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子ども・若者の「社会参加」と「余暇」
～ソーシャルディスタンス時代に考える～

特集
＜座談会

概要＞

日

時

令和 2 年 10 月 22 日（木）

場

所

国立オリンピック記念青少年総合センター カルチャー棟、YouTube 配信

構

成

第一部

ミニレクチャー

第二部

トークセッション

登壇者

司

会

聴講者

17：30～20：00

川野 麻衣子

北摂こども文化協会

櫻井 龍太郎

生き方工房 necota

遠藤 まめた

Change.org・LGBT 系ユースの居場所「にじーず」代表

萩原 建次郎

駒澤大学

青山 鉄兵

子ども・若者支援専門職養成研究所

国立青少年教育振興機構 青少年教育研究センター 副センター長・文教大学

青少年教育研究センター職員をはじめとする国立青少年教育振興機構職員

【オープニング】座談会の趣旨

はじめに

なぜ今、子ども・若者の「社会参加」と「余暇」なのか？（青山鉄兵）

今日の司会を務めます、国立青少
年教育振興機構青少年教育研究セン
ターの青山です。今日は、余暇がテ
ーマということで、このようなバー
カウンターのような会場にしてみま
した。今回は新しい試みとして、座
談会の様子を YouTube でも配信して
います。
国立青少年教育振興機構青少年教
育研究センターでは、毎年、紀要を
発行していますが、今回は特集のテ
ーマを「子ども・若者の『社会参加』
と『余暇』」としました。「余暇」と

司会の挨拶をする青山鉄兵
（青少年教育研究センター副センター長）

「社会参加」は、世間的には全然違
う意味の言葉でしょうし、子ども・若者の教育や支援の文脈でも珍しい組み合せかもしれ
ません。
このテーマの背景には、学校外での子ども・若者への教育や支援につきまとうジレンマ
があります。それは、学校外での教育的な支援が充実するほど、子ども・若者の余暇が教
育や支援の対象になってしまい、大人から与えられるものになってしまうということです。
子ども・若者の成長を期待するにしても、教育や支援の手前にある余暇や自由についてど
う考えるかは、学校外での子ども・若者に関わる上でとても大事なことではないかと思い
ます。
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もう一方で、余暇は、子ども・若者と社会との重要な接点でもあります。子どもの遊び
も、団体での活動も、広い意味での社会参加、政治参加の要素を多く含んでいます。たと
えば、スウェーデンでは、若者の投票率がとても高いですが、同時に、若者団体の活動が
とても盛んで、若者の余暇がとても大事にされています。そこでの余暇の活動は、ただ自
由な時間というだけでなく、子ども・若者と社会をつなぐ機会にもなっています。そうい
った観点からは、余暇の時間をどのように支援をするかが重要な意味を持ちます。
しかし、より有意義な余暇にしようという働きかけが強くなれば、結局、余暇がつくら
れたものや与えられたものになってしまいます。とはいえ、必要に応じて活動の場や機会
を意図的に提供したり、支援していくことが必要でなくなるわけではありませんから、ジ
レンマの解消は簡単ではありません。
今日は、こうしたジレンマを踏まえつつ、「余暇」と「社会参加」を手がかりに、皆さ
んと議論できればと思います。今回のテーマは、自然体験等のフィールドでは、あまり馴
染みがないものかもしれませんが、本来、活動の内容に関わらず、子ども・若者に関わる
全ての活動に共通の論点であるはずです。今回の座談会が、こうした問題をより多くの皆
さんと考えるきっかけになればと思います。前半では４名の方からお話を伺います。どう
ぞよろしくお願いします。

第一部
１．

ミニレクチャー
子ども・若者のための地域文化活動に従事する立場から青少年教育における
「余暇・社会参加」を考える (川野麻衣子)

改めまして、NPO 法人「北摂こども文化協会」理事
長の川野と申します。私は、子ども・若者のための地
域文化活動に携わっております。その立場から、今日
頂いたお題「青少年教育における余暇・社会参加」に
ついてどういう考えや思いを持っているのか、実践の
写真を見ていただき、私なりの見解をお伝えしたいと
思います。
（１）余暇は余らせてでも与えられるべき理由
まず自己紹介含め、NPO 法人「北摂こども文化協会」

川野

麻衣子

氏

についてご紹介申し上げます。当協会は、子どもが豊かに育つ地域文化環境の向上に努め
る NPO 団体です。大人にできるのは環境を与えることだと思っていて、さっきのお話にも
あったように、環境を用意して、選ぶのは本人というところも今日の話に関わってくるの
かなと思っています。子どもも大人もみんなが自己実現していく、あるがままのあなたを
受け入れて、みんなが自己実現していくという社会を目指しています。具体的には、今や
っている事業を５つぐらいの種類に分けることができます。１つ目が遊び場づくり、２つ
目が子育て支援、３つ目が文化芸術活動の奨励・振興、４つ目が地域再生事業、５つ目が
調査研究です。
１つ目の遊び場づくりは、まず主催事業としてプレイパーク、次が青少年社会教育施設
事業で公的な事業の受託運営をさせていただいています。
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２つ目の子育て支援事業に関しては、受
託させてもらっている施設事業の中で、マ
タニティサロン、ベビーマッサージ、未就
園児の親子教室といったものを展開した
り、もう一つは、そういった実績を買って
いただいて、厚労省が進めている地域子育
て支援拠点の受託運営も始まっています。
３つ目の文化芸術振興の事業では、和太
鼓の教室の運営、年に１回の大きなフェス

図 1

プレイパークの活動

ティバルの開催、あるいは高校の演劇部を
応援する高校生演劇フェスティバルの開催、これも、コロナ禍ですが、翌年１月の末に企
画していまして、クラウドファンディングで事業費を何とかゲットしようと思っています。
応援をよろしくお願いします。高校生がやることを応援するだけではなくて、子どもから
大人まで一緒にやる演劇表現活動、劇団「ぽこあぽこ」も立ち上げ運営しています。
４つ目の地域再生事業では「いけだ夢燈花（ゆめとうか）」、これは造語なのですが、
大阪教育大学附属池田小学校の児童殺傷事件を受けて、不審者対策が進む世の中において、
対策はしつつも、同時進行で、人を信じられる、つまり、住んでいる地域の中では知り合
いを増やしていって、信頼できる大人と子どもの関係をもう一回つくっていこう、こうい
う取り組みも進めています。今年はコロナで、こんなふうにグラウンドに集まってもらう
ことができないので、オンラインでやってみました。今でも見える状態になっているので、
関心があればぜひ見てほしいと思います。YouTube 北摂チャンネルからご視聴下さい。
５つ目は、こういったそれぞれの事業が本当に子どものためになっているのかというこ
とを調査分析して、見えたことを発表しています。それを通じて子どものための社会とい
うものが進んでいくように少しでも寄与できたらという思いで社会教育に関する調査研究
をしています。最新のものでは、赤い枠で囲ったプレイパークの実践をまとめた本を出し
ています。（『ひと山まるごとプレイパーク

日常の緊張感から解放される場所』2019 萌

文社 など）ということで５つの事業を今、展開していますが、柱に入っているのが、子ど
もの権利、子どもにとって最善の利益を保障していこうという、その理念です。その中で
特に第 12 条の意見表明権、子どもにも子どもの思いがある、その子どもの思いを聞きなが
ら、共に活動をつくっていくということを大事にしています。そうやって自分の思いを言
葉にして、その言葉を使いながら、言葉だけではないですけれども、子どもの思いという
ものを尊重しながら、共につくっていくという経験を基に、子どもたちが自立した市民に
育つと信じていまして、第 12 条を大事にしています。
そして、今日のテーマにも欠かせない第 31 条、休息、余暇、文化、遊びの権利ですけれ
ども、「北摂こども文化協会」は、この意見表明と、休息、余暇、文化、遊びを保障する、
そういう団体であるという理念を据えて事業展開をずっとしてきています。
余暇、文化、遊び、特に余暇というのは、日本の社会では結構ないがしろにされやすい
のです。漢字を見たら分かるように、余った暇な時間なので、余らなかったら、ないとな
ってしまうように思わせてしまう言葉になっていますが、これは余らせてでも与えるべき
時間であると思っています。成長・発達に欠かせない権利です。なぜなら、それはやるべ
きことから解放された時間だから。「べき」から解放されているので、自分の気の向くま
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まに過ごすことが許される。つまり、自分の手の内にある、大人によって管理、決定され
ない時間ですので、本当に子どもの成長に大事だと思っています。
順番が休息、余暇、文化、遊びと本当によくできていると思います。まず、リラックス
する。気晴らし、くつろぎ、のんびり、だらだら、ぶらぶらできる、それが保障されてい
て、初めてこの余暇の時間をどんな
ふうに自分のものにしていこうか、
何をしようかなという、休息があっ
てやっと自分がやりたいことが見つ
かっていく。どっちも大事なもので
はないかと思っています。余暇が大
事なのは、自分の手の内にあって、
自分で考えて自分で過ごすことがで
きるからだと思っています。
文化、遊びに関わっては、どんな
遊びをやりたいかというところは、

図 2

北摂こども文化協会が理念とする子どもの権利条約

自分の興味関心、発想力、挑戦というもので進んでいくので大事ではないかと思っていま
す。面白そう、やってみたい、やりたいという好奇心を満たすために、今まで培ってきた
経験や力、学校で得た知識、家で学んだこと、今ある環境というものを最大限に生かして、
やりたいことだから追求していくわけですね。蓄えた能力が生かされていく。自分がやり
たいことをやっていくわけですから、自分の感性を生かして持てる力を発揮する。だから
こそ文化や遊びは展開していく。そこに自分らしさとか、一人では実現できない、でもや
りたいことだから手伝ってもらったり、あるいは一緒にやるほうがもっと盛り上がって面
白い。遊びなんかはそうだと思いますが、そういうところで人間関係も豊かになっていく。
そういうことが文化、遊びの持つ力だと思っています。
そういう子どもにとっての余暇、文化、遊びが日本で保障された公的な場というのが児
童館、児童文化センターです。すごい財産だと思います。これから超少子高齢化になって
いくので、子どものためにそれを残せるのか、建て替えになったときに、もう要らなくな
るのではないかと危惧しているのですが、子どもが誰でも自分が行きたいと思ったら行け
る、そういう自由に過ごせる地域の遊び場の拠点を大事にしていきたいと思います。
その拠点があるから、そこで子ども発信でやる事業もありますし、スタッフが子どもに
こんなことができるよと見せるためにもいろんなプログラムを考えて提供していくわけで
す。そうすると、その施設や学校を通じて「こんな取り組みがここでされているよ。興味
がある子はおいでよ」という投げかけがずっと継続的にされているので、地域にある拠点
としてどの子にも目に触れて「面白そうだから行ってみようかな」というふうに行くこと
ができる。そういう公的な財産であるのがこの地域拠点です。
さっき、このセンターがなくなることを危惧していると言いましたが、現在、最新の情
報では児童文化センターは児童館とあわせて全国で 4518 館あるということです。少ない
のか多いのか、２中学校区に１館という割合です。小学生が来館することを考えましたら、
自転車で行ける距離にあるのがやはり理想だと思いますね。中学校区というのは幾つかの
小学校の通える範囲にできるわけですから、やはり２中学校区に１館では少ないですね。
せめて１中学校区に１館ぐらいの割合になっていけばいいなと思います。これから新しい
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施設を建てるのは難しいと思うので、知恵と工夫を出しながら、今ある拠点施設を生かし
ながら、こういう場がどうつくれるのか、私が力説するこの場が本当に必要なのか、皆さ
ん、ぜひ御判断ください。
私が運営させてもらっているのは大阪
府池田市にある池田市立水月児童文化セ
ンターです。外装はこんな感じです。自転
車もたくさんあります。子どもたちが来
ている、使っているということが分かっ
てもらえると思います。盛況なときは靴
も外まであふれ出しています。
中は、卓球ができる部屋があったり、ゲ
図 3

