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１．はじめに
家族の中に障がいのある子どもが誕生するという予期せぬ状況は、家族員に価値観の修正
や日々の生活の再構築を迫ったであろうことは想像に難くない。そして、そういった渦中に
育つ「障がい者のきょうだい」
（以下、
「きょうだい」と略す）は否応なくその状況に巻き込
まれ、プラス・マイナス両方の影響を受けながら成長していくことになる。
彼らの人生の過程で訪れる「職業選択」は得がたい経験１の１つであると同時に転機であ
るともいわれる。そのさいきょうだいが対人援助職に就く確率は比較的高く、適性の高さを
指摘する文献も多く見受けられる。また実際の生活においても、きょうだいは親の老後や死
亡後の主要な援助者として期待がかけられてもいる。
また、両親の態度や周囲のおとなの思いがきょうだいの態度や価値観等を大きく左右し、
結果、きょうだいには、自分よりも他者を優先してしまう傾向指摘されている（吉川 1993；
戸田 2007）
。それゆえ、彼らの職業選択の動機には、障がい者と一緒に過ごした経験と、他
者からの影響の両方が存在していると考えられる。
本研究は、
障がい者のきょうだいで対人援助職を選択した人を対象とし、
ライフストーリー
研究法を用いて、
「転機」としての「職業選択」の動機づけが「内在型（自分の意思による
タイプ）
」か「外在型（外部からの影響が大きいタイプ）
」かによって、自己の経験の受けと
め方や、就業後の意識の変化に影響があるのかを、自己の経験や家族員との関係性の意味づ
けとその変化を絡めながら明らかにすることを目的とする。そのために、きょうだいの職業
選択前後の、日常の生活や家族員との関係性の構築についての意味づけの変化を捉えるため
に、経験のプロセスにおける「事実」だけでなく、それに対する意味づけのシーケンスを明
らかにする（田垣 2007）ライフストーリー研究法を用いる。
本研究で使用する用語の定義は次の通りとする。①「きょうだい」＝本研究の対象者。障
がい者を兄弟姉妹に持つ者。＊「きょうだい」という関係性を表す場合にも使用する。②「兄
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弟姉妹」（「障がいのある兄弟姉妹」
）＝研究対象者の兄弟姉妹で、障がいを持つ者。研究対
象者における成長過程で受けた影響を検討するため、受障時期を先天的あるいは幼少時に限
定する。③「対人援助職者」＝福祉、教育、心理、医療・看護職等、人に関わる専門職に従
事する人。④「転機」
（
「転機（職業選択）
」
）＝新しい対人関係や役割、自己像を獲得する出
来事。

２．方法
障がい者のきょうだいであり、対人援助職を選択した人を対象とし、大枠の質問項目のみ
設定した半構造化インタビューを行なった。知り合いの対人援助職者に対象者の紹介を依頼
し、調査への承諾が得られたきょうだい４名に対し、１名につき 1 ～ 4 回、各 30 分から 1
時間程度の面接調査を実施した。調査期間は、2010 年 12 月から 2011 年 8 月である２。
本研究では４名の対象者のうち、職業選択の経験が１回であり情報量も多い、職業選択の
動機づけが「外在型」のＡさんと、
「内在型」のＢさんの２人を取り上げる。

３．結果と考察
３－１．Ａさんの職業選択に対する語り
Ａさん（30 歳女、医師）は、生後まもなく父を亡くし、母親と知的障がいのある姉との
３人家族で育った。幼稚園から高校までを国立の学校で過ごし、大学の医学部に進学後、24
歳で医師（産婦人科医）となり現在に至る。
①職業選択の動機づけ―他者の有効な助言によって開かれた医師への道
Ａさんが医師を目指したのは高校の最終段階であった。高校入学当初は姉の影響もあり養
護学校教員を希望していたが、他にも医療・看護系が候補となっていて進路決定が困難な状
態であった。そんなＡさんに他者からの一言が大きな影響を及ぼした。
Ａ：医者を目指したのは、実は私は最後の最後でしてね、
（中略）
、姉の影響がありますけ
れど、（中略）高校最初の時には養護学校の先生になろうと思っていて、プラス看護
師さんか医者かは、あんまり考えていなかったですけど、ちょっと頭にありました。
最終的には高校３年生くらいの時ですかね、担任の先生の女性の先生とあと母といろ
いろしゃべって、社会的にもそれから学問的にも一応一番を目指すべき一番高いとこ
ろをやってみようかということと、あと、これ誰に言われたのか定かでないのですけ
ど、養護学校の先生になると日中も障がい児と過ごし、家でも姉がいてっていうのが
果たしていいことかどうかっていう話をしまして、
