
― 119 ―

Bulletin of the Graduate School of Education and Human Development,
Nagoya University （Psychology and Human Development Sciences）
2016 ,  Vol. 63 ,  119 －127 . http://dx.doi.org/10.18999/nupsych.63.1.11

1 ） 名古屋大学大学院教育発達科学研究科博士課程（後
期課程）（指導教員：森田美弥子教授）

2 ） 名古屋大学大学院教育発達科学研究科

問題と目的

　人は他者と関わりながら生きていく社会的な存在であ
る。われわれは他者と新たな関係を構築する際，他者に
関するさまざまな情報をもとに，他者の性格を判断し，
行動を予測している。このような他者についての諸側面
を推測するわれわれの認知的な枠組みは対人認知と称さ
れている。
　対人認知の重要な側面の1つに特定の他者についての
全体的印象を形成する過程である印象形成がある。印象
形成に関する研究はAsch （1946） に始まり，印象形成に
はすべての刺激が均等な重みづけを持つのではなく，印
象の規定因となる中心的特性とそうでない周辺的特性が
存在すること，初期情報が印象の全体像の方向づけを決
定し，後続情報の意味を変容させる初頭効果があること
が導き出されている。また，Secord （1958） や Fiske & 

Cox （1979） により，顔などの外見的特徴が印象形成に
大きな影響を与えていることが示されている。このよう
に，われわれは他者の外見的特徴から多くの情報を受け
取って印象を形成している。
　他者の外見的特徴という情報から受け取られる美しさ
や魅力は身体的魅力と称されている。われわれは自分自
身の身体的魅力の高さに関わらず，身体的魅力が高い他
者を好意的に評定する（高木， 2001）。特に，対人関係
の初期段階では，相手の容貌，スタイル，服装などの
外見的特徴による身体的魅力が関係維持に影響する （安
藤・大坊・池田， 1995; Levinger, 1980）。
　さて，近年，うつ病，認知症，児童虐待，不登校，自
死や過労死，被災者支援など，さまざまな心の問題への
対応が医療，福祉，教育，産業，司法といった多くの領
域で求められている。そのため，心の問題に対応する専
門家としてカウンセラーが多くの相談機関に配置される

ようになり，専門的援助への認知度や関心度は高まって
いる。しかし，野村・五十嵐 （2004） は援助資源を利用
するのが望ましい場合でも，利用されないことが圧倒的
に多いことを指摘しており，現在，援助資源は十分に活
用されていないと言える。
　心の問題を抱えた人々が適切に援助を求めることは援
助要請行動として研究されており，わが国では援助要請
に関連する変数の検討が行われている。木村 （2007） に
よると，学生相談に対する援助要請に関連する変数とし
て先行研究で数多く検討されているものに，イメージに
関する変数，ニーズに関する変数，認知・意識に関する
変数の3つがある。これまで，イメージに関する変数に
ついては，相談機関についてのイメージ （真覚・中村，
1993），学生相談室という名称から連想するイメージ （荻
原・吉川・山田， 1995） など，相談機関に対するイメー
ジが検討されている。そして，相談機関に対するイメー
ジの中で，ネガティブなイメージは援助要請行動を抑制
することが示されている （森田， 1997）。また，伊藤・松
田・加藤 （2015） はカウンセリングに対する印象を明ら
かにすることで，専門家への援助要請行動を促進する要
因と回避する要因を明らかにしている。このように，相
談機関に対するイメージや援助要請行動との関連が検討
されているものの，専門家に対するイメージは明らかで
ない。
　そこで，本研究ではカウンセラーという職業に関する
知識およびカウンセラーに対するイメージを検討するこ
とを目的とする。そして，イメージについては，印象形
成に外見的特徴が影響するという先行研究の知見から，
特に，カウンセラーの身だしなみや外見のイメージに着
目する。
　なお，本研究ではカウンセラーと臨床心理士を併記す
る。臨床心理士とは，文部科学省の認可する公益財団法
人日本臨床心理士資格認定協会によって認可交付される
資格であり，1988年に第1号が交付され，2016年4月1

