 (1.07) 3.71 (1.28) 2=1<3=4; 2<5

負担をかけたことへの 男性 3.00 (0.90) 2.87 (1.15) 2.79 (1.26) 3.20 (1.17) 3.41 (1.25) 3.23 * 02 9.52 ** 02 0.78 01

すまなさ 女性 2.83 (0.88) 2.64 (1.04) 2.43 (1.01) 3.02 (1.18) 2.82 (1.28) 3<4 女性<男性

自分が苦労しているのは 男性 2.38 (1.00) 2.28 (1.04) 2.06 (0.97) 2.12 (1.13) 2.40 (1.22) 1.96 01 0.51 00 0.20 00

父親のせいだと感じる気持ち 女性 2.25 (1.02) 2.36 (1.02) 1.88 (1.21) 2.07 (1.05) 2.31 (1.18)

母親 援助してくれることへの 男性 3.42 (0.85) 2.82 (0.99) 4.02 (1.00) 3.92 (1.08) 3.33 (1.16) 15.60 *** 09 1.23 00 1.04 01

うれしさ 女性 3.64 (0.96) 3.19 (1.28) 3.76 (1.25) 4.14 (1.03) 3.30 (1.36) 2<1<4; 2=5<3=4

生み育ててくれたことへの 男性 3.73 (0.88) 3.12 (0.99) 4.29 (1.04) 4.23 (0.97) 3.73 (1.27) 18.38 *** 10 3.00 01 1.00 01

ありがたさ 女性 3.99 (0.96) 3.49 (1.16) 4.35 (0.95) 4.47 (0.79) 3.61 (1.32) 2<1<3=4; 5<3=4

今の生活をしていられるのは 男性 3.64 (0.88) 3.29 (0.98) 4.02 (0.89) 4.29 (0.87) 3.98 (1.03) 15.19 *** 09 2.41 00 0.80 01

母親のおかげだと感じる気持ち 女性 3.86 (0.96) 3.57 (1.18) 4.19 (0.99) 4.43 (0.76) 3.85 (1.12) 2<5<4; 2<3; 1<4 

負担をかけたことへの 男性 3.27 (0.90) 2.97 (1.05) 3.02 (1.20) 3.50 (1.28) 3.87 (1.10) 7.99 *** 05 0.67 00 0.90 01

すまなさ 女性 3.31 (1.00) 3.06 (1.10) 2.85 (0.97) 3.51 (1.20) 3.51 (1.22) 3=2<4=5; 1<5

自分が苦労しているのは 男性 2.36 (1.01) 2.27 (1.11) 1.88 (0.96) 2.00 (1.05) 2.19 (1.01) 2.48 * 02 0.03 00 0.83 01

母親のせいだと感じる気持ち 女性 2.24 (1.01) 2.09 (0.98) 1.73 (0.94) 2.21 (1.31) 2.34 (1.31) 3<1

注) 人数n ，F値，η
2 ，アイデンティティ発達のクラスター番号以外の数値は，平均得点 (SD )である。理論的な得点範囲は，1.00から5.00までであった。

* p <.05  ** p <.01  *** p <.001

地位の主効果 性別の主効果
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非緩和共同性とジェンダー・システム正当化の関連に
おけるジェンダー・ステレオタイプの媒介効果の検討 

萩原 千晶・小塩 真司 

（早稲田大学） 

 

Mediating Effects of Gender Stereotypes in Relation to  

Unmitigated Communion and Gender System Justification 

Chiaki HAGIWARA, Atsushi OSHIO 

(Waseda University) 

 

問題と目的 

 ジェンダー平等は我が国の課題であるが，男女でその認識が異なることもある。内閣府

（2019）による家庭内の男女の平等感の調査では，男性の方が優遇されていると回答した

割合は 18~29 歳の女性で 39.5%，男性で 25.6%と開きがあった。これは，男性の認識不足と

も考えられるが，現状（男性優位）を維持しようとする動機の表れであるとも考えられる。

このように，現状を維持しようとする保守的な態度をシステム正当化，ジェンダーに関す

るものをジェンダー・システム正当化という（Jost, 2021 北村・池上・沼崎訳 2022）。 

 ジェンダー・システム正当化の個人差の要因の一つとして考えられるのが，ジェンダー

差別の負の産物のパーソナリティ特性の非緩和共同性である。非緩和共同性は，自己を蔑

ろにして他者に尽くす特徴をもち，社会に求められる女性性の負の側面であるとされてい

る（萩原・下司・小塩, 2022）。ジェンダー・システム正当化と，不平等の産物である非緩

和共同性の関連は，男女で異なる可能性がある。ジェンダー・システム正当化は維持する

メリットが男女で異なる可能性があり，非緩和共同性の高さが，これに関連すると考える。  

本研究では，非緩和共同性とジェンダー・システム正当化の関連と，媒介要因としてジェ

ンダー・ステレオタイプを検討する。ジェンダー・ステレオタイプはシステム正当化を喚

起させやすいとされており（Jost, 2021 北村他訳 2022），非緩和共同性のようなジェンダ

ーに関する特性とも関連すると考えられる。 

 

方法 

調査対象者・手続き 調査は，インターネット調査会社アイブリッジ株式会社の Freeasy を

用いて行われた。対象は 18-25 歳の学生であり，女性 200 名，男性 200 名であった（平均

年齢 20.51 歳, SD = 1.81）。全ての調査項目において，回答に欠損はなかった。 

使用尺度 （1）日本語版改訂非緩和共同性尺度 Fritz & Helgeson（1998）が作成し，萩原

他（2022）が邦訳した。全 9 項目から構成されており，5 件法で回答を求めた。（2）ジェ

ンダー・システム正当化尺度 華・清末・森永（2021）に掲載されている。全 8 項目から

構成されており，同意する程度について 6 件法で回答を求めた。（3）ジェンダー・ステレ

オタイプ尺度 川上（2020）の表 2 の項目で確認的因子分析を行い，負荷量が低い 2 項目

を削除した 23 項目 4 下位尺度（「理系文系ステレオタイプ」「感情的女性」「異性愛重視」

「ジェンダー差異」）を使用した。5 件法で回答を求めた。 
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結果 

 各尺度および下位尺度の α 係数は，Table 1

の通りであった。それぞれの尺度について男

女差を検討するため t 検定を行ったところ，

ジェンダー・システム正当化および異性愛重

視については男性の方が得点が高かった。 

 各尺度および下位尺度の相関係数について

は，Table 1 の通りであった。非緩和共同性と

ジェンダー・システム正当化の関連について

は，男性は有意な負の関連，女性は有意な正

の関連が示された。 

続いて非緩和共同性とジェンダー・システ

ム正当化の関連について，ジェンダー・ステレオタイプの媒介効果を男女ごとに検討した。

ブートストラップ法を用いて間接効果の検定を行ったところ，女性のみ間接効果の 95%CI

が「理系文系ステレオタイプ」[.005, .108]，「ジェンダー差異」[.006, .108] において 0 を含

まなかったため，間接効果が有意であることが示された（Figure 1）。 

 

考察 

 本研究では，非緩和共同性とジェンダー・システム正当化の関連について，ジェンダー・

ステレオタイプの媒介効果を検討した。結果，女性のみにおいてステレオタイプの媒介効

果が示された。女性においては，非緩和共同性とジェンダー・システム正当化の関連は正

の関連であり，要因として「理系文系ステレオタイプ」「ジェンダー差異」がみとめられ

た。これは，非緩和共同性が高い女性は自己評価が低く，女性は理系が苦手というステレ

オタイプを真に受けやすいため，女性は理系が苦手で当たり前という現状を維持しやすい

ことが考えられた。また一方で自己の価値として女性性を誇りに思い，女性が女性らしさ

を求められる現状を維持しようとしたと考えられる。 

 一方，男性においては媒介効果はいずれもみとめられなかった。非緩和共同性とジェン

ダー・システム正当化は男性においては負の関連であり，ジェンダー・システム正当化と

正に関連するジェンダー・ステレオタイプは，媒介要因とならなかった。今後は，男性の

非緩和共同性とジェンダー・システム正当化の関連について，媒介要因の検討を行う。 

 今回調査対象とした若い世代は，「右傾化」しているという論調もあるが，一方で革新

的な若者も多いとされる。今後は，非緩和共同性とジェンダー・システム正当化の関連を

みながら，それが政治的態度にどのようにつながるかについて，さらなる検討を行う。 

Table 1  各尺度の α 係数，相関係数 

Figure 1.  女性におけるジェンダー・ステレオタイプの媒介効果 

 

α

非緩和共同性 .68

ジェンダー・
システム正当化

.73 -.25 ** / .17 *

理系文系
ステレオタイプ

.83 .08 / .15 * .32 ** / .27 **

感情的女性 .73 .05 / .20 ** .18 * / .15 *

異性愛重視 .71 .05 / -.02 .22 ** / .27 **

ジェンダー差異 .71 .19 ** / .16 * .10 / .23 **

注) 相関係数は，男/女 の順。*p  < .05, **p  < .01

非緩和共同性

-

ジェンダー・
システム正当化

- -
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ネガティブ思考の低減とポジティブ思考の増加が 
身体不満足感と感情に及ぼす影響 

高橋 恵理子 1, 2・高橋 拓己 3・桂川 泰典 1 

（1早稲田大学人間科学学術院・2日本学術振興会特別研究員 RPD・ 
3東京電機大学学生相談室） 

 

Effects of Negative and Positive Thoughts on Body Dissatisfaction and Emotions 

Eriko TAKAHASHI1, 2, Takumi TAKAHASHI3, Taisuke KATSURAGAWA1 

(1Faculty of Human Sciences, Waseda University, 2 Research Fellowship of Japan Society for the 

Promotion of Science, 3Student Counseling Room, Tokyo Denki University) 

 

問題と目的 

 ポジティブ心理学に基づくアプローチは，ボディイメージの領域においても注目され，

盛んに研究が行われている（e.g., Burychka, Miragall, & Baños, 2021; Tiggemann & McCourt, 

2013; Tylka & Wood-Barcalow, 2015）。しかし，ポジティブ心理学的アプローチと従来のネ

ガティブ心理学的アプローチがボディイメージにもたらす効果を比較した研究は少ない。

このため，それぞれのアプローチが異なるボディイメージの領域に効果を示すのか，それ

とも前者は後者の効果を増強するのかについては，未だ明らかにされていない。そこで本

研究では，自己の外見に関するネガティブ思考の低減とポジティブ思考の増加が，それぞ

れ身体不満足感と感情に及ぼす影響を検討するために，次の仮説を検証した。ネガティブ

思考を低減した群 (negative group: N 群) では，中立的な思考を増加した統制群（control 

group: C 群）に比べて，身体不満足感とネガティブ感情は有意に低下し，自尊感情は増加す

るが，ネガティブ思考の低減に加えてポジティブ思考も増加した群（negative + positive 

group: N+P 群）では，ポジティブ感情も有意に増加するだろう。 

方法 

2021 年 8 月から 9 月に，18 歳から 29 歳の一般女性 348 名にオンライン調査への協力を

依頼したところ，317 名が参加に同意した。状態身体不満足感を高めるイメージ課題を実

施し，直後に事前調査を実施した。調査には，信頼性および妥当性が確認された次の質問

紙を使用した。ボディイメージの測定には「日本語版 Body Image Concern Inventory: J-BICI」

（田中・有村・田山, 2011），セルフコンパッションの測定には「日本語版 Self-Compassion 

Scale」（有光，2014），ウェルビーイングの測定には「日本版主観的幸福感尺度」（島井・

大竹・宇津木・池見・Lyubomirsky, 2004）を用いた。状態身体不満足感の測定には「青年期

女性の外見に関する否定的感情測定尺度―状態版―」（安保・根建, 2013），状態自尊感情

の測定には「状態自尊感情尺度」（阿部・今野, 2007），感情の測定には「日本語版 Positive 

and Negative Affect Schedule: PANAS」（川人・大塚・甲斐・中田, 2011）を用いた。いずれ

も得点が高いほど各心理的要因が高いことを示す。回答者の属性について，年齢，身長，

体重の回答を求めた。 

N 群と N+P 群では，自己の外見に関するネガティブな考え（批判，否定，攻撃等）を低

減する言葉を自由記述するよう求めた。加えて，N+P 群では，自己の外見や身体に関する
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ポジティブな考え（感謝や労い，受容，励まし等）を増加する言葉を自由記述するよう求

めた。統制群では，心の中に思い浮かぶことを自由記述するよう求めた。最後に，事後調

査への回答を求めた。イメージ課題や記述課題，質問紙への未回答者を除いた最終的なサ

ンプルサイズは 158 名であった（平均年齢 22.6 歳，SD=3.4）。ボディマス指数（平均 20.4，

SD=2.7）とボディイメージ（J-BICI の平均 57.6, SD=14.6）の平均値は標準的であった。各

群の内訳は，N 群 48 名，N+P 群 53 名，C 群 57 名であった。本研究は早稲田大学「人を対

象とする研究に関する倫理審査委員会」の承認を得て実施した（申請番号: 2021-128）。 

結果 

群（N 群，N+P 群，C 群）を独立変数に，年齢，BMI，ボディイメージ，セルフコンパッ

ション，ウェルビーイングを従属変数とした一元配置分散分析を実施した結果，有意差は

認められなかった（p=.22─.98）。群と時期を独立変数に，各質問紙得点を従属変数とした

二元配置分散分析を実施した結果，状態身体不満足感（F(2, 155)=5.02, p=.008, pη
2=.061; 

Figure 1）と状態自尊感情（F(2, 155)=4.57, p=.012, pη
2=.056; Figure 2）の得点で交互作用が有

意であった。単純主効果の検定を行った結果，状態身体不満足感については，N 群（F(1, 

155)=10.47, p=.001）と N+P 群（F(1, 155)=32.89, p<.001）で課題の前後にかけて，得点の減

少が有意であった。また，事後の N 群（F(1, 155)=8.59, p=.004）と N+P 群（F(1, 155)=4.83, 

p=.029）の得点は，C 群に比べて有意に低かった。状態自尊感情についても，N 群（F(1, 

155)=8.15, p=.005）と N+P 群（F(1, 155)=20.76, p<.001）で課題の前後にかけて，得点の増加

が有意であった。事後の N 群（F(1, 155)=6.59, p=.011）および N+P 群の得点（F(1, 155)=4.15, 

p=.043）は，C 群よりも有意に高かった。しかし，PANAS の得点における交互作用は有意

ではなかった（p=.102─.942）。 

考察 

 本研究によって，自己の外見に関するネガティブ思考の低減は，状態身体不満足感の低

減と状態自尊感情の増加に有意な影響を及ぼしていたことが示され，本研究の仮説を支持

する結果が得られた。一方で本研究の仮説に反して，ネガティブ思考とポジティブ思考が

PANAS の感情得点に及ぼす影響は有意ではなかった。本研究の結果から，ネガティブ思考

の低減単体とポジティブ思考の増加を加えた場合で，明確な効果の違いは示されなかった

ものの，ポジティブ心理学的アプローチはネガティブ心理学的アプローチと同様の効果を

もつ，異なるアプローチである可能性が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1.  各群における状態身体不満足感得点の変化 