（中略）
、ひとまず医学部を受けて
みようということで受けて受かったので。
（中略）
、私のなかでは結構あいまいな感じ
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で、絶対医者になりたいとか、何科になりたいとか、これで何かを治すんだという気
持ちは正直なく、なりました。なので、同時に教育学部だったり、あと看護も受けた
と思います。
（中略）その受けている途中はやっぱり、できれば医者になりたいなと
いう思いは強くなってきたと思います。
このように、他者の助言により選択肢に広がりができ、教育学部、看護学部、医学部を並
行して受験したＡさんの進路選択は「外在型」である。そして、大学進学後も固く考えすぎ
ず、柔軟な考えで医師への道を目指していった。
②人生の分岐点であった進路選択
Ａさん自身は、大学の医学部に進学という進路選択の時点を自分にとっての大きな転機と
認識している。高校までは家族と過ごす時間が多かったが、大学入学後は、学校（自分）の
ことが中心の生活となったのである。
Ａ：私はだいたい高校生くらいまでと、大学やっぱり医学部に入りましたので、大学以降
医者になってからも含めて、ちょっと生活スタイルが自分の中である程度変わったの
が、高校と大学の間で大きく違ったと思いますね。高校までは歩いて、
（中略）徒歩
で通えるところだったので、家族と過ごす時間は多かったと思いますね。大学以降は
大分こう学校も本当に遅いですし、実習があったり、どうしても束縛される時間が長
くて、日曜日も部活とか含めてどうしてもいない時間が多かったので、自分の中では
一歩こう家族２人からは離れたかなって印象はあるのですけど。
この時点を境にして明らかに家族との関係性や、Ａさん自身の役割に変化が起きた。
高校生までの家族３人一緒にいることが多い生活が、大学進学後は、家族２人からやや距
離ができたのである。
③随所に見られる母気遣い
Ａさんは誕生直後に父親を亡くし、
母親と障がいのある姉との３人家族で成長していった。
その生活の随所に母親の気遣いが見られる。その中でも、重要なのは、Ａさんと姉を二人き
りにはさせなかったことである。
Ａ：姉とどこかへ行ったりはありましたけど、うちは３人でという方が多かったと思いま
す。それこそ公園に行くにも。
（中略）休みの時も２人でというよりは、母と３人で
遊ぶ、だったと思います。
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その理由についてＡさんは、
「姉のことが家の中での中心になって、私の生活が影響を受
けたりとか、いい意味でも悪い意味でも母が多分、結構いやがっていた。だから姉の面倒を
きょうだい一人しかいないから、私が見なさいとかいうのが、多分母の中でもいやだったの
だと思う」と述べている。
そして、現在Ａさんは母親のこの措置についての感謝の思いを次のように語っている。
Ａ：本当に感謝していますね。
私は本当に色々なんか多分本当に影響あると思うのですよ、
障がい児障がい者が家庭の中にいるっていうのは、本当にみんな大変、ていう言葉が
いいかどうかわからないですけど、影響はすごくありますよね、心理的にも物理的に
も。それを最低限にしてもらっていた、デメリットの部分があったとしたら、そこを
最低限にしてもらっていたっていう思いがある。
このように、障がいのある兄弟姉妹が家族の中にいることは影響が大きいが、Ａさんは母
親の気遣いにより、影響・デメリットを最低限にしてもらったとの思いを持っている。
④国立学校に学ぶ―固有の背景
Ａさんは姉とは全く別の学校に通っていた。幼稚園から高校までを国立学校に学ぶという
固有の経歴を持つ。それゆえ、同級生は住まいが分散していて、交流も少なかった。
* 学校では、お友達はお姉さんのことはご存じでしたか？
Ａ：知っている人と知らない人とがいますけれど、私幼稚園からずっと一緒なので、そう
いう子たちは運動会で姉が来たりとかで顔を見たりとかはしてますけど、改めて障が
いがあるのだ、とかってことは触れなかったですね。私自身も別に、友達の家族とあ
んまり交流なかったですね。
障がいのある姉がいることを、Ａさん自身もあえて触れることはなかったこともあって、
姉の障がいについては学校でもそれほど知られてはいなかった。固有の背景ゆえ、地域に住
んでいて公立の小中に通学していた人とは経験が異なる。それはまた、別の点でも好影響を
もたらした。
* お友達とお付き合いする中で家族３人仲良くやっていたという感じがしますね。
Ａ：そうですかね。うまく切り離せていたのかもしれないですね。
（中略）
、姉の障がいが