ーム室と呼ばれるのですが、市販のおも

水月児童文化センター

ちゃがいくつかあって、子どもたちが手に取って自由に遊べる、そういう場所もあります。
２階に上がっていくと談話コーナーで、漫画や本があって、横にごろんとなれます。リビ
ングでくつろぎながらしゃべったり本を読んだりというようなイメージがここで実現する
ように工夫して並べられています。小学生のみならず、中高生世代も来ています。
取り組みとしては、定期クラブといってお教室のようなもの、習い事のようなものが無
料だったり安価でできます。あるいはゲーム大会のようなことをしています。こういうも
のを通じて、幾つかの小学校の子たちが来るので、学校を超えたつながりができる。学年
はもちろんですけれども、中学校に行くまでにもいろんな学校の子と出会える、そういう
場になっています。年中行事もやっています。例えばハロウィンのときには、スタッフが
本気で仮装したり、子どもたちが仮装してきたりということもしています。
（２）子どもにとっての「社会参加」とは？
社会参加の分かりやすい取り組み
としましては、子どもによる自主サー
クル活動をしています。中学生も入っ
てもらっていいのですが、主に小１か
ら小６までの子たちが一堂に会して、
自分たちでやりたいことを出し合っ
て、どれだったらやれそうか、どうい
うふうにしたらやれるかということ
を練って、そして実現させていく。企
画から実行までを子どもたち主導で

図 4

子どもによる自主サークル活動

やっていく。スタッフはその実現のパートナーと位置づけてやっています。例えばどんな
ことがあるのかというと、段ボール迷路を企画して、一般の子どもたちを対象にこの小学
生サークルの子どもたちが企画したイベントをやるという形です。受付も自分たちでやり、
迷路を見事脱出できた人には景品もあげます。景品もプラ板で自分たちで作る。こんな感
じでイベントが盛況に行われています。
あるいは、子どもによる自主サークルとは違って、ふだんの様子でもこんなふうに机が
置いてあって、宿題を持ってきたり、お絵描きしたり、この子たちは中学生ぐらいになる
と思いますが、こんなふうに集っています。館内で集っているので、ここにスタッフが声
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かけしていって「何やってんの」「最近そんなのがはやってんねやー」、そういう話をし
ながら関係性をつくっています。それによって、その後のいろんな社会参加的な取り組み
が進んでいくということがあります。これは、スタッフが「靴がばらばらで」とぼやいた
ら「そんなら並べるわ」と言って並べてくれた様子です。
子どもにとっての社会参加ですけれど
も、２種類あります。子どもに手伝っても
らう、巻き込んでいく形と、子どもに働き
かけて「君は何をやりたいの」「君が興味
あることは何」「それをやろうよ」という
ような形で自己実現させていく、２つの
種類があります。
巻き込むほうでは、さっきキャンドル
にたくさん点火する地域再生事業という
のを紹介しましたが、児童文化センター

図 5

子どもにとっての社会参加

を拠点に地域の大人の人たちと実行委員会を組んで準備作業を進めていく。そうすると児
童文化センターの中でやっているので、大人の作業を子どもたちが目にして「何やってい
るの」というふうになって「今度このイベントをやるので、これをやっているから、ちょ
っと手伝ってよ」という形で巻き込んでいくわけです。
子どもたちの立場からいうと、ちょっと社会貢献というか、お手伝いするという形で、
大人がやろうとしていることを手伝うという社会参加、取り組み自体も地域づくりなわけ
ですから、分かりやすい社会参加に関わっていくという形になります。関わるほうも課題
としてやらされるわけではないですし、仮にそうであったとしても「手伝ってくれてあり
がとう。助かったわ」というところで、支えることができたと、自信と言ったら大げさで
すけれども、そういうことにつながります。でも、これは受け身なわけですね。
逆に働きかけるというほうでは、さっきのテーブルでだべっているような状況のときに、
そこにいる子たちに声をかけて「どんなことに興味があるの」「何をやっているの」と話
をしていく中で、その子が持っている好きなことを引き出して「それ、ちょっとやってみ
ようよ」みたいな感じでプログラム化していくという流れがあります。
その一事例ですが、真ん中に立ってい
る若者（図６）がプログラムをつくって
いくという形になったのですけれども、
彼は小学校のときに恐竜にすごくはま
っていて、恐竜を粘土で復元させる、作
るということをしてきたという話を聞
きまして「それは絶対、今の子どもたち
も好きやと思うから、ぜひ今の子たちの
ためにやってあげてよ」とそそのかし

図 6

働 き か け る →自 分 発 ・ 主 体

て、働きかけて「それだったらやります
よ」ということで企画に立ち上がっていったという事例です。小学生がお兄ちゃんの話を
聞いて、針金で骨組みを作って、２回の講座だったのですが、こんなふうに完成しました
と、若者の周りに参加した子どもたちが取り巻いてやっています。
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小学生の子たちにとったらプログラムを提供してもらったということになりますので、
この若者が提供してあげた人になりますが、同時に、この若者にとってはここで自分の持
っているスキルを生かして、好きなことをここで実現させて、小学生との交流も楽しむと
いう、単なる御提供ではなく、彼の自己実現や社会参加、社会とつながることにもなって
いるという。私たちが若者に場を提供し、若者が子どもに活動を提供し、という入れ子状
態になっている。それがこういう地域活動での社会参加の一つのありようだなと思ってい
ます。
これを経験した子たちが大きくなったら、既にこの時点で「あのお兄ちゃん、格好いい
な。俺も大きくなったらやりたいわ」と思っているかもしれないし、大きくなってそのこ
とを思い出して、スタッフとしゃべっているときに「じゃあ、今度、僕もこんなことをや
ってみる」みたいにロールモデルとしてまた展開していくということもあり得るかと思い
ます。
「市民活動はみんなで創り上げるもの」なので、もともと運営しているスタッフが提供
する活動ではなくて、市民活動としてみんなでやっていくということを大事にしています。
当協会の手掛ける事業の一つに、高校生の演劇活動を応援する「高校生演劇フェスティバ
ル」があると言いましたけれども、受託事業の児童文化センターの子どもの日のイベント
の際に、フェスティバルに出てくれた高校演劇部にお声かけしたら、演劇を一つ演じてく
れました。それをイベントのときに子どもたちが見ていたり、高校生もこれで社会参加、
自分たちのものを提供して、やりたいことができてうれしいし、見てくれてという、さっ
きと同じような構造になっています。また「夢燈花」で地域再生事業に関わってくださっ
た会社員の大人の人が、こどもの日にこうやって応援に来てくれて、子どもたちがマルシ
ェをやりたい、お店屋さんごっこをしたいというのをお手伝いしてくださったりという形
になっています。
このマルシェをやるに当たって、この子（図
７の赤丸）は高校生で、小学校のときからこ
この施設に来ていて、成長とともに、よりス
タッフ的な役割をやってくれるようになっ
て、ずっと関わってくれています。もともと
は小学生でここで体験させてもらう側であっ
たけれども、成長に伴って今度は小学生のサ
ポートを自ら名のり出てやる、そういう循環
がやはり生まれてきます。

図 7

マルシェの準備をする高校生

こういう地域拠点で余暇の中での社会参加といったときには、いろんな世代の人たちが
当たり前に関わるようにこちらのほうは働きかけていて、それは、共に子育て・子育ち支
援や社会づくりだと思ってやっているので、いろんな世代の人を巻き込んでいくわけです。
そうすると、そこに参加する子どもは、自分を取り巻く社会というのはいろんな立場の人
がいることを肌感覚で知っていく、そういうことが生まれています。それが地域現場での
社会参加の効果というか、ありようだと思っています。
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この写真（図 8）もその一例です。プレイパーク
のほうでの小屋の修繕を大工さんが手伝ってくれ
て、それを子どもたちが見ているのですが、一緒に
やらせてくれます。子どもと大人が当たり前に、共
にいる。私は手伝ってあげたいから、大工のスキル
があるから、何々が好きだから一緒にやるよという
ような形で、興味関心でつながっていく。そこで子
どもが大人と、親としての大人でもないし、教師と

図 8

プレイパークの修繕の様子

しての大人でもなく、市民としての大人として、人格のある一個人として出会っている、
そういう特徴があると思っています。
（３）余暇があるから社会参加が生まれていく
最後、私なりのまとめです。青少年教育ならでは
の社会参加・余暇はどこにあるのかは、今、言ったよ
うに日常生活の営みの中で営みの一環として存在
し、展開していくものであるというところではない
かと思います。
子どもは、遊びの延長線上、あるいはスタッフと
の交流の中での延長線上として社会参加がある。よ
く学校教育の中で、ボランティア、奉仕体験が課題

図 9

青少年教育ならではの社会参加・余暇

として与えられて、社会参加していきます。しかし、それとは全然違って、日々の自分の
興味関心や、スタッフとの信頼関係や交流の中での延長線上で存在していて、タスクでは
ないというのはすごく大きな違いと思っています。冒頭に言ったように、余暇があるから
社会参加が生まれていく。今回「社会参加と余暇」という並びですが、本当は逆で「余暇・
社会参加」ではないかと思います。子どもは社会参加と思って参加しているわけではなく
て、スタッフのほうが意図的に環境をつくっていく中で、後々振り返って、あれは社会参
加になっていたのかというような、そういう気づき、学び、成長になると思います。人材
育成ではなくて、一緒につくっていく、あなたに関わることを一緒にやっていくという人
権保障であり、市民社会の形成になっているのではないかと思います。
「青少年教育ならでは」というところでは、学校とは違う人間関係、固定化された人間
関係を崩す、超えたところにあるのもすごく大きいと思います。偶然・必然の中、流動的
で固定されない立場、役割の相手と、自分で立ち位置を決められる状況の中で、自分でど
の程度参加するのか、関与するのかということを決めて入っていくことができる、抜ける
こともできる、そこも特徴だと思います。
「ソーシャルディスタンス時代に考える」というところですが、まずは居場所があって、
関わりの中で延長線上に生まれていくというところでは、密になれない中で、そういう居
場所、ただ、いられるとか、ふわっとつながれるみたいなものをどうつくれるのかという
のはすごく大きな課題だと今、感じております。
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２．子ども若者の「余暇」と「社会参加」（櫻井龍太郎）
「生き方工房 necota」の櫻井と申し
ます。僕自身、今日は郡山から来たの
ですけれども、育ったのは東京都の世
田谷区で、プレイパークや児童館ある
いはジュニアリーダークラブ、そうい
ういろんな社会教育や児童福祉の社
会資源の中で育ってきたという経験
があって、若者の余暇、参加・参画、
社会的包摂というところで頑張って
いこうと思って、今、一生懸命活動さ
せてもらっています。
これまではずっと自分では「ユース