日現在で総数31,291名が認定されている （公益財団法人
日本臨床心理士資格認定協会， 2016）。カウンセラーは

カウンセラーに対する知識とイメージの検討
―身だしなみや外見に着目して―
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カウンセラーに対する知識とイメージの検討

心の問題に対応する専門家であるが，日本の心の専門家
の資格の中で，規模の大きな資格の1つが臨床心理士で
あるため （森田・金子， 2014），本研究ではカウンセラー
と臨床心理士を同義として用いる。

方法

調査参加者
　首都圏の大学生46名 （男性19名， 女性27名） を対象と
した。対象者の平均年齢は20.37歳 （SD = 1.36） であった。
なお，本研究ではカウンセラーに対する一般的なイメー
ジを調査することを目的としているため，カウンセリン
グについての学問的知識が反映される可能性を考え，心
理学を専攻していない大学生を対象とした。

調査時期
　2015年5，6月に実施した。

調査手続き
　自由記述式の質問を用いて，カウンセラー （臨床心理
士） に対するイメージについて調査した。はじめに，性
別と年齢に回答を求めた。次に，（1） “あなたはカウン
セラー （臨床心理士） という職業を知っていますか。知っ
ている場合，どのようなことを知っていますか。”に対
して“知っている”または“知らない”の選択を求めた
後，カウンセラー （臨床心理士） という職業についての
知識を回答するように求めた。さらに，（2）“あなたは
カウンセラー （臨床心理士） に対してどのようなイメー
ジを持っていますか。”，（3） “あなたはカウンセラー （臨
床心理士） の身だしなみや外見などについて，どのよう
なイメージを持っていますか。”に対して，思い浮かん
だ内容を自由に記述するように求めた。最後に，（4） “あ
なたはカウンセリング （心理面接） を受けたことがあり
ますか。”に対して“ある”または“ない”の選択を求
めた。
　調査は無記名式で実施され，回答は任意であること，
自由に取りやめることが可能であること等をフェイス
シートに明記した。

分析方法
　自由記述式の質問に対する回答については，心理学専
攻の大学院生3名でKJ法 （川喜田， 1967） を実施した。
　各質問に対する記述内容をサブカテゴリー（以下，［ ］
により示す） にまとめ，同種の内容とされるサブカテゴ
リーをカテゴリー （以下，【 】により示す） とした。さ
らに，大きなカテゴリーに集約されるものは大カテゴ
リー （以下，≪≫により示す） として分類を行ったが，

上位カテゴリーに集約されないものについてはサブカテ
ゴリーをそのまま採用した。なお，具体的記述は「」で
示した。

結果

大学生が持つカウンセラーに関する知識
　カウンセラーという職業に関する知識については，

“知っている”が42名 （91.3%），“知らない”が3名 （6.5%），
未回答が1名 （2.2%） であった。自由記述の総回答数は
52であった。KJ法の結果をTable 1に示した。
　大カテゴリーとして≪カウンセリング≫ （88.5％） が
抽出され，回答の大部分を占める結果となった。カテゴ
リーは計4カテゴリーが抽出され，【働きかけ】 （30.8％），

【広い領域】 （23.1％），【きく】 （17.3%） の順に多く，【共
にある】 （5.8％） は少ないというものであった。【働きか
け】については［心のケア］，［精神的サポート］，［アド
バイス］，［心の病を治す］，［負担を減らす］，［なぐさめ
る］，［傾聴によるラポール形成］の7サブカテゴリー，

