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Ⅰ　研究の目的

　これまで中・高校生の地域活動・居場所づ
くりについては，自治体や青少年健全育成活
動団体，NPOなどが積極的に整備を進めて
きた。これらの活動は，あらかじめ大人側な
どが，活動資金，活動場所や運営の枠組みの
活動環境を準備している場合が多くみられ
る。事前にある程度準備された環境の中で，
中・高校生が活動に参画し，各自の経験を通

して社会的課題に対する問題解決能力，参画
能力を高める教育的効果が期待され，またそ
の効果についても検証が蓄積されてきてい
る（1）‒（7）。しかし大人が望ましいと考える活
動や活動場所・施設には，必ずしも中・高校
生が，興味をもって行きたい場所・活動ばか
りではない。特に女子高校生が，日常的に興
味関心が強い「おしゃれ」，「かわいい」など
を素材として，「自分もやれたら楽しいだろ
うな」というモチベーションによる活動機会
は，まだ十分に提供されてはいない。
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　そこで本稿では，学校外活動として東京都・
神奈川県内の高校生が中心となり，高校生が
等身大の生活を記事とするフリーペーパーの
制作活動事例を取り上げる。フリーペーパー
は，現在「anmitsu」という名称で，「高校
生による高校生のためのフリーペーパー」を
発行している。大人側の支援は，自治体や法
人組織・団体などによるものではなく，有志
の大人が高校生の要望を受け，必要な技術や
活動運営に対してアドバイスをする関係を築
いている。
　「anmitsu」制作活動の特徴としては，次
の 3点をあげることができる。1点目の特徴
は，フリーペーパーの発行資金は，企業など
からの広告掲載料で運用している。広告掲載
に協賛してくれる企業探しや交渉は，高校生
が直接行い，活動資金の運営管理を行ってい
る。これまで，高校生編集者によるフリーペー
パーは，学校の授業の一環としての活動や，
行政が関与する形態で発行している例はみら
れた。しかし学校や行政が関与するフリー
ペーパー発行は，高校生が，運営資金の調達
や印刷所や配布場所探しなどを行う必要はな
く，予め大人側が準備している（8）（9）（10）。し
かし「anmitsu」は，発行に関する全ての工
程を高校生が自ら調達し，主体性をもって動
かなければ発行することができない。2点目
の特徴は，フリーペーパー制作にあたって，
専門的技術をもつ大人スタッフ 3名が活動
に協力をしている点にある。フリーペーパー
の読者層を増やし，企業広告を拡大するため
には，紙面の質を高くしなければならない。
そこで高校生は，フリーペーパー制作に関す
る専門的技術を習得するために，職業的専門
性をもつ大人スタッフの必要性を強く感じて
いる。3点目の特徴は，通常のフリーペー
パーと同様に，販路は高校生自身が開拓し，
配布をしている（10）。自分の高校で配布する
だけでなく，高校生が日常利用する古着屋や
服飾系ショップ，雑貨店や書店，CD店など

「anmitsu」のテイストに合う配布場所の確
保をしている。これらの特徴をもつ「anmit-
su」は，様々なメディアからも社会的評価
をうけている（11）。
　本稿では，大人が，あらかじめ教化目的を
もって準備した活動や組織・団体ではなく，
高校生の活動欲求を基に，高校生の求めに応
じて，大人と企業が活動を支援する新たな連
携の仕組みをもつ事例を取り上げていく。
「anmitsu」制作の活動事例を検証すること
で，今後高校生の学校外活動の新しい形態を
構築していくための布石とする。

Ⅱ　調査の方法と枠組み

　筆者は，2004年に「anmitsu」が創刊さ
れた当時から，活動の観察者としての立場を
高校生に説明した上で，参与観察を継続して
きた。筆者は，一連の編集工程（編集会議，
取材，編集作業，デザイン決定，校正，配布）
での会議の録音，フィールドノート，インタ
ビューや質問紙調査（自記式）などを実施し
てきた。
　本稿での調査対象者は，2006年 3月卒業
生 2名（男子Ｈくん，女子Ｍさん），2007年
3月卒業 2名（男子Ｔくん，女子Ｋさん）の
4名である。それぞれ 4名の卒業時（2006
年 3月，2007年 3月）に質問紙調査（自記式）
を実施し，記述内容についてインタビューを
行った。以下，本論中の高校生 4名の感想は，
質問紙調査の回答文をデータとして採用した。
　調査項目は，次の通りである。
① 活動全体について（活動への参加動機と活
動への期待，活動が継続できた理由，an-
mitsuの活動を後輩に勧めるか，活動はど
のような場所であったか）
② 運営について（大人スタッフの支援の必要
性，運営資金は大人が潤沢に準備してくれ
る環境にあった方がよいか）
③ 営業活動について（驚いたことや意外に感
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じたこと，失敗したことや嫌だと感じたこ
と）
④ 日常生活の変化について（日常生活の変化，
自分自身の変化，大人社会への見方の変化）
　本稿では，まず筆者のフィールドワークを
もとに①「anmitsu」制作活動の発足経緯，
②「anmitsu」制作を取り巻く人的環境（高
校生編集者と大人スタッフについて），③
「anmitsu」の制作過程，④企業広告掲載料
による活動運営についての 4点で構成した。
本稿では，これまで多くの青少年の活動の形
態にみられた大人側が予め準備した活動組織
ではなく，高校生が主体となり，編集につい
ての専門技術をもつ大人スタッフと企業の広
告費で発行し運営する学校外活動について，
その特徴と課題を検証していく。