櫻井

龍太郎

氏

ワーカー」と名のっていて、若者世代
と主に関わってきていました。学生のとき、世田谷区で NPO をつくって、それを経て世田
谷区立の青少年交流センターで働いたり、そういった経験をさせていただきました。
今は、郡山で主に３つのわらじでやらせてもらっています。「生き方工房 necota」、今
日もその名前で出してもらっています。それと「こおりやま子ども若者ネット」という郡
山市内での民間団体のネットワーク組織でも活動しています。あと、スクールソーシャル
ワーカーとして福祉の側面から子どもたちと関わっております。
具体的に「生き方工房 necota」の紹介をさせていただきます。ミッションとしては「す
べての若者が自分の人生の創造主体となり、豊かに生きていける社会に」ということで、
僕らの関心としては、今、若者世代が自分の人生を自分で選択できなくなっている。それ
はいろんな社会環境の中にあります。学校教育から排除されていることや、経済的な貧困
の問題、就労からの排除、いろんな課題がある中で、若者が自分はこんなふうに生きてい
きたい、自分の人生はこういうふうに過ごしたい、というところが自分自身で実現できて
いない社会なのではないかという問題関心があります。
ビジョンとしては「学び」「余暇」「仕事」を柱にしつつ、私たちにとって豊かな生き
方とは何かということを仲間たちと一緒に対話や余暇活動を通しながら探求していく。そ
の結果、誰もがつくり手となれる社会、若者たちをつくり手に育て上げようではないので
す。つくり手となれるような社会にしていこうというビジョンを持っております。
活動内容は、いろんなことをやっています。みんなで一緒に興味関心を探す。自分の人
生を振り返る。哲学対話をやる。余暇活動としての趣味、ボードゲーム、いろんなことを
やる。あるいは社会について学んでみようということで社会契約論、憲法、人権、民主主
義といったことを一緒に学ぶ機会をつくるといったことを今までやってきました。
（１）余暇は「水」、学びは「肥料」、仕事は「太陽」
冒頭で「necota」のビジョンとして「学び」「余暇」「仕事」と申し上げたのですが、
具体的にどういうことなのかという話をします。「学び」「余暇」「仕事」の関係性とい
うことで、これは畑をイメージしてみました。(図 10)自分の生き方を豊かにして育て上げ
ていくイメージですが、例えば水が「余暇」かなと。余暇は必需品だろうと、余った暇と
書かれているけれども、そもそも余暇がないと暮らせない。今回、コロナの感染の状況が
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あって、みんな自分の余暇を過ごすということがなかなか難しい状態が続きました。その
中でみんな苦しいと感じたと思います。そこからも改めて思いますが、そもそも余暇がな
いと枯れ果ててしまう。たくさんあれば、自由に選択しながら生活に潤いを与えていく、
そんなものと考えています。
「仕事」というのは、お金を稼ぐことに限らないと思っています。それは、他者のこと
を思い、考え、行動することであろうと、先ほどの市民活動もそうだと思いますが、市民
社会として助け合い、許し合い、そういう営みの中で隣の畑や、これは他者ですが、社会
全体をも明るく照らす太陽というふうに考えています。そして、肥料として「学び」があ
るのではないか。僕らの中での学びというものは、あらゆるものから、若者世代も含めて
いろんな人たちが抑圧されていますが、その抑圧された状態から解放され、自由になり、
豊かな余暇や仕事をつくるそもそもの材料、そういうような感覚でいます。なので、知識、
教養（リベラルアーツ）みたいなことを僕らの中では言っています。
今回の「社会参加」なのですが、
もしかした ら違うかも しれないけ
れども、ちょっと不安になりつつ、
こういうふ うに書いて みました。
（図 10）社会参加とは、ここでは
「仕事」と表していますが、人と人
との助け合い、許し合い、そういう
共同体の営 みの中に身 を置いて、
いろいろな 人たちと助 け合いなが
ら暮らして いく、そう いった過程
が社会参加なのかなと思います。

図 10

学び・余暇・仕事の関係性

ただ、現代社会において「学び」「余暇」「仕事」というのは、ないがしろにされてい
ないかというところが僕らの問題関心です。その一番の基盤は、やはり生産性とか、経済
を回そうみたいなところなので息苦しいと思っています。例えば「余暇」においても、生
産性のない人に「そんな暇はないよ」、ひきこもりの若者たちに「働け」「余暇なんかし
ていないで働け」、そういう社会情勢の中ではすごく息苦しいですね。
「仕事」についても、一生懸命働いてお金を稼いで経済を回しましょう、それが社会へ
の貢献ですよという状態、あるいは学びに関しても、そうやって一生懸命働いて経済を回
すために、生産性を高めるために皆さんは学んでください、本屋のビジネス本みたいな、
そういうところには僕らとしてはすごく違和感を覚えるというような問題関心があります。
それを踏まえた上で「余暇」とは何だろうか。生産性や、意義、価値等、そういう条件
は誰からも問われないものが余暇ではないでしょうか。それが大前提であり、かつ強制力
の働く労働であったり学校であったりという時間外において自分自身の人生を豊かにする
ため、あるいは心の充足のため、自分自身の意思決定によって過ごす時間かなと思ってい
ます。
やはり余暇というものは、誰からも侵されない。条件が問われない。余暇はこうでなけ
ればならないと問われない。一番大事なのは自分が好きでやっているということですね。
自分が好きだし、これをやっていると楽しいし、それを自分自身で選択しているというこ
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と、そのことが一番大事なのだろうと思います。やはりこれが余暇の条件だろうと考えて
います。
（２）子ども・若者の社会参加と余暇にかかわるユースワークの営み
余暇や社会参加に関わってきた今
までの取り組みを少し紹介します。
「子ども・若者会議」ですが、僕自身
が大学生のときに、世田谷区の行政の
皆さんに対して若者たちの居場所が
欲しいとか、若者たちが住みやすい町
にするためにはこういうものが必要
だということをみんなで議論して提
言していくという会議体を半分当事
者、半分 OB としてサポーターという

図 11

余暇・社会参加に関わる過去の取り組み

形でやっていた経験があります。
もう一つが、若者の居場所が欲しいとずっと提言し続けていたので「だったら自分たち
で運営してみて」と言われて「ユースセンター」の運営を学生時代にやらせてもらいまし
た。それを経て青少年交流センターで働くところまでつながったのですが、今日の話の中
の余暇・社会参加に関わる話として、ユースセンター、ユースワークの話をしていきます。
ユースワークは、主に余暇活動、学校や教育、そういった時間外の活動が中心になって
います。これは法政大学の平塚眞樹先生が言っている言葉ですが、今回のテーマである「社
会参加主体へと自己形成するプロセスの援助」と書いています。では、そういったユース
ワークの現場はどこなのかという話ですが、活動は様々です。写真で見せたようなユース
センターであったり、先ほどの川野さ
んの児童館みたいなセンターがあっ
て、そこで活動することもあるでしょ
う。あるいは遊び、文化、芸術、教育
的なものもあるかもしれません。福祉
的なアプローチもあります。町の中で
市民活動として展開していくもの、ま
ちづくりとか、あるいは市議会議員と
話をしてみよう、提言してみよう、そ
ういう活動も入ってくると思います。

図 12

ユースワークとは

分野が横断的で、たくさんの領域があるので、若者とともに分野横断的な活動を通して、
社会の一員となっていくプロセスを伴走していく、もしくは一緒に社会をつくるというこ
とが大事な側面と思っています。ただし、そうはいっても、その基盤として僕がすごく大
事だと思っているのが、まず、共同体としてのいろんな仲間たちと出会い、いろいろな世
代と出会い、仲間関係を構築していくということです。次に、仲間関係や人との出会いは
民主的な関係性であることです。誰かが差別されない、自分の言いたいこと、話を聞いて
もらえる、話ができる、そういう環境であるということ、対話ができるということ、そう
いうことが基盤になってくると思います。
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３つ目が一番大事と思っていますが、内発的動機による、自分自身の中から湧き出てく
る自主的あるいは自治的、この場を自分たちで運営する、この活動を自分たちで展開して
いく、そういう自主的活動というものが大事な基盤になっていると思います。これは第１
回欧州ユースワーク大会宣言の文言ですが、「ユースワークはどのような若者集団であっ
ても、それを包摂や参加の対象としてのみ見たりせず、逆に社会の多様性を促進する運動
のパートナーと見るべきである」と書いてあります。若者たちを、もちろん教育的な側面、
保護しなければいけない側面、そういう側面もありますが、ただ、それだけで見てはいけ
ない。社会の多様性、若者という多様性、ジェンダーという多様性、いろんな多様性が世
の中にはあると思いますが、それを促進していく運動のパートナーであるというふうに欧
州ユースワーク大会宣言では書かれていて、僕としてもすごく大事なテーマだと思ってい
ます。
ユースワークの営み、ユースセン
ターの一日みたいなことを紹介して
みたいと思います。一つは、思い思
いに過ごす安心・安全の場というこ
とです。勉強したり、カードゲーム
で遊んだり、ゲームをしたり、そう
いったことを思い思いに過ごすこと
ができる、そういうことが一つポイ
ントになっています。
もう一つが、内発的動機に基づく

図 13

ユースワークの営み

余暇活動ということです。バンドをやったり、ラジオの収録をしてみたり、こういうこと
をやりたい、ああいうことをやりたいということが実現できる、そういうことが余暇活動
の中で大事になってきます。さらに、ユースワークの営みとして、もう一つ先ほども紹介
したのですが、対話・自治です。ユースセンターであれば特徴的なのは、自分たちがセン
ターの運営の主体になっていくことが大事な側面と思っています。自分たちがこのセンタ
ーでもっとよりよく過ごしていくためにはどうしたらいいか、もっといろんな人に知って
もらうためにはどうしたらいいか、そういうことを一緒に考えていく。それを民主的な関
係性と対話の中でつくっていくということが大事な側面です。
あるいは、僕らの「necota」でも実践していますが、自分たちの生き方をどういうふう
にしていったら豊かになるか、そういうことを一生懸命対話したり、考える。あるいは苦
しい面もあるのかもしれない。今こういうことで悩んでいる、そういうことを仲間たちと
共有しながら、支え合いながら生きていく。そういうことがユースワークの営みの大事な
側面の一つと思っています。
（３）「やりたい」から始まる、社会が拡張していくプロセス
次に「出会いと社会の拡張」というテーマがあると思います。例えば余暇活動というの
は、最初は「私がやりたいこと」からスタートします。ラジオをやりたい、バンドをやり
たい、ダンスをやりたい、「私がやりたい」からスタートするわけです。それでいいわけ
です。それが最高なわけです。
ただ、それがだんだんと「みんなとやりたい」になっていきます。センターに遊びに来
ているみんなと、ほかの人たちとも一緒にやりたい、そういうふうにして活動が広がって
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いく。さらに、このセンターに来ている仲間だけではなくて、もっとたくさんの人とやり
たい。もっと仲間がたくさん欲しい。あるいはプロフェッショナルと出会いたい。地域の
人に出会いたい。知ってほしい。社会課題について考えたい。スウェーデンだったりする
と、あのグレタさんの気候の問題の働きかけもあると思います。いろんな社会課題をテー
マにしながら、一生懸命活動していらっしゃる団体の方や地域の人と出会う。そういう他
者との出会いがあって、それがどんどん広がっていくのだろうと考えています。
こうやって人にとって社会がどんどん拡張されていく。ユースワークや、子ども・若者
の実践というのは、いろんな側面で社会がどんどん拡張されていって、自分がこの社会の
中で生きている、いろんな人たちに支えられながら、いろんな人たちと共につくっていく
社会なのだ、そういうふうに感じていく、そういうものを実感できることが大事だと思っ
ています。
今回のテーマである「余暇」と「社
会参加」ですけれども、まず、この図
を出してました。（図 14）特にユース
ワークの営みだと、これは全部、余暇
の時間なわけですね。もしかしたら、
時には仕事であったり、大学の研究で
入っていって余暇の外に出てくること
もあるかもしれませんが、ユースワー
クの営みとしては余暇の中です。
「私のやりたいこと」「みんなとや