あるっていうことを、ちっちゃいころは多分、隠そうって言ったら変ですけど、なか
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なかそれをオープンにすることが、姉を大事だと思っているし大好きだけど、みんな
と違うっていうことに、自分の中での葛藤があったので、そういう意味で私はよくも
悪くもそこがこう、区立で２つ学年違えば多分一緒に、学校でみんなもわかっていた
と思うので、その辺のところがいいのか悪いのか、そこの自分の葛藤はうまく自然と
解消できていて、帰ってきて姉と仲良くして、学校では普通にするっていうかあった
かもしれないですね。比較的うまく切り離せたのはそういうことかもしれません。
姉とは学校が別だったため、自分と姉をうまく切り離せたと意味づけている。物理的な距
離感があることが、姉との関係性に好影響したと考えていることがわかる。ここはＡさんの
生活史の中で重要なポイントの１つである
⑤転機（職業選択）の終わり―職業選択への意味づけ

学部を選択するってことは大きいですよね 」
Ａさんは、
「将来のこと決めるって結構大きい、
と進路選択の重さを述べている。
Ａ：なんか結構、高校生の時の自分にはちょっとまだ、確固とした意思がいいでも悪いで
もなくなくて、母からも何にも言われていなかったので、あまりにも選択肢が広すぎ
てどうしていいかわからなくて（中略）
、よくも悪くも決めかねていたのですね。で
も今、こういう選択をしてよかったのかなとは自分では思っています。また別のこと
になれば、学部に行って別に普通に通訳とか OL になったとしても、そこからまた自
分の経験でいろんな道はあっただろうなと思うのですけど。
他の学部に進学して OL になる等の別の道もあっただろうと自己の経験から思う、としな
がらも、Ａさんは今自分の選択に満足しているようである。
⑥障がい者のきょうだいであるということへの意味づけ
Ａさんは、障がい者のきょうだいとしての自分を次のように語っている。
Ａ：ひとつの障がいのある人っていうのを身近にいる分、受け入れるというか、は他の人
よりはあると思うので、それはいいことなのかなと思います。当たり前というか、別
に違和感が無い。この立場に生まれてきていい面はいっぱいあるよな、と思います。
他の家庭との違いはやはりある。その中にあって、自分と姉との関係においての重要な点
を「距離感 」とＡさんは表現している。
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Ａ：物理的に実際お家に帰って、姉の世話して、
（中略）そういう時に、疲れるなってい
うのはありますよね、普通ならそうはないし、
（中略）
、でも別にそうですね。あとは
別にそれぞれ障がい者がいなくても、大変なご家庭がいっぱいあることは大人になる
と、なんか事情はよくわかるので。そういう意味ではやっぱり距離感はあった方がい
いですね。ほんと、そうだと思います。
相手（＝姉）を冷静に見ることができる状態であるためには、近づき過ぎず多少離れたほ
うがいい。それをＡさんは「距離感 」という言葉で表し、その距離感がきちんと持てたから
今の家族員との関係があると解釈していることがわかる。
そして、Ａさんは「なんの仕事をしていても結構つながるのかなと思いますね。この経験
てどの仕事していても活きると思う。
」と、自分の経験に優位性を実感している。
⑦新しく獲得した自己像
Ａさんは、職業選択という転機を経て、新しい自己像を獲得している。
Ａ：母がいなくなったりとか姉が一人になって家がなくなったりしても、逆になんか死ん
ではいけないなって思います。色々感じることもあって育ってきて、
（中略）
、特にこ
う私は、社会にある程度貢献しなければいけないと、この職業になったからには思っ
ているので、投げやりになってそれこそ自殺したりっていうのは、やっぱり育てても
らった母とか、色々影響を与えてくれた姉に（中略）悪いかなと思います。
（中略）
強く生きなければいけないかなと思います。
Ａ：姉と一緒に生活してきた経験から、障がいのある患者さんでも抵抗なく診察できます
し、本人や付添いの家族が何を不安に思い何を望んでいるか、他の同僚よりは理解で
きていると思います。
このように、医師になったことによりＡさんは、
“
（出産等）社会貢献する産婦人科医”と、
“障がい者への理解のある医師”という２つの「新しい役割・自己像」を得ているといえる
であろう。

３－２．Ｂさんの職業選択に対する語り
Ｂさん（23 歳男、看護師）は、両親と重症心身障がい者の弟との４人家族である。看護
系大学を卒業後、2011 年 4 月から重症心身障がい児（者）施設の看護師となった。