Ⅲ　フリーペーパー制作活動の発足経緯に
ついて

　2004年 1月に，高校生による高校生のた
めのフリーペーパー「anmitsu」が創刊され
た（12）。「anmitsu」を立ち上げた背景は，
2000年から杉並区教育委員会で発行をして
いた中高生の雑誌づくり制作に携わっていた
高校生 2名が，自治体の制約をうけない，
自分たちの自由な表現活動を探り始めてい
た。その後，杉並区教育委員会の委託により
制作アドバイザーをしていた大人スタッフ 2
名とともに，2002年から独自にフリーペー
パーづくりに着手した。
　しかし自治体から離れた独自の活動とする
ことは，活動場所，活動資金，配布場所など，
フリーペーパー発行のためのすべての事柄を
自分たちで確保し，活動体制を整えなければ
ならない。当初高校生は，フリーペーパーを
発行するための全工程を見渡すことは難し
く，大人スタッフの存在は欠かせないもので
あった。しかし大人スタッフは，決して高校
生に指示を強要するものではなく，高校生が

活動方針を決定するために必要なアドバイス
をしていた。大人は，「anmitsu」の活動方
針を決定する権限者は高校生であることを最
大限に尊重し接している。高校生と大人ス
タッフの関係性は，活動創設時に作られ，そ
の後定着していくこととなった。
　創刊号を発行するまでの約 2年間は，2名
の高校生が，大人スタッフ 2名とともに，
既刊されているフリーペーパーやファッショ
ン誌，情報誌などをもとに，フリーペーパー
研究に時間を費やした。「anmitsu」という
誌名や紙面のコンセプト，サイズ（13）などの
紙面形態に関わる全てを，創設時の高校生 2
名によって決定をした。
　また創刊号に携わった高校生の強いこだわ
りは，「高校生だから，この程度のフリーペー
パーしか発行できない」という言い訳はした
くないというものであった。大人が発行する
フリーペーパーと比較しても遜色のないもの
を発行したいという，高い目標をもって活動
を開始した。創刊号当初からフリーペーパー
の特集，紙質，紙面デザイン，色刷り，形態
などの質にこだわったことが，その後継続性
ある活動としての基盤ともなった。高校生編
集者は，携帯電話を必需品とし，インターネッ
トからの情報を日常的に活用し，幼い頃から
生活の中に様々な情報が溢れる環境で育って
いる。簡単に情報を獲得できる同じ世代の高
校生たちに，街中で紙面媒体である情報誌を
手にとってもらうためには，まず視覚的に惹
かれる高い質の紙面を提供していかなければ
ならないことを創刊号から認識し，十分に練
り上げてきた。

Ⅳ　高校生編集者を取り巻く人的環境

　フリーペーパー「anmitsu」の制作過程で，
高校生編集者を取り巻く人的環境は，図 1の
ように示すことができる。高校生編集者を中
心として，支援する大人スタッフ以外に，企
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図 1　高校生編集者を取り巻く人的環境

業，配布店舗，見えない読者，取材先，イン
タビューの相手，また逆に「anmitsu」につ
いて取材を受けることになるメディアが存在
する。
　「anmitsu」の活動では，○○高校という
普段所属として使い慣れた学校名を使うこと
はない。高校生編集者は，学校生活だけでは
知り会うことがなかった人間関係の広がり
や，実社会と接点をもつ体験を通して改めて
学校生活を振り返り，社会と向き合う姿勢を
もつようになっている。調査では，次のよう
な回答がある。
　 「学校の中では，やれることや出会う人間
は，どうしても限られてしまう」（女子Ｍ，
2006年）
　 「自分が社会全体に対してアンテナを張れ
るようになったことがあります。学校社会
の限られた世界ではなく，anmitsu参加
によって学校では学べないことを学んだ
し，人によって違う考え方も学びました」
（男子Ｈ，2006年）
　さらに実際に仕事をする大人と交渉する機
会をもつことで，失敗をしながらも自分の変
化について，次のように回答している。
　 「自分にあらゆる可能性があること，自分
の考えや行動力次第で，何でもできる，何
事も自分次第で変えられる」（女子Ｍ，
2006年）