図 14

余暇と社会参加

りたいこと」が、また「私のやりたいこと」に戻ったり、地域の人とやったり、ぐるぐる
行ったり来たりしながら、社会がどんどん拡張していく。そういう社会が拡張していくプ
ロセスが社会参加かなというふうに、今回このテーマを頂いて、一生懸命頭をひねりなが
ら考えました。そこには他者との関わり、交わりみたいなものが必要だろうと思うし、社
会が拡張していく、そのプロセスが社会参加かなと思っております。余暇と社会参加の課
題もたくさんあると感じています。まず、そもそもの余暇時間がなくなっている。子ども
たちや若者たちにとって、例えば部活とかで学校の中にいる時間が多くなったり、習い事
であったり、自分の意思でやっていればいいのですが、誰かから強制されていたり、そう
いうふうに余暇時間がそもそもなくなってしまっているという課題があります。
次に、消費の拡大に伴い消費的な社会になっていって、自分たちにとってお金で何かを
買うのが幸せなのか、自分たちにとってどういう生き方をするのが幸せなのか、そこら辺
の価値観がすごく不透明な社会になってきてしまったというのが一つ大きな課題と思って
います。
次の課題が、経済的・関係性の貧困による余暇・参加の機会からの排除です。僕はスク
ールソーシャルワーカーとしても活動していますが、やはり経済的に貧困であったり、関
係性が貧困であったりすると、そもそも余暇時間に何をしていいのか分からない。例えば、
お金があればキャンプしようとか、バンドをしようとか、選択肢はいろいろあると思いま
すが、その選択肢すらない。楽器をやりたいが、買うお金がない。余暇からすら排除され
てしまっている。そこの格差が広がってきているというのが課題意識としてあります。
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そしてもう１つが、教育的文脈・福祉的文脈に回収されがちな子ども・若者世代という
ことです。これは冒頭で青山さんがおっしゃったと思います。子ども・若者というと、守
らなければとか、育てなければとか、どうしてもそういう対象として大人は見がちです。
そういうふうに見られていくと、どんどん自分で選択するということがなくなっていく。
本来、社会参加するための余暇の選択が奪われていくわけです。そうしていくと余暇もど
んどんなくなっていくし、社会参加もしなくなっていくという課題があると思っています。
だからこそ、子ども・若者も、先ほど川野さんもおっしゃっていた、社会をつくる一員な
のだ、社会のパートナーだということを念頭に置きながら「余暇」と「社会参加」という
ものを考えていく必要があると思います。

３．Change.org と「にじーず」にみる子ども・若者の社会参加と余暇（遠藤まめた）
初めまして、こんにちは。遠藤といいま
す。２つの団体に関わっていまして、１つ
が「にじーず」という名前の LGBT、セクシ
ュアル・マイノリティーの子ども・若者の
居場所をやっている団体で、そこで代表を
やっているのと、それと併せてオンライン
署名サイト「Change.org」の日本のスタッ
フをしています。その２つの団体との関わ
りからお話しできることを今日お話しし
ていこうかなと思います。
イラストがありますが、これ（図 15）は

遠藤まめた

氏

「にじーず」のイラストで、ふだんの「にじーず」の様子をうまく表してくれている絵で
す。参加者で絵が上手な子がいて描いてくれました。
「にじーず」という団体は何をしているのかというと、
10 代から 23 歳までの年齢の LGBT とか、自分はそうか
もしれないと思っている子ども・若者が集まれる居場
所をやっています。ここに書いてあるとおりで、本や漫
画を読んだりすることもできるし、遊んだり、お話しし
たり、いろんなことができて、のんびりできます。もう
ちょっと御紹介したいのですが、最初に「にじーず」の
話を多めにしたいと思います。今、全国で拠点が５つあ
ります。札幌、釧路、埼玉、東京、京都、全国で５か所
図 15

にじーずのイラスト

あって、札幌、埼玉、東京は毎月１回やっています。ほ
かの地域も定期的に居場所事業をやっています。

（１）性の在り方について決めつけない場が若者に必要な理由
LGBT や、そうかもしれないというのは何かというと、自分は同性が好きなのかもしれな
いし、そうでないのかもしれないし、よく分からないとか、まだ決められないとか、結構
そういうふうに考える若者も多いので、そういう表現をしていますが、そういう人たち向
けの居場所をやっています。コロナなので、今年に入ってから予約制になってしまったの
ですが、通常は、いつ来ても、いつ帰ってもオーケーで、午後１時から５時まで開いてい

52100119_KyoikuKiyo_9#honbun#1-174.indd

15

2021/03/13

15:15:28

16

Ⅰ

特集

子ども・若者の「社会参加」と「余暇」

て、好きな時間に来て、好きな時間に帰る。無料で、基本的には何をしていてもいいので、
しゃべりたい人はしゃべるのもいいし、言語的にコミュニケーションがあまり好きではな
い人は絵を描いていてもいいというところです。
ほかの場所と違うというか、こだわりを持ってやっているのは、性別や、性の在り方に
ついて決めつけないというルールがあります。場の安全を保つためのルールというのを毎
回みんなで読んでいて、例えば、見た目で男の子とか女の子を勝手に想像して、そういう
前提で話すと、そうではないかもしれないから、彼、彼女、そういう性別を決める表現み
たいなものは使わないとか、ちゃんとそういう表現になっているのかを考えようみたいな
ルールがあります。あと、恋愛やセックスもしたいと思っている人もいるし、したくない
と思っている人もいる。相手もいろいろだったりするので、みんな違うよねということが
前提になっている場所です。
特徴としては、「にじーず」は一番多くても月１回しかやっていないので、もっとやっ
てほしいと思っている子が多いわけです。地域の子ども・若者支援団体とコラボして開催
しているという特徴があります。例えば札幌だと、札幌市若者支援施設 Youth+（ユースプ
ラス）というところと一緒に開催しているので、月１回しか「にじーず」はやっていない
のですが、同じ場所に行けば、そこは毎日開いているので、顔見知りになったスタッフの
人とおしゃべりすることもできるし、そこでやっているいろんなイベント、例えばヨガ教
室にも参加することができるし、仕事の相談をすることもできます。
札幌はそういう感じですが、京都も京都市南青少年活動センターというところでやって
います。東京も、池袋にある池袋保健所の東京都エイズ啓発拠点「ふぉー・てぃー」は、
もともと 10 代の性の健康について啓発していて、平日の学校が終わった後や休みに行け
る。そこに顔見知りのスタッフがいて、たわいもない話ができる。そういうところとコラ
ボレーションしながらやっているという特徴があります。
何で地域の団体とコラボするかというと、一番多くても月１回しかできなくて、参加者
のみんながスタッフの人ともっとしゃべりたいとか、友達に会いたいと思っている人が多
いので、月１回以外の日でも遊びに行ける場所が欲しいということが一つあります。
もう一つは、複合的に困っている子もいて、LGBT ということだけではなくて、学校もな
かなか行けないし、家にいる時間が多くて、外出したいのだけれども、どこへ行くにもお
金がかかる。例えば、ひきこもりや不登校で、「にじーず」だけではなくて、ほかの機関
とつながったり、出かける場所があるということは助かる子もいるので、そういう形でい
ろんなニーズに対応できると思って、地域の団体とコラボしています。
参加して変わったことについてアンケー
トを取ると、こういう回答が返ってきます。
LGBT かもと思ったときに、参考になる人が
あまり周りにいないとか、見たことがない
という子が結構多いです。学校の先輩にト
ランスジェンダーの人がいるらしいと聞い
たことがあるという子もいるのですが、そ
うではないという子のほうが多いので、自
分のような人は自分だけではないかと心配

図 16

にじーずに参加して変わったこと

していたりします。初めて「にじーず」に来
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て、自分と同じような世代の、同性が好きな人とか、性別のことで悩んでいる人に会えて
非常にほっとしたという反応が多いですね。
人と違っていてもいいのだと思ったとか、ふだんできない話ができるというのは、学校
ではどうしても前提が異性を好きになるものだとか、恋愛に興味があるものだとか、性別
ですごく分けますね。そういう前提があって、ふだん本当は嫌だと思っていても周りに話
を合わせることがあるわけですが、ここに来ると、そういう前提がなくて、セクシュアル・
マイノリティーのこともいろいろ話せるので、それがいいという話とか、いろいろありま
す。
大人の LGBT のコミュニティーに参加しづらいという意見も結構あります。というのは、
大人の居場所というのは基本的にお酒があることが前提のバーとか、そういうところだと
行けないですし、大人の居場所は、ゲイはゲイ向け、レズビアンの人はレズビアン向けと
か決まって分けてあるグループが多いのです。そうすると、決めかねている人や、まだよ
く分からない人にはすごくハードルが高くて、ゲイの場所に行ったら自分はゲイというこ
とになるし、トランスジェンダーの場所に行って、手術や治療の話がそこで盛り上がって
いたりすると、そこになじめない人は、ここにも居場所がなかったとがっかりすることが
あるのです。
迷っている人なども、いろんな人がごちゃごちゃでいる場所のほうが若い世代にとって
は自分の参考になる人を見つけられたりするので、そういう意味でも、若者に特化してい
るということと、いろんなセクシュアリティー、性の在り方の人がごちゃ混ぜでいるとい
うのはかなり特徴かなと、そういうところで役立っている部分があるのかなと思います。
いろんな人を見ていると、自分がどんな人間かを別に決めなくてもいい、なぜなら本当に
人はそれぞれだからということがよく分かる、そういう経験をします。
参加者の子が言っていたのですが、最初に「にじーず」に参加するときはすごく緊張し
て、そこの場所に行ったら自分がバイセクシュアルなのかどうか、ゲイなのかどうか、そ
ういうことを決めなければいけないと思って、決める覚悟を持って参加したのだけれども、
いろんな人がいて、たわいもない話をしていくうちに、だんだんどうでもよくなってきて、
今はのんびりしたくて参加しているとコメントしてくれました。
最初に性のことについて悩んで、インターネットで調べるといろんな言葉や用語が出て
きて、LGBT だけではないのです。何とかセクシュアルとか、数え切れないぐらい様々な単
語、用語が出てきて、その言葉で当てはまるのか、それとも自分はこれなのだろうかと悩
んだりするのですが、そういうインターネットの情報だけではなくて、本当にいろんな人
がいるのが分かるというのが、自分探しや、自分を受け入れる上でも役に立っていると思
います。実際に性の話をする場所なのかと思って参加したら、円周率を何桁まで言えるみ
たいな人がいて、そういう人を見てびっくりして帰っていったりと、そんなことが起きて
います。
（２）若者がネット署名でポジティブな変化をもたらした事例
ここまで「にじーず」の話をしてきたのですが、もう一つ関わっている団体として、オ
ンライン署名サイトの「Change.org（チェンジ・ドット・オーグ）」があります。若者支
援と何の関係があるのかと思うかもしれないですが、若者が発信することが最近増えてい
るところで、インターネットで誰でも無料で署名を立ち上げることができるサイトです。
日本は若者の政治参加はあまり進んでいないとか、若者は政治や社会に興味がないとずっ
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と言われているのですが、ここのサイトで起きていることはそれとは逆で、最近、中学生、
高校生、大学生がどんどんインターネットで署名を立ち上げているという現象が起きてい
ます。
自分の仕事は何かというと、ここで銘々の人がいろんなテーマで毎日署名を立ち上げて
いますが、その中でサポートをして、どういうふうにしたらそれが実現するかを発信者の
人と一緒に考える、そういうポジションで仕事をしています。
今日、何を紹介しようかと思って一
つ持ってきたのが今年の夏に提出され
た署名です。実は「にじーず」の参加者
の子がこの署名サイトで署名を立ち上
げて江戸川区長に提出したということ
が今年ありました。訴えている内容は
何かというと、この発信者の高校生は
トランスジェンダーの子で、中学時代
に自分のことを男の子だと思っている
のにスカートをはかされて、周りの中

