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キャリアカウンセラーとして

澤田　本日は研究所におけるキャリア
カウンセリングについて、皆さんで大
いに語っていただきたいと思います。
まずカウンセラーの皆さんから、自己
紹介を兼ねて産総研でキャリアカウン
セリングを行ってみて、どのように感じ
ておられるかお伺いしたいと思います。
　沖永さんはアメリカで勉強された心
理学を活かして、産総研に毎日キャリ
アカウンセラーとして来ていただいて
いますね。

沖永　私はアメリカで心理学を学び、
病院で臨床心理を行いました。臨床心
理では治療の現場でこころのケアを
行っていました。一方、産総研で行っ
ているキャリアカウンセリングの対象
は、こころを含めたその人自身です。
キャリアカウンセリングは、相談者
がいかに自分の納得のいく人生設計、
キャリア設計ができるかを、ご自身の

仕事とのかかわり方を通じて見いだし
ていくのをお手伝いする仕事です。

澤田　相談をうけるとき、カウンセラー
はどのような役割なのでしょうか。

沖永　臨床心理とカウンセリングに共
通していることは、いずれも相談者と
カウンセラーの共同作業であることで
す。この共同作業は相談者とカウンセ
ラーの一定の信頼関係の上に成り立っ
ています。カウンセラーの役割は、相
談者の主体性を引き出して、自主的に
やっていけるためにお手伝いすること
だと思っています。

澤田　日本とアメリカの両方の大学で
心理学を学ばれた大森さんはキャリア
カウンセリングをどのようにお考えで
すか。

大森　複雑な人間関係の中で、個人が
その人らしさを発揮して、よりよく

やっていく、そこに一緒に付き添うと
いうベースは、産総研も他の機関での
カウンセリングもそれほど変わらない
と思います。ただ、研究者のキャリア
パスということでは日本のアカデミア
が持っている独特の問題がありますの
で、そこにどのようにお手伝いできる
かが1つの課題と考えております。

澤田　外資系のコンサルティング会社
で人や組織の意識改革のコンサルティ
ングを経験されてきた山田さんはいか
がでしょうか。

山田　コンサルティングは、ヒアリン
グ調査で本音を引き出す必要があるの
ですが、当初は相手の本音を引き出す
ことが難しく感じました。このとき、
キャリアカウンセリングに興味を持
ち、資格取得に向けて勉強していく中
で、信頼関係を築くことがお互い本音
を話すための基盤になるということに
気付きました。
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日々の仕事上の問題や人間関係の中で、自分の気持ちや考えをうまく整理できないことは誰にでもあります。キャリアカウ
ンセリングは狭い意味では仕事上の進路相談ですが、もっと広くとらえれば、仕事上でのいろいろな障害や問題を、少し離れ
たところにいる専門家と会話することによって、自分から解決の道を見つけていくことと言えます。とかく自分だけで悩みが
ちなこのような問題に対して、産総研では職員向けにキャリアカウンセリングのサービスを開始しました。実施して半年がたっ
たところですが、研究所のキャリアカウンセリングではどのような相談を行っているのでしょうか。実際に相談に応じている
3名のカウンセラーを交えて、キャリアカウンセリングの実際を語っていただきました。
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研究でもビジネスでも一緒だと感じ
ていますが、結果を出さなければとい
うプレッシャーを感じると、柔軟な考
え方ができなくなる場合があります。
カウンセリングでは、考え方が柔軟に
なるという効果も期待できます。職員
の皆さまのお手伝いができればと思っ
ています。

キャリアカウンセリングへの期待

澤田　森林総合研究所（森林総研）で
もキャリアカウンセリングの導入に関
心があると伺っています。

金指　森林総研では、法で定められて
いるセクハラ（性的嫌がらせ）やメン
タルヘルスの相談窓口を設けていま
す。特にメンタルヘルスの相談室は平
成19年度から所内に設けられ、それ
なりの需要があるのですが、それは症
状がかなり厳しくなった段階での相談
なので、もっと前に対応できたら、深
刻になる前に解決できることも多いの
ではないかと強く感じるところです。
メンタルヘルスももちろん重要です
が、それより以前の段階で、こういう
カウンセリングがとても重要だなとい
うのを、今回、キャリアカウンセリン
グを教えていただいて、理解したとこ
ろです。先日、森林総研の中堅研究職
員向けの研修で、山田さんにキャリア
アドバイジングのさわりとして、信頼