　 「大人の方に指摘をして頂いたり，活動を
通して，学校内では気づかなかった自分の
性格の良くないところ，逆に自信をもって
いいところに気づけた。人にきつかったり，
人のいいところをもっと見つけなきゃいけ
ないことは，anmitsuで気づけたし，顔
をきちんと見ていうと，すんなりコミュニ
ケーションに入っていけることもメンバー
がほめてくれて気づいた」（女子Ｋ，2007
年）
　「anmitsu」は，企業との関係の中で発行
されるため，活動に対しての責任感の上に成
り立つ関係である。そのため，役割を滞りな
く進めるためには，常にコミュニケーション
をとらなければいけない。役割を全うするこ
とで，これまでの日常生活では求められな
かった行動が要求され，「anmitsu」の体験
を通して，これまでの自分を変えていかざる
得なくなる場面も多くある。

１．高校生編集者について
　まず「anmitsu」編集の主体となる高校生
は，発行当初は 2名で始まったが，2004年
以降は，10～18名の高校生が関わってきた。
学校種は，東京・神奈川県内を中心とした国
立・私立・公立学校から参加しており，男女
の構成比の特徴は，概ねどの世代も女子高校
生が 8割を占める（14）。これは「anmitsu」
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を想定している読者や紙面内容から，女子高
校生の参加が男子高校生よりも多くなってい
る。
　そして高校生編集者自身は，学校内での位
置づけとして，どちらかというと「優秀」，
あるいは「普通」の高校生であると認識して
いる。学校へは毎日通学し，授業，部活動，
学校行事などのフォーマル文化にも，積極的
に参加している。もちろん学校生活や家庭に，
不満がないわけではないが，きっかけさえあ
れば，高校時代をより楽しむ場所や機会を探
している高校生である。
　活動の参加経緯は，2つのタイプに分ける
ことができる。1つは，「anmitsu」メンバー
内に，学校の友達・先輩・後輩などの人間関
係を主軸にして参加している高校生である
（以下，タイプ 1とする）。参加のきっかけも，
「先輩に誘われて」という理由が根底にある。
タイプ 1の高校生は，何よりも学校という
フォーマルな場で形成された関係性が前提に
あり，「anmitsu」の活動に対する信頼感や
安心感を持って参加している。しかし特に女
子高校生は，「かわいい」フリーペーパーで
あり，自分もそこに関わってみたいという紙
面の質にも動機が存在する。また男子高校生
は，先輩の話から，「anmitsu」の活動組織
の在り方が，実社会の中で自主性をもって運
営していることに興味をもつことも特徴であ
る。タイプ 1の参加動機や活動への期待に
関する回答は，次のようなものがあった。
　 「編集には興味はあったけれど，○○先輩
が同じ学校で，友達が○○先輩から「an-
mitsu」をもらって興味をもった。」（タイ
プ 1・女子Ｍ）
　 「先輩に誘われて入ったのですが，～略～
高校生だけで雑誌をつくる。企業に出向く。
そのどれもが期待と不安でした。」（タイプ
1・男子Ｔ）
　一方，2つ目のタイプは，「anmitsu」内
に直接的な人間関係はなく，自己推薦を「an-