図 17

制服の選択制を求めるネット署名活動

学校の先生は誰も理解してくれなかったというつらい経験をしました。自分のような思い
をする子が増えてほしくないので、江戸川区の学校に対して制服をスカートかズボンかを
選べるようにしてほしいという署名です。
1 万 1582 人の署名を江戸川区長に今年の８月に提出しました。区長は、形式的な答えと
かではなくて、制服で悩んだり、不登校になる、死にたくなる、そんなことはあってはい
けないことだとその場ではっきり言って、速やかに検討を始めますということで、その日
のうちに教育長とも会わせてくれました。テレビでも報道されたので見たことがある人も
いるかもしれませんが、これは高校生が立ち上げた署名の一つの例です。発信者を「くろ
まる」という名前で呼んでいますが、最初に、くろまるからツイッターで DM（ダイレクト
メール）があって「まめたさん、ちょっと相談に乗ってほしいことがあるんですよ」と言
われて、学校で嫌なことがあったのかなと思ったら「僕、署名がしたいんです」と言うか
ら「どういう署名なの」と言ったら、制服を選ばせてほしいということでした。
きっかけは、コロナの影響で、学校がいろいろイレギュラーになったときに、男女別で
分散登校した学校が江戸川区にあったのですね。江戸川区というのは、LGBT の人たちの地
元のグループがあって、そこに小学生のトランスジェンダーの子がいて、くろまると知り
合いだったわけです。分散登校を男女別でしたという話を聞いたときに、もし自分がその
学校に通っていたらどんなふうになるだろうかということをくろまるはすごく心配したわ
けです。何かできることがあるかなということで江戸川区のメンバーと話合いをして、江
戸川区の問題が幾つか浮上してきました。
その一つは分散登校だったし、ほかにも名簿が男女別なのです。男子を先に呼んで、そ
の後に女子を呼ぶという、混合名簿ではなかったということもあったし、制服の問題もず
っとあったという中で、くろまるが一番思いが強くて自分の名前でやりたいと思ったのが
制服の問題だったので、これをやりました。区長もちゃんと話を聞いて「変えます」とい
うふうに言ったし、混合名簿に関しても、実は今日、江戸川区で全会一致で混合名簿を採
択するということが決まりました。
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これは提出の場面です。作文を読んだので
す。この後に話があるのですが、中学時代は
誰にも分かってもらえなかったという話を
していました。そのときは、学校の外で大人
とつながることもなかったので、基本的に学
校と家だけで、学校ではあまり味方になって
くれる人はいないし、どちらかというと相談
しても「どうしてほかの子と同じようにでき
ないのか」
「 制服をどうして着られないのか」

図 18

署名を区長に提出する生徒

という話をされたり、カミングアウトしてト
ランスジェンダーだという話をしたのですが、先生からは「卒業まで我慢しなさい」と言
われたそうです。
気持ち悪いと言われたというのは、体育の時間に男子の友達のジャージーを借りて授業
に臨んでいたところ「何でおまえは女子なのに男子の服を着ているのだ。ちゃんと女子の
服を着てきなさい」と怒られたと言っていました。中学時代は本当につらくて、大人とい
うのはどうしようもない、自分の話は分かってくれないのだと思っていて、大人になる前
に死んでしまおうと、19 歳のときに自分は死ぬのだと思ったことがあったと言っていまし
た。
ただ、高校に入ってから学校の外で地域の中で話を聞いてくれる人たちと出会い始めて
「にじーず」に参加したり、江戸川区の LGBT の人たちの集まりに参加するようになると、
学校の外ではどうやら話を聞いてくれるし、一緒に考えてくれる。それだけではなくて、
それまでは周りは聞いてくれなかったので、自分の思っていることをうまく表現すること
ができなかったと言っていました。これは無理とか、嫌だとか、そういうことは言うのだ
けれども、どうしたいということはなかなか言えなかった。どういうふうにしたいのかと
聞いてくれる人がいて初めて自分はこうしたいということをきちっと言えるようになった
と言っていました。
自分は嫌だなとか、これはどうしても耐えられないし、ほかのやり方がいいと思ってい
ることについて、例えば制服のことは、中学時代は自分がおかしいのだと周りは言ってい
たのだけれども、そうではないと自信を持って思うようになったし、自分一人の問題では
なくて、江戸川区には後輩でトランスジェンダーの人もいるということが分かったので、
社会の問題として考えることができるようにな
った。そういう中で、さっきのような署名をやろ
うというふうに思って、見事うまくいったとい
う感じですね。
セクシュアル・マイノリティーの子どもにと
って、学校の中で理解者が得られればいいので
すが、なかなかそうではない。少なくとも学校で
当事者の同世代の人や大人と出会えないという
ことがあるので、やはりこういう場所と出会っ
て、自分の考えていることを整理してエンパワ
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ーされていくということは結構大事だったのだろうと思いました。
ネット署名の話ですが、中学生や高校生が立ち上げることが結構増えています。これは
（図 19）栃木県の中学生が立ち上げた署名です。この中学校は部活が大きく分けて３つあ
るのです。１つ目は体育系で、めちゃめちゃ走らされる。文化系は２つあって、一つは合
唱部、もう一つは美術部です。あまり選択肢がないのです。この子はどれも好きなものが
なくて、入らないとなると、それはあり得ないと言われて、部活はみんなが入るものとい
うルールになっている。学校の中には、別にやり
たくないのに部活に入って、みんな部活をやって
いるものだから、その中にはいじめがあって、そ
のいじめが嫌で不登校になる子もいる。こんなこ
とはおかしいのではないかということで、最初は
２人で署名を立ち上げて、今、１万 6000 人です。
学校の中では分かってくれないのですね。署名活
動とかやっていても、先生は分かってくれないし、
むしろ「やめろ」ぐらいなことです。こうやってネ
ットで発信することで同じように悩んだ経験を持

図 20

部活の強制入部に反対するネット署名

つ人と出会ったりして、自分は間違っていないと思ったり、助けてくれる大人と出会って
います。
他にも、静岡県でエアコンが学校についていない問題を指摘した子がいました。これも
市長に署名を出して、全部の学校でエアコンをつけることになったのですが、この子は高
校１年生のときにこの署名をして、高校２年生のときには自分がセクシュアル・マイノリ
ティーだということをカミングアウトして、同性愛をパロディにした映画について問題提
起の署名をしていました。
今年１年間だけでも、ほかにも高校生による休校延長を求めるもの、これはコロナの影
響で今年４月に全部で 200 件ぐらいです。200 人以上の高校生が自分の住んでいる町に対
して休校延長をしてほしいという署名を立ち上げたり、９月入学にしてくださいという署
名を立ち上げました。あと、環境問題ですね。自分がふだん食べているお菓子はプラごみ
が多過ぎるということで署名をしたり、大学生は学費が高いので、コロナで実習などがな
くなったので軽減してくださいと、これも 150 件です。150 人以上の人が署名を立ち上げ
ている。本当にいろんな形で署名が立ち上がっています。
これは（図 21）大学生の署名ですけれども、ユニーク
だと思います。YouTube を見ていると、やたら体型をやゆ
した広告がコロナのときにすごく出ていました。そうい
うのはすごく傷つくし、差別的なのでやめましょうとい
うことで、４万とかすごく集まっています。最近は、スケ
ートパークをつくってほしいという小学生の署名が各地
で立ち上げている状況があります。インターネットは、
自分の意見を言って、ふだん周りでは出会えない大人と
出会って、エンパワメントされ、ポジティブな変化が生

図 21

YouTube の 広 告 に か ん す る ネ ッ ト

まれることもあるという空間に今なっています。
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（３）現場で若者をエンパワメントするために
こういうことをオフラインでどうやっていくのかは今後の課題と思っています。オフラ
インでどうやって若者の社会参加や政治参加を進めるかということは、恐らくイコールで
オフラインでどうやって若者の意見表明やエンパワメントを進めるかということになって
くると思います。
「にじーず」の話をしますが、ふだん子どもたちの話を聞いていると、学校でも家でも
しんどい子が多いわけです。その子の代わりに学校に行ってしゃべってあげることができ
ないので、結局、その子の学校の困った話は、その子が頑張って自分の口で先生に言わな
いと変わらないのです。そういう課題があって、その子がどういう言葉で説明するかみた
いなことを一緒に考えています。同世代の子どもたちの話の中で、実際に自分ができたこ
とについての話が出てくるときもあります。図書館に自分は本を入れたのだとか、学生寮
に LGBT 関係の本を入れたのだとか、「君」とか「さん」で呼ばないでほしいということを
先生に言って、中学校でそれを変えさせた、とかです。その話を聞いて、影響を受けて自
分もやってみようみたいなことが起きています。
あと、大事なのが語彙力を増やすことです。何で自分はこれが嫌なのかを言葉にすると
いうことが、ほかの子たちと話していく中でできていきます。その子が自分で言えるよう
になることが大事です。意見表明権は、子どもの権利の中でも、特にマイノリティーの子
どもの場合、自分が言わなければ変わらないことが多いので、すごく大事だと思っていま
す。こういうことを地域の中で、LGBT の子どもではない、いわゆるマジョリティーの子ど
もたちがどういうふうにできるのかということにも関心があります。

４．子ども若者の居場所現代社会から排除される生の諸側面の視点から（萩原建次郎）
皆さん、こんばんは。駒澤大学の萩原と申しま
す。僕は、教育人間学というジャンル、比較的新
しい学問領域なのですけれども、そこと社会教
育を両方、横断しながらやっています。どちらか
というと、学校というよりも学校外での児童館
やユースセンターなどをフィールドにしながら
研究しています。
僕は実践研究ではないのです。かといって、が
ちがちの理論研究でもなくて臨床研究です。つ
まり、子どもや若い人たちの声、語りにすごく興

萩原建次郎

氏

味があります。25 年ぐらいずっとそういう語りを記録しながら、居場所の意味とは何だろ
う、大人が勝手に定義するのではなくて、若い人たちの語りから浮かび上がってくる居場
所の意味、それと絡んで見えてくる現代社会のありようというところに関心を持って研究
をしています。今日は、社会構造の変化と子ども・若者の人間形成に少し力点を置きなが
らお話ししようと思っています。
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（１） 産業社会の子どもへの要請が排除するもの
まず、今の社会の特徴を捉えるために用意
したのがこのシートですが、日本で今、教育目
標とされる能力概念の一覧表(図 22)を作って
みました。この一つ一つの概念について解説
するつもりはなくて、今、子どもたちに期待さ
れている能力、こういうことを身につけてほ
しい、社会に出るためには「何とか力」という
のをつけなさいというふうに、国や民間ある
いは OECD などがどういうことを期待している
かというのを一覧表にしたものです。

図 22

日本で教育目標とされる能力概念の一覧表

1996 年から、今も続いていますけれども、文部科学省は「生きる力」を言い始めている
わけです。それが 2012 年になると「21 世紀型能力」という言葉になってきていますが、
世界の動向を見てもいろいろ出てきます。「リテラシー」「キー・コンピテンシー」とか、
また文部科学省だけではなくて厚生労働省や経済産業省、あるいは日経連や経済関係の団
体からもいろいろと能力について言われています。「就職基礎力」「社会人基礎力」「就
業力」というような形です。「21 世紀型スキル」というのは、アメリカの IT 企業、イン
テル、シスコ、マイクロソフトが出資した団体がつくった概念です。これを見て分かるよ
うに、産業社会から要請がたくさん、今、子どもたちに降りかかっているということがよ
く分かります。
そういう意味では、今、子どもたちが
置かれ てい る状況 、若 い人た ちも 置か
れてい る状 況を少 しマ クロな 視点 で整
理して みる と、こ うい う特徴 が見 えて
くるか と思 ってい ます 。近代 産業 社会
の台形型のライフモデルというのが
今、す べて の世代 に対 して強 く作 用し
ている と私 は見て いま す。何 が台 形型
かとい うと 、人間 の一 生とい うも のを
子ども期、壮年期、老年期と大きく３つ
に分けるのであれば、近代産業社会、日