関係の構築や固定観念を取り払う考え
方などについてお話しいただいたので
すが、受講された方に大変評判が良く、
ぜひ職場として行ってほしいとの感想
が多く寄せられています。

澤田　小野副理事長はどのようなご意
見をお持ちでしょうか。

小野　研究という仕事はとてもクリ
エィティブで素晴らしい職業と私自身
思っているのですが、そのかわり研究
者は孤独なんですね。アイデアが出な
いときは自分の能力を責めるしかなく
て、そこで落ち込むことはあります。
同時に自分一人の限界、つまり一人で
何もかもできる訳ではなく、いろいろ
な人の助けを借りないとできないこと
もわかってきます。

澤田　落ち込んだときや自分の力の限
界を感じたときにもキャリアカウンセ
リングは有効ですね。

キャリアカウンセリングは、
いかに自分の納得のいく

人生設計、キャリア設計が
できるかを、ご自身の

仕事との関わり方を通じて
見いだしていく。
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小野　そのとおりです。産総研の発足
以来、理事長は「産総研であることの
意義」とか、「誇りを持とう」という
ことを話していますが、職員にはアカ
デミアとの一体感を持ち続けたいとい
う思いと、それだけではだめで産業界
の方に向いていかなければいけない思
いとの葛

かっとう

藤というんでしょうか、複雑
な心理もあります。
　それから、自分の内面がわかること
が大事、という話には同感です。「本
音の会話がなかなかできない」という
お話がありましたが、自分のことを
思ってみますと、本音を言わないので
はなくて、自分で自分の本音がわから
ないという状況があります。自分が見
えていない、それが問題だというの
はおっしゃるとおりだと思いますね。
キャリアカウンセリングの良いところ
は、自分の本音を自分で見つけられる
というところではないでしょうか。

どんなときに
カウンセリングを受けるのか

澤田　ところで、カウンセラーの皆さ
ま、研究所ではどのような相談があり
ますか。

沖永　本来キャリアカウンセリングは
臨床心理とは異なり、治療を目的とし
ないということがありますが、ご相談

職場の中で良好な人間関係を
構築するということを、

テクニックとして
身につけてほしい

という意識がある。
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内容によっては、臨床心理で行うよう
な心理的治療を必要とすることも多々
あります。例えば、「上司とうまくい
かない」、「成果が上がらない」といっ
た仕事上でのご相談でも、そこには信
頼関係を築くことに不安感や抵抗があ
る、信頼関係構築のためのコミュニ
ケーションスキルが不十分である、あ
るいは、ご相談者自身に情報を選択す
る思考や自己否定的な思考の傾向があ
るなど、心理的な要因が考えられる場
合もあります。そこでご相談者は、人
生設計やキャリア設計を考える中で何
を求めているかをより明確にする必要
性が出てきます。

山田　今後のキャリアに関する相談
もあります。1つの組織に勤め上げる
こと以外の選択があるということは、
キャリアで多様な選択肢を選べること
になります。一方で、自分の生き方の

「軸」がある程度固まっていないと、
今後のキャリアを選ぶことが難しくな
ります。

大森　学生も多様性を許容されている
時代に生きています。昔なら「家業を
継ぐのが当然」と言われていたところ
を、今の学生たちは「好きなこと」を
やってよいとされている。しかし、学
生も自己認識がきちんとできている訳
ではないので、「好きなことをやれ」
と言われると、何をやっていいのかわ

からない。社会的な変化にともなっ
て、生き方が多様になった分、自分で
すべて決めていかなければいけないと
いうことに付き添っていくためのキャ
リアカウンセリングという仕事が必要
になってきたと思います。

研究所の中の
キャリアカウンセリング

澤田　組織の中での年代間のギャップ
についてはいかがでしょうか。

金指　森林総研でも、奥さんが研究職
でご主人が主に家庭を受け持つという
方もいます。管理職のような年齢の世
代と若い人たちの意識のギャップは、
今が一番大きいように思います。森
林総研は30代の職員がたいへん多く、
その世代へのケアも大切だと思ってい
ます。あと、転勤が多いので遠距離結
婚というパターンの人も増えています
し、仕事と家庭の両立支援は女性だけ