mitsu」事務所に送り，活動を始めた高校生
である（以下，タイプ 2とする）。タイプ 2は，
タイプ 1に比べ，平均的に 3割程度の人数
である。またタイプ 2の高校生が「anmitsu」
を知った経緯は，2種類ある。たまたま街中
の店舗で「anmitsu」を手にとり，紙面の「か
わいらしさ」「おもしろそう」からホームぺー
ジにアクセスをしている高校生と，新聞で紹
介された「anmitsu」の記事から，高校生が
主体的に活動運営を行っている点に強い関心
をもち参加してきた高校生がいる。
　タイプ 2の参加動機や活動への期待に関
する回答は，次のようなものがあった。
　 「anmitsuをみて，高校生でも社会にア
ピールできるんだという社会的価値に期待
して入った。とにかくこんなに可愛いフ
リーペーパーを渋谷などを中心に発行して
いるっていう漠然としたすごさに惹かれて
入った。」（タイプ 2・女子Ｋ）
　 「高校生が本当に活動主体になれるのかを
やってみたい。具体的に期待していたとい
うよりも，この活動に参加して，いろいろ
な事を学びたい。自分のできることを伸ば
したい」（タイプ 2・男子Ｈ）
　タイプ 2は，知っている人間関係がなく
ても，やはりタイプ 1にもみられる紙面の
「かわいさ」や内容，そして高校生による自
主的な活動運営に参加動機をもっている。タ
イプ 1とタイプ 2で参加のきっかけは異な
るが，動機に強い影響を与えることは，組織
内の人間関係のつながりより，タイプ 1・タ
イプ 2ともに，活動の内容や運営形態がど
の程度，参加者にとって魅力があるかどうか
ということである。しかしこれまで高校生の
参加動機の中に，編集について興味をもって
いる者はいたが，将来の職業選択として編集
技術を学びたいと考えていた者はいない。つ
まり参加動機に強く働きかけている因子は，
「anmitsu」内の友人・先輩後輩関係の有無
に関わらず，紙面の「かわいさ」という表現
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や記事内容と，実社会の中で高校生自身が自
立的に活動ができるという運営形態にあると
いえる。
　高校生にとって学校外の活動に対して，単
なる居場所や，集うだけの物理的空間ではな
く，学校生活を中心としながらも，実社会の
中で新しい体験ができる場所を求めているの
である。そしてこの学校外の体験を学校生活
に反映させながら，高校生活をより充実させ
ているのである。しかし日常生活で，学校生
活との時間調整，保護者の理解，メンバー間
の意思疎通など，難しい課題も抱える。その
ために高校生編集者一人ひとりが，積極的に
努力をしなければ活動を継続することはでき
ないが，自分にとってプラスとなる経験や新
たな発見があり，自分が関われる作業を選択
できることが，卒業まで活動を継続させてい
く条件とっている。

２．大人スタッフについて
　「anmitsu」の紙面の質を保ち，高校生が
主体的な活動組織であるということを実感
し，自己効力感を高めるためには，大人スタッ
フは，重要な存在となる。そこで本節では，
大人スタッフの①職業的専門性，②ファシリ
テーターとしての役割にわけて検討をする。
（1）大人スタッフの職業的専門性
　「anmitsu」の大人スタッフは，主として
3名が中心的な役割を果たしている。いずれ
の者も，雑誌や書籍編集やデザイン，子ども
の地域活動に関する専門性を有している。
　大人スタッフの代表者であり，高校生と一
番接する機会の多いＨ氏は，フリーランスの
編集者であり，「anmitsu」のデザイン担当
者Ｉ氏の職業は，フリーランスの編集デザイ
ナーである。Ｈ氏とＩ氏のアドバイスは，と
もに高校生のフリーペーパー発行の支援者と
して，高校生は説得力のあるものとして受け
止められている。高校生の回答からも，高校
生が主体となる活動であっても，実際の職業

経験者の関与があることで，単なる遊びでは
なく，大人の発行するフリーペーパーと同様
の紙面の質や運営体験ができる機会として捉
えていることが推察される。
　またＩ氏は，毎号高校生の「anmitsu」の
ラフ・デザインをもとに最終的にコンピュー
ター・ソフトで紙面デザインを担当している。
Ｉ氏は，ラフ・デザイン入稿前後に，高校生
と話し合いを重ね，デザインを完成させてい
く。
　地域での子どもの活動を主宰しているＫ氏
は，子どもへの関わりに実績をもち，これま
で多くのワークショップなどを開催してい
る。「anmitsu」の活動の中では，営業活動
や企業訪問の際にアドバイスや同行，HPの
運営アドバイスなどに協力をしている。
　高校生は，大人スタッフが職業的経験にも
とずくアドバイスであることが，活動に対し
ての充実感を高めている。また完成度の高い
紙面作りが，フリーペーパーに多くの読者が
つき，結果として企業からの広告収入を得や
すくなり，継続的な活動となるのである。
「anmitsu」が，企業広告で支えられるフリー
ペーパーである以上，高校生が発行元であっ
ても，企業から魅力ある媒体とみなされなけ
ればならない。
　そして高校生にとっても，学校外の活動で，
職業的な技術を有する大人が支援者として関
与することが，活動に対する満足感や充実感
を高めていると考えられる。しかし実際，大
人スタッフは，自分たちの職業的専門を社会
貢献としてアウトプットし，ボランティアと
して高校生の活動を助けている。企業からの
広告掲載料だけでは，運営資金は潤沢とは言
えない。印刷費，デザイナー費などは最低価
格での支払いであり，「anmitsu」の活動場
所は，大人の代表者Ｈ氏の個人事務所を利用
し，大人スタッフの労力は多大なものである。
　また現在の「anmitsu」の大人スタッフの
中で，Ｈ氏のパーソナリティに頼る側面も強
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く，活動の継続，安定性を保つための体制を
確保することも課題となる。高校生の主体的
な学校外活動を促進するためには，様々な立
場にある大人が活動支援者として関与しやす
い社会的環境や理解が必要である。
（2）ファシリテーターとしての役割
　次に，大人スタッフが，ファシリテーター
としての役割を果たす必要性について検討し
ていく。大人スタッフと高校生との関係は，
指導者－学習者の関係ではなく，編集会議や
編集作業にも必要以上に関わらず，活動全体
を見通す立場をとっている。高校生は，大人
スタッフの存在について，これまでの高校生
編集者全員が必要と感じている。
　調査用紙の「大人スタッフの支援は，必要
だと思いますか」という質問に対して，「大
人スタッフが必要である理由」についての回
答は，次のようなものがあった。
　 「技術的な面でも，話し合いの大切さとか，
言葉の使い方，時間の使い方などを学べる
ところ。実践的に学べるところがよかっ
た。」（女子Ｍ，2006年）
　 「僕らが行っている活動は，マスメディア
にあたり，勝手な行動はよくない。Ｈ氏の
ように，自主はあくまで高校生にあり，で
も大人として守ってくれ，適切なアドバイ
スを得られる人は必ず必要」（男子Ｈ，
2006年）
　 「特集の決定や運営でどうしてもアドバイ
スが欲しいときがある。」（男子Ｔ，2007年）
　 「メンバー内で不満がたまってしまうとき
も，何度もＨ氏の編集者としての知識や大
人としてのアドバイスに助けられ心強かっ
た。高校生だけだと，何かに行き詰まった
とき，主観的に判断しがち。だから第三者
の立場で的確なアドバイスをくれる大人ス
タッフの存在は大きかった」（女子Ｋ，
2007年）
　専門性をもった大人スタッフが不可欠と考
えている理由として，高校生編集者は，「an-