【広い領域】については［学校］，［医療］の2サブカテ
ゴリー，【きく】については［悩みをきく・相談にのる］，

［話をきく］の2サブカテゴリー，【共にある】について
は［心によりそう］，［解決に向けて一緒に考える］の2

サブカテゴリーが抽出された。上位カテゴリーに分類さ
れなかったサブカテゴリーは［催眠をかける］，［守秘義
務］，［わからない］であった。

大学生が持つカウンセラーに対するイメージ
　カウンセラーに対するイメージについての自由記述の
総回答数は94であった。KJ法の結果をTable 2に示した。
なお，自由記述の回答の中で2つの記述内容に分類でき
ると考えられる記述が存在したため，KJ法による分類
の際は総回答数を95として分類を行った。
　大カテゴリーとして≪カウンセリング≫ （33.7％） が
抽出された。カテゴリーは計11カテゴリーが抽出され，
≪カウンセリング≫に含まれるカテゴリーは【きく】 

（20.0%），【共にある】 （4.2％），【働きかけ】 （4.2％） の3

カテゴリーであった。大カテゴリーに分類されなかった
カテゴリーは【温和】 （25.3％） が極めて多く，【心遣い】 

（5.3％），【職務上の否定的側面】 （5.3％），【属性】 （4.2％），
【職業上の位置づけ】（3.2%），【よくみる】 （3.2％），【人
付き合い】 （3.2％），【価値がある】 （2.1％） が同程度で
あった。≪カウンセリング≫に含まれるカテゴリーに関
して，【きく】については［話をきく］，［聞き上手］，［悩
みをきく・相談にのる］，［傾聴］の4サブカテゴリー，【共
にある】については［心によりそう］，［味方になる］，［向
き合う］の3サブカテゴリー，【働きかけ】については［精



― 121 ―

資　　　　　　　　　料

神的サポート］，［心のケア］，［アドバイス］の3サブカ
テゴリーが抽出された。また，≪カウンセリング≫の中
で上位カテゴリーに分類されなかったサブカテゴリーは

［少人数の空間で話す］，［簡単そう］，［必ずしも問題解
決の指針を示してくれるわけではない］，［心を操る］で
あった。そして，【温和】については［やさしい］，［落
ちついている］，［おだやか］，［親しみやすい］，［あたた
かい］，［心が広い］，［いい人］の7サブカテゴリー，【心
遣い】については［親身になってくれる］，［親切］，［しっ
かりしている］の3サブカテゴリー，【職務上の否定的
側面】については［負担］，［経済的に不安定］の2サブ
カテゴリー，【属性】については［女性］，［年上］の2

サブカテゴリー，【職業上の位置づけ】については［学
校保健］，［心のお医者さん］の2サブカテゴリー，【よ
くみる】については［心の機微に敏感］，［人を見る目が
ある］の2サブカテゴリー，【人付き合い】については［人
付き合いが上手］，［一線を引ける］，［人生経験豊富］の
3サブカテゴリー，【価値がある】については［今の日
本に重要な存在］，［すばらしい］の2サブカテゴリーが
抽出された。上位カテゴリーに分類されなかったサブカ
テゴリーは［学識］，［笑顔］，［守秘義務］，［遠い存在］，

［お金がかかる］，［苦手］，［わからない］であった。

大学生が持つカウンセラーの身だしなみや外見に対
するイメージ
　カウンセラーの身だしなみや外見に対するイメージに

ついての自由記述の総回答数は79であった。KJ法の結
果をTable 3に示した。
　カテゴリーは計 6 カテゴリーが抽出され，【清潔感】 

（34.2%），【服装】 （27.8％） の順に多く，次に【温和】 

（16.5％） が多かった。【華美でない】 （3.8％），【髪型】 

（3.8％），【化粧】 （2.5％） は同程度であった。【清潔感】
については［整っている］，［清楚］，［さわやか］の3サ
ブカテゴリー，【服装】については［白衣］，［スーツ］，［医
師に近い］，［白］，［私服］，［明るい色］，［黒い服］の7