(エラーバーは標準誤差)。アスタリスクは有意差 (*p

＜.05, **p＜.01, ***p＜.001)。得点範囲は 7 点から 35 点。 

Figure 2.  各群における状態自尊感情得点の変化 (エラ

ーバーは標準誤差)。アスタリスクは有意差  (*p＜ .05,  

**p＜.01, ***p＜.001)。得点範囲は 9 点から 45 点。 
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キャリアにかかわる不安のとらえ直しと探索的検討 

浦上 昌則 

（南山大学） 

 

Rethinking anxiety associated with career decisions 

Masanori URAKAMI 

(Nanzan University) 

 

問題と目的 

 以前より，キャリアを選択すること，考えることに関わる「不安・心配」は，「問題」と

して注目を集めてきた。たとえばキャリア不決断の要因，すなわち不決断傾向の一側面と

して言及されており，支援等で軽減を目指す指標のひとつといえるだろう。しかしながら，

キャリアに関する不安はどこからくるものなのであろうか。また，その不安は払拭できる

ものであろうか。本研究では，キャリアを選択することに関わる「不安・心配」に注目す

る。 

 将来を正しく見通すこと，正しく予測することができないことは真実である。不安や心

配についての認知的な説明では，それは状況を自分にとって脅威と認知するところから生

じる。危険に遭遇している状況だけでなく，遭遇が「予想される」状況や文脈も脅威とな

る（吉村, 2017）ことから，不確実性に支配されるキャリアを選択すること，考えることは，

その内容が何であっても，また誰にとっても脅威になる可能性があるといえる。すなわち，

キャリアを考えることなどに関わる「不安・心配」は不可避なことといえよう。ところが

「不安・心配」の原因ともいえる不確実性は，他面では将来に期待を持つ，望みを託すこ

とができる根拠にもなるところでもある。 

 20 世紀終盤から，キャリアを取り巻く社会経済的環境が大きく変化していることは周知

のことであろう。この大きな変化によって，キャリアの研究者の間でも将来の不確実性が

一層強く認識されるようになった。将来を予測し，情報を集めて計画をたて，自分の適性

に合ったキャリアを選択するなどの従来の考え方は，理念的にも現実的にも適切なものと

は言えなくなった。そのため，先の読めない，変化の激しい社会背景に沿った考え方が新

しいキャリアの理論として提唱されてきている。たとえば Krumboltz などは，目標，計画

を立てて将来に対応するという発想ではなく，将来に対してオープンマインドで望むこと

を推奨している。 

 では，このような大きな変化のもとで，学生はどのような意識をもっているのであろう

か。本研究では，将来に対する不安・心配と，計画や見通し，オープンマインド（将来を

決めていないこと）との関連を探索的に検討する。そして近年のキャリア理論，特に

Krumboltz や Gelatt の晩年の考え方を踏まえ，これからの支援について議論する。 

 

方法 

 東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センターSSJ データアー

カイブから「大学生のキャリア意識調査 2016（電通育英会）」および「大学生のキャリア



日本青年心理学会第 30 回大会 研究発表 2（ルーム C） 

38 

 

意識調査 2019（電通育英会）」の個票データの提供を受け，これを利用する。これらは，

大学（4 年制大学もしくは医系・薬科系 6 年制大学）の 1 年生と大学 3 年生を対象に，2016

年と 2019 年の 11～12 月にインターネット調査を行ったものである。2016 年調査では両学

年ともに 1000 名，2019 年調査ではともに 1031 名からの回答が得られている。調査には，

大学生活実態，キャリア形成活動など多様な内容が含まれている（詳細は電通育英会の Web

より報告書などを参照）。 

結果 

 本分析では，「あなたにとって，就職や将来のことばかりが気になって今を生きていな

い，今が充実していないということがありますか」という設問への回答を，不安・心配の

指標とみなす（以下，不安項目）。この設問への回答は，「まったくない」12.2％，「あま

りない」25.1％，「どちらともいえない」24.6％，「まあまあある」29.2％，「非常にある」

9.0％であり，平均 2.97，標準偏差 1.19 であった。 

 まず，不安と将来への見通しとの関連について検討する。「あなたは，自分の将来につ

いての見通し（将来こういう風でありたい）を持っていますか」という設問への回答は，

「持っている」が 1264 名（約 61.3％），「持っていない」が 798 名（約 38.7％）であった。

Figure 1 に示した両群における不安項目への回答の様子から，将来への見通しの有無に関

わらず，不安・心配を感じる様相はほぼ同じであることを指摘できるだろう。 

 次に，この設問に「持っている」と回答した対象を，「あなたは，その見通しの実現に

向かって，今自分が何をすべきなのか分かっていますか。またそれを実行していますか」

という追加質問への回答によって分類し，不安項目との関連の様相を確認した。調査対象

全体の割合と比較すると，「何をすべきか分かっているし，実行もしている」群では不安

をある（「まあまあある」と「非常にある」）とする者がやや少なく，「何をすべきかはま

だ分からない」群でやや多い傾向を把握できよう。将来の見通しを「持っていない」と回

答した対象については，「あなたは『自分の将来の見通し』を積極的に求めていますか」

という追加質問への回答によって対象を分類した。その結果，見通しを積極的に「求めて

いる」群と「求めていない」群で不安の様相はかなり異なっており，「求めている」群で

は不安をあるとする比率が高く，「求めていない」群では低い傾向が認められた。 

 これら 5 つに分類された群の様相を比較すると，不安をあるとする比率が最も低いのが，

見通しを持っておらず，求めてもいない群であり，見通しを持っている 3 群を間に挟んで，

見通しを持っていないけれども求めている群が最も不安をあるとする比率が高かった。 

 次に，「あなたは就職に備えて，大学で専門の勉強をする以外に，何か資格を持ってお

くことが必要だと考えていますか」という設問との関連を検討した（Figure 2）。そういう

資格を持っておくことを必要と考えているほど，不安があるとする者の割合が多いことを

みてとれる。 

 さらに，就職時の雇用形態に関する設問との関連を検討した（Figure 3）。対象者の約 60％

は「正規雇用の従業員（正社員，正規職員，公務員，教員など）以外はまったく考えられ

ない」を選択しており，群間で非常に大きな人数の偏りが認められるが，「契約・派遣社

員やアルバイト，フリーターがいい」，「契約・派遣社員やアルバイト，フリーターなど

になるかもしれない」という群では不安があるとする者の割合が多く，「あまり考えてい

ない」「その他」では少なかった。 
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Figure 1. 将来の見通しに関する設問と不安 

 

 

Figure 2. 専門外の資格に関する設問と不安 

 

 
Figure 3. 就職時の雇用形態に関する設問と不安 

 

考察 

 誰にとっても，また内容を問わず将来は不確実なものであること，すなわち将来はわか

らないという点では，すべての学生が等しい状況におかれている。そうならば，キャリア

に関する不安や心配は，分類に関わらず一定と考えることができよう。しかしながら，こ

のような群間に差が見られたということは，状況に対する認知に差があると推察できる。

この認知という視点から以上の結果を検討すると，将来への見通しを持っているかどうか

は，不安にほとんど影響していないといえるだろう。しかしながら，「将来の見通しを持

たなければならない」や「見通しに沿った何かをしていなければならない」，「専門外の
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資格を取得しなければならない」，「契約・派遣社員やアルバイトなどの働き方は避ける

べきである」などといった将来の見通しにかかわる信念は，現状を脅威と見なしやすい認

知的構えにつながっているといえるのではないだろうか。 

 他方で，将来の見通しを求めていない場合や，将来のことをあまり考えていない場合は

不安を感じている割合が少ない傾向が認められた。これは将来に対してオープンマインド

でいることが，現状を脅威と見なしにくい構えとなっていると考えられる。 

 不安につながる信念がすべて良くないものであり，決めていない，考えていないという

オープンマインドが何の問題も含まない良いものであるということではないだろう。しか

し，今回見いだされた不安につながる信念の合理性は，将来を見通しコントロールすると

いう，いわゆる以前の考え方に依拠していよう。そのため，それらは変化の激しい現在の

社会に対応しやすいものとは言い難い。さらにそれがキャリアに関する不安へとつながっ

ているのならば，それを現在の問題，課題として指摘することも適当であろう。 

 こういう視点から現在の学生，またかれらが育ってきた社会的，教育的背景を考えると，

それは将来に不安を感じやすいような認知的傾向，信念を育成するように作用していると

いえないだろうか。たとえば Krumboltz（1992）は，幼い頃から「大きくなったら何になり

たい」と聞かれることがあるが，「消防士」などと即答できる子どもの方が，「わからな

い」と答える子どもよりも，質問者から注目され賞賛されると指摘する。将来は予測でき

ないことから，視野を広く持ち，選択肢を探し，様々なことを考慮し，早合点しないこと

が賢明であるにも関わらず，「わからない」という答えが社会環境から強化されないのは

残念なことであるというのである。類似の強化は，我が国でも，またキャリア教育，キャ

リア支援の中でも生じているであろう。このように，不安につながる信念の方が強化され

やすい環境の中で彼らは成長し，信念を形成してきていると考えられる。 

 Gelatt(2021)は，将来を創造するために，それを妨げる信念を再検討することを，Krumboltz

（2009 など）は，より満足のいくキャリアや生活に達するために行動を重視した提言を行

っている。こういった指摘の中には，今回の結果から推測された不安につながるような信

念の強化につながるような要素は少ない。将来は不確実であるということを，不安や心配

ではなく，よりよい社会の創造，より満足できるキャリアへの期待，行動へとつなげるこ

と。それを促進するような信念が社会で広く共有され，強化されるようになることが望ま

れるといえるだろう。 

 なお，今回は「大学生のキャリア意識調査」によるデータを再分析したが，この調査を

含め，多くの調査，研究は，キャリアを決めることを望ましいとする前提を持っているの

ではないだろうか。大学生を対象とした各種調査も，「キャリアを決める」方が望ましい

ということを暗に（明に）学生に伝え，信念の形成，強化に影響しうると考えられる。調

査者が中立的な位置に立つことは難しいが，未定であること，オープンであることの利点，

望ましさを見落し，問題視しているとすれば，不安につながる信念の強化に加担している

ともいえよう。研究者は，こういう点にも留意が必要といえるだろう。 
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16～22歳の若年労働者における 

時間的展望とアイデンティティ 

都筑 学 

（中央大学） 

 

Time perspective and identity in young workers aged from 16 to 22 years old 

Manabu TSUZUKI 

(Emeritus professor of Chuo University) 

 

問題と目的 

  高学歴化が進行する日本社会において，中高校生や大学生など，学校教育機関に在籍

する青年が多数を占めている。他方で，不登校，高校中退，ひきこもり，そして，早くか

ら仕事に従事しなければならない青年など，学校から離れて青年期を過ごす青年もいる。

社会の中で生きいる青年の心理をリアルに把握するためには，後者の青年たちに焦点を当

てた研究をおこなうことが求められている。 

 本研究発表では，16 歳から 22 歳までの高校や大学などに在籍していない青年を対象に，

時間的展望とアイデンティティに関する横断的調査を実施することにより，少数派の青年

の心理的発達を明らかにすることを目的とする。 

方法 

 1．調査対象者 

 本研究では，16～18 歳を対象とした調査と 19～22 歳を対象とした調査の 2 つに分けて

実施した。 調査人数は，16～18 歳が 227 人，18～22 歳が 854 人，総計 1,081 人だった。 

2．調査時期 

 16～18 歳調査は 2022 年 1 月 24～28 日，18～22 歳調査は 2022 年 1 月 26～29 日の期間に

実施した。 

3．調査手続き 

 インターネットリサーチ会社のイデア・ラボを通じて，モニター登録者の中から，1999

年度（1999 年 4 月 2 日～2000 年 4 月 1 日）から 2005 年度（2005 年 4 月 2 日～2006 年 4 月

1 日）までの各年度に生まれた者の中から，調査時点で学校教育機関に在籍していない者

を抽出して調査を実施した。調査に当たって，各年齢段階（16～22 歳の 1 歳刻み）におい

て男女比がほぼ均等になるように留意した。  

4．調査内容 

 フェースシートに加えて，時間的展望を測定するために目標意識尺度（都筑,1999），ア

イデンティティを測定するために EPSI（畑野ら,2014）と DIDS（中間ら,2015）を用いた。 

結果と考察 

 調査対象者の職業で多かったのは，正規雇用（47.3％），非正規雇用（34.8％）だった。

働いたことがない者は，6.9％だった。男性の 13.0％，女性の 12.2％が既婚者だった。 

  時間的展望の年齢的変化を検討するために，年齢（7）×性別（2）の MANOVA をお
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こなったところ，性別の主効果は有意だったが（F(1.724)=6.78,p<.01）だったが，年齢の主

効果は有意ではなかった（F(6.724)=0.74,n.s.）。交互作用にも有意差は見られなかった

（F(6.724)=0.65,n.s.）。 

 次に， 時間的展望のタイプを明らかにするために，時間的展望の 6 下位尺度の得点を

用いて，R の tidyLPA パッケージを用いて潜在プロファイル分析をおこなった。適合度

（AIC，BIC）を参照しながら，最終的には entropy の数値が最も高かったモデル（5 クラ

ス）を採用した。Fig.1 に各クラスの下位尺度得点を示した。クラス 1 は，全般的に肯定

的な得点傾向であり，クラス 2 は否定的な得点傾向だった。クラス 1 と 2 は，正反対の傾

向を示しておりクラス 1 はネガティブ型，クラス 2 はポジティブ型と考えれる。クラス 4

は，6 つの下位尺度得点がほぼ平均に近かったので，平均型と考えられる。クラス 3 は，

「計画性」の得点が 5 クラス中で最も低く，「将来目標の渇望」の得点が最も高かった。

このことから，クラス 3 は，自分の頭の中で目標を思い浮かべるだけの空想型と考えられ

る。クラス 5 は，「時間管理」と「将来目標の渇望」の得点が 5 クラス中で最も低かった

ので，諦念型と考えることができるだろう。 

5 つのクラスの中で最も多かったのは，クラス 4（平均型 48.2％）であり，次いで，ク

ラス 3（空想型 27.2％），クラス 1（ネガティブ型 10.8％），クラス 5（諦念型 7.3％），

クラス 2（ポジティブ型 6.4％）の順になっていた。 

 EPSI に関して，クラス（5）×性別（2）の MANOVA をおこなったところ，クラスの

主効果が有意だった（F(4.831)=70.09,p<.001）。ポジティブ型は EPSI 統合得点が高く，混

乱得点が低かった。ネガティブ型は，その逆だった。空想型は，統合得点も混乱得点も高

く，諦念型は両方の得点が低かった。（DIDS の結果は，学会当日に報告する。） 

 以上の結果から，16～22 歳の若年労働者の時間的展望は，アイデンティティの発達に影

響を及ぼすことが示唆された。 

本研究は，科研費基盤研究(C)19K03266 の助成を受けて実施されたものである。 

 
Figure 1.  5 つのクラスにおける時間的展望の 6 下位尺度得点
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小中高校生の「ネットを通した出会い」に関する研究 