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①職業選択の動機づけ―弟との生活の中で芽生えた問題意識から看護師を選択
Ｂさんの職業選択は、
両親から期待されたゆえのものでは無い。日々弟の世話をする中で、
障がい特性である硬縮を少しでも改善したいという思いを持ち、高校生の最終段階で看護師
の道を選択した、という「内在型」の動機づけによるものである。
Ｂ：弟をずっと見ていて、硬縮っていうか、からだがガチガチになってくるのですよ。も
う重度の障がいで動けないので。それを、毎日見ている人たちが動かしたりとかして
いけばもう少し変わってくるのかなって思って。それをずっと見ていられるのは、や
はり看護師なのでは無いかな、と思って、看護師になろうと思ったのです。
（中略）
看護師って具体的に決めたのは、高校の最後でした。
Ｂ：
（両親からの）期待は全然無い、期待無いっていうか逆に医療系に行きたいって言っ
た時も
「いいの？」
って聞かれたし。弟が障がい児で生まれたことで進路を決めちゃっ
たのではないか、
と聞かれたくらいですし。
こっち行ってくれと言われたことはなかっ
たです。
そして、現在、重症心身障がい児者施設の看護師となったＢさんは、自分のことを、「気

づいたらなっていた、みたいな感じ 」と表現している。
Ｂ：
（障がい者のきょうだいという立場だから）そういう視点が出てくるのですよ。どう
しても。大学の友達と話した時、
（中略）
、みんな、看護師学校入ってから行きたい方
向とか決めていたのですけど、もう自分はなんか障がい児の方に行きたいからねって
簡単に決まったのだよね、って話をしたら、
「お前身近にいるからじゃん」って言わ
れて、確かだな、その存在は大きいのだなと改めてそこで思いましたよ。
（中略）楽っ
ていえば楽なのですよ。考えなくて済んだ面があって。
Ｂさんにとって障がいのある弟の存在は、進路を狭めたのではなく、進路選択で悩むこと
を回避することに繋がったのであった。
②弟という存在
Ｂ：子どもの頃から父や母にかまわれずに寂しいと思ったことはあまり無い。弟が生まれ
た時、自分３、４歳だったし、障がい児の弟っていうのが当たり前の存在だったので、
弟って動けるものだと思ってなかった。だから、ずっと弟がかまわれていても、そん
なに寂しい思いをした記憶は無いです。
（中略）父が結構自分と遊んでくれたので、
その分あんまり寂しくはなかった。
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Ｂさんは、弟誕生以前に両親にしっかりと関わってもらった経験があるため、弟の誕生後
にその状態が大きく変化しても寂しいと思わず、障がいのある弟を「当たり前の存在 」と認
知してきた。また、両親に対しては、母親がつきっきりで弟を介助していても、父親との関
わりが多かった分、
「あんまり寂しくなかった 」と意味づけている。では、弟が障がい者で
あることを常にオープンにしてきたＢさんにとって弟とはどういう存在なのか。
Ｂ：基本的には中学生になってからも弟を文化祭とかも連れて行っていたので、運動会も
来ていたので、あと部活の大会の時は毎回親が弟を連れて応援に来てたりしました。
* 特に弟さんに障がいがあることを言えないとか、家のことを話せないとかは無し？
Ｂ：無いですね。入学当初で、中学校の、最初に言ったことが「僕の弟障がい児です」っ
て、確か最初に言いましたね。隠そうと思ったことが 1 回も無かったので。中学で家
庭訪問で先生が家に来た時に、玄関先に弟抱き上げて見せたことが印象的だったって
先生に言われました。
Ｂ：弟が障がい児でいることを、マイナスに思ったことはほとんど無いかもしれない。生
活している上では無い。辛い時に弟に当たったことが無い、
当たっても無意味だと思っ
ていたので昔から。
（中略）
、そういう存在、ぬいぐるみでもないけどそういう存在と
しか見られなかったから、弟にきついことを言おうとも思ったことが無かったですね。
また、いやでも親の手伝いをしなくてはいけなかったというのはある。みんなと遊び
たい時に、母親がたまたまいないから、弟を家で見ていなければいけないから遊べな
かったということはありましたね、
何度かは。だからといって、
弟がいなければと思っ
たことは無いし、弟がいることは強みだと思いますね、今考えると。
弟優先の生活は間違いなかったが、やはり大切な存在であり「弟がいることは強み 」とい
うのがＢさんの変わらぬ思いである。
「子どもらしからぬ面もあった 」というＢさんだが、
それすらも前向きにとらえている。