サブカテゴリー，【温和】については［やさしい］，［お
だやか］，［落ちついている］，［やわらかい］，［親しみ
やすい］，［いい］の6サブカテゴリー，【華美ではない】
については［チャラチャラしていない］，［派手ではな
い］の2サブカテゴリー，【髪型】については［髪を結
んでいる］，［黒髪］の2サブカテゴリー，【化粧】につ
いては［化粧がうすい］，［化粧に気をつかえる］の2サ
ブカテゴリーが抽出された。上位カテゴリーに分類され
なかったサブカテゴリーは［笑顔］，［女性］，［細身］で
あった。なお，大カテゴリーは抽出されなかった。

大学生のカウンセリングの経験
　カウンセリング （心理面接） の経験の有無については，

“ある”が4名 （8.7%），“ない”が42名 （91.3%） であった。

Table 1　カウンセラーに関する知識の分類結果 （n= 52）
大カテゴリー 記述数 （%） カテゴリー 記述数 （%） サブカテゴリー 記述数 （%）

カウンセリング 46 （88.5）

働きかけ 16 （30.8）

心のケア 6 （11.5）

精神的サポート 3 （5.8）

アドバイス 3 （5.8）

心の病を治す 1 （1.9）

負担を減らす 1 （1.9）

なぐさめる 1 （1.9）

傾聴によるラポール形成 1 （1.9）

広い領域 12 （23.1）
学校 6 （11.5）

医療 2 （3.8）

きく 9 （17.3）
悩みをきく・相談にのる 6 （11.5）

話をきく 3 （5.8）

共にある 3 （5.8）
心によりそう 2 （3.8）

解決に向けて一緒に考える 1 （1.9）

催眠をかける 1 （1.9）

守秘義務 1 （1.9）

わからない 4 （7.7）
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Table 2　カウンセラーに対するイメージの分類結果（n ＝95）
大カテゴリー 記述数 （%） カテゴリー 記述数 （%） サブカテゴリー 記述数 （%）