－メリット・リスク認知との関連及びトラブル経験とその回避行動の分類－ 

佐藤 奈月 1・唐川 真歩 1・常本 萌々花 1・加藤 弘通 2 

（1北海道大学大学院教育学院・2北海道大学教育学研究院） 

 

A Study of " Online Friendships” among Children: The relationship with perceived benefits and 

risks, and the classification of trouble experience and avoidance behavior 

Natsuki SATO1, Maho KARAKAWA1, Momoka TSUNEMOTO1, Hiromichi KATO2 

(1,2Graduate School of Education, Hokkaido University) 

 

問題と目的 

インターネット（以下，ネット）を通して見知らぬ他者と関わることには様々なリスク

があるが（青山, 2016），保護者や教師がその実態を十分に把握しているとは言い難い。佐

藤・加藤（2020）では，危険な目に遭いそうな他者との関わりを切りながら見知らぬ他者

と友人関係を形成している高校生女子の語りから，子どもがリスク回避のための実践知を

持っていることが示唆された。しかし，想定されるトラブルの内容やリスク回避スキルを

検討した研究は主に大学生が対象とされており(e.g.,市川ら, 2015；石川, 2014)，小中高校生

がネット上で見知らぬ他者と関わる時にどのようなトラブルを経験し，またそれらのトラ

ブルを回避するためにどのような行動を取っているのかは明らかでない。さらに，ネット

を通して見知らぬ他者と関わることはリスク認知の欠如が理由ではなく，社会関係資本

（Williams, 2006）等のメリットをリスク以上に得ているからである可能性が考えられるが，

メリット認知・リスク認知と見知らぬ他者との交流経験の関連は明らかではない。 

そこで本研究は，1．見知らぬ者との交流経験とメリット・リスク認知の関連，2．小中

高校生のトラブル経験と，3．トラブル回避方法を分類することを目的とする。 

方法 

調査対象者 小学校 5 校の 294 名（男子 149 名，女子 134 名，その他 11 名），中学校 2 校

の 228 名（男子 115 名，女子 106 名，その他 7 名），高等学校 3 校の 235 名（男子 171 名，

女子 51 名，その他 13 名）の計 757 名から同意及び有効回答を得られた。 

調査時期及び対象者 2022 年 7 月に，教室もしくは児童生徒の家庭で，Google フォームを

用いて Web 調査を行なった。 

調査内容【フェイスシート】1）性別，2）学年をたずねた。 

【ネット上の出会いに関する項目】1）ネット上でのコンタクトリスク行動 5 項目（青山, 

2016），2）メリット認知：社会関係資本尺度 6 項目（寺島・三浦, 2013 を参考），3）リス

ク認知：「ネットで見知らぬ人と知り合うことは危険だと思う」など 3 項目をたずねた。 

【トラブル経験・回避行動に関する項目】1）自分がネット上で知らない人と関わる時に嫌

な思いをしたり危険を感じた時，2）友だちや知り合いが嫌な思いをしたり危険を感じた時，

3）嫌な思いや危険な思いをしないための工夫や対策を，自由記述式でたずねた。 

結果と考察 

1．見知らぬ者との交流経験とメリット・リスク認知の関連 メリット認知 6 項目，リスク
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図 2 回避行動のクロス集計の結果 図 1 共起ネットワーク分析の結果 

認知 3 項目の平均点を算出し，平均点が 0 になるよう標準化した。標準化されたメリット

認知得点から標準化されたリスク認知得点を引き，正の値の群をメリット優位群，負の値

の群をリスク優位群とするネット認知ダミーを作成した。過去 1 年以内に会ったことがな

い人と SNS の投稿等でやりとりをした経験の有無とネット認知ダミーについて χ2 検定及

び残差分析を行った結果，メリット優位群は 5%水準で有意にやりとり経験が多く，リスク

優位群は有意にやりとり経験が少なかった。同様に，過去 1 年以内にネットで知り合った

人と実際に会った経験についても，メリット優位群は有意に多く，リスク優位群は少なか

った。このことから，ネットで見知らぬ他者と知り合うことにリスクよりも多くのメリッ

トを感じている児童生徒は実際に交流経験を持ちやすいということが示唆された。 

2．小中高校生のトラブル経験 1）自分が経験したトラブルに関する記述 57 件，2）友だち

や知り合いの経験したトラブルに関する自由記述 55 件を統合し，KJ 法を用いて分類を行

なった。その結果，①悪口・暴言を言われる，②個人情報の漏洩，③知らない人からの連

絡，④会う誘い，⑤性的誘い，⑥ストーカー被害，⑦金銭トラブル，⑧詐欺・乗っ取りの 8

カテゴリに分類された。 

3．小中高校生の各発達段階におけるトラブル回避行動 3）トラブル回避のための対策や工

夫に関する記述 335 件について，KHCoder（樋口, 2020）を用い分析を行なった。まず，6

回以上出現していた 45 語について共起ネットワーク分析を行なった（図 1）。次に，出現

した単語を含む回答の文脈を確認しながら，共起ネットワーク分析の結果を参考にコーデ

ィングを行なった。①「関わる」「無視」等を含む【関わらない】，②「個人」「情報」等を

含む【個人情報を言わない】，③「ブロック」「ミュート」「通報」等を含む【機能を使う】，④

「親」「相談」等を含む【相談する】の 4 つのコーディングルールを作成した。各コードと学

校種のクロス集計を行い，χ2 検定を行なった(図 2）。その結果，【相談する】に有意な偏

りがあり(χ2(6)=16.41, p<.01)，残差分析の結果，5%水準で小学生は回避行動として相談を

選びやすく，高校生は相談を選びにくいことが示唆された。 

今後の課題として，項目を尺度化し，小中高校生の経験しているトラブル及び対処行動

を比較した上で，具体的な教育方法について議論していくことが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*本研究は，安心ネットづくり促進協議会の助成を受けたものである。
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アイデンティティ概念に関する詳細検討 

 

大野 久 

（立教大学名誉教授） 

 

Detailed Examination of the Identity Concepts 

 

Hisashi ŌNO 

(Professor Emeritus of Rikkyo University) 

 

問題と目的 

 アイデンティティを長年研究してきたが，エリクソンの記述には概念的にあいまいな点

が多々ある。今回の発表では，漸成発達理論の中のアイデンティティ概念とその関連概念

についての定義，内容，機能などについて，理論的に詳細に検討することを目的とする。 

方法 

論考。 

結果と考察 

1.アイデンティティの感覚の定義：エリクソンは，アイデンティティそのものを定義してい

ない。アイデンティティの定義に最も近いものとして，エリクソンはアイデンティティの

感覚 a sense of identity を以下のように定義している。「内的な不変性（注：斉一性とも訳さ

れる）と連続性を維持する各個人の能力（心理学的意味での自我）が他者に対する自己の

意味の不変性と連続性に合致する経験から生まれた自信」（Erikson, 1959 小此木訳 1973, 

p.112）。この内容は，フロイトはその人格理論の中で生物学的要因を重視し，人間の思考

や行動に与える影響力の大きさは，自我の機能よりも無意識のエス・イドの働きが大きい

という深層心理学と呼ばれる学説を説いたが，それに対してエリクソンは，社会的側面を

重視し，意識できる自我の働きが無意識のエス・イドの働きを上回るという自我心理学を

提唱した。この文脈の中で，アイデンティティの感覚は，自分の社会的役割に関する自分

の認知（自覚）が他者に対する自己の意味と一致することへの自信を意味している。アイ

デンティティの感覚の定義の解釈については，大野（2010ab, 2021ab など）を参照のこと。 

2.「～の感覚」とはなにか：「～の感覚」についてエリクソンは「こうした感覚は，表層に

も深層にも意識にも無意識にも浸透している。この感覚は，（1）内省を通して接近するこ

とができる意識的な経験の仕方であり（この経験はまさに内省することにおいて発達す

る），（2）他者によって観察可能な行動の仕方であり，（3）テストや分析によって判定で

きる無意識の内的状態である」（Erikson, 1959 西平・中島訳 2011, p.52）と述べている。こ

のことはアイデンティティの感覚にも共通であり，内省でも自覚できるし，行動にも現れ，

無意識の過程でも表現される。人は，絶えず自らのアイデンティティに影響され，それと

矛盾しない一貫した行動，意識，態度を示す。つまり，ある人の行動，意識，態度はその

アイデンティティを理解することで，「なるほど，あの人がこういう行動（考え方）をす

るのは，そのアイデンティティのせいか」と合理的に理解できる（大野, 2010ab, 2021ab）。 
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3.自己の中の複数の役割アイデンティティ：一般に，人は社会生活の中で複数の役割をも

ち，その役割のそれぞれにアイデンティティをもつ。たとえば，「自分は，夫であり，父

であり，祖父であり，大学教員であり，心理学者であり，地域の役員であり，趣味のグル

ープのメンバーであり，同級生の仲間の一人でもある」，その一つ一つの役割にアイデン

ティティを持つ。当然，アイデンティティ＝職業選択のみではない。また，それらの複数

の役割アイデンティティが個人の中で全くばらばらに存在するのではなく，それらを総括

する（まとめる）より上位のアイデンティティも存在する（大野, 2010c）。 

4.「他者に対する自己」の意味：上記のそれぞれのアイデンティティに対応する他者が存

在する。夫には妻，父には子・・・大学教員には，学生，学生の父母，同僚，学内関係者，

受験産業，文科省，さらに一般社会からの評価などである。さらに，他者に対する自己の

意味の他者とはだれかについて，一般的には，実在の人物を想定するが，人の行動を観察

すると，小説家が読者を意識したり，大学教員が受験雑誌の口コミを気にするように，他

者には関係する不特定多数も含まれる。加えて「死んだ祖父母に顔向けできない」などの

ように実在しない人物さえも他者として意識している（大野, 2014b, 2021a）。特に重要な

のは，著名な文学者から高く評価されても自信を持てなかった芥川龍之介のように，その

内容は実際の他者からの評価ではなく，あくまで自分の認知であり，他者からの評価から

ずれていることも多々ある（三好, 2011）。人の意識，態度，行動に影響を与えるアイデン

ティティの感覚に影響するのは，他者からの実際の評価ではなく，本人の認識であるので，

心理学の調査での他者評価を測定する手続きに関しては十分な注意が必要であろう。 

5.アイデンティティの機能と内容：大野（1995, 2010ab, 2021ab）は，アイデンティティの具

体的な感じ方を，社会の中での自分の役割に関する「自覚，自信，自尊心（プライド），責

任感，使命感，生きがい感の総称」と説明した。たとえば，ベテランの看護師が，看護師

としての勤務を意識し，体調に気を付けるなどの自覚を持ち，人並みの看護師の仕事は任

せられても大丈夫という自信を持ち，人から無責任な看護士とは言われないだろうという

プライドを持ち，患者へのケアに対しては強い責任感を持ち，コロナの状況下でそれに立

ち向かう強い使命感を感じ，退院時など患者たちから感謝されることで生きがいを感じる。

こうした内容は一つの日本語の概念だけでは説明しきれない多様なものを含んでいる。こ

の感覚は，アイデンティティから生まれるものであるが，同時に，アイデンティティは感

覚を越え，意識，態度，行動をアイデンティティと整合する方向へと導く影響力をもつ。

その結果，アイデンティティは金銭的価値を越え，さらには生命にかかわる決断にさえ影

響する（大野, 2010ab）。また，西平（1983）がボードレールの否定的アイデンティティを

例に説明したように人生全体を否定的に動かすほどの影響力をもつ場合さえある。 

6.アイデンティティと感情：さらに，アイデンティティの感覚は，自信や自尊心などの自

我感情のみならず，日常の「生活にハリがある」「生きがいのある生活をしている」など

の生活感情（気分）と密接な相関がある（大野, 1984, 大野ほか, 2004a）。充実感，生きが

い感，“Purpose in life”，“Quality of Life”，“Authenticity”，実存，勿体（もったい，禅の用語）

などの表現や，また，逆方向の表現として，退屈，空虚，実存的欲求不満などの感覚は，

共通してアイデンティティの感覚の反映と考えることができる。 

7.アイデンティティの感覚の測定：人のアイデンティティを特定する場合，共通特性とし

て測定することが可能かという問題がある。厳密には，その人の役割アイデンティティご
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とにその人がどれだけ特定の職業，たとえば消防士であることについて，上述の 6 つのア

イデンティティの感覚を測定する必要がある（Allport, 1968.依田新ほか訳 1977）。さらに，

この役割アイデンティティの測定は役割の数だけ個別の尺度が必要である。しかし，生活

感情レベルでの測定では，役割を越えて日常における一般的気分を測定対象にするので，

共通特性として測定が可能である。たとえば，気分の高低により，分類した調査対象者に

面接調査をすることで，個別なアイデンティティへの接近が可能である。大野（2004b, 2010c, 

2011, 2014a）は質量両方のデータを組み合わせる体系的折衷調査法を提案している。 

8．役割アイデンティティとより上位のアイデンティティ：さまざまな役割アイデンティテ

ィとそれらを束ねるより上位のアイデンティティとは何か。エリクソンは，自我アイデン

ティティとパーソナル・アイデンティティという用語を用いて，説明しようとしているが，

実にあいまいである（Erikson,1968）。さらに，beyond identity（超越的アイデンティティ

（Erikson,1974 五十嵐訳 1979, p.51），創発的アイデンティティ（鈴木・西平, 2014, p.254）

とも訳される），「より包括的な同一性（more inclusive identity）」（Erikson, 1969）という

概念もある。大野（2010c, 2014c）は，包括的アイデンティティについて測定論的に考察し

たが，超越的アイデンティティの問題に関しては，共同体感覚（Adler, 1931）によって擬似

種化を超越し，より広い包括的アイデンティティを持つといういわば横方向に拡がる方向

性と，一般的な科学論を超えるが，輪廻を越えて一貫性（斉一性と連続性）をもつ自我の

存在を仮定する宗教観が事実として存在するのではないかといういわば時空を超えた縦方

向に拡がる方向性も考えられるであろう（大野, 2022）。 

9.漸成発達理論図の構造と構成要素：エリクソン（1950, 1959）は，フロイトの心理－生物

学的発達論に心理社会的発達論を加え，それぞれの段階を縦横軸に記した 8×8 の漸成発達

理論図を示した。その対角線上に自我発達に重要な構成要素を～vs.～の形で示した。 

10.構成要素は課題か主題（最大関心事）か：この構成要素は，多くの場合，発達課題と訳

される。しかし，エリクソン自身，課題という表現は用いていない。課題と表現すると，

それをクリアしないと先に進めない，その時期に必ず獲得すべきであるというニュアンス

が強くなる。「青年期の発達課題はアイデンティティの獲得である」という説明は，青年

たちの「いくら考えても自分のアイデンティティがわからない」という混乱と焦燥の原因

を作っている。大野（2020, 2021b）は，構成要素はその時期に自我発達上そのことに関心

が最も強くなるという意味で主題（テーマ，最大関心事）であると考察した。青年期はア

イデンティティが最大関心事であり，悩み（役割実験と危機）の主要な原因であるが，危

機を解決して一定の自信が持てるアイデンティティを獲得できるのはある役割を担ってか

ら 3～5 年程度の時間が必要であるという成人の感想は多い。したがって，上述の課題とい

う説明よりも青年たちの実感の方が理論的にも正しいといえる。 

11.Vs.の意味：Vs.の形で示された構成要素の内容は，肯定的内容は望ましく，否定的内容

は獲得しない方が良いと解釈される場合が多いが，エリクソン（1959）は，研究者が否定

的な感覚を排除する傾向に警鐘をならし，その重要性を論じている（赤木, 2022 参照）。ま

た，大野（2010ab, 2020）は，信頼対不信に関して，「遠慮」の感覚を取り上げ，不信感の

獲得の必要性を考察している。 

12. 漸成発達理論図に示された縦糸と横糸：エリクソンの妻，ジョーン・エリクソンは，

漸成発達理論図を織物で表現し，その構造をわかりやすく再現している（西平, 1993, 表紙
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カバー参照）。構成要素はその発達段階だけのものではなく，その内容は織物の縦糸横糸