Ｂ：それを息苦しいと思ったこと無い。初めのところがそれだったので。普通のところか
ら落ちたのじゃなくて、最初がそこだったので変わりようがない普通だ、と思って。
これ自体が強みですね。
Ｂさんとっては、どこかから落ちたわけではなく、初めから弟のいる生活が普通であった。
たとえ、自分が子どもらしさを欠く面があったとしても息苦しくなく、変わりようがない。
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この「変わりようがない 」がＢさんのキーワードである。
Ｂ：前向きにならざるをえないっていうのはある。変わりようがないし。この状態でやっ
ていくしかないし。それはもう昔に決めてそれで今があるので前向きなんじゃないか
な、と思う。
このように自己の経験や家族員との関係性を“ありのまま受け入れよう”と意味づけたこ
とが前向きな人生につながっていると考えてよさそうである。
③混乱―実際に就業してみて
新人看護師のＢさんは、混乱や葛藤の中にあっても、多くのことを感じている。
Ｂ：一人の人に関わっていて、その人のことを次医師に確認しなきゃと考えていると、も
ういっぱいで他の 10 何人とか見られなくなる。でも、その時にその合間を縫って他
の人を見てないと、結局その人達って預けられているのに見放されていると同じ。そ
れを考えるといやだ。もしも道端に自分の、全く動けないきょうだいが真っ裸で置か
れていたら誰だっていや。実際家族だからそういう立場ってわかる。他の人につきっ
きりになっているのはしょうがないけど、合間を縫ってでも見る時間を作ってくれな
いと預けていても心配だし。一人を見なきゃいけないってすごく大事。
多数の利用者を一人で担当している時に、一人に何かアクシデントが起きると他の利用者
にきちんと目が届かないことがある。しかし、どんな状況下においても一人一人を見なけれ
ば看護師としての責務は果たせていないことになる。この語りには、
“家族”としての視点
と看護師という“援助者”としての視点が混在している。家族として厳しく“看護師として
の自分”に注意鼓舞し、援助者として、
“きちんと成長し、家族から信頼される看護師”に
なりたいと考える気持ちが伝わってくる。そのＢさんは、先輩看護師から日々学んでいる。
Ｂ：安心して子どもを預けられると思える先輩看護師がいっぱいいて、それはすごく刺激
になります。
（中略）障がい児の、動けない分、自分たちが何とかしてあげればどこ
でも動けるのだっていう考えが絶対前提にある。そういう人たちがみんな考えてやっ
ているから、すごいなと思って。
先輩看護師の意識の高さに触れ、それに心から感嘆し、Ｂさんは日々成長している。
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④新しく獲得した自己像
「何かまだ分らないですけど、天職のような感じ
Ｂさんは、「仕事に行くのが楽しい 」し、

が、なんかそんな気がします 」という。
Ｂ：最近思うのは、どうしても弟が施設に入ることになるっていうのはある、この先絶対。
その時に、もしも今の自分のような看護師に見られていたらいやだな。
（中略）他の
先輩の看護師さんを見ると、見てないと思うところもしっかり、“いつ見てんだよ”
ぐらい全部見えているのですよ。そういう人じゃないと重身見られないなと思って。
そういう人たちのいる病院だったら、絶対預けられると思う。現実っていうか、外か
ら預けてみようじゃなくて、預かってる側で見るじゃないですか。だからその病院の
内部が見られて、それはいやだなと思いますね。
（中略）中を見てここだったら安心
できる、ってところを探せるっていうのはある意味メリットなのかもしれない、そう
看護師になって思いました。
将来的に不可避といえる弟の施設入所の問題に関連させ、
“援助者としては未熟”な自分
を“障がい者のきょうだい”である自分が批判的に見ている。預かる側と預ける側両方の立
場であるからこその厳しい視点である。また、
“自分で施設の中を見て安心して弟を入所さ
せることができる施設を探すことが可能”なのは、弟にとってもＢさんにとってもメリット
といえるのである。ここには、Ｂさんが転機により「新しい役割・自己像」を獲得しつつあ
る姿が見られる。同時に、自分より年長の重症心身障がい児者の家族による政策への働きか
けの恩恵を知るＢさんは、自分自身について次のようにも語っている。
Ｂ：うちだって呼吸器になってすぐにヘルパーも来たし、訪問看護も来ていたので、全然
昔と違う。
（中略）その人たちが結構国に文句を言ったりとかして、だから今のこの
生活があるのだなと思って、そういう社会を作っていきたいとは思うのですけどね。