図 23

近代産業社会の台形型ライフモデル

本は明 治ま で遡れ ます が、と りわ け高
度経済成長期以降、こういう形が如実に色濃くなってきたわけです。つまり、壮年期とい
う働き盛りの生産年齢をライフモデルの頂点とするわけです。
この壮年期の暗黙のモデルというのは、哲学者の中村雄二郎さんがおっしゃっているの
ですが、青壮年の男性モデルだというのですね。働き盛りの非常にエネルギッシュな、そ
ういう男性モデルを暗黙のうちに抱えていると喝破したわけです。壮年期が何を象徴して
いるかというと、生産性の頂点です。生産性の頂点として、どういう内実を持っているか
というと、有用性や機能性です。有用性というのは役に立つことですね。役に立つ、役に
立たないということを価値に置く。そして、非常に効率的に物事をこなせるという機能性、
またその前提にある社会の価値というのは「成長」です。常に成長、進歩、進化していく
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ということです。それらと共に目的志向性を持って生きるということ、また、自立や完成
を目指していくということですね。
今では、21 世紀型スキルだとか能力という言葉の中には「生き抜く力」という言葉まで
入ってきています。つまり、自己保存能力といって、とにかくこのサバイバルなグローバ
ル社会の中で自力で何とか泳ぎ切る、そういう能力です。どちらかというと、自分さえ何
とか生き残ればいい、そういう能力を非常に強化するような特徴を持つということです。
そして、それが全て意図的計画性を持っているということ、また、計測・予測可能性でも
って社会の経済を回していく、これが前提に入ってくるわけです。
そこから逆算されていくのが子ども期なのです。子ども期は「発達」というフィルター
で描かれていくわけですが、近代の教育、とりわけ近代学校教育の中心概念は「発達」な
わけです。産業社会の有用な人間は、生産性の頂点に向けて発達していく。近代産業社会
の秩序への移行過程として発達というのが描かれているのです。つまり、子どもが成長し、
発達していくのがどういうふうに描かれているかというと、カオスのままでは発達になら
ない。子どもが生まれたときのままのカオス状態ではなくて発達していくということは、
徐々に人間の今の社会に参与し、その秩序に組み込まれていく過程を描いているわけです。
社会教育や生涯学習理論の典型で、ハヴィガーストの発達課題論というのがテキストに
必ず出てきます。近代の市民になっていくための発達課題が明確に段階を追って書かれて
いるわけです。前提としては、近代産業社会の秩序への移行過程というふうに、発達とい
うのはカオスからだんだん秩序化へ、そういうベクトルがここには含まれています。そし
て、社会教育でも主体形成とか主体化という言葉がよく使われるのですが、これは、ある
意味、期待される秩序へ体現化していくこと、暗黙のうちに大人社会が期待するものを自
分のものとして、そして自動走行してくれることが主体形成、私はそういうふうに見てい
ます。主体形成というのはとてもいい言葉に使われることが多いのですが、その内実は何
だろうと、この文脈だと立ち止まって考える必要があると思います。
図 23 の台形のもう一つの斜辺ですけれども、老年期になるわけです。老年期はどうなる
かというと、生産性の頂点からはみ出ている、はみ出すということで、余った生になるわ
けです。残り物という意味になってしまう。周縁に片づけられてしまう。だから、老いを
認めない。認めたくない。老成を拒んでしまう。60 歳で高齢者、いやいや、そんなことは
ない。65 歳、いやいや、70 歳、いやいや、俺はまだ後期高齢者ではないしとか、75 歳で
も、いや、元気、元気というふうに、みんながいつまでも生産性の頂点を延長していくと
いうような状況が今、生まれていると見ることができるわけです。
そこで排除されているものは何だろうということです。そこからはみ出てしまっている
生の諸側面というのは、先ほどの老年期で描いた「余生」ということもそうなのですけれ
ども、今回のテーマにある「遊び」や「余暇」もそう。また目的志向から外れてしまうの
で、「無目的なこと」は当然駄目なのです。あと、「偶然性」です。現代社会は意図的計
画性が強く浸透しているわけですから、偶然性、あるいは「痛み」、「病む」ということ
とか、強さに対して「はかない」部分とか、あるいは「共感共苦」が周縁化していきます。
英語で言うと、シンパシーは、もともと「sym」は「共に」ですね。シンフォニーの「sym」
ですから。「パシー」は「passion」からきているわけです。パッションというのは、元は
ギリシャ語のパトス、受苦という意味です。苦しみを受けるという意味からきています。
シンパシーを丁寧に訳すならば「共感共苦」、共苦が含まれているということですね。
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今の台形型の図を上からもう一回
見直したというか、角度を変えて見る
と、図 24 のようになります。近代産
業社会の中で子どもに焦点づけると、
子どもというのは図の四角囲いの内
側に位置する発達を中心にしながら
完成に向けていくこと、そして連続的
に成長していくというふうに描かれ
るわけです。また、人格の完成や目的
に向かってということが発達には入
ってくるわけです。

図 24

近代産業社会の発達観と排除される生の諸側面

ち な み に 、 発 達 と い う の は
「development」ですが、もう一度日本語の辞書で訳し直すと「進化」や「開発」という言
葉になります。これはまさに近代の産業社会の価値観と符合する概念でもあるのです。
それらからはみ出ていくものです。先ほど描いた共苦、はかなさ、余暇だけではなくて、
「無用さ」であるとか、あるいは「依存」ですね。依存もよろしくないという話になって
きますし、老いもそうですし、人間の負とみなされるような生の陰影の部分ですね。「悲
しみ」とか、「不安」とか、セクシュアルな側面もそうでしょうね。先ほどまめたさんが
おっしゃっていたようなセクシュアルな側面も暗黙のうちに排除されていく。病むという
こと、「暴力」もそうでしょうね。あと、痛みというようなことが実は暗黙のうちに近代
的な教育空間からは微妙に排除されているわけです。
そこを受けとめているのはどこかというと、学校の中では保健室なのです。不登校問題
が起きたとき、1980 年代中頃、このときに保健室登校はできるという子どもたちがすごく
いたのです。何でだろうという話になったのですが、この図を見れば一目瞭然なわけです。
保健室という空間は、傷ついた人間を手当てする、ケアする空間なのですね。それが目的
になっています。ですから、養護の先生は、そこに来た子たちに対して「どうしたの」と
聞くわけです。授業中に保健室に来た子に対しては養護の先生は「どうしたの」と聞くけ
れども、一歩外に出て廊下を歩いていたらどうなるかといったら、万が一、生徒指導の先
生に出くわしたら「おまえ、何でここにいるのだ」という話になる。言葉のかけ方の、こ
の言葉の奥にある規範意識というのが見えてくるわけです。これは多分、子どもたちは敏
感に感じ取っているはずです。ケアの空間と教育空間というものの大きな見えない結界の
ようなものがあるわけです。
そして、今の話をまた別の角度で見ると、子ども・若者の現在の生育環境の全体的な特
徴は何だろうというのを図に表してみると図 25 のようになります。先ほどの生産性を頂
点とする世界、有用性の世界が円の上半分以上を占めているのですね。これは、秩序・制
度・機能・サービスによる交換可能な世界なわけです。非常にいい人材で、生産性の高い
人材、しかも誰がやっても同じ品質のいいものができるような世界、これは成果主義と所
有の世界ですが、１枚目のシート（図 22）で表したように、能力開発で構成された世界な
わけです。そして、これは個体能力の重視の世界でもあるわけです。後でもう少し詳しく
話しますけれども、その能力開発をするために「仕組まれた体験」というものがここに置
かれてくるわけです。そうした営みというのは、全て数量評価志向の世界です。数量評価
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することで成果目標の達成を志向す
るということです。この数量評価と
成果目標達成志向とは裏腹という
か、兄弟のような関係です。全ての
要素の大前提に自己保存能力、自分
の責任において生きていきなさいと
いう暗黙のメッセージが強く出てい
るわけですから、自己決定・自己責
任主義が強く表れているということ
がこの特徴なわけです。翻って円の
下部にあたる、先ほどの暗黙のうち

図 25

子ども・若者の成育環境の現代的特徴

に排除されている世界を生命性や存在性の世界というふうに私は名づけています。英語で
言えば Being の世界になるわけです。
（２）「仕組まれた体験・学習」よりも羽を休める日陰の場を
先ほどちょっと触れた体験について、お話ししておきたいと思います。「仕組まれた体
験・学習」とは何かというと、大人の側が体験内容を事前に価値づけて設定し、体験・学
習のプロセスをあらかじめ水路づけた活動で、体験を通した何かしらの能力や認識の獲得
が目指されるため、体験の持つ有用性に力点が置かれるというものです。もう一つ対比さ
れるのが「偶発的な体験・学習」です。生きている中で私たちはこちらのほうを実は刻々
と繰り返している部分があるわけですね。仕組まれた体験以上に多分私たちはこちらで自
己形成しているはずなのですが、そのことについてとりわけ注目することはない。
この偶発的な体験・学習というのは、子どもの自律的な探索過程で偶発的に未知なる世
界と出会い、既存の自己が揺さぶられ、新たな意味を発見したり、今ここに生きているこ
との充足感を得たりする、そういう体験・学習のことです。これは、生命性や存在性の世
界、Being の世界に参与する体験や学習です。道草していながら何かその季節の草花に気
が引かれてそっちへ行ってみたら、いきなりカエルが出てきてびっくりしたみたいなこと
があったりとか、小動物の市外に出くわしたりとか、本当に偶発性に満ちた世界ですね。
そこには他の生命との出会い、触れ合い、交流、人間ももちろん含まれますが、そういう
ものに満ちたものです。
放課後の居場所という点でいうと、仕組まれた体験が非常に今、肥大化しているわけで
す。仕組まれた体験が学校の内外や放課後の活動のあらゆるシーンに行き渡ることは、あ
たかも日陰のない真夏の太陽の下で子ども・若者が大人の視線から逃げ場なく照らし出さ
れていく状況に似ています。これは、実は私が関わっているある県の生涯学習の審議会で
校長会の小学校の先生がおっしゃった言葉なのです。学校の先生もそういうふうなことは
感じている。放課後がこんなになってしまっている。地域との連携はいいのだけれども、
いろんな団体さんが来てくれるのはいいのだけれども、それが逆に日陰がない状況になっ
ていると。
また放課後、週末を問わず押し寄せる大人のプログラムや習い事に「疲れた」と漏らす
子どもたち、これは児童館の職員から聞いた言葉でもあります。子ども・若者の居場所に
は、大人社会の有用性・機能性と規範の世界（あるべき社会への参加）から少し外れて、
羽を休める日陰のような場も欠いてはならない。それが課題なわけです。子ども・若者自
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身の自律的な探索や遊びの中で、今ここに生きている生命としての自己が充足している時
空間をいかに保障するかが課題だと私は捉えています。
それともう一つ、青年期の若者に対しては、臨床精神医学者で思春期外来を長くやって
こられた青木省三さんという方が随分前からこのことをおっしゃっています。
自発性にまかせる『影』の時空間が必要なのだと。最近は、青年の『居場所づくり』が
さまざまなところで言われている。しかし、大人が青年のためにと考えてつくった場が
ガラス張りのように周囲から見通せる明る過ぎる場、無菌状態で無影灯に照らされた近
代的な手術室のような場になってしまっている。居場所に必要なのは、あえて『影』と
なっている時と場を非行の温床となるとして安易に奪わないことである。もし、そのよ
うな時と場が奪われると、青年は大人の全く目の届かない闇に、本当に危険な時と場に
自分の居場所を求めるようになるだろう （ 青 木 省 三 『 思 春 期 こ こ ろ の い る 場 所 』 岩 波 書 店 .1996 年 .31 頁 ）
最後、青木さんはこう言います。「強制的な参加や運営をやめ、青年の自発性を尊重す
る場に、すなわち何もせずにぶらぶらしてもよい場になる必要がある」（前掲書.31 頁）
ということです。そこに大人が何かのために期待をかけない勇気というのか、手放してい
くというところも必要なのではないでしょうか。そして、「遊び」や「余暇」について、
教育人間学的な意見としては、こう思っています。例えば、遊びは子どもの学習や発達の
基礎、これはよく言われる話です。しかし、遊びの意義がそのように強調されればされる
ほど、遊びは学習・発達の手段でしかなくなるわけです。楽しく学習させ、学習効率を高
めるための一要素、一手段でしかなくなっていくわけです。だから、学習教材というもの
が遊びのように楽しく、それで学んでくれれば、極端に言うと、もう遊びは要らない、と
いう話になってしまうかもしれない。生産性・有用性重視の世界が拡大進行する現代では、
遊びの道具化もまた拡大進行するということです。これは、余暇と労働の関係でも同様で
はないかと思います。余暇は生産性を高めるだけの道具になってはいないかということで
す。
（３）生命感覚を取り戻した社会参加へ
翻って、先ほど対比された生命性や存在性の世界から遊びを見るならば、実はそれ自体
が今ここに生きていることの充足と深みをもたらす経験です。人は学習・発達のためにジ
ェットコースターに乗って「めまい体験」をしたり、サイコロ遊びのような「偶然の遊び」
をするわけではない。何かの手段や役に立つことではなく、人は「遊びたいから遊ぶ」の
です。余暇もまたそれ自体が生の充溢をもたらす営みではないか。これは、余暇の系譜に
ある、古代ギリシャのスコーレ（精神を耕し魂の世話をする営み）に連なるものでないで
しょうか。
その意味で、「生産性・有用性の観点から遊びや余暇を取り扱うことは、それらの本質
を取り逃がしてしまうだけではなく、遊び・余暇によって子ども・若者が経験する生命感
や自由感や幸福感をだいなしにしてしまう」
（矢野智司『幼児理解の現象学』萌文書林.2014
年.150 頁）教育人間学者の京都大学大学院教授の矢野智司さんがこのような指摘をしてい
ます。
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図 26