のように，一生を通じて存在し影響力を持つ。糸の色の順番を縦横同じ順にすることで同

色の糸が重なる対角線上のセルが純色となり最も目立つ構成要素になる（大野, 2010b, 

2020）。たとえば，乳児期に獲得された信頼対不信は，人格の重要な基礎として生涯影響

力を持つ。 

13. 構成要素に関する関心の移行：各発達段階の構成要素は，その時期の最大関心事であ

るため，発達とともに関心事は移行していく（大野, 2018a, 2013, 2021）。たとえば，自身

のアイデンティティに最大関心を持っていた青年が，成人期に至り，就職，結婚など人生

の方向性が定まってくると，世代継承性に関心が移り，仕事や子育てに集中できる。青年

が将来の不安などを成人に相談しても成人は「そんなことは大したことはない」「時間が

解決する」など無責任に聞こえる回答をする場合もあるが，この現象は成人がすでにそう

した問題には，もはや関心を失っているからという理由が考えられる。 

14.活力：エリクソン（1964）は，漸成発達理論に「活力 virtue（徳とも訳される）」を加

えている（付録図参照）。活力とは，人間が日常生活で「生き生き」する源である健康な

人格の人格的強さ（human strength），潜在的な強さ（inherent strength）である。たとえば，

乳児の活力は希望であり，信頼感を獲得した人間は希望を持つ。逆に希望が持てる人間は，

信頼感が高いともいえる。青年期の活力は，忠誠・誠実さ fidelity である。その現れは，夢

中，一生懸命，没頭，忘我などである。一般に青年期にあることに没頭することは受験な

どに不利になるので望ましからざることと扱われがちであるが，自我心理学的にはアイデ

ンティティの獲得に肯定的に機能することになる（大野, 1995, 2021）。 

15.初期成人期の活力「愛」と相互性：初期成人期の活力は「愛」であり，かつ，乳児期の

信頼を育てるものは，愛情豊かな母親的存在とされている。エリクソンは，愛の説明の中

で相互性 mutuality という語を用いているが，その内容は抽象的であいまいである（Erikson, 

1964）。愛における相互性の内容について大野（1995, 2000, 2010ac, 2013, 2018a, 2021）は，

愛とは相手の幸せを願うこと，世話 care はその具体的実践であり，その動機は相手の幸せ

に貢献し，相手が幸せになった結果，相手の笑顔や感謝してもらえることで得られる「愛

する喜び」にあると考察した。 

16.青年期から初期成人期への移行過程における「アイデンティティのための恋愛」：大野

（1995, 1999, 2010ab, 2013, 2021b）は，上述の移行過程の典型的現象として，最大関心が自

己のアイデンティティにあるにもかかわらず，異性と交際する過程で，相手を愛するエネ

ルギー不足から起こる，相手の幸せに関する関心よりも，自己のアイデンティティの問題

にエネルギーを優先して使ってしまう現象を「アイデンティティのための恋愛」と呼んだ。 

17.アイデンティティに関する質的研究法：こうしたアイデンティティの質的内容を分析す

るために有効な方法として，質問紙法と面接法組み合わせた体系的折衷調査法（大野, 2011, 

2014a），レポート分析（大野, 2021），伝記分析（大野, 1996b, 1998, 2008, 2014a）などの方

法が有効である。 

18.訳語の問題：アイデンティティ理論にまつわる術語は，我が国において様々な訳語が充

てられている。混乱を防ぐために，その主なものを資料にしたので，参照してほしい。 

文献・資料の共有ホルダー：

https://drive.google.com/drive/folders/1m1UXnfn_TqaYAIa79XXZH2MK70ZBxILu?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1m1UXnfn_TqaYAIa79XXZH2MK70ZBxILu?usp=sharing
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大学生における自己の可変性信念が後の心理的適応に
与える影響 

笠原 千秋 1・平野 真理 2 

（1 お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科・2 お茶の水女子大学） 

 

The Effects of Self-variable Belief on post-Psychological Adjustment  

among College Students 

Chiaki KASAHARA1, Mari HIRANO2 

(1Graduate School of Ochanomizu University, 2Ochanomizu University) 

 

問題と目的 

 人格形成の途上にある青年にとって「自分は変われるか否か」という自己変容にまつわ

る問いが重要なテーマであることは調査研究や臨床場面における事例研究から検討されて

きた（成田, 2006; 千島, 2014 など）。 

Dweck（1999）が提唱した「暗黙理論」は人が自分自身の知性や性格などの特性を変える

ことができると考えるか，あるいはそれらは生得的なものであるため変わらないと考える

かについての信念であり，「知能は変化しない」という信念を持つほど抑うつの程度が増

大するという（Dweck, 2006）。さらに Dweck（2012）によれば知能の可変性を信じている

か否かの差は困難に直面した際に顕著に現れ，可変性を信じない人々は失敗を脅威と捉え

課題への意欲を失うとされている。暗黙理論は精神的健康との関連が推測されるものの臨

床心理学領域においては十分な検討がされていないとが指摘されており（Schroder et al., 

2015），特に自らの変化の可能性の認知についての検討は見当たらない。 

自己の可変性信念はこの暗黙理論の観点から，人が自分自身の特性の変化の可能性をど

のようにみなすかに焦点を当てた心理学的構成概念である。「私は能力は努力次第で伸ば

すことができると思う」などの項目からなる「可変信念」と「私は基本的に自分の人間性

というものは変えられないと思う」などの項目からなる「固定信念」との 2 因子構造の尺

度が作成されている（笠原・平野, 2018）。この尺度を用いた高校生を対象にした縦断調査

では，固定信念の高さが 3 ヶ月後の抑うつを予測することが示唆された（Kasahara & Hirano, 

2018）。この尺度は高校生への調査から開発されたものであったが，広く青年期を対象と

した尺度とすることを目指し大学生を対象にした調査を行い，一定の信頼性と基準関連妥

当性が確認された（笠原・平野, 2022）。本研究では大学生を対象に 2 時点での調査を行い，

「自分という人間が変われると思うか」に関する信念が後の抑うつ，自己効力感を予測し

得るのかを検討する。 

 

方法 

調査時期・方法 2021 年 12 月，2022 年 5 月の 2 時点で実施した。インターネット調査会

社を利用して質問紙調査を行った。 

調査対象者 インターネット調査会社のモニターに登録する大学生男女を対象とした。1,2

時点の両方の調査に回答した 326 名のうち，回答に不備があったものを除いた 309 名（18
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～43 歳，平均年齢 21.37 歳，SD=2.91，男性 128 名，女性 181 名）を分析対象とした。 

使用尺度 ①自己の可変性信念：自己の可変性信念：Dweck（2006）および及川（2005）知

能についての暗黙理論を参考に作成した自己の可変性信念尺度（笠原・平野, 2022）固定，

可変の 2 因子からなる 8 項目 5 件法。②自己効力感：特性的自己効力感尺度（成田ら, 1995）

23 項目 5 件法。③抑うつ：BDI 日本語版（林・瀧本, 1991）21 項目 4 件法。 

 

結果 

 まず 2 時点目調査時のデータを用いて自己の可変性信念の確認的因子分析を行ったとこ

ろ，Table1 の結果となり，モデル適合度は CFI=.85，RMSEA=.11 であった。1,2 時点目の得

点との級内相関係数を算出したところ，可変信念では r=.37，固定信念では r=.28 となりい

ずれも有意ではなかった。因子間相関は r=.07 であった。使用した各変数の相関分析の結

果は Table2 の通りだった。信念と抑うつ，自己効力感の関連を検討した結果，Figure1 のモ

デルが示された。モデル適合度は CFI=1.00，RMSEA=.05 であった。分析には HAD ver.17.206

（清水, 2016）および AMOS ver25，SPSS ver24 を用いた。 

 

Table 1 自己の可変性信念尺度の確認的因子分析結果 

 

 

Table 2  相関分析結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ Ⅱ

第1因子　可変信念

3.私は能力は努力次第で伸ばすことができると思う .85 .00

8.私は自分の人生を自分でつくっていくことは可能だと思う .65 .00

5.私は自分の運命を自分で変えられると思う .61 .00

1. 私はどのような人間かという基本的な性格は，変えようと思えば変えることができると思う .40 .00

第2因子　固定信念

4.私がどのような人間かはすでに決まっており、それを根本的に変える方法はあまりないと思う .00 .65

2.私という人間の生涯は決まったものだと思う .00 .54

6.私は一定の能力をもって生まれてきており、それを変えることはできないと思う .00 .52

7.私は基本的に自分の人間性というものは変えられない と思う .00 .52

α係数

1 可変信念 1時点目 .82

2 固定信念 1時点目 .82 -.22 **

3 自己効力感 1時点目 .82 .20 ** -.26 **

4 抑うつ 1時点目 .94 -.31 ** .24 ** -.26 **

5 可変信念 2時点目 .71 .39 ** -.19 ** .14 * -.24 **

6 固定信念 2時点目 .64 -.17 ** .28 ** -.21 ** .09 .05

7 自己効力感 2時点目 .82 .15 ** -.23 ** .70 ** -.23 ** .14 * -.34 **

8 抑うつ 2時点目 .94 -.21 ** .12 * -.19 ** .59 ** -.32 ** .15 ** -.25 **

**p <.01　*p <.05

-

-

-

-

-

-

-

1 2 3 4

-

6 7 85
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Figure 1. 自己の可変性信念と抑うつ，自己効力感との関連 

 

考察 

 本研究の結果は高校生を対象にした調査とは異なるものとなった。尺度の確証的因子分

析の結果，適合度はやや低めであり，また級内相関係数の値から，各信念は時間的変動性

が高いことが推察された。信念と適応状態との関連は，同時点においては，可変信念から

自己効力感，固定信念から抑うつへの正の影響が見られており，「変われる」という信念

はその時点においてはポジティブな，「変わらない」という信念はネガティブな適応への

影響を持つことが推察された。さらに因果モデルを用いた分析の結果，抑うつから後の可

変信念，自己効力感から後の固定信念に負の影響が示されており，適応状態がその後の「自

分は変われる」あるいは「変わらない」という信念を左右する可能性が推察された。また

ごくわずかではあるが，固定信念から後の抑うつへの負の影響，すなわち「自分は変わら

ない」と信じることがその後の抑うつを低減する可能性が示され，高校生に対する調査と

は逆の結果となった。したがって「変わらない」と思うことはその時点では適応にネガテ

ィブな影響があっても，必ずしもその後の不適応にはつながらない可能性が示唆されてい

る。自己受容の概念を再検討した研究では，自己の具体的な評価が低い人にとっては，そ

のような自分自身をメタレベルで受容をしていると自尊心の向上に影響すると示唆されて

いる（上田, 1996）。したがって「変わらない自分」を認め受け入れるということが適応に

つながる可能性がうかがえた。 

今回の調査から，信念が適応に与える影響は年齢に応じて異なり，特に大学生において

のそれは高校生のものよりも複雑であることが考えられた。高校生と大学生には内省水準

および直視抵抗に差があり，大学生の方が自己を否定的側面も含めてしっかりとみつめら

れるとされている（髙坂, 2009）。今回の調査においても，大学生の方が「自分は変わるこ

とができるのか」という問いに深く向き合いやすく，その結果信念の持ち方，維持の程度，
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適応との関連に高校生との違いが生じた可能性が考えられた。 

今回の調査から自己の可変性信念，とりわけ固定信念においては，適応に対してネガテ

ィブな機能もポジティブな機能もどちらも持ち得る可能性が推察された。発達段階，自己

評価，自己肯定感などの他の指標と交互作用する概念であると可能性も考えられ，今後の

検討が必要である。また，本研究で使用した自己の可変性信念尺度は知能観についての先

行研究を元にして作成したものであった。今後は自由記述に基づくなどしたボトムアップ

のやり方でより信念のあり方の実態を反映した尺度の再構成が必要だと考えられる。 

 

 

主な引用文献 

Dweck, C. S. (2006). Mindset: The new psychology of success. New York, NY: Ballantine Books. 

(キャロル・S・ドゥエック. 今西康子(訳) (2008) 「やればできる！」の研究 草思社). 

林 潔・瀧本孝雄 (1991). Beck Depression Inventory (1978 年版) の検討と Depression と Self-

efficacy との関連についての一考察  白梅学園短期大学紀要, 27, 43-52. 

Kasahara, C. & Hirano, M. (2018). Self-variable belief as a factor predicting well-being. The 9th 

European Conference on Positive Psychology (Budapest, Hungary), (2018,6,30). 

笠原千秋・平野真理 (2022). 大学生における自己の可変性信念尺度の信頼性・妥当性の検

討 パーソナリティ心理学会第 31 回大会, (印刷中). 

成田健一・下仲順子・中里克治・河合千恵子・佐藤眞一・長田由紀子 (1995). 特性的自己効

力感尺度の検討 生涯発達的利用の可能性を探る  教育心理学研究, 43, 306-314. 