家族の負担がよくわかる存在であり、実際に援助を提供する立場である。両方を理解して
いるからこそ、政策への働きかけも重みを持ってくる。Ｂさんは自分をそのような責任のあ
る人間と意味づけている。ここにも、Ｂさんが「新しい役割・自己像」を獲得しつつある様
子が表れている。

４．おわりに
本研究は、障がい者のきょうだいで対人援助職を選択した人の「転機」としての「職業選
択」の動機づけが「内在型」か「外在型」かによる自己の経験の受けとめ方や、就業後の意
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識の変化に影響があるのかをを、ライフストーリー研究法を用いて明らかにした。
その結果、動機づけが内在型であるか外在型であるかによって、職業選択時点での目的意
識の明確さには差が見られた。しかし、転機後に自己の経験や家族員との関係性を評価し、
自分なりの意味づけを行なっていった結果、自己の“障がい者のきょうだいである”という
立場の優位性を確信する、新しい自己像を獲得していく、という点は共通していた。ここか
ら、職業選択が自らの意思によるか、他者からの勧めによるか、という点はあまり大きな意
味を持たないといえる。それよりも、その人が自己の生活史をどのように評価しているかが
重要と考えられる。事例の 2 人は、特に問題を抱えることなく成長し、自分の人生を肯定的
に評価していた。このように、その時点のみを見るのではなく、生活史の全体をとらえるこ
とが大切であり、ライフストーリー研究法の有効性も証明できた。
これ以外にも、自己の経験をどのように意味づけるかについては、その人が転機のプロセ
スのどの時点にいるかといったことも関係している。紙面の関係上、当研究ではその点につ
いて触れないが、また別の機会に提示していく予定である。
本研究は、変動する社会構造内の個人に照準（桜井 2002：14）するものであり、普遍化
できないという限界を持っている。また、対象者は全員適応的であり、なおかつ対人援助職
者という“社会”とのつながりの深い職種に就いている人たちであった。今後は、対人援助
職者以外のきょうだいも対象にして調査を行い、対人援助職者と比較して、その共通点や違
いを探求することを課題としたい。

（注）
１

得がたい経験とは、特別なニーズのある兄弟姉妹（障がい者）がいるために体験したことを、
人間的な成長につなげられる可能性のことである。（マイヤー 2004）

２

本研究は、東洋大学大学院福祉社会デザイン研究科研究等倫理委員会の審査を受け、承認を
得た上で、面接調査を実施したインタビュー内容の録音の可否を確認後、IC レコーダーにて
インタビュー音声の録音を実施した。その後、録音データをもとにして作成した逐語記録を、
①「転機」である「職業選択」をどのように意味づけているか、②「転機」を経て自己の経
験や家族員との関係性はどう変化したか、③「対人援助職者」としての自分をどのように語っ
ているかの３つのポイントから分析していった。
また、対象者の解釈や意味づけを含む語りを可能な限り対象者の発語のまま提示した。本文
中に逐語録から引用する場合は「」を付け、フォントを地の文より小さくし文字を斜体にした。
逐語録からまとめて抜粋する場合は、Ｂ、Ａは対象者の発話、* はインタビュアーである筆者
の発話とし、必要に応じて筆者が補足を行う場合は、（
た逐語録の下線は、筆者によるものである。
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Analysis of the disabled person's life story is
a personal assistant job is
a "sibling" of disabled persons
─ Motivation for career choice as a transition ─
UENO, Junko
The birth of a child with disabilities, it is not hard to imagine that that would be forced
to rebuild the everyday life values to modify or family members. Affected in the process
of growth that grew up in the midst "of the disabled sibling disabilities" is (abbreviated as
"sibling" below) will be a great deal.