mitsu」の発行に対して，社会的に責任のあ
る活動と認識していることがあげられる。高
校生編集者は，発行に必要な編集技術や営業
方法を身につけなければならず，職業的専門
性をもつ大人スタッフの存在は欠かせない。
しかし大人スタッフが，専門技術を単に伝達
するだけでなく，必要な時に活動に介入して
くるファシリテーター役として関わっている
ことで，高校生が安心感をもって積極的に活
動を進めることができるのである。
　また「anmitsu」の活動では，大人が介在
しながらも，高校生が主体的に活動できてい
るという実感が高い。高校生の主体性を高め
るために，大人スタッフ代表者Ｈ氏が，新し
く活動に参加する高校生に対して，大人ス
タッフの立場や役割を事前に行うワーク
ショップで伝えている。最初に大人スタッフ
の役割が伝えられることで，活動過程で大人
スタッフに頼らず，自主的に活動を進めると
いう自覚をもつようになっている。編集作業
では，高校生編集長を中心に，全作業工程の
事柄について，編集会議で決定をしていく。
ただし大人スタッフは，特に高校生編集長と
は連絡を密にとりながら，編集長に対して過
度な負担がかからないように配慮をしている。
　高校生は，「anmitsu」に携わることで，
学校の教師でもなく，保護者でもなく，塾講
師や習い事などの指導者でもない大人が，身
近に存在することになる。大人スタッフと高
校生と接する時間は，決して長いものではな
い。そのため高校生が，学校外の活動を継続
し，充実感をもつことができるように，大人
スタッフは，高校生の個性や現状（学校生活・
家庭生活など）を包括的に理解していかなけ
ればならない。高校生は，大人スタッフと編
集過程を共有しながらも，「anmitsu」の編
集以外の様々な内容を相談し，信頼関係を深
めている。高校生編集者にとっては，学校外
活動の場で，大人スタッフが「意味ある他
者」（15）（16）となっていくのである。
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　高校生の学校外活動の場に，大人の活力を
取り込むことで，高校生が実社会と向き合う
機会，自分自身や生活環境を見直す機会とも
なる。今後，高校生の学校外活動に多様な機
能をもつ活動形態や，活動内容の種類を提供
するためには，高校生が何を学校外活動に期
待をしているのかを把握し，高校生の学校外
活動を体系化していかなければならない。

Ⅴ　フリーペーパー制作過程について

　「anmitsu」では，新しいメンバーが入ると，
実際の作業前に大人スタッフや既に活動をし
ている高校生編集者が一緒に，ワークショッ
プを行っている。ワークショップでは，「an-
mitsu」の活動概要，フリーペーパーの特徴，
編集工程，編集作業で必要となる専門的な技
術や用語，営業・広報の役割など，作業の全
体像を把握できるようにしている。このワー
クショップが行われることで，これから行う
自分の活動を捉え，活動に対する不安も取り
除いている。その後の制作工程は，概ね図 2
の通りである。