及川昌典 (2005). 知能観が非意識的な目標追求に及ぼす影響  教育心理学研究, 53, 14-25. 
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スマートフォンを利用した 
リアルタイムのセルフ・コンパッション介入 

千島 雄太 

（筑波大学） 

 

Smartphone-Based Real-Time Micro Intervention of Self-Compassion 

Yuta CHISHIMA 

(University of Tsukuba) 

 

問題と目的 

 セルフ・コンパッション（以下，SC; Neff, 2003）は，自分への思いやりと訳され，精神

的健康に強く関連する概念である（c.f., MacBeth & Gumley, 2012）。SC に関連する介入に

関するメタ分析では，精神的健康の向上に対して中～大の効果量があると報告されている

（Ferrari et al., 2019）。ただし，これらの介入は長期間に渡るものがほとんどであり，介入

中の微細な変動は把握できていないものが多い。 

そこで本研究では，SC に関する短期的な筆記介入を継続することが，SC やストレスに

及ぼす影響を明らかにする。SC やストレスについては，長期的な変化だけでなく，介入中

の瞬間的な変動も測定する。また，介入のタイミングを，ネガティブな出来事を経験した

直後に設定することで，日常生活の中で介入を必要としている時に，リアルタイムでセル

フケアを行えるように工夫する。本研究の仮説は，介入が特性 SC を高め，知覚された一週

間のストレスを低減することと（仮説 1），介入が状態 SC を高め，瞬間的なストレスの量

を低減すること（仮説 2）である。 

方法 

参加者 

大学生・大学院生 75 名（男性 22 名，女性 53 名）を分析に使用した。事前調査のみ

に回答した 2 名と，ネガティブな出来事が一度もなかった 1 名を除外した。 

手続き 

参加者は，説明会で研究の登録を行った後，事前調査・毎日調査（統制期間）・毎日調

査（介入期間）・事後調査・フォローアップ調査と進んだ。統制期間と介入期間はともに 

7 日間であり，フォローアップ調査は，事後調査の 7 日後に行われた。毎日調査のアンケ

ートは，参加者の LINE に 1 日に 2 回ランダムな時間に送信された。 

質問内容  

事前・事後・フォローアップ調査 特性 SC（有光, 2016）と，ここ一週間のストレスの

知覚（三谷他, 2015）を尋ねた。 

毎日調査 ネガティブな出来事について，「1 時間前～今までの間で，つらいことや，嫌

なことがありましたか」と尋ねた。介入期間でネガティブな出来事があった場合は，今の

自分をやさしく励ますメッセージの記入を求めた。その後，状態 SC（Chishima et al., 2022），
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状態ストレス（Tschacher & Lienhard, 2021）を尋ねた。 

結果 

事前・事後・フォローアップ調査における変化  

時期を要因とした分散分析の結果，特性 SC では有意差は示されなかった（F = 1.22, p 

= .298, ηp
2 = .017）。一方，ストレスでは，有意傾向が示され（F = 2.81, p = .063, ηp

2 = .038），

事前調査よりも事後調査の得点が低かったが（Figure 1: t = 2.41, p = .019, d = .278），フォ

ローアップ調査との有意差は示されなかった。 

毎日調査における変化 

毎日調査では，一人当たり平均 26.4 回（全 28 回）の回答が得られた。ネガティブな出

来事の経験率は，49.7%であった。級内相関係数は，状態 SC で ICC = .56，状態ストレス

で ICC = .30 であり，データの階層性を考慮する必要があると判断された。 

  そのため，期間と回答回数と，その交互作用を独立変数とし，状態 SC と状態ストレス

を従属変数としたマルチレベル分析を行った。状態 SC では，期間の主効果が有意であり，

介入期間の方が統制期間よりも得点が高かった（Figure 2: γ = .05, p = .002）。状態ストレ

スについても，介入期間の方が有意に低く（γ = -.08, p = .016），回答が進むほど得点が減

少した（γ = -.02, p = .004）。いずれも交互作用は有意ではなかった。 

考察 

介入前後の 特性 SC とストレス知覚の変化については，フォローアップ測定まで効果

が持続しておらず，仮説 1 は支持されなかった。長期的な変化を得るためには，短文の筆

記ではなく，より時間をかけて自分を思いやる課題が必要であると考えられる。 

介入による瞬間的な変化については，状態 SC と状態ストレスともに期間ごとの平均値

差が有意であり，仮説 2 は支持された。ただし，筆記の繰り返しによる得点の連続的な上

昇・下降は確認されなかった。統制期間での得点の変化も示されたため，今後は，参加者

間で異なる筆記課題を課して，比較するような手続きを採用する必要がある。 

主要引用文献 

Chishima, Y., Sugawara, D., & Mizuno, M. (2022). Supportive evidence for the state self-compassion 

scale using Japanese samples. Psychological Assessment, 34(9), e72–e87. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. 介入前後のストレス知覚の変化 

（エラーバー：95%信頼区間） 

Figure 2. 期間ごとの状態 SC の変化（黒線：毎回の

平均値，青線：Loess 曲線，灰色部分：95%信頼帯） 
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現代青年におけるいじり関係志向の規定要因の検討 

－ひとりでいることへの不安および役割への適性感覚との関連－ 

小鳥 萌子 

（関西学院大学教育学部科目等履修生） 

 

Determinants of Ijiri oriented in Contemporary Adolescents: Relationship between Capacity to be 

Alone and Sense of Role Aptitude 

Moeko ODORI 

(Course students of Kwansei Gakuin University) 

 

問題と目的 

 友人とのつき合い方として，相補的な役割を演じ合う方法が確認されている（土井, 

2009）。その代表的な例に挙げられるのが，いじる役割といじられる役割を演じ合うこと

で成立するいじる-いじられるやりとりである。送り手の働きかけで受け手の応答がある程

度予想可能な「予定調和」のやりとりは，集団内の居場所や他者とのつながりを獲得する

手段として選択されており，好意的かつ積極的に受け入れられているようである（井上 , 

2017）。しかし，いじりに見られる相手の失敗や弱点を笑う行為は，意図の伝達が難しい

ため受け手を傷つける可能性が高く（Kowalski, 2000），得られる他者とのつながりは一瞬

のものである（Haugh & Pillet-Shore, 2017）。いじる-いじられるやりとりは表面的かつ不安

定な対人コミュニケーションだと考えられるが，何故，このようなつき合い方を現代青年

は好意的に評価するのだろうか。そこで本研究では，特に，いじる-いじられるやりとりの

成立要因の 1 つである「役割」に注目し，この理由を検討する。 

 Winnicott（1958）は，情緒発達の成熟の指標としてひとりでいられる能力を提唱した。

ひとりでいられる状態は，単に孤独に耐えられることではなく，「ひとりでいてふたりで

いられることと同時に，ふたりでいてひとりになれること」すなわち「孤の不安」も「個

の不安」も感じすぎないでいられることを意味する（吉田, 2014）。ひとりでいられる能力

が獲得できない状態が続く場合には，「偽りの自己」をつくり上げるとの指摘があるが，

この「偽りの自己」に役割（キャラ）が該当すると考えられている（井上, 2017）。加えて，

いじる-いじられるやりとりには，特定の役割を介することで一定の対人距離が保たれるこ

と（土井, 2009），結束感や所属感の上昇が見込まれていること（Dezecache & Dunbar, 2012；

Curry & Dunbar, 2013）を踏まえると，ひとりでいることに不安を抱える者ほど，いじる-い

じられるやりとりを肯定的に捉える傾向にあることが予測される。また，特定の役割を演

じることは集団内の楽しい雰囲気を創りだすことができ，これにより個人は自己有用感を

高める（千島・村上, 2016）。集団に貢献できる特定の立場（役割）を獲得していることは，

ある種の居場所として機能しているとも考えられ，役割を自分の一部として受け入れ演じ

ることに満足している者，すなわち役割への適性感覚の高い者ほど，やりとりや役割を積

極的に受け入れることが予想される。以上を踏まえ，本研究では，いじり関係志向とひと

りでいることへの不安および役割への適性感覚との関連を検討することを目的とする。 
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方法 

調査対象・手続き 東海地方の私立大学 1 校，国立大学 2 校の大学生・大学院生 308 名（男

性 n =151, 女性 n =150, その他 n =7, 平均年齢 19.59 歳, SD = 2.95）を対象に Google Forms

を用いたオンライン調査を行った。期間は 2021 年 9 月～10 月であった。調査開始前に，

回答時の注意点の他，データは研究以外の目的で用いないこと，また調査の参加は任意で

あることを伝えた。調査終了後に，本研究の目的の概要を記したデブリーフィング資料を

配布した。 

調査内容 調査は次の 4 つの項目・尺度で構成された。①性別（男性，女性，その他）・年

齢 ②いじり関係志向尺度：小鳥・小平（2022）の 15 項目（いじり-いじられ関係志向，い

じり選好，いじられ選好の各 5 項目） ③役割への適性感覚：千島・村上（2016）のキャラ

の受け止め方項目の内，キャラの積極的受容を参考に作成した 8 項目 ④ひとりでいるこ

とへの不安：吉田（2014）が作成した 39 項目（親密さの回避 21 項目，孤立への不安 18 項

目）。評定は，②，③は「まったくあてはまらない(1)」から「よくあてはまる(5)」までの 5

件法，④は「まったくあてはまらない(1)」から「よくあてはまる(7)」までの 7 件法を用い

た。その他，データは統計的手法を用いて処理されることについて説明文を記した。その

上で，データが分析に使用されることについて「同意する」「同意しない」の 2 択で尋ねた

（データ使用に関する項目）。 
 

結果 

 分析データ データ使用に同意が得られなかった 1 名，本研究において設定した青年期

終結の基準（30 歳）を超える 2 名，明らかに同じ回答が続く 18 名を除いた 287 名のデー

タを対象に分析を行った（男性 n =137，女性 n =143，その他 n =7，平均年齢 19.56 歳，SD 

=1.84）。 

 役割への適性感覚の因子分析 役割への適性感覚の 8 項目について，最尤法，プロマッ

クス回転による探索的因子分析を行ったところ，2 因子が抽出された。初期固有値の減衰

は，第 1 因子より 5.50，1.10，0.39，0.36，0.24 であり，因子間相関は r = .68 であった。

第 1 因子はいじられる役割を演じることへの満足感に関する 4 項目が，第 2 因子はいじる

役割を演じることへの満足感に関する 4 項目がまとまっており，第 1 因子をいじられ適性，

第 2 因子をいじり適性と命名した。 

信頼性の検証 各尺度項目の信頼性を検証するために α 係数を算出した。その結果，全て

の尺度項目で α =.81 以上が得られ，本研究で使用した尺度は一定の信頼性を有していると

判断された（いじり関係志向 いじり-いじられ関係志向 α =.83, いじり選好 α =.81, いじら

れ選好 α =.85；役割への適性感覚 いじり適性 α =.90, いじられ適性 α =.95；ひとりでいる

ことへの不安 親密さの回避 α =.87, 孤立への不安 α =.93）。一定の信頼性が確認されたた

め，以降は，いじり関係志向指標とひとりでいることへの不安指標は各尺度項目の合計点

を，役割への適性感覚指標は尺度項目の加算平均を尺度得点として扱った。 

ひとりでいることへの不安指標に基づく分類 ひとりでいることへの不安指標に基づき対

象者を分類するために，親密さの回避得点，孤立への不安得点を標準化し，2 標準得点を投

入変数とした Ward 法によるクラスタ分析を行った。その結果，4 クラスタでの解釈が適当

であると判断された（第 1 クラスタ n = 93，第 2 クラスタ n = 46，第 3 クラスタ n = 66，第
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4 クラスタ n = 68）。続いて，各ク

ラスタの特徴を明らかにするため

に，クラスタを独立変数に，親密さ

の回避 Z 得点，孤立への不安 Z 得

点を従属変数に投入した 1 要因被

験者間分散分析を行った（Figure 

1）。その結果，親密さの回避 Z 得

点（F(3, 269) =140.37, p < .001），

孤立への不安 Z 得点（F(3, 269) = 

215.36, p <.001）でいずれも有意な

結果が得られた。親密さの回避Z得

点平均値は第 1 クラスタと第 3 ク

ラスタ間以外で有意差が認められた（いずれも p < .001 で有意）。また，孤立への不安 Z 得

点平均値では，第 1 クラスタ・第 2 クラスタ間以外で有意差が見られた（1・2 < 4 < 3 い

ずれも p < .001 で有意）。1 要因被験者間分散分析の結果および各クラスタにおけるひとり

でいることへの不安 Z 得点平均値をもとに，第 1 クラスタを親密不安群，第 2 クラスタを

ひとりでいられる能力高群（以下，CBA 高群），第 3 クラスタをひとりでいられる能力低

群（以下，CBA 低群），第 4 クラスタを孤立不安群と解釈した。 

 いじり関係志向の規定要因の検討 各いじり関係志向指標とひとりでいることへの不安

および役割への適性感覚との関連を検討するために 2 要因被験者間分散分析を実施した

（Table 1）。この際，役割への適性感覚指標（いじり適性・いじられ適性）について Z 得

点を算出し，0 を基準に高群・低群に群分けした。また，解釈可能性の観点から，いじり-

いじられ関係志向について(1)いじり適性 × ひとりでいることへの不安, (2)いじられ適性 

× ひとりでいることへの不安の 2 パターンの分析を，いじり選好について(3)いじり適性 × 

ひとりでいることへの不安の分析を，いじられ選好について(4)いじられ適性 × ひとりで

いることへの不安の分析を行い，計 4 パターンの分析を実施した。 

役割への適性感覚

  ひとりでいる
  ことへの不安

親密
不安群

CBA高群 CBA低群
孤立

不安群
親密

不安群
CBA高群 CBA低群

孤立
不安群

役割への
適性感覚

ひとりで
いることへの

不安

11.55 11.14 12.00 13.95 14.46 15.60 14.50 15.59

(3.16) (5.41) (3.76) (4.67) (4.65) (3.71) (4.30) (3.27)

11.21 8.57 12.00 13.95 14.79 15.73 14.35 15.70

(2.95) (3.88) (4.24) (4.59) (4.58) (3.90) (3.86) (3.24)

9.59 9.57 11.03 10.91 12.50 14.32 12.16 13.42

(3.53) (3.30) (4.69) (4.05) (3.94) (3.08) (3.64) (3.58)

12.34 10.43 11.81 14.41 17.23 17.07 16.18 16.26

(4.12) (4.69) (3.55) (3.87) (3.15) (3.29) (3.14) (3.71)

低群 高群 主効果

 (1)いじり-いじられ

　  関係志向

 (2)いじり-いじられ

　  関係志向
*** 4.38

上段：平均値　下段：標準偏差

***p <.001, **p <.01, *p <.05, 
†

p < .10

31.64 *** 2.54 † 1.10

53.10

 (3)いじり選好

*

Table 1　各水準ごとのいじり関係志向指標の平均値・標準偏差および分散分析の結果

交互作用

2.10

†2.15***85.20 3.71

** 4.32 **

34.44 *** 1.23

 (4)いじられ選好

 

第 1 にいじり-いじられ関係志向について，いじり適性 × ひとりでいることへの不安の 2

要因分散分析を行ったところ，いじり適性の主効果が有意であった（Ｆ(1, 264) =31.64, p 

< .001）。続いて，いじり-いじられ関係志向について，いじられ適性 × ひとりでいること

Figure 1　各クラスタにおけるひとりでいることへの不安Z得点の平均値

.33
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への不安の 2 要因分散分析を行った。その結果，いじられ適性 × ひとりでいることへの不