Visited in the course of their life "career choice" is sometimes also referred to as a
transition and at the same time one of the valuable experience, the probability of its
strongest Dai interpersonal get a job aid is relatively high. Experience and the disabled
spent with disabilities, the motivation for choosing their profession, which is said to think
of the adults around attitudes and parents, and is largely like values and attitudes, both
the influence of others I believed to exist.
This study, motivation to target the disabled has selected the job aid interpersonal
brother persons, the "career choice" as a "transition", using a method of research life story
"by intention type endogenous yourself (with the experience of self and family members,
depending on whether the type) "type extrinsic influence" or "type) from the outside (the
big, or whether there is an effect of the experience and perceptions of self, a change in
consciousness after employment the purpose of this study is to make clear entwined with
change of relationship and its meaning.
As a result, depending on whether the type or intrinsic extrinsic type, the clarity of the
sense of purpose of career choice at the time was seen in the difference is motivation.
However, the results to assess the relationship between the employee and family
experience of self after the transition, the machines will be the meaning of their own,
convinced of the superiority of the position of "self-failure is a mighty persons" that, that it
will continue to acquire new self-image was common.
Said important point here, either by making their own career choice that, either by
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recommendation from others First held great meaning too, that person how the life
history of the self that you have evaluated.
Keywords: sibling of the disabled person, personal assistant jobs, life story, Transition,
career choice, the disabled Motivation
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