カウンセリング 32 （33.7）

きく 19 （20.0）

話をきく 7 （7.4）

聞き上手 5 （5.3）

悩みをきく・相談にのる 4 （4.2）

傾聴 3 （3.2）

共にある 4 （4.2）

心によりそう 2 （2.1）

味方になる 1 （1.1）

向き合う 1 （1.1）

働きかけ 4 （4.2）

精神的サポート 2 （2.1）

心のケア 1 （1.1）

アドバイス 1 （1.1）

少人数の空間で話す 1 （1.1）

簡単そう 1 （1.1）

必ずしも問題解決の指針を示してくれるわけではない 1 （1.1）

心を操る 1 （1.1）

温和 24 （25.3）

やさしい 9 （9.5）

落ちついている 4 （4.2）

おだやか 3 （3.2）

親しみやすい 2 （2.1）

あたたかい 2 （2.1）

心が広い 2 （2.1）

いい人 2 （2.1）

心遣い 5 （5.3）

親身になってくれる 3 （3.2）

親切 1 （1.1）

しっかりしている 1 （1.1）

職務上の否定的側面 5 （5.3）
負担 3 （3.2）

経済的に不安定 2 （2.1）

属性 4 （4.2）
女性 3 （3.2）

年上 1 （1.1）

職業上の位置づけ 3 （3.2）
学校保健 2 （2.1）

心のお医者さん 1 （1.1）

よくみる 3 （3.2）
心の機微に敏感 2 （2.1）

人を見る目がある 1 （1.1）

人付き合い 3 （3.2）

人付き合い上手 1 （1.1）

一線を引ける 1 （1.1）

人生経験豊富 1 （1.1）

価値がある 2 （2.1）
今の日本に重要な存在 1 （1.1）

すばらしい 1 （1.1）

学識 6 （6.3）

笑顔 1 （1.1）

守秘義務 1 （1.1）

遠い存在 2 （2.1）

お金がかかる 1 （1.1）

苦手 1 （1.1）

わからない 2 （2.1）
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考察

カウンセラーに関する一般的知識
　91.3%がカウンセラーを知っていると回答したことか
ら，カウンセラーという職業は大学生にとってよく知ら
れた存在であると言える。KJ法による分類では≪カウ
ンセリング≫についての知識が大部分であり，カウンセ
ラーはクライエントの話を【きく】，クライエントと【共
にある】，クライエントに【働きかけ】を行う職業であり，
その領域は［学校］および［医療］の現場であると認識
されていることが明らかとなった。
　公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会は臨床心
理士の専門的活動として，“臨床心理査定 （アセスメン
ト）”，“臨床心理面接”，“臨床心理的地域援助”，“研究
活動”の4つの専門的業務を挙げている （森田・金子， 

2014）。

　“臨床心理査定 （アセスメント）”とは種々の心理テス
トや観察面接を通して，個々人の独自性，個別性の固有
な特徴や問題点の所在を明らかにすること，心の問題で
悩む人々をどのような方法で援助するのが望ましいか明
らかにすること，他の専門家とも検討を行うことである。

“臨床心理査定 （アセスメント）”はクライエントに対す
る介入や支援の方法を決定する上で必要不可欠な専門的
アプローチであるが，これらの活動に関連した回答は見
られなかったことから，大学生が持つ知識は部分的であ
ると考えられる。“臨床心理査定 （アセスメント）”を行っ
ていることについて知識がある場合も，実際にカウンセ
ラーがどのような手法でアセスメントを行っているのか
までは知られていないのが現状だと言えよう。
　“臨床心理面接”とはさまざまな臨床心理学的技法を
用いて，クライエントの心の支援に資する臨床心理士の
最も中心的な専門行為であり，大学生の持つ知識は，こ

Table 3　身だしなみや外見に対するイメージの分類結果（n ＝79）
カテゴリー 記述数 （%） サブカテゴリー 記述数 （%）

清潔感 27 （34.2）

整っている 8 （10.1）

清楚 2 （2.5）

さわやか 1 （1.3）

服装 22 （27.8）

白衣 6 （7.6）

スーツ 5 （6.3）

医師に近い 3 （3.8）

白 3 （3.8）

私服 2 （2.5）

明るい色 2 （2.5）

黒い服 1 （1.3）

温和 13 （16.5）

やさしい 4 （5.1）

おだやか 3 （3.8）

落ちついている 2 （2.5）

やわらかい 2 （2.5）

親しみやすい 1 （1.3）

いい 1 （1.3）

華美でない 3 （3.8）
チャラチャラしていない 2 （2.5）

派手ではない 1 （1.3）

髪型 3 （3.8）
髪を結んでいる 2 （2.5）

黒髪 1 （1.3）

化粧 2 （2.5）
化粧がうすい 1 （1.3）

化粧に気をつかえる 1 （1.3）

笑顔 5 （6.3）

女性 3 （3.8）

細身 1 （1.3）
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の最も中心的な専門行為であるとされる“臨床心理面接”
に関することが主であると考えられる。カウンセラーは
クライエントの［心のケア］や［精神的サポート］をす
るために［話をきく］，［心によりそう］活動をしている
と理解されていると言えるだろう。
　“臨床心理的地域援助”は，地域住民や学校，職場に
所属する人々 （コミュニティ） の心の健康や地域住民の
被害克服の支援活動を行うことである。カウンセラー
は【広い領域】で活動していると認識されており，臨床
心理的地域援助について比較的理解されていると考え
られる。一般社団法人日本臨床心理士会 （2016） によれ
ば，2015年の時点における臨床心理士の主な活動領域は，
教育領域が 23.3%，医療・保健領域が 28.8%，福祉領域
が13.3%，司法・矯正領域が2.8%，産業・労働領域が3.9%，
大学・研究所が15.8%，私設心理相談が3.6%，その他が
0.8%となっている。本研究では［学校］および［医療］
に関する回答が多かったが，実際に教育領域と医療・保
健領域で活動する臨床心理士が半数を超えていることか
ら，実情を反映した結果となっている。また，その中で
も［学校］現場で働いていると回答した大学生は11.5%