ではなく、男性にも必要という状況は
現実的にあります。
  ところで、研究職の場合、研究の方
向性の再確認や微調整、あるいは大き
く転換するような場面におけるキャリ
アカウンセリングの役割はかなり大き
いと思うのですが、カウンセラーとマ
ネジメントの方との連携はどのような
形をとっているのでしょうか。

澤田　相談者に対するカウンセラーの
守秘義務がありますので、通常はマネ
ジメント側が相談の内容を知ることは
ありませんが、相談者の承諾があれば
カウンセラーとマネジメント側と連携
をとることはできます。

小野　日本では組織間の異動は少ない
ですが、その代わり組織内での部署間
異動はけっこう激しくて、そういう意
味では組織内でのキャリアパスの問題
は多くあり、それが心の負担になると
思います。産総研も発足時に、それま
での15の研究所の垣根が取り払われ
ることにより、地域に行ったり、研究
部門から管理部門に異動になるなど大
きな変化が起こるようになり、組織的
に柔軟になったとともに、自分の居場
所がよくわからなくなってしまって、
それが不安の原因になることもあると
思います。産総研が発足してまだ7年
半ですから、参考にすべき先輩のキャ

複雑な人間関係の中で個人が
その人らしさを発揮して

より良くやっていく、
キャリアカウンセリングとは
そこに一緒に付き添うもの。
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リアがまだよく見えないという段階に
あるようにも思います。

大森　相談は、主として個別対応を
行っています。守秘義務がありますの
で、個別相談をマネジメントと連携と
いう形に乗せることはできません。し
かし、予防的な取組みとして、研修や
セミナー、ワークショップを行うなど
して、間接的に働きかけることはでき
ると思っています。個別対応に比べて、
一人ひとりへの対応は薄くなりますが、
ワークショップやセミナーであれば
入ってきやすいということもあります
し、個人のキャリアのあり方と組織の
あり方、そしてマネジメントとどう連
携していくかということに少し反映で
きるかと思っています。

金指　今回、エンカレッジング研修を
受けた方たちから、自分の上司に受け
てほしいという意見がけっこう多くあ
ります（笑）。職場の中で良好な人間
関係を構築するということを、テク
ニックとして身につけてほしいという
意識のあらわれではないかと私は思っ
ています。

澤田　産総研のカウンセリングの流れ
を簡単に紹介していただけますか。

沖永　まず初回の面談では、大森先生
または私が、その方が今どのような状

態におられるかを確認させていただき
ます。ここでの目的は、自分と自分の
現状を知った上で何をやりたいのかを
具体的にしていくことです。その後、
その方のニーズにあわせて必要であれ
ばキャリアアドバイザーと連携してい
きます。すでに初回面談の際に焦点を
具体的にフォーカスされていると考え
られた方には、直ちにキャリアアドバ
イザーとキャリアパスデザインなどの
アクションプラン作成を進めていただ
きますが、中には、気持ちの整理とア
クションプラン作成を同時に行ってお
られる方もいらっしゃいます。

われわれのサービスは所内で行いま
すので、仕事の時間の合間に利用して
いただけますし、無料です。しかも守
秘義務がありますので、安心して利用
いただけると思っています。

気軽にカウンセリングを

澤田　今のところ、つくばの方のご相
談が多いようですが、専用のテレビ会
議システムを各地域センターとカウン
セラー室とで結びつつあります。地域
センター勤務の方も利用しやすくなる
のではないかと思います。多くの職員
にもっと活用していただきたいと思って
いるのですが、最後に一言ずつどうぞ。

山田　自分の考えがごちゃごちゃして
いるときに、お茶を飲みにくる感じで、
ぜひ来ていただければと思います。

大森　とにかく何かあったら、ぜひい
らしてください。

沖永　「自分を知り、自分の才能を最
大限に発揮するためのきっかけの場」
として、私たちのサービスを活用して
いただければと思っています。

澤田　カウンセリングサービスを導入
したことにより、1年、2年あるいは5
年くらいたって、活き活きとした人が
産総研内に増えてきて、男女共同参画
室が役に立ったと思っていただけたら
うれしく思います。今日はありがとう
ございました。　
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