安の交互作用が有意であった（F(3, 259) = 4.32, p < .01）。単純主効果の検定の結果，いじ

られ適性が低群の場合に，ひとりでいることへの不安の単純主効果が有意であった（F(3, 

259) = 5.86, p < .001）。結果から，いじり-いじられ関係志向得点は親密不安群より孤立不

安群の場合に高く，CBA 高群よりも CBA 低群や孤立不安群の場合に高いことが示された

（各々p < .05 で有意）。加えて，親密不安群（F(1, 259) = 16.47, p < .001），CBA 低群（F(1, 

259) =32.75, p < .001），CBA 高群（F(1, 259) = 32.75, p < .05）の場合にいじられ適性の単純

主効果が有意であり，いずれもいじられ適性高群においていじり-いじられ関係志向得点が

高かった。続いて，いじり選好について，いじり適性 × ひとりでいることへの不安の 2 要

因分散分析を行った。その結果，いじり適性の主効果のみが有意であった（F(1, 260) = 34.44, 

p < .001）。最後に，いじられ選好について，いじられ適性 × ひとりでいることへの不安の

2 要因分散分析を行った結果，いじられ適性 × ひとりでいることへの不安の交互作用が有

意であった（F(1, 257) = 3.71, p <.05）。単純主効果の検定の結果，いじられ適性が低群であ

る場合にひとりでいることへの不安の単純主効果が有意であり（F(1, 257) = 3.88, p <.01），

CBA 高群よりも孤立不安群においていじられ選好得点が高いことが示された（p < .05 で有

意）。また，親密不安群（F(1, 257) = 40.54, p <.001），CBA 高群（F(1, 257) = 31.73, p < .001），

CBA 低群（F(1, 257) = 23.68, p < .001）の場合にはいじられ適性の単純主効果が有意であっ

た（各々p < .001 で有意）。 

 

考察 

一連の分析により，①いじられ適性低群の場合に CBA 未獲得の群でいじり‐いじられ関係

志向やいじられ選好は高まること，②親密不安群・CBA 高群・CBA 低群において，いじり

‐いじられ関係志向・いじられ選好に対するいじられ適性の単純主効果が有意であること，

③いじり選好はいじり適性のみが関連することの 3 点が明らかになった。まず，いじられ

適性低群の場合にひとりでいることへの不安の単純主効果が有意であったことから，現代

青年はいじられる役割に満足しているのではなく，ひとりでいることに不安を抱えている

ために不本意ではあるが，やりとりを受け入れ，役割を選択している可能性が見出された。

また，孤立不安群ではいじられ適性の単純主効果が有意ではなく，役割への適性感覚指標

の高低に関わらず，いじり-いじられ関係志向やいじられ選好について相対的に一定の得点

が保たれていた。従来，孤独は他者とつながりを求める動機であるとされているが（Maes, 

Vanhalst, Spithoven, Noortagate & Goossens, 2016），本研究の結果から，内的な心的表象を利

用出来ず，心理的・物理的にひとりでいることに強い苦痛を感じる者では，役割への評価

に関係なく，他者との接触を実現し，ひとりでいることへの苦痛に対処するための 1 手段

としていじる-いじられるやりとりや，そのやりとりに参加するためのいじられる役割を概

ね好意的に受け入れる傾向にあると考えられた。さらに，いじり選好とひとりでいること

への不安指標との間では有意な関連が見られず，いじり選好にはいじられ選好とは異なる

メカニズムが働いていることが推察された。今後は，いじり選好の規定要因の検討や中学

生・高校生を対象に調査を行う他，やりとりの内容・役割の固定性・やりとりの継続の程

度を踏まえた尺度を作成し，ひとりでいることへの不安の状態によって，いじる-いじられ

るやりとりの特徴が異なるかどうかを検討することも課題である。
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大学生における「黒歴史」経験からの立ち直り過程 

 

鴨田 祐汰 

（北海道大学教育学院） 

 

The recovering from shameful experiences called “kurorekishi” in Japanese adolescents 

 

Yuta KAMODA 

(Graduate School of Education, Hokkaido University) 

 

問題と目的 

 黒歴史とは，「なかった事にしたいこと」または「なかった事にされていること」とい

う意味で用いられるネットスラングであり，主にネガティブな経験を指す用語として，若

者を中心に一般的な用語として定着しつつある概念である。ところで，ネガティブ経験と

その対処に関して，ストレス・コーピングの研究では，回避行動は非適応的であるとされ

ることが多い（Penley, Tomaka, & Wiebe, 2002）。ただ，それらの報告は一時点または短期

間の報告がほとんどであり，実際の回避経験が将来に及ぼす影響について直接示したもの

ではない。特に思春期・青年期について，精神的な脆弱性があり，極端な思考から抜け出

しづらい時期と捉えるならば，ネガティブ経験について，多角的な評価が出来るまで「逃

避・回避する」ことは適応的なようにも思われる。そこで本研究では，定義上回避行動が

伴うと推測される黒歴史を題材に，そこで生じる認知変容過程，また回復過程を明らかに

することを目的として，その経験と対処について質的調査を行った。 

 

方法 

 調査協力者：黒歴史経験のある大学生 5 名（男性 2 名，女性 3 名，平均年齢 20.4 歳 SD

＝1.2）。調査内容：「具体的な黒歴史経験の内容」,「当時どのような対処を行ったか」,「現

在振り返ってその経験や対処をどのように評価するか」について，約 45 分程度の半構造化

面接を実施した。手続き：募集に応じた者に,調査内容等について説明し，同意を得た上で

面接を実施した。面接内容は録音し，逐語記録として文章化した。分析方法：ストラウス・

コービン版の Grounded Theory Approach（戈木, 2016）に基づき分析した。 

 

結果 

 分析の結果，黒歴史経験からの立ち直り過程については，《失敗の黒歴史化》,《黒歴史

によるダメージの蓄積》,《黒歴史経験の再構築》,《黒歴史経験の回想》という 4 つのカテ

ゴリーとその各サブカテゴリーの関連が示され，それら全体のストーリーラインとして

Figure 1 が作成された。 

 まずは失敗経験に対して深刻度の評価が行われる。ただのミス，あるいは取り返しのつ

くミスであると認識された場合には黒歴史経験にはならないが，自己像を反映させた行動

によって，相手のネガティブな反応を引き出した場合には，相手がどう思ったかと感じる
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と共に，自己像の揺らぎや，強い恥が感じられ，黒歴史であると認識される。 

 この経験は自己意識に深く関わったものであるため自身の認識を変えることは難しく，

また真に周囲がどう思ったかを確認することは不可能であるため，精神的苦痛の原因を解

決することも困難である。よって，経験直後は自分自身のことやその経験が認めがたく思

われ，それを回避する対処がとられる。結果として，ふと思い出す度に恥ずかしさや後悔

を思い出し,精神的苦痛が蓄積することとなる。 

 ただ，想起する度に経験について考えることを強いられることから，時間の経過と共に

黒歴史経験への反省や状況の整理が徐々に進んでいく。さらには環境の変化などもきっか

けとなって客観的視点が獲得され，黒歴史経験が相対化されると共に，経験を通じた自己

像の確認・変容がなされていく。結果として過去に黒歴史を作った自分を受容できるよう

になっていく。 

以上の過程を通じて深刻さが再定義され，段々と黒歴史がこれからの生活にとって深刻

なものではなくなっていく。黒歴史はある種の思い出となり，振り返っての恥ずかしさが

改めて語られることとなる。しかしそれは経験当時の自分と現在の成長した自分を暗に対

比させていることが多く，よって徐々に恥ずかしさや後悔が薄れていく。 

 

考察 

 第一に，自己受容は回復の鍵となるが，そのためには過去と現在の自分を分けて考える

という，経験や自己の相対化が重要であることが示された。特に黒歴史は認めがたい自己

意識に関わった問題であるため，自分の認知について対処努力を通じて解決していくより

は，あえて向き合うことを避け，結果として自己が変容することを待つ態度の方が自己受

容を促進する可能性が示唆された。 

しかしこのような回避的な態度は，ダメージの蓄積過程で示された回避的な反応とは「経

験をした『自己』を認めているか」という観点で異なる。以上の結果から回避という対処

について，両者を弁別する必要性があるといえる。 

 

 

Figure 1.  黒歴史経験の立ち直り過程 

《失敗の黒歴史化》 《失敗によるダメージの蓄積》 《黒歴史経験の再構築》 《黒歴史経験の回想》

自分の変さを認識 どうしようもない対処 自己イメージのゆらぎ 反省 経験の整理 振り返っての恥ずかしさ

周囲とのギャップ 失敗を重ねる 経験の相対化 「思春期」だった

新たな気づき

拭えないマイナス 価値観の広がり 自己の再構築 「可愛い」と思う

解決不可能

自分以外への責任帰属 困惑の予想 後ろ向きな対処

自己完結 自己の確立・受容

立ち直れはしない

受容 黒歴史はない方がいい

恥ずかしさ つらさ・後悔の持続 深刻さの再定義 残り続ける後悔

前向きな対処

ある程度の改善

鮮明な記憶の想起 周囲の環境の変化

黒歴史の忘却

周囲にどう思われたかと

いう気持ち

黒歴史と関係ない生活

サブカテゴリー（一般）

カテゴリ―ごとの区切り概念名

サブカテゴリー（外的要因）

【パラダイム】

影響・変化

推測される影響・変化

凡例

【黒歴史ではない失敗】

失敗経験

【環境の変化による忘却】
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ロールモデル提示によるキャリア探索への影響 

清野 峻吾・遊橋 裕泰 

(静岡大学大学院総合科学技術研究科情報学専攻） 

 

Impact of presenting role models on career exploration 

Shungo SEINO, Hiroyasu YUHASHI 

(Graduate School of Integrated Science and Technology, Shizuoka University) 

 

問題と目的 

近年，職業や働き方の多様化によって人々のキャリアに対する個人の価値観の変化が大き

くなっている。その中で個人が主体的にキャリア形成をしていくための要因に，ロールモ

デルを持つことや探索することが挙げられる。溝口・溝上（2021）は，青年期においてロ

ールモデルを探索する行動自体がキャリア発達を促す重要な要因であることを示唆してい

る。一方で，坂井（2021）は，青年期の生活する環境によってはロールモデルを見つける

動機がないのではないかと指摘している。 

 本研究では，溝口（2021）のロールモデルをキャリア形成支援に活用するために配慮する

べき点を考慮して，大学生の学部卒業後の進路の理由に共通する因子を検討し，その分析

結果を用いて学部 2，3 年生に対してロールモデル（学部 4 年生，大学院生）を提示するサ

ービスを開発することを目的とする。 

 

方法 

 調査手続き 筆者が所属する静岡大学浜松キャンパス情報学部，工学部の学部 2，3 年生

に調査した。調査期間は，2022 年 10 月で，回答者は 33 人であった。 

 調査項目 性別，学年，学部，学科のデモグラフィックデータに加え，現時点で考えて

いる学部卒業後の進路についての質問をした。また，各進路に対して考えれる理由の項目

を全国大学生活協同組合連合会による全国院生生活実態調査などを参考に質問を作成し

た。各質問は数値による比較を行うために，回答者がどの程度あてはまるかの 5 段階のリ

ッカート尺度とした。 

 分析方法 大学生の学部卒業後の進路で大学院進学，就職と回答したそれぞれの理由に

関する項目を使用して，探索的因子分析（最小残差法・オブリミン回転）を行った。また，

想定因子として，Bandura（1977）の自己理論の中で提唱されている，自己効力の形成に影

響を与える 4つの情報源を扱った。4 つの情報源は，行為的情報，代理的情報，言語的説得

の情報，生理的喚起の情報のことである。 

 開発方法 大学生の学部卒業後の各進路の理由に共通する因子結果をもとに似た境遇を

持つロールモデルを学部 2，3年生に提示するサービスの開発を行った。 

 

結果 

 就職を考えている人の各理由を探索的因子分析した結果，想定因子で挙げていた行為的

情報，代理的情報，生理的喚起の情報に加え，経済的情報，保身的情報，認知的情報の 6 つ
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の因子が見つかった（詳細の結果を表 1 に示す）。また，大学院進学を考えている人の各

理由を探索的因子分析した結果，行為的情報，代理的情報，生理的喚起の情報，保身的情

報，認知的情報の 5 つの因子が見つかった。 

表 1  就職を考えている人の各理由を探索的因子分析した結果 

因子 項目 F1 F2 F3 F4 F5 F6 
パス

係数 

F1 お金に余裕を持ちたい .88 .22 .00 .00 .00 .00 .90 

経済的情報 家庭的事情により，大学院進学を諦める必要がある .69 .00 .11 .00 -.38 .00 .70 

F2 社会で活躍するためのスキルを早く身につけたい .15 .94 .00 .00 .00 .00 .90 

生理的喚起の情報 大学院進学すると社会に出るのが遅くなる -.30 .53 .14 .30 -.10 .39 .50 

F3 今後のキャリアイメージがないためとりあえず就活 .00 .00 .43 -.19 .00 .33 .40 

保身的情報 周りの友人が就活を行っており焦っている -.18 .00 .74 .24 .00 -.10 .70 

F4 早く親孝行したい .00 .11 .00 .84 .00 -.19 .80 

行為的情報 インターンなどでの経験から早く働きたい .14 .24 -.28 .53 .50 .17 .50 

F5 社会人の良さを先輩から聞いている -.13 .00 .00 .00 .80 -.21 .80 

代理的情報 社会人として働いている憧れの人に早く近づきたい -.14 -.10 .00 .32 .71 .11 .70 

F6 大学院で何を学んでいくのかのイメージがない -.15 .28 .29 -.10 -.14 .69 .70 

認知的情報 大学院に憧れや目標となる人がいない .00 .35 .26 .00 .00 .56 .60 

 

考察 

 奥田他（2015）は進路決定に関わる経験が，自己効力の形成に関わる 4 つの情報源に基

づいたものである場合は，進路決定自己効力が高まり，その反対に挫折，混乱，不安とい

った 4 つの情報源を阻害する経験がある場合，経験の無い者よりも進路決定自己効力は低

くなることを明らかにしている。このことから，探索的因子分析結果から得られた 3 つの

情報源を理由として，進路を決めた学部 4年生，大学院生をロールモデルとして提示し，

学部 2，3 年生がロールモデルを探索することでキャリア発達を促すと考えられる。ま

た，表 1 の認知的情報の因子の項目から大学院について十分に認知していないことが確認

できることから，ロールモデルとして大学院生を学部生に提示するサービスを提供するこ

とはキャリア探索に有効的であると考えられる。 
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ント――  青年心理学研究, 33, 65-68. 
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奥田奈津子・松嵜くみ子・山口豊一 (2015). 進路決定自己効力を高める経験についての一

考察 ――Bandura の自己理論の観点から―― 跡見学園女子大学附属心理教育相談所

紀要, 11, 107-118.
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両親，またはどちらかの親

からの離婚についての説明

離婚後の離別親

との面会

離婚後の同居親

との交流

見捨てられ経験として

の離婚の受け入れ

現在の見捨てられ

不安

a

b

c

d

両親の離婚によって子どもが経験する見捨てられ不安 

―両親の離婚を見捨てられ経験として捉える要因について― 

三宅 涼 

（愛知淑徳大学大学院心理医療科学科） 

 