　発行時期は，原則季刊で，発行部数は 1万
部である。発行回数は，高校生編集者の作業
状態により，年 3回に減らすこともある。
次号を発行するまでの間は，インターネット
を活用し，「anmitsu」ホームページで，活
動の様子や，高校生が交代でブログを発信し
ている。ホームぺージは，高校生の管理のも
と，次回の発行予定や配付店舗先，BBSな
ども掲載しており，随時更新している。
　「anmitsu」発行の工程は，編集作業，取材，
企業との交渉，広報など幅広いものであり，
一人ではできない協働作業である。そのため
高校生はメンバー同士で，綿密に連携をとら
なければならない。編集工程は，〈編集業務班〉
と〈広告営業・会計班〉の 2グループに分
かれている。完成後の店舗配布（17）・郵送は
全員で行っている。編集業務で，担当する記
事や役割については，各号ごとで決定し，特
集内容や興味や制作時の状況などで，営業担
当者が編集に関わることもあり，柔軟に交代
している。
　編集会議は，概ね 2週間に 1度開かれる。
様々な高校から集まっているため，活動状況，

図 2　「anmitsu」制作工程
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会議議事録，各自の作業状況は，メンバー間
でメールを活用しながら，情報共有をしてい
る。編集会議に出席できない場合も，会議の
内容や作業の様子を把握できるようにしてい
る。メーリングリストでは，メンバーの心配
ごと，編集長からの困り事や指示なども発信
される。大人スタッフは，メールの内容に励
ましの言葉や，編集長からのメッセージに，
メンバー全員で考えることを促すコメントが
書き込まれることもある。
　また編集作業で記事を作成するためには，
自分の趣味・嗜好だけで書くのではなく，同
世代の関心事や日常生活をよく観察するよう
になっている。その結果，日常生活の変化に
ついて，次のように回答している。
　 「電車の中や学校で人間観察をしたり，～
略～雑誌を読んだり。～略～，でも雑誌を
読むより，日常生活のものひとつひとつを
丁寧に「これは特集したらどうなるだろう」
と考えるのが面白い。」（女子Ｍ，2006年）
　日常生活の中でも，「anmitsu」の企画を
考えるために，客観的に物事を捉える習慣を
身に付けるにまでなっている。
　編集工程では，どの高校生編集者も，活動
の中で一人ひとりに必ず役割が与えられてい
る。役割は，企画内容や学校の予定などを踏
まえ，自分で役割を選択している。「anmitsu」
の編集活動を高校時代継続できた理由とし
て，次のように回答している。
　 「自分がやるべき仕事はいつもあったし，
もっとよくしていきたかった」（男子Ｈ，
2006年）
　与えられた仕事を責任をもって仕上げ，達
成感を得る経験が，後輩への参加を促す契機
にもなっている。また活動に対する社会的な
評価（メディアに取り上げられる，フリーペー
パーの消化率）という形で確認され，次号の
制作の励みになっているのである。

Ⅵ　企業広告掲載料による運営について

　これまで「anmitsu」の活動を継続してい
くための運営資金の調達は，常に課題とされ
てきた。現況では，潤沢な活動資金を得られ
る状況にはなく，高校生自身の活動に関わる
経費（交通費，通信費など）は，自己負担で
あり，大人スタッフもボランティアである。
特に創刊当初は，企業広告費の確保は難しく，
自分たちのアルバイト代やフリーマーケット
に出店するなど，自己資金で発行をしていた。
しかし，それだけでは継続的に発行すること
はできず，活動に限界があることを実感した。
そこで 2号からは，大人のフリーペーパー
と同様に，創刊号を持参し企業と電話やメー
ルで依頼をし，訪問し，広告掲載・タイアッ
プ広告の営業を始めるようになっていった。
企業選びに際しては，フリーペーパーの掲載
記事にあわせ，高校生に関心をもつ企業研究
をしながら，常に新しい支援企業を開拓して
いる（18）。「anmitsu」の会計管理については，
高校生自身が管理をし，大人スタッフが会計
の内容について確認をしている。発行に十分
な資金が集まらない場合は，発行回数を減ら
すなどの対策も考えているが，これまでのと
ころ赤字となり発行できなくなったことはな
い（19）。活動資金を集めることは，常に苦労
が多いが，高校生編集者は，「大人が準備し
た予算があった方がいいか」という質問に対
して，全員が「いいえ」と回答している。ま
た「いいえ」と回答した理由には，次のよう
なものがある。
　 「お金が潤沢にあったら甘える」（男子Ｈ，