と多かった。学校領域で活躍する臨床心理士はスクール
カウンセラーであるため，調査参加者である大学生はス
クールカウンセラーを想起して回答したと考えられる。
スクールカウンセラーはいじめや不登校などの問題に対
応するために，1995年に文部科学省のスクールカウン
セラー活用調査研究委託事業によって配置された。当時
は一部の中学校のみの配置であったが，2001年にはス
クールカウンセラー活用事業として制度化されるに至っ
ており，現在はすべての公立中学校とその中学校を拠点
として，学区内の公立小学校，公立高等学校にも派遣さ
れている。また，2010年から文部科学省の事業におい
ては直接の対象になっていない私立学校にもスクールカ
ウンセラーを配置しようと，日本臨床心理士資格認定協
会は各都道府県臨床心理士会と協力し，私学スクールカ
ウンセラー事業を開始している。このように，スクール
カウンセラー制度は学校教育現場に定着したものとなっ
ている。本研究の調査参加者である大学生の平均年齢は
20.37歳であり，委託事業から活用事業となった時期が
小学校入学時期と重なっている。さらに，2001年からは，
日本学生相談学会による大学カウンセラー資格認定制度
が運営されており，高等教育機関における学生相談活動
も活発に行われている。そのため，スクールカウンセラー
や大学カウンセラーは大学生にとって比較的身近な存在
であり，カウンセラーに関する知識の基盤につながって
いると考えられる。
　最後に，“研究活動”とは心の問題への援助を行って

いく上で，技術的な手法や知識を確実なものにするため
に，基礎となる臨床心理学的調査や研究活動を実施する
ことである。これらについては，職業知識に関する質問
には回答が見られなかったものの，カウンセラーに対す
るイメージに関する質問においては6.3%の大学生が［学
識］と回答していたことから，一部ではあるがカウンセ
ラーが研究活動を行っているという知識があることが明
らかとなった。

カウンセラーに対する一般的イメージ
　大学生はカウンセラーに対して，カウンセラーに関す
る知識と同様に，クライエントの話を【きく】，クライ
エントと【共にある】，クライエントに【働きかけ】を
行うという≪カウンセリング≫についてのイメージ，［学
校保健］や［心のお医者さん］などの【職業上の位置づ
け】をしていることから教育領域や医療・保健領域で活
動しているというイメージを持っていることが明らかと
なった。
　最も多かった回答は【温和】カテゴリーであり，他に
も【心遣い】，【よくみる】，【人付き合い】など，カウン
セラーの思考や行動というパーソナリティ特性がイメー
ジされていた。イメージされているパーソナリティ特性
は［やさしい］，［落ちついている］，［おだやか］，［親身なっ
てくれる］のように肯定的な側面に関するものであった。
また，［今の日本に重要な存在］，［すばらしい］といっ
た内容である【価値がある】カテゴリーの回答もあった
ことから，大学生はカウンセラーを好意的に捉えている
ことが示唆された。それに対して，少数であるが，［遠
い存在］，［苦手］といった，やや否定的な側面に関する
回答も得られた。実際に大学生がカウンセラーに出会う
ことやカウンセリングを経験することは，稀であるため，
カウンセラーに対して近寄りがたさを持つ者もいると考
えられる。
　また，［女性］，［年上］といった【属性】に関するイ
メージが持たれていることも示された。一般社団法人
日本臨床心理士会 （2016） の臨床心理士の動向調査報告
書によると，臨床心理士の性別は男性が22.2%，女性が
77.7%であり，女性の方が圧倒的に多い。年齢については，
30代が34.7%と最も多く，次いで40代が26.8%，50代が
17.9%，60代が9.9%，20代が7.7%であった。このように，
実際にカウンセラーは女性が多く，ほとんどの大学生と
比べて年上であることから，現状に即したイメージであ
ると言えるだろう。
　さらに，【職務上の否定的側面】として，主に収入面
について［経済的に不安的］というイメージが持たれて
いた。国税庁 （2015） の平成25年分民間給与実態統計調
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査結果によると，年間の平均給与は414万円である。一方，
臨床心理士の年収は2015年度の調査結果によると，300