Abandonment anxiety of children by parent’s divorce 

－The factors that make children perceive divorce an abandoned experience－ 

Ryo MIYAKE 

(Graduate School of Psychology and Medical Sciences, Aichi Shukutoku University) 

 

問題と目的 

厚生労働省（2021）の調査によると，2020 年における未成年の子どもがいる離婚件数は，

約 11 万１千件であり，全離婚件数の約 6 割を占める。両親の離婚を経験した子どもについ

て検討を行った研究の多くが，離婚家庭の子どもは非離婚家庭の子どもより心理的 well-

being が低い（武田・奈良, 2015）など，両親の離婚による子どもの心理面へのネガティブ

な影響を報告している。 

中でも，見捨てられ経験を持つ者は，見捨てられ経験を持たない者よりも見捨てられス

キーマの得点が高いことから（井合・根建, 2013），離婚を見捨てられ経験として捉えた子

どもは，見捨てられ不安を抱える可能性が高いと考えられる。棚瀬（2004）は離婚家庭の

子どもたちが不適応状態に陥ってしまう悪条件として「説明なしの突然の両親別居」を挙

げ，益子（2013）は，離婚後に親の意向で別居親と会えていない子どもは，自己評価や自

己肯定感が低くなり，他者不信感を抱きやすいとした。 

 以上から，両親，またはどちらかの親からの離婚についての説明と，見捨てられ経験と

しての離婚の受け入れに正の関連（パス a），離婚後の離別親との面会と，見捨てられ経験

としての離婚の受け入れに正の関連（パス b），離婚後の同居親との交流と，見捨てられ経

験としての離婚の受け入れに正の関連（パス c）がみられると考えられる。また，見捨てら

れ経験としての離婚の受け入れは，現在の見捨てられ不安と正の関連（パス d）がみられる

と仮定しモデル図（Figure 1）を作成した。このモデル図の検証を本研究の目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.  仮定したモデル図 

方法 
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調査対象者 愛知県内の大学に通う大学生 213 名（男性 105 名, 女性 108 名）を対象と

した。平均年齢は 19. 4 歳であった。（SD ＝1.59）であった。 

調査時期・方法 2021 年 6 月から 7 月に Google フォームを用いて Web アンケート調査

を行った。 

調査項目 ①両親の離婚の経験の有無，②両親の離婚を見捨てられ経験と捉えているか

（1 項目 5 件法），③離婚前の両親からの離婚についての説明（1 項目 5 件法），④離婚後

の離別親との面会の程度（直原・安藤，2020）6 項目 5 件法，⑤離婚後の同居親との交流の

程度（直原・安藤，2020）6 項目 5 件法，⑥両親の離婚に対しての思い（自由記述）2 項目，

⑦現在抱える見捨てられ不安（斎藤・吉村・守谷ら，2012）15 項目 5 件法，⑧フェイスシ

ート（年齢，性別）によって構成された。 

 

結果と考察 

 ⑦の尺度について因子分析を行った結果，「現在抱える見捨てられ不安」は，「他者か

らの自分に対する気持ち・評価が気になる」と「見捨てられないための行動」の二因子に

分けられた。モデル図の検証するため，共分散分析を行った結果，Figure 2 のモデル図に適

合性が認められ（χ2 (15) = 5.462, CFI = .985, RMSEA = .053, GFI = .952, AGFI = .798），「離

婚後の同居親との交流」は，「見捨てられないための行動」に 5%水準で有意な負の影響を

与え，「見捨てられ経験としての離婚の受け入れ」は「他者からの自分に対する気持ち・

評価が気になる」に 1%水準で有意な正の影響を与えていることが示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.  適合性が認められたモデル図 

以上から，両親の離婚を見捨てられ経験として捉えさせる要因についての結果は示され

なかったが，見捨てられ経験としての離婚の受け入れは，現在の見捨てられ不安と正の関

連がみられるという仮説の一部は支持された。これは，先に挙げた井合・根建（2013）の

研究と一致する。また，離婚後の同居親との交流と，見捨てられないための行動の関連か

ら，両親の離婚後において同居親との交流が乏しい場合，一人しかいない同居親から見捨

てられるかもしれないという不安な気持ちから，同居親の気を引くための行動が多くみら

れたり，傷つきを回避するために同居親との関わりを無くし，新たな依存先として選択し

た他者に嫌われないような行動を必死にとったりすることなどが考えられる。 

付記 本研究は，2021 年度に中部大学人文学部心理学科に提出した卒業論文を加筆・修

正したものである。
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大学生の親しい友人に対する援助要請 

－自己開示の適切性と援助不安，評価懸念の関連について－ 

増岡 もも子 1・髙野 恵代 2・夫馬 綾子 1 

（1愛知淑徳大学大学院心理医療科学研究科・2愛知淑徳大学心理学部） 

 

Help-Seeking Close Friends in University Students 

－Focusing on the relationship between adequacy of self-disclosure, anxiety for support and fear of 

negative evaluations－ 

Momoko MASUOKA1, Yasuyo TAKANO2, Ayako FUMA1 

(1Graduate School of Psychology and Medical Sciences, Aichi Shukutoku University 

 2 Department of Psychology, Aichi Shukutoku University) 

 

問題と目的 

大学生を対象とした援助要請に関連する研究では，友人や家族のようなインフォーマル

な援助者のほうが学生相談のようなフォーマルな援助者より被援助志向性が高いことが明

らかになっている（木村・水野, 2004）。援助要請を行わないために「問題の維持」が予想

された場合，または援助要請を行い「ポジティブな結果」が予想された場合に，援助要請

は促進される（永井・新井, 2007）。自己開示研究をもとに援助要請の質を検討した森脇・

坂本・丹野（2002）によると，適切な自己開示の場合，聞き手は受容的な態度をとるため，

開示者の抑うつを低めるが，不適切な自己開示の場合，聞き手は非受容的な態度をとるた

め，開示者はかえって抑うつが高まることを示唆した。このように，開示者自身が否定的

に評価されるのではないかという認知は      評価懸念と言い換えられるのではないか。

長谷川・高橋（2020）は，評価懸念が高く相手を気遣う人は，問題を抱えた場合に援助要

請に対する懸念や抵抗感が強い可能性や親しい友人に対しては関係性の変化を懸念するた

め被援助志向性が抑制されると示唆した。 

 本研究では，大学生の親しい友人における援助要請時の自己開示の適切性と援助不安，

評価懸念の関連を検討することを目的とした。そして，①不適切な自己開示は評価懸念と

援助不安に正の関連を，評価懸念は援助不安に正の関連を示し，②適切な自己開示は評価

懸念と援助不安に負の関連を，評価懸念は援助不安に正の関連を示すと仮説を立てた。 

 

方法 

調査対象者 大学生 239 名から回答を得て，そのうち，下記尺度項目の全項目に欠損のな

い 203 名を分析対象者とした。平均年齢は 19.86 歳（SD ＝1.56）であった。 

調査時期・方法 2021 年 6 月から 7 月と 2022 年 6 月に Google フォームを用いて Web ア

ンケート調査を行った。 

調査項目 ①援助不安尺度（木村・水野, 2004）8 項目 5 件法，②社会的不安測定尺度短縮

版（笹川他, 2004）12 項目 5 件法，③適切な自己開示尺度（森脇・坂本・丹野, 2002）12 項

目 5 件法，④不適切な自己開示尺度（森脇・坂本・丹野, 2002）23 項目 5 件法，⑤フェイス

シート（年齢，職業）によって構成された。 
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結果と考察 

 不適切な自己開示から評価懸念，援助不安に至るプロセスを見るためにパス解析を行っ

た。第一に，不適切な自己開示から評価懸念と援助不安，評価懸念から援助不安にパスを

引いたモデルを検討した（Figure 1）。パス解析の結果，モデルの適合度は，GFI = .863，

AGFI = .726 を示した。この分析から，不適切な自己開示から評価懸念へ有意傾向の正の関

連（β = .13，p < .10）を，評価懸念から援助不安へ有意な正の関連（β = .32，p < .001）を示

した。さらに，不適切な自己開示から援助不安へ有意な正の関連（β = .26，p < .001）を示

し，仮説①は支持された。 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.  不適切な自己開示から援助不安に至るパス解析 

 

第二に，適切な自己開示から評価懸念と援助不安，評価懸念から援助不安にパスを引い

たモデルを検討した（Figure 2）。パス解析の結果，モデルの適合度は，十分に高い値（GFI 

= .912，AGFI = .823）を示した。この分析から，適切な自己開示から評価懸念へ有意傾向の

正の関連（β = .12，p < .10）を，評価懸念から援助不安へ有意な正の関連（β = .37，p < .001）

を示した。さらに，適切な自己開示から援助不安へ有意傾向の負の関連（β = -.11，p < .10）

を示し，仮説②は一部支持された。 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.  適切な自己開示から援助不安に至るパス解析 

 

以上から，適切な自己開示と不適切な自己開示が，評価懸念に正の影響を与えており，

自己開示の適切性に関わらず，自己開示そのものが，評価懸念を高める不適応な行動であ

り，自己開示の否定的な側面を示唆している可能性がある。さらに，不適切な自己開示は

援助不安を高め，適切な自己開示は援助不安を低めることから，自己開示の適切性が援助

不安に関連している可能性が示唆された。 

 

付記 本研究は，2021 年度に愛知淑徳大学心理学部心理学科に提出した卒業論文を加

筆・修正したものである。
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漸成発達理論における 

否定的感覚(基本的不信など)の必要性 

－アガサ・クリスティーの伝記資料の分析から－ 

赤木真弓 

（駒澤大学） 

  

Necessity of the negative senses (basic mistrust, etc.) in Epigenetic Theory 

：An Analysis of the English Novelist Agatha Christie  

Mayumi AKAGI 

(Komazawa University ) 

 

問題と目的 

 漸成発達理論（Erikson,1959 西平・中島訳 2011）において,「心理社会的危機」は 「肯

定的感覚 対 否定的感覚」という対概念で表され, 肯定的感覚が否定的感覚を上回るこ

とで, 活力が生まれるとされる。さらに, エリクソンは肯定的な感覚は達成されるものでは

ないとし, 「各段階から達成基準を作ることに熱心に取り組むあまり, 不注意によってあら

ゆる否定的な感覚（基本的不信など）を省略してしまった論者がいるが, この否定的な感覚

というのは肯定的な感覚のダイナミックな対概念であり, 人生全体を通してそうあり続け

る」と述べている（1959 西平・中島訳 2011）。つまり，肯定的感覚が高ければよい，とい

うことではなく，否定的感覚も必要であるということである。 

 各発達段階の達成程度を測定しようとする試みとしては，Rasmussen(1964)の REIS，

Rosenthal et al.(1981)の EPSI，Ochse＆Plug(1986)の ESDS などがあり，それぞれ日本語版も

作成されていて，多くの研究に用いられている。しかし，これらは，肯定的感覚の達成度

を測るものであり，対概念のバランスや否定的感覚の必要性についてはみることができな

い。実証研究において，否定的側面の果たす機能についての研究が行われてこなかった理

由としては，エリクソン（1959 西平・中島訳 2011）も述べているように，バランスの影

響は生涯を通して出てくるものなので，ある時点だけの質問紙調査では検証が難しいとい

うことが考えられる。そこで本研究では，生涯を俯瞰できる伝記資料を用いて，否定的感

覚の必要性について事例検証していくことを目的とする。 

 

方法 

 分析対象として作家のアガサ・クリスティーを取り上げ，伝記研究法における個別分析

の手法（大野, 2008）に従い, 分析を進める。まず, 生涯の年譜に, 心理学的解釈を加えた心

理学的年譜を作成し, 生涯の概観を行う。次に, 「結婚生活に失敗したのはなぜか。また, 

その事実を受け入れられず, その後もひきずってしまったのはなぜか」という心理学的問

いを設定し, 「基本的不信についての危機を乗り越えてきた経験が乏しいため, 相手の気持

ちを理解できず, 自分が裏切られる, という事実を認められなかったからではないか」とい

う仮説を設定して, 解釈に必要な根拠を伝記資料から列挙して検証していく。 
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結果・考察 

青年期に「将来，必ず幸せな結婚ができる」と信じるアイデンティティの感覚を持って

いたクリスティーは，24 歳のときに，理想的と思われた結婚をした（Morgan, 1984 深町・

宇田川 訳 1987 ）。ところが，夫が失業して思い通りの職につけず，失意で不機嫌になる

ことが増えたとき，クリスティーは，夫の態度に動揺し，作家として成功し始めた自分の

経済力によって，夫を思い通りにしようとした。その結果，状況はさらに悪化し，夫は，

外に女性がいると告白する。 

クリスティーは絶対離婚はしないと言い，夫もやり直すことを考えていたが，クリステ

ィーは癇癪を起して物を投げつけるばかりで，関係は冷え切っていった。そして，ついに，

国中を騒がせた「失踪事件」を起こす。それは，夫へのあてつけのための狂言であった（Cade, 

1998 中村 訳 1999）。一連の経緯を見ると，クリスティーの対応が，どんどん関係を悪化

させていったように思われる。つまり，クリスティーには相手の気持ちを考えて遠慮した

り，よくない結果を想定して，そうならないよう努力する様子がみられず，相手の気持ち

を推し量ることができなかったのではないかと考えられるのである。 

青年期までのクリスティーの分析（赤木, 2020）では，裕福な家庭で両親と使用人の愛を

一心に受けて育ち，基本的信頼感が非常に高かったことが示されている。一方で，近くに

競い合うきょうだいも友達もいなかったので，10 代半ばまで，周囲の大人を理不尽で横暴

だと感じたことは一度もなく，約束が破られて失望したということもなかったと本人が振

り返っている。これらのことから，基本的不信を経験する機会が少なかったのではないか

と考えられる。さらに，成長後も，問題が起きると母がいつも原因を外在化して娘の味方

をしてくれるので，不信感を抱くことは少なかったと推察される。 

本来，第一段階の「基本的信頼感」は，否定的な方向性である「基本的不信」との葛藤

という危機を乗り越えて獲得するものであるが（Erikson,1959 西平・中島訳 2011），クリ

スティーの場合は，基本的不信の経験が乏しかったために，「愛されて当然」という感覚

が強くなりすぎ，共感性が育たなかったのではないかと考えられる。 

ちなみに，第４段階の勤勉性についても，母が常に，何をするにも能力があると感じさ

せてくれたことで高められたが，母の意向で小学校に行かず，同世代との接点がないため，

否定的感覚である「劣等感」については感じる機会がほとんどなかったと考えられる

（Morgan, 1984 深町・宇田川 訳 1987 ）。そのため，職に恵まれない夫が，収入の多い妻

に対して感じる，苛立ちやひがみという負の感情を理解できず，夫をお金で支配しようと

して，夫との関係をいっそう悪化させていったように思われる。 

以上のように，クリスティーの事例を通じて，否定的感覚が少なすぎる場合の，人格形

成に関する負の影響について示すことができた。 

主な文献 

Morgan, J. (1984). Agatha Christie: A Biography. HarperCollins. （モーガン, J. 深町 真理子・