2006年）
　 「資金がないからこそ企業広告のありがた
さがわかる」（男子Ｔ，2007年）
　 「自分たちの活動が読者に与える効果を企
業へアピールし，サポートをお願いするこ
とで，活動を振り返る機会にもなる」（女
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子Ｋ，2007年）
　予め大人が準備した資金に頼るのではな
く，自分たちが営業活動をして資金を獲得す
る運営形態であることが，「anmitsu」の活
動は自主性が高いと感じる要因となってい
る。そしてそれが，「anmitsu」の活動に対
する高校生編集者の積極的な評価であり，参
加する上でも強い動機となっているのである。
　しかし高校生編集者は，いつも成功体験を
するわけではなく，失敗体験をするともある。
「企業の営業活動を通して，失敗したこと，
嫌だったと感じたこと」についての回答は，
次のようなものがある。
　 「学校のあらゆる場面で，責任転嫁してい
ることの多さを感じた。自分も anmitsu
をやるまでは，きっと誰かがやってくれる
と思うことが多かった。」（女子Ｍ，2006年）
　 「どうしても anmitsuの発行がおくれてし
まうことが，何度かあった。自分が随時連
絡すればよかったけれど，好意的だったＲ
社の広告がなくなってしまったことはとて
も残念です。」（男子Ｔ，2007年） 
　 「連絡を取っていたときに，担当者が期限
までに連絡をくれなかったり，担当者が変
わって 1から説明をしなきゃいけなくて，
学校も忙しかったので本当に嫌だった。営
業は学校の時間で動いていないから，そこ
が大変。」（女子Ｋ，2007年）
　実際の営業交渉の席には，大人スタッフが
同行することもあるが，高校生数名で訪問を
することも多い。企業側にとっても，公的機
関である学校からの協力要請ではないため，
信用できる活動であるかどうか見極めなけれ
ばならない。高校生は，初めて経験する企業
の営業担当者との交渉では，高校生としての
未熟さを痛感させられながらも，何もわから
ない「子ども」だと扱われ，悔しい思い，不
快な思い，辛い思いをする場面にも遭遇する。
また自分たちの活動の甘さから，企業からの
信頼を失うことで受ける代償の大きさも，学

校では経験することのない厳しさである。
　また「企業への営業活動を通して，驚いた
ことや意外に感じたこと，学んだこと」につ
いての回答には，次のようなものがある。
　 「企業やお店によって，考え方が違うこと
を感じた。会社には，性格があって，社員
も企業によって態度や考え方が違うのはお
もしろかった。」（男子Ｈ，2006年）
　 「思っていた以上に高校生として扱うので
はなく対等な立場としてきちんと対応して
くれたのがうれしかった。あとは大人ス
タッフＨさんから，相互利益を企業にきち
んと示すことを学んだ。」（女子Ｋ，2007年）
　企業との交渉は，失敗や苦労が多い反面，
一方で熱心に話を聞いてくれる企業の社員の
応対，子ども扱いではなく取引先として丁寧
に応じてくれる企業とも出会う。高校生が，
営業で契約を成立させることができた体験を
重ねることで，自己効力感を育て，さらに成
功させるための工夫を探っていく。高校生は，
何社も企業訪問することで，会社の理念や社
員には様々な違いがあることも理解し始め，
実社会の中での挑戦におもしろさを感じてい
くのである。つまり大人が事前に準備した安
定した財源に頼る活動ではなく，自分たちで
活動資金を確保する発行形態であることが，
自主的活動であることを強く実感させる結果
となっているのである。
　企業との交渉では，学校外活動であるため，
○○高校という所属をもちながらも，所属す
る高校名を使うことはできない。その代わり
に高校生は，「anmitsu」編集部としての名
刺をもって営業をしている。企業の広報担当
者には，まず「anmitsu」の発行主旨を明確
に説明し，理解してもらわなければならない。
営業担当の高校生たちは，企業訪問や営業活
動は初めての経験であり，電話のかけ方の台
本も独自に作成するなど，営業の事前準備を
大人スタッフと練習を重ねる様子も観察され
た。
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　企業から協賛を得るためには，企業が広告
を掲載することによる企業側のメリットも事
前に精査し，説得させる材料を提示できなけ
ればならない。高校生の活動だからという甘
えでは，企業から支援を受けることはできな
いことも理解していく。さらに企業への営業
活動を通して，それぞれの自分の役割に対し
責任を持つことの重要性も認識していく。
　このように「anmitsu」の活動の特徴は，
紙面の掲載内容にだけあるのではなく，「an-
mitsu」の活動が企業や一般社会との接点に
位置づけられている点にもある。企業からの
支援を増やすためには，活動への評価となる
市場での消化率，読者の反応という一般社会
での評価を高めなければならない。高校生編
集者にとって，「anmitsu」が社会の中で，
どのように認められ，「おもしろい」と感じ
てもらえているのかという客観的評価は，高
校生編集者の活動に対する自信となってい
る。企業などの支援を受ける仕組みをもつこ
とが，社会的責任を自覚させているのである。
　しかし企業との交渉については，大人ス
タッフがどの程度関与することが適当である
かという点については，今後高校生の営業技
術や，営業訪問に対する不安の程度などから
対応を考えていく必要がある。