生成する世界に立ち戻る参加へ

カオスや創造やファンタジーを含み込んだものです。大人にとっては既成の秩序を揺さぶ
ってくるものも含まれてくるわけですね。これは生命感覚に満ちた世界です。偶発的な体
験に満ちているわけです。だからこそ生命感覚が満ちるわけです。
その中で、子ども・若者はおのずと自己変容していくということです。これは主体形成
とは違います。主体形成というのは大人の意図がそこに働いてくるわけですが、これは自
己変容で、偶発性の中で自分がそこで変身していく、変化していくようなものです。自分
の世界が変わっていく。これは、宮崎駿のアニメの「千と千尋の神隠し」とか、ああいう
世界を見ると分かると思います。今ここに生きていることの充足感、関係志向の世界、生
のはかなさ、弱さ、痛みへの共感共苦、これはアクチュアリティーとしての現実、すなわ
ち「生き生きとした現実」というふうに私は見ています。
一方、生産性・有用性の世界というのはリアリティーとしての現実なのです。英語で「現
実」という言葉を訳すと、「リアリティー」と「アクチュアリティー」の２つの現実が出
てきます。リアリティーというのは動かしがたい現実という意味で、アクチュアリティー
というのは生き生きとした現実、活動的な現実というふうに訳されるわけです。こっちは
関係性の中で流動化して、生まれては消え、でも、その場にいる人にとってはライブで非
常にありありと感じ取れる現実という意味です。生き生きとした現実の中で子どもたちが
参加していくということがなければ、ただただ子どもは大人の期待する、社会の期待する
中で窒息してしまうのではないかという危惧を私は持っています。
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トークセッション

1.「生産性」からの要請と内発的な動機づけの狭間で

感染症対策を施し、オンライン配信に対応した座談会の様子

―青山

前半では、それぞれの立場から話題提供いただき、ありがとうございました。ま

ずは、他の話題提供を聞いての感想を一言ずついただけますか。
―櫻井

たくさん感想はあるのですけれども、萩原先生が最後のほうでおっしゃっていた

だいたことで、遊びたいから遊ぶということとか、余暇の時間も本当にそうだと思います
が、無目的、自分がやりたいからやる、そういう内発的にやりたいことをやっていくとい
うことがそもそも奪われていっている感覚がすごく現代の中にあって、そこを自分たちと
しては大事にしたいと思ったことが一点です。まめたさんが「Change.org」の中でたくさ
ん声を聞く、「Change.org」の中で署名を始めたいといって、署名活動からいろんな出会
いがあったような話があって、どんな出会いがあったのかということをもっとたくさんお
聞きしたいと思っています。
―川野

共感することが多々で、大事にしているものは同じだなと思いました。櫻井さん

の、若者たちをつくり手にするのではなくて、若者たちがつくり手になっていくような社
会をつくる、変えるのは社会というか、それもすごく共感しました。
遠藤さんの「にじーず」でやっている多様でいいということを認める場づくり、あるが
ままを受け入れるというところで、LGBT に限らず、今の子どもたちにそのままを受け入れ
るという場を提供する。本当に共通しているなとすごく感じました。
萩原先生のお話もすごく興味深くて、今まで発達を促しているのだと、そこを一つの軸
に、キー概念に置いてきたけれども、今していることを大事にしていこうと思ったら「発
達」に代わる新しい概念を持ってきたほうがいいのだなというのは、今日頂いた大きな投
げかけだったと思っています。
最初のもので、日本の教育目標の能力概念一覧表を出してくださって、21 世紀型能力で、
今、非認知能力が大事なのだとなって、それが課題になって、遊びも手段化される。本当
にそうだと思っています。教育産業のいろんな運動の取り組みとか、そういうのも遊びは
楽しいから集中するし、使われていってしまっていて、本当の遊びではないものが遊びと
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して提供されて、非認知能力や遊びも今、危うくなってきているという危機感を持ってい
たので、今日、これからの議論が楽しみというか、重要だと思っています。
―遠藤

皆さんの話で共通の言葉で出てきたのが生産性に関する言葉だったと思います。

これまで生産性という言葉で居場所のことを考えたことが実はなかったのですが、それを
思うと、最初はこれがやりたいと思って、いろんな提言をやってみたい、映画の上映会を
やってみたいとかいって始まるのですけれども、やっているうちに、こいつは仕事が早い
からみたいな話になって、仕事っぽくなってくるということをこれまでよく見てきたと思
って、余暇だったはずなのに仕事みたいなことが起きる現象についてちょっと皆さんと話
したいという感じです。それのいいところと悪いところがあると思うし、どういうふうに
したら仕事っぽくならないのか、そういう話もしてみたいと思いました。
―萩原

お三方の話を聞きながら、先ほど川野さんがおっしゃったように、「発達」に代

わる言葉はないのだろうかというところで、僕も思ったのです。つまり、今、教育とか子
ども育ちを語る概念装置はこれしかない部分があるのです。今までやってきたもの、子ど
もの権利も含めて、近代的な社会をつくってきた中で生まれてきた概念で何とか説明して
いるのだけれども、実はそこにもいろいろと問題や課題があるというのが、今日、僕が言
いたかった部分です。となると、現場では、恐らくちょっとそうではないということが起
こっていても、それを説明するためには今の既成の概念を使うしかないということが多々
あると思います。「主体形成」という言葉だってそうだし、「発達」という言葉だってそ
うだし、「権利」という言葉もそうかもしれません。その辺のところをもっと問い直して
内実を豊かにしていかなければまずいなというのは感じていました。
―青山

近代的な発達概念と生産性の結びつきの背景には、発達が個人の変化として捉え

られている面もありますね。発達概念の「外側」には、一人一人の変化だけでなく、みん
なも社会も変わっていく要素が多く含まれるはずで、学習や成長を個人の内側だけで理解
しないことが重要ではないでしょうか。
無目的な場から目的的な活動やつながりが生じることは、一般に望ましいことだと思い
ますが、そこにも、生産性や目的合理性といった論理が密輸入されてしまうこともあるわ
けですね。自由だったものが能力主義に絡め取られていくと言うと悪く言い過ぎですが、
その辺りの問題は現場ではいかがですか。
―櫻井

思い当たる節もたくさんあって、逆に言うと、すごく反省することもたくさんあ

る部分ですが、最初は、やはりやりたいからスタートするわけです。ただ、もっとこうい
うふうにできたら、ああいうことができたらいいみたいなものが、周りから期待値が上が
っていくみたいなところはすごく経験としてもあります。僕自身も高校生、大学生時代も
含めて、周りの大人から期待されて、いろんな活動を展開していくと、どんどん期待値が
上がっていって、余暇のはずなのに事務作業が増えていくみたいなことはたくさんあるわ
けです。
いかに自分たちの内発的な動機を、何のために自分たちはやっているか、自分たちの無
目的な価値観というか、ただやりたいからやっているだけだったはずのものか、そこをい
つも丁寧に確認していく必要があるだろうと思っています。逆に言うと、いつでもやめら
れるということが大事なのだろうと思います。やめたいと思ったときに、もう無理と思っ
たときに、いいよと、そういう環境がどれだけあるかということだと思います。
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僕らが学生のときにやっていた活動、例えば助成金を取ったりとかすると、最後までや
り切らなければいけなくなったり、途中でやめられなくなったり、そういう責任が生じて
いってしまうというのは、やはり苦しくなるという側面がある一方で、自分たちがやって
きたり、探求していったり、楽しいというふうに一生懸命勉強してきたことが、内発的な
動機からだんだん使命になっていくみたいなところがあると思います。自分たちはこうい
う社会で生きていきたいという、だからこそ、ちょっと責任感も増えてくるし、大変にも
なる。でも、それを乗り越えられる力がある、そういう状態になるのであれば、頑張って
いくという側面もあるのだと思います。
ただ、いつでも引き返せるということがすごく大事だし、その見極めができるかどうか、
どこに悩んでいたり、苦しんでいたりするか、スタッフやユースワーカーが声かけできる
か、時には葛藤や苦しむことも一つの経験だったり、体験を昇華していくことにもつなが
るのですが、それを決して周りから強要してはならないということは前提としてあるのだ
ろうなと思いました。
―青山

楽しんで事務作業に没頭するのは必ずしも悪いことではないし、そこに活動やつ

ながりが生まれることにはプラスの面もあるわけで、結局はバランスの問題かもしれませ
ん。また、活動が自律的になる中で、ワーカーによる支援が要らなくなるなど、プロセス
の中での変化も含めて考える必要がありそうです。その場合には、いつまで支援の対象と
し続けるかという問題もありますね。
―萩原

櫻井さんの話を聞きながら、僕も危惧するというか、ユースワークでもそうだし、

ユースワークとか青少年教育でよくやるグループワークなんかも、歴史的にはそれがいろ
いろな形で悪用されてきた歴史だってあるわけですね。ナチスのほうに悪用されたり。
―青山

ヒトラーユーゲントなんてまさに青年組織そのものですものね。

―萩原

現代で言えば、カルト的な組織、マルチ商法、あれだってグループワークをたく

さんやるわけです。仲間づくりをするのです。みんな楽しくて、はまっていくわけです。
はまっていって、仲間ができて、しかも生きがいみたいなもの、自分たちが世直ししてい
るのだ、そういう物語も提供される。そうすると、すごく居場所感が出るわけですね。生
き生きとしてくる。
でも、それが末路として、あるところまで来ると、今度は抜け出せなくなるというリス
クも常に負うわけですね。抜け出そうとすると「おまえは俺たちの仲間だったのにどうし
てだ」「裏切りだ」とか、あるいはカルト集団だと「おまえはそれで地獄に落ちるぞ」と
いう脅しまでかかってきたり、そういうことも起こり得る。特に若い人たちはそれに巻き
込まれやすいわけです。そこのところとユースワークが一線をちゃんと引けるのは何だろ
うというところなのです。ユースワーカーも若い人が多いので、はまりやすいリスクもあ
る。
―青山