万円台が19.0%と最も多く，続いて前後の200万円台が
16.5%，400万円台が15.5%となっている （一般社団法人
日本臨床心理士会， 2016）。したがって，一般的な平均
年収と比べて年収が低い臨床心理士が多く，実情を反映
したイメージであると考えられる。

カウンセラーの身だしなみや外見に対する一般的イ
メージ
　カウンセラーの身だしなみや外見に対するイメージの
中で最も多かった回答は【清潔感】に関するものであっ
た。カウンセラーの専門領域と隣接する医療領域の対人
援助職として看護師が挙げられるが，医療現場では援助
の対象が病気を持った患者であることから，看護師の身
だしなみは安全性や清潔などが優先される （荻・玉谷・
岡山， 2014）。大谷・杉本・堀川 （2010） の看護職と介護
職の化粧や身支度に対するイメージの調査では，勤務時
の身支度で最も重視されているのは清潔感であることが
明らかとなっており，命を預かる患者との間に信頼関係
を築くためにも華やかさや流行ではなく，TPOを意識
して外見を整える必要があることが示唆されている。こ
のように，カウンセラーには一般社会人として求められ
る清潔感を越えた，医療従事者としての清潔感が求めら
れている可能性が高い。
　【清潔感】と並んで多かった回答は【服装】に関する
ものであった。［白衣］，［明るい色］などの［白］のイ
メージ，［スーツ］などの［黒い服］のイメージ，［私服］
のイメージの3つが挙げられており，色に関しては白と
黒という正反対の色がイメージされていた。［白］は医
療領域における白衣のイメージであるため清潔感とつな
がり，［黒い服］はスーツという一般的な社会人のイメー
ジとつながっていると考えられる。また，［私服］は「き
ちんとしている」と記述されていたことから，3つに共
通するイメージは【清潔感】，【華美ではない】，【温和】
であると言えるだろう。【温和】については，カウンセラー
に対するイメージとして得られた回答と同様であり，カ
ウンセラーの身だしなみや外見からも［やさしい］，［お
だやか］といったパーソナリティ特性がイメージされる
ことが明らかとなった。
　最後に，注目すべき点として【化粧】や【髪型】に関
するイメージ，［女性］というイメージが回答されてい
たことが挙げられる。［髪を結んでいる］といった【髪
型】，【化粧】についての回答は［女性］であることを前
提に記述されており，「華美でない程度にアクセサリー
や化粧に気をつかえる人」であるというイメージが抱か

れている。今後は，カウンセラーの身だしなみや外見が
どの程度であれば，クライエントが華美ではなく，気を
つかっていると感じられるのかを明らかにしていく必要
があると考えられる。

カウンセリングの経験の特徴
　91.3%の大学生はカウンセリング経験がなく，カウン
セラーやカウンセリングに対する知識やイメージは持っ
ていても，実際にカウンセリングの経験がある者は少な
いことが明らかとなった。「敷居が高い」といったよう
に［遠い存在］であり，中には［苦手］と感じている大
学生も存在したが，「友達がカウンセリングを受けてい
て良かったと言っていた」といった他者からの肯定的な
情報に関する記述や，【温和】に代表されるような肯定
的なイメージを持つ大学生が大多数であった。
　Corrigan & Watson （2002） は地域住民や精神疾患や
精神障害に対する偏見として“Public-Stigma”と“Self-