Ⅶ　まとめ

　最後に高校生の学校外活動として，企業か
らの広告掲載料を活用したフリーペーパー発
行の意義について 5点，そして活動の課題
についてまとめる。
　まず 1点目は，高校生は，企業の広告費
によるフリーペーパー制作を通して，様々な
立場にある者とのコミュニケーション力を育
てることになる。異なる学校の仲間同士だけ
ではなく，大人スタッフ，企業の営業担当者，
設置してくれる店舗スタッフなど，学校生活
だけでは出会うことのない大人とあらゆる場

面で直接交渉をしなければならない。企業広
告によるフリーペーパー発行は，主体性を
もって企業や社会の中で関わらなければでき
ない活動であり，必然的に人間関係が広がり，
社会の見方や考え方，将来への展望にも影響
を与えている。
　2点目は，企業広告を活動資金としている
ため，活動を継続させるための資金を安定し
て確保することの重要性も初めて実感する。
学校内の活動では，ある程度活動環境が準備
され，活動資金の重要性について意識するこ
とは少ない。企業からの広告掲載料は，高校
生の活動に対する教育的配慮による助成金と
して資金提供されるのではなく，企業にとっ
てもメリットとなる宣伝効果を期待して支払
われるものである。そのため掲載した企業広
告を，多くに人に波及させなければならない
という社会的な責任を負うことも初めて気づ
く。企業広告による活動は，常に不安定な活
動を強いられることになるが，企業と直接交
渉をすることで，社会的責任，社会的な参画
能力を高めている。
　3点目は，企業からの広告費の支援を受け
るためには，一定数の読者を獲得していなけ
ればならない。「anmitsu」の読者は，よく
知る同級生だけではなく，「見えない読者」
が存在していることで，社会に視野を広げる
ようになる。編集素材を集めるためには，
「anmitsu」編集部が捉える読者層をイメー
ジしながら，同世代の関心事や興味，日常生
活，社会の動きにも目を向ける。安定した読
者をもつフリーペーパーとするためには，自
分たちの趣味・嗜好だけで編集することはで
きない。情報化社会で成長した高校生に，街
中に溢れるフリーペーパーの中から，手に
とってもらう紙面であり，さらに読者を満足
させる内容であると評価されなければならな
い。高校生編集者は，「anmitsu」の編集経
験を通して，自己満足だけで完結する記事で
はなく，客観的な視点をもち，見えない読者
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をより意識した記事を作成するようになる。
　4点目は，「anmitsu」の活動は，行政な
ど大人側が予め活動環境を準備したものでは
なく，高校生の求めに応じて大人が支援し，
企業からの広告掲載料などを得て運営してい
ることで，編集の内容や組織運営に対する責
任感を強める。安定した財源が常に確保でき
ないという課題を抱えながらも，運営に関す
る全ての事柄を高校生が決定するため，大人
の価値判断で掲載内容が変更されることもな
い。しかし広告の費用対効果を求める企業か
ら支援を受けるためには，自分たちの発行し
たい記事を守りながらも，企業支援を受ける
ための編集，特集記事などの工夫を凝らすよ
うにもなる。
　5点目は，企業からの広告費を得るために
は，デザイン性の高い紙面が要求される。そ
のために大人スタッフは，専門的技術をもつ
者が必要となる。高校生は，学校外活動で大
人スタッフとの関わりを通じて，これまで身
近にいた学校の教師，保護者，塾講師・習い
事などの指導者以外に存在する信頼できる
「意味ある他者」を得ることになる。学校生
活や家庭環境から離れた場にいる大人スタッ
フは，高校生編集者と緩やかな関係が結ばれ，
実社会へ導く役割を担っている。そして大人
スタッフは，高校生の自主性を高める活動と
するために，職業的専門性や，高校生を理解
し，高校生の作業を尊重することができる資
質を兼ね備えなければならない。また有志の
大人スタッフが中心となる場合，大人側の都
合で安定した活動を保障できないという課題
もある。新しく立ち上がった活動は，活動当
初に関わる大人スタッフのキャラクターに頼
ることになるが，次代の大人スタッフの育成
も同時に考えていく必要がある。
　このように，本稿で取り上げた企業広告で
支えられるフリーペーパー制作活動は，安定
した活動とするために解決しなければならな
い課題も抱えている。しかし学校内だけでは

体験できない様々な機能を有し，体験した高
校生の成長は目を見張るものがある。今後本
調査を継続することで，高校生の表現活動の
機会として，新たな学校外活動の可能性につ
いて検証を進めていく。
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る文字となる「anmitsu」が採用された。コ
ンセプトについては，創刊号の中で，次のよ
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