宇佐川 晶子(訳) (1987) アガサ・クリスティーの生涯 上下巻 早川書房）   

Cade, J. (1998). Agatha Christie and the Eleven Days Missing. HarperCollins. （ケード, J. 中村 

妙子 (訳) (1999). なぜアガサ・クリスティーは失踪したのか 早川書房） 
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学外での他者との交流とロールモデルの獲得の 
関連の検討 

溝口 侑 1・酒井 淳平 2・河井 亨 3 

（1桐蔭横浜大学・2立命館宇治中学校・高等学校・3立命館大学） 

 

Study of the relationship between interaction with others outside the school 

and role model acquisition 

Yu MIZOGUCHI1, Junpei SAKAI2, Toru KAWAI3 

(1Toin University of Yokohama 2Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School, 
3Ritsumeikan University) 

 

問題と目的 

現代は，個人のキャリアが多様化し，定型化されたライフコースが失われてきている社

会である。しかし，社会状況や職業，あるいは自己についての理解を深めるためには，他

者と比較することや他者を参照することが必要となる。そのため，若者がキャリアを築い

ていくなかで，比較・参照対象として，ロールモデルを持つことはキャリア発達にとって

意義があると考えられる。例えば，ロールモデルを持つ学生は，そうではない学生に比べ

てキャリアに対する効力感や成熟度が高く，進路選択に対する不安が低いことが明らかに

されている（溝口・溝上, 2020）。一方で，溝口他（印刷中）では，縦断調査からロールモ

デルの獲得とキャリア発達との相互作用について検討し，キャリアビジョンが明確になっ

ていることが，ロールモデルの獲得につながっている可能性を示した。 

ロールモデルを持つということとキャリア発達の二者の関係は明らかにされてきたもの

の，どのような行動がロールモデルを獲得することに寄与するのかについては明らかにさ

れていない。そこで，本研究では，溝口他（印刷中）の分析を発展させ，学外での他者と

の交流や情報探索がロールモデルの獲得につながるのかを検討することを目的とする。 

 

方法 

調査手続き 宇治市内の私立高校一校において調査を実施した。2019 年度入学生を対象

として，2020 年 2 月中旬（高 1 の学年末，以下 T1）と 2022 年 2 月中旬（高 3 の学年末，

以下 T2）に調査を行った。T1 での回答者は 245 人，T2 での回答者は 220 人であった（た

だし時間の制約上，調査はホームルームの時間を利用して 2 分割して行われたため，調査

項目によって欠損値があった）。 

調査項目 デモグラフィック変数に加え，以下の項目について尋ねた。1) ロールモデル

に関する質問（将来の生き方についてのロールモデルがいるかどうかを尋ね「はい」「い

いえ」で回答を求めた）。2) キャリア発達に関する質問（キャリア・アクション・ビジョ

ン・テストのビジョン・達成についての項目，以下，CAVT；田澤他, 2010），分析には加

算平均を用いた。3) 学外での他者との交流に関する質問（独自に 9 項目を作成し，「高校

2，3 年生の学校生活全体をふりかえって，次のような活動にどれくらい積極的に取り組み

ましたか」と尋ね，5 件法で回答を求めた。項目は表 1 を参照）。 
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結果 

学外での他者との交流に関する独自に作成した 9 項目を用いて，探索的因子分析（最尤

法・Promax 回転）を行った結果，3 因子解を得られた（結果を表 1 に示す）。F1 は「他者

との新しい出会い」（α = .85），F2 は「著名人の情報探索」（α = .75），F3 は「交流の幅

の拡張」（α = .76）と名付けた。 

 

次に，学外での他者との交流

とロールモデルの有無，ビジョ

ン達成に関連があるのかを検討

した（表 2）。3 因子すべてで，

T1，T2 の両時点のビジョン達成

と弱い～中程度相関がみられ

た。一方で，ロールモデルの有無

とは，T1 では「他者との新しい

出会い」と「交流の幅の拡張」と相関があり（順に rpb = .19, p < .05; rpb = .24 p < .01），T2

では「交流の幅の拡張」のみで相関がみられた（rpb = .22, p < .01）。 

 

考察 

本研究では，学外での他者との交流を「他者との新しい出会い」「交流の幅の拡張」と

いう直接的な他者との交流と「著名人の情報探索」という間接的な他者との交流の側面か

ら検討した。 

その結果，他者との交流は，直接的であっても間接的であっても将来のビジョンを明確

にすることと関連が示された。すなわち，将来のビジョンを持っていることが他者との交

流を促進し，その交流がビジョンを明確にすることにつながるという関係である。 

一方で，ロールモデルがいることとは，直接的に他者と交流することのみが関連してい

ることが明らかにされた。モデルがいた人は，学外の他者がいる場に参加し，交流しよう

とする傾向にあるということである。さらに，モデルの獲得には，出会って話をするだけ

のような浅い交流ではなく，一緒に活動をするといった深い交流が重要である可能性が示

唆された。新しく出会った他者をロールモデルとして取り込んでいくためには，自分のキ

ャリアのビジョンと照らし合わせて，参考にできるかどうかを検討することが必要となる。

溝口（2021）では他者との出会いからロールモデル獲得につなげるための要因として，出

会う前の準備作業が重要であると指摘した。今回の浅い交流がモデルの獲得につながらな

いという結果は，この指摘を支持するものと考えられる。

No. 項目 M SD F1 F2 F3 h
2

7 企業などの様々な組織や団体に勤める社会人と話をする 3.01 1.19 0.92 0.04 -0.20 0.65

8 学外の様々な人たちに出会い人脈を広げる 2.71 1.11 0.83 -0.09 0.11 0.73

5 様々な考えを持った人たちが集まる場で学外の人たちと意見を交わす 2.65 1.05 0.64 0.01 0.21 0.66

3 インターネットや本などの資料を通じて著名人（歴史上の人物も現在活躍している人物も含む）について調べる 2.56 0.98 -0.16 0.87 0.08 0.69

6 マスメディアやSNSを通じて著名人（歴史上の人物も現在活躍している人物も含む）の考えや思想について触れる 2.36 0.90 0.15 0.68 -0.15 0.47

9 著名人（歴史上の人物も現在活躍している人物も含む）の生涯や考え、思想について書かれた資料を読む 2.88 1.05 0.00 0.59 0.08 0.41

1 保護者や学校の先生などの身近な大人以外の人たちと交流する 2.47 0.95 -0.12 -0.03 0.89 0.62

2 話をしてみたいと思う人たちが集う場に積極的に参加する 2.70 0.99 0.28 0.03 0.54 0.61

4 自分とは異なる世代の人たちと一緒に活動する 2.62 0.95 0.26 0.10 0.38 0.44

表1　学外での他者との交流についての探索的因子分析の結果（n  = 217）

No. 項目 n M SD 1 2 3 4 5 6

1 ビジョン達成（T1） 205 3.19 0.86

2 ロールモデルの有無（T1） 205 0.64 0.48 .12   

3 ビジョン達成（T2） 196 3.54 0.8 .59*** .16*  

4 ロールモデルの有無（T2） 196 0.56 0.5 .19*  .22** .29***

5 F1: 他者との新しい出会い 196 3.18 0.99 .22** .19*  .39*** .10   

6 F2: 著名人の情報探索 196 3.42 0.79 .23** .12   .19** .13   .49***

7 F3: 交流の幅の拡張 196 3.38 0.78 .23** .24** .41*** .22** .66*** .51***

注1：T1とT2の変数に関する相関はn  = 165

注2：*** p  < .001, ** p  < .01, * p  < .05を表す。

表2　基本統計量と相関係数
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高校生におけるスクールカーストと学校適応感との 
関連における縦断的検討 

髙坂 康雅 

（和光大学） 

 

A Longitudinal Study of the Relationship between School Caste  

and School Adjustment in High School Students 

Yasumasa KOSAKA 

(Wako University) 

 

問題と目的 

 スクールカーストとは，学級内で形成される「仲良しグループ」間における非明示的な

階層的地位構造のことである。スクールカーストについては，森口（2008）や鈴木（2012）

などで指摘されている。高校生におけるスクールカーストについては，髙坂（2019）がグ

ループ間の地位と学校適応との間で正の関連がみられることを明らかにし，水野・柳岡

（2020）ではグループ間地位ではなく，グループ内地位が学校享受感と正の関連を示すこ

とを明らかにしている。 

 スクールカーストについては，学年を越えて安定していると指摘されているが（鈴木, 

2012），学年があがり，特にクラス替えが行われても，その地位が安定するのかについて

は検討されていない。またその学年・クラスの変化と学校適応との関連についても明らか

にされていない。 

 そこで，本研究では，高校 1・2 年生を対象に年度をまたぐ 2 時点で調査を行い，スクー

ルカーストの安定性を明らかにするとともに，グループ内/間地位と学校適応との関連を明

らかにすることを目的とする。 

 

方法 

分析対象者 関東圏 A 県内の公立総合高校に通う 1 年生 119 名（男子 29 名，女子 88 名，

その他 2 名）と 2 年生 95 名（男子 29 名，女子 66 名）を分析対象者とした。 

調査時期 第 1 回調査（Time 1）を 2022 年 2 月に，第 2 回調査（Time 2）を 2022 年 7 月

に行った。なお，1 年生が 2 年生になる際にはクラス替えがあり，2 年生が 3 年生になる際

にはクラス替えは行われていない。 

調査内容 （1）学校適応感尺度：大久保（2005）の学校適応感尺度 20 項目を使用した。

（2）スクールカーストに関する項目：水野・柳岡（2020）を参考に，①グループの有無，

②グループの人数，③グループ内地位 2 項目，④グループ間地位 2 項目を尋ねた。また，

Time 2 では⑤グループメンバーの変更について 5 件法で回答を求めた。 

実施方法・倫理的配慮 調査は，説明と Google form の QR コードを記載した用紙を学級担

任等が配布し，説明の上，その場で回答を求めた。Time 1 と Time 2 の照合には，性別，誕

生月日，名前の最初の一文字を使用した。本研究は，実施対象校の学校長及び和光大学大

学院社会文化総合研究科心理学専攻研究倫理委員会の承認を受けて行った（受付番号
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2021_009）。 

 

結果と考察 

グループへの所属とメンバー・地位の変化 Time 1，Time 2 のいずれにおいての「仲良し

グループ」があると回答したものは 1 年生で 83.2%，2 年生で 82.1%であった。また，Time 

1 から Time 2 の間のメンバーの変化について，「まったく変わっていない」または「少し

変わった」と回答したものは 1 年生の 73.8%，2 年生の 92.2%であった。1 年生では「完全

に変わった」という回答が 13.1%みられているが，2 年生では 0%であった。Time 1 と Time 

2 におけるグループ間地位の相関は 1 年生で.52（p<.001），2 年生で.52（p<.001），グルー

プ内地位の相関は 1 年生で.48（p<.001），2 年生で.46（p<.001）であった。 

 これらからグループへの所属，グループのメンバー，グループ間/内地位は，クラス替え

の有無にかかわらず，ある程度安定していることが示された。 

グループ内/間地位と学校適応との関連 グループ内/間地位と学校適応との関連について

因果モデルを作成し，1 年生と 2 年生での多母集団分析を行った。1 年生・2 年生のいずれ

でも有意にならなかったパスを削除しながら繰り返し分析を行い，最終的に，Figure 1 に示

すモデルを採択した。適合度は，GFI=.821，AGFI=.715，CFI=.862，RMSEA=.095 であった。 

 1 年生では，Time 1 でも Time 2 でもグループ内地位が学校適応に有意な正のパスを示し

たが，2 年生ではこれらにおいて有意なパスはみられなかった。対して，2 年生では Time 

1 においてグループ間地位が学校適応に正のパスを示していたが，Time 2 では学校適応に

対する有意なパスはみられなかった。 

 水野・柳岡（2020）では，高校生においてグループ間地位が学校享受感に有意な正のパ

スを示しておいり，グループ間地位は有意なパスを示さなかった。本研究の結果は水野・

柳岡（2020）の知見と反するものであり，この差異について，検討を深めていく必要があ

ると言える。 

 

Figure 1. 

グループ内/間地位と学校適応との関連 
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居場所アイデンティティグラムに示される 
青年期のアイデンティティ危機 

－親の期待に葛藤をもつアイデンティティ危機の事例から－ 

小沢 一仁 

（東京工芸大学） 

 

Identity Crisis in Adolescence as Indicated by “Ibasho Identity Gram” 

- A case study of identity crisis in conflict with parental expectations - 

Kazuhito OZAWA 

(Tokyo Polytechnic University) 

 

問題と目的 

 エリクソンのアイデンティティについて，小沢（2020）は，自己理解への寄与をめざし

主観的視点で，自分が生涯と社会の中で生きているひとりの人間という自分であることと

捉えた。そして，小沢（2021）は，＜確信＞→＜体験＞→＜意味＞の段階を辿ると捉えた

竹田の現象学的方法を適用し，アイデンティティ危機とは，＜確信＞において，自分が実

存・社会・生涯に生きる自分であることを納得できないこととした。次に，＜体験＞にお

いて，居場所の居心地に葛藤が生じるとした。さらに，＜意味＞において，自分が実存・

社会・生涯に生きる自分であることを納得するための基準である願いが喪失するとした。 

本論では，上記の概念検討を図式化した，居場所アイデンティティグラムを用いて，青

年期のアイデンティティ危機の様相を明らかにすることを目的とする。 

方法 

⑴対象 男子大学 1 年生 A 君。Google Meet を用い遠隔での面接を行い，A 君の許可を得

て録音した。 

⑵面接 現在，過去の小学校，将来における居場所の内容と居心地，現在の自分の納得，

過去に葛藤のあった居場所と居心地のよかった居場所，過去に自分を問いかけた経験，自

分の生まれという実存，人生への願いについて質問する半構造化面接を実施した。 

⑶時期 2020 年 9 月。確認のための再面接を 2021 年 3 月に行った。 

⑷分析 それぞれの居場所の居心地，および現在の自分の納得については，線種を分けた。

過去，現在，将来への居場所の変遷に，生まれという実存，人生への願いを含め，居場所

アイデンティティグラムを描いた。描いた図は，再面接において確認を受けた。 

結果と考察 

 A 君の面接から作成した，居場所アイデンティティグラムを次頁に示す。現在の居場所

全体における自分を肯定できないことから，アイデンティティ危機にあると考えられる。

この図式には，父親のデザイン事務所を継ぐために育てられた生まれという実存を背景に，

過去・現在・将来の居場所の変遷の中で，親の期待との葛藤を巡って，自分の人生を納得

するための願いがもてない姿が示された。 

再面接で現在の危機を解決するにはどうしたらいいかと質問すると，父親にやらされて
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いるデザインを自分が好きになること，次に，デザインで自分の能力や才能が認められる

こと，最後に，父の息子ではなく個人として自分を認めてくれる他者の存在がほしいと語

っていた。この応答は，自分の人生への願いを持とうとする自己理解の試みが示されてい

ると考えられる。 

 

図．居場所アイデンティティグラムに示されるアイデンティティ危機の様相 
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