Stigma”の2つの側面があるとしている。地域住民や専
門家などの公衆が持つ偏見である“Public-Stigma”に
より，精神障害者の社会参加への制限が生じること，

“Self-Stigma”は精神障害者やその家族が持つ偏見であ
る“Self-Stigma”により，発病後や再発後の精神科受診
を遅らせることが示されている。このような根強い精神
疾患や精神障害に対する偏見によって，精神科や心療内
科への受診やカウンセリングへ抵抗感を持つものは少な
くない。しかしながら，本研究ではカウンセリングに対
する抵抗感を持つ大学生は少ないことが示唆された。

まとめと今後の課題

　本研究の目的は心の問題に対応する専門家であるカウ
ンセラーに対する知識およびイメージを捉えることで
あった。KJ法によって分類した結果，本研究で示され
た大学生が持つカウンセラーに関する知識は，臨床心理
士の専門的活動である“臨床心理査定 （アセスメント）”，

“臨床心理面接”，“臨床心理的地域援助”，“研究活動”
のうち，“臨床心理面接”や“臨床心理的地域援助”に
関するものが中心となっており，カウンセラーは多様な
領域でカウンセリングを行う心の専門家であると認識さ
れていると言えるだろう。そして，カウンセラーに対す
るイメージについては，話をきく，精神的なサポートを
するといった具体的な援助内容に関するイメージ，やさ
しい，落ち着いているといった温和なパーソナリティ特
性を持っているというイメージが示された。また，カウ
ンセラーの身だしなみや外見に関するイメージについて
は，温和なパーソナリティのイメージに加えて，女性で
あるというイメージを持つ大学生も多く，服装，髪型，
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化粧などに清潔感のあるというイメージが持たれている
ことが明らかとなった。したがって，カウンセラーの身
だしなみや外見からもパーソナリティ特性が推測されて
いると考えられる。このように，相談機関で出会う前か
ら，われわれはカウンセラーに関する知識を有し，さま
ざまなイメージを形成している。心の問題に対応する専
門家であるカウンセラーは，このような知識やイメージ
がカウンセリングにどのような影響を与えるのかを考え
ながら援助を行っていく必要があるだろう。
　本研究の課題として，調査の対象者が大学生に限られ
ており，得られた知見を一般化することは難しいことが
挙げられる。年齢に関係なく，心の問題を抱えて援助を
必要とする人が存在することから，幅広い年齢層に調査
を行う必要があると考えられる。本研究で明らかとなっ
たカウンセラーに対するイメージは肯定的な側面が目
立ったが，異なる年齢層を対象として検討することで，
否定的な側面が抽出される可能性がある。また，カウン
セラーの知識やイメージを明らかにしたものの，知識や
イメージが援助要請行動とどのように関連しているのか
は検討されていない。今後は本研究で分類された知識や
イメージについて，援助要請行動との関連，その形成過
程，カウンセリング経験による変化などの検討が求めら
れる。
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ABSTRACT

Study of knowledge and image of counselors : A focus on appearance and looks

Mariko SHIMIZU and Miyako MORITA

Our research objective was to investigate the knowledge and image of counselors (clinical psy-

chologists) among students. University students (n=46) completed a written questionnaire about their 

knowledge of counseling as an occupation and their image of counselors. The image-related responses 

we sought focused particularly on appearance and looks. Classification of the results by the KJ method 

indicated that the majority had knowledge of counseling-related occupational duties and fields of 

work, that the perceived work of counselors was to listen and provide psychological support, and that 

the perceived image of counselors was that of a kind, calm, and gentle personality. Responses regard-

ing appearance and looks showed that they had an image of counselors as female, with clean clothing, 

hairstyles, and makeup. These responses indicated that university students had broad knowledge of 

counselors and a generally favorable image of their occupation.

Key words: counselor, image, appearance, looks, impression formation