子どもには学ぶつもりがないけれど、大人側には支援する意図が緩やかにあるこ

とや、間接的に場や環境に働きかけていく方法論は、この領域で伝統的に大事にされてき
たものです。でも、こうした方法が巧妙に用いられた結果、悪しき人間形成の管理に陥っ
てしまったケースは、歴史的にもたくさんあります。あくまでも本人たちが内発的に引き
込まれていくという点が良い面でも悪い面でもとても重要ですね。この辺り、強みと弱み
をどう区別していくか、どうすれば失敗に陥らないかという辺りはどう考えたらいいでし
ょうか。
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目指しているものが人材育成ではなくて個の尊厳を尊重する、そこであるという

ことと、民主的な市民をつくるというか、民主主義を学びながら獲得していくことをして
いるというのは大きな違いではないだろうと思っています。

2.自由で安全な場におけるスタッフの子ども・若者との関わり方
―青山

ここまでの話を聞いていると、余暇や自由というものが、予定調和的にいいもの

だと思われ過ぎている面があるのではないでしょうか。
一つは、自由というのはしんどいものでもある、ということです。櫻井さんが言ってい
たように、自由を享受できる人とできない人の格差もありますが、そもそも「何をしても
いいよ」と言われること自体が、しんどい人もいるでしょうし、自己責任が強調されれば、
新たな苦しみを生み出すことにもなります。
もう一つは、萩原先生の言われる「発達」の外側というのは、自由だし多様だけれど、
差別的かもしれないし、暴力的かもしれない、ということです。良い出来事だけが起きる
とは限らない中で、私達は余暇に対して予定調和な期待をし過ぎではないでしょうか。も
ちろん、差別的な言動には介入が必要な時もあると思いますが、その介入はどこまで許さ
れるか、という問題もあります。
多様性に開かれた社会というのは、日常的な摩擦や葛藤が増える社会でもあるはずで、
余暇を教育的にしない、商業的にしないというのは簡単ですが、こうした自由や余暇に伴
う危うさについては、どう考えますか。
―遠藤

結構、高校生が集まって、インターネット空間で政治の話をしましょうというと、

すごくレイシストっぽい発言ががんがん出たりします。世界観の偏りみたいなことに対し
てどう考えたらいいのか、すごく悩ましいところです。でも、そういうことが起きている
わけですね。「にじーず」に関して言えば、本当にいろんな人がいるということ、国籍、
民族、あと、あとテンションも違うのですが、そういうことが前提になっているし、例え
ば、中学生同士で体型いじりみたいな、太っている子とか、体が大きいので、男の子だか
らいじっていいだろうという感じでほかの子がいじるということがあって、その子はいつ
も笑っているのだけれども、スタッフとしてはちょっと気になっていて「そういうことを
言われて大丈夫なの」と、さらりと聞くわけです。「俺は大丈夫ですよ」とか言うけれど
も、スタッフは結構気にしていて、割と小まめに「それが嫌な子もいるから聞いてみたん
だ」みたいに、安全性が大事な場所だから、やってはいます。
それでも「にじーず」という、多分そこしか自分は行ける場所がないからと思って来る
ような子が多い場所だから、かなり細かくやっているけれども、大体の場所はもうちょっ
と緩やかだろうなというのがあります。
―櫻井

僕の関わりの中で、まず、今の話でもそうだと思いますが、子ども・若者文化の

中とか、あるいはそこにワーカーや職員、スタッフ、大人が入っていく中で、そこにいろ
んな権威性みたいなものが点在していくのだと思います。今のお話みたいに体型をいじる
人がいて、そこに権威性が集中していて、そこが誰かを傷つけたり、そういうことが起き
たりする。どこに権威性が偏在しているかみたいなこととか、それをどういうふうに転換
していくのかみたいなことはすごく求められていると思っているのが一つです。
その上で、例えばユースワーカーというのは、スタッフというだけで権威性を保持して
いるわけですね。その権威性を保持している状態で発する言葉というのは、その場の子ど
もたち・若者たちに対してすごく影響力を及ぼすわけです。その影響力を自分が持ってい
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るということをどれだけ認識しながら言葉を発するのかということは、すごく頑張って意
識しています。
一つ大事なのが、余暇とか、若者たちの内発的なことを尊重するのがもちろん第一前提
なのですが、ただ一方で、ワーカー自身もその場をつくっている一人の人間である、個で
あるということは間違いない。そうした上で、例えばセンターの中で、あるいはセンター
ではなくても活動の中で、僕たちはこの活動やこのセンターを、こういう言い方はしない
かもしれないけれども、差別的な表現や排除的なことが起きないようなところにしたいと
いうメッセージを伝えていくことは大事なことだと思っています。
だからこそ、そういうメッセージとか、あるいは若者たち同士の対話や会話、ふだんの
遊びの中、余暇の中でそういうものが文化として育まれていって、そういう場になってい
くような、明文化されないルール・文化みたいなものがそこで育っていく。そういうこと
が余暇であるし、みんなが自由であるのだけれども、ただ、それは無法ではないというこ
とはあるし、みんながそれぞれ学び合っていくし、語り、つくっていくものなのだろうと
思っています。
―川野

スタッフは目的を持って介入する存在であるけれども、同時に一個人としても存

在しているので、スタッフとしてのメッセージや立ち居振る舞いとともに、自分の感性と
しても関わったり声をかけたりするというところがあります。個人として私はこう受け止
めるとか、私は納得いかないとか、本来こうあるべきだけれども、実は私もちょっと嫌い
とか、そういう素のままを出せる。
もう一つ、もやもやしたまま、矛盾のまま受け入れるのか、合う、合わないはあるよね
と、本来、道徳的にはこうあるべきだけど、納得いかない、あれは嫌いとか、嫌いと発言
してはいけないと分かっていても嫌なのはあるよねとか、合わないから避けておいたらと
か、何かそういう現実社会のままの小社会がここに存在する。けんかしたらいけなくて、
けんかしないようにとやっていくことで、けんかすることもなく、人間関係を学べないと
いうことに対して、いや、ここはけんかさせましょう、どう子ども同士で関係を修復する
か、けんかして仲たがいしたままは、すごくもやもやで嫌な気持ちがするとか、そういう
ことも経験しながら学んでいくという実践がされてきたと思います。
同じように、そういう偏りのある価値観的なことも絶対相入れない、本当はきれいに相
入れられたらいいのだけれども、やはり納得いかないというのがあるよねというのは、そ
のまま受け入れる。
ただ、それで殺していくとか、何か過激な行動に出るとかいうことは、できればその子
を守るためにも、社会を守るためにも、自分も傷つかないためにもストップさせたいと思
うから言うし、いろんな見方があるというのも伝えたいから言うけれども、もやもやもも
やもやで、それも大事かなと、そうしてきているかなと思います。
―萩原

そういう人間の持つ暴力性だとか負の側面については、結構、伝統的な地域共同

体の知恵から学ぶことがあると思っています。民俗学や文化人類学の知見を見ていると、
もともと日本のお祭りの中には、例えばふん尿言葉、物すごく汚い言葉はあえてお祭りの
中ではオーケーで、もちろんガス抜きでもあります。セクシュアルなものはお祭りの中に
はもろに中心に置かれているわけです。産むということで生殖ということは人間の営みで
はすごく大事なことであって、嫌らしいものではないというか、お祭りとしてシンボルも
出してくるとか、そういう近代的な価値観からは外に出してしまったものに対して正当な
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評価をしていく、その辺の知恵というのはもう一度再評価してもいいのではないかという
部分はあると思います。
イギリスの文化人類学者のラドクリフという人が未開民族のところに行ったときに、あ
えてわい雑な言葉を子どもや若者に投げかけて、からかったりして、子どもたちや若者た
ちがそれに突っかかってくることをむしろ喜びとするという「冗談関係（ジョーキング・
リレーションシップ）」という概念を提起していいて、そういう冗談関係ができるような
ものをその民族の中ではあえて認めているのです。そういう斜めの関係をつくって一人前
の大人にしていく、そういう仕掛けとか、その辺のところにもう少し光を当てて学べるこ
とがいっぱいあるような気がします。
―青山

そうしたわい雑さは、ある種の封建的な価値観と背中合わせでもあるのではない

でしょうか。つまり、祝祭など、日常の価値観がひっくり返る機会があることで共同体の
安定が保たれたることもある一方で、わい雑な価値観がもろにさらけ出されることによっ
て、やはり傷つく人もいるはずです。こうした人の痛みや苦しみの扱いについては、前近
代のお祭りと現代のお祭りで違うのではないかと思いますが、その辺りはいかがですか。
―萩原

多分、お祭りの根底にある世界観にまで踏み込んでいくことになるのだと思いま

す。死生観です。７年に１回やっている諏訪大社の「御柱祭」なんか死者が出るわけです
ね。死というものをどう捉えるか。確かに近代社会の中では、死者が出たということに対
しては、やはり家族としての痛みは非常に多大だということで、このお祭りだって存続さ
せるのはなかなか大変な話だと思います。
しかし、そこは死生観にまで踏み込む話になってきて、封建的な社会が何でもかんでも
全て封建的ということで一掃されてしまうわけでもなくて、もうちょっと丁寧にそこの世
界観にまで踏み込んで、死生観にまで踏み込んでいかなければ駄目なのではないかと一方
では思います。人間は生命系の中の一部というところにもう一度立ち戻る必要があるよう
にも思います。もちろん近代を否定するのではなくて、非近代的なものをどういうふうに
すくい取っていくか。

3.日常の余暇 vs 非日常の余暇
―青山

今の論点は、余暇における日常と非日常の関係といったことにも関連すると思っ

ています。つまり、日常の生活に近い場面で余暇に関わることの強みもあれば、非日常的
な場面で余暇に関わることの強みもあるはずです。
北摂子ども文化協会でも、児童文化センターは、日常圏の中で余暇を提供する施設です
が、プレイパークは非日常的な要素が強い場だと思います。自然体験においても、非日常
的な場面の中で、ふだんとは違う自分や新たな価値観が出てくることが強みだと考えられ
てきました。川野さんは、日常的な余暇と非日常的な余暇の双方に関わる中で、両者の違
いをどう感じていますか。
―川野

ふだんの人間関係で置かれた立場とか、期待されていると思っていることとか、

そういうことから解放されて新たな人間関係の中で自分がいられるというのは、非日常の
すごく大きなところかと思っています。そこの部分では、うまくいっているところという
か、私が目指したいところであれば、日常生活圏にある児童文化センターでも、学校と家
庭との日常の関係性が一回壊されて、同じクラスの友達と来たとしても、クラス全員の構
成で来るわけではないので、一人、その友達がいたとしても、ほかの人もいたり、スタッ
フもいたりという中で新しい関係性がつくられている。そういう意味では非日常です。本

52100119_KyoikuKiyo_9#honbun#1-174.indd

33

2021/03/13

15:15:37

34

Ⅰ

特集

子ども・若者の「社会参加」と「余暇」

当は子ども生活の中にそういう余暇や放課後の時間があるのですが、あまりにも学校と家
庭の関係性というものが子どもたちの日常を大幅に占めているので、今ある生活圏の中の
放課後を非日常につくり替えるというか、それはすごく大事だと思います。
スライドでも見せた子ども会議で、かつて３年生ぐらいの男の子に「子ども会議のよさ
は何」と言ったときに「いろんな人がいること」と。「学校だと、やはりクラスの中で誰
が強いとか、誰が弱いとか、政治だったら小沢さんは権力、言葉の力を持っているけれど
も、そんなふうに学校でも強い子は強いねん」みたいなことを言うので、面白いと思った
のですが、そういう固定化された、あいつはこういうキャラとか、こういうことを言うや
つ、自分はこうと決まっているけれども、ここはそれがないから面白いと言っていました。
プレイパークのほうは確かに月１回しかなくて、まさに非日常で、自治体を越えていろ
んな地域から来ています。そのときに女の子が「ここだったら素の自分を出せる。学校だ
ったら、私、こんなに悪くないよ」みたいなことを言っていて、子どもたちにとっての人
生の大半を占めている学校生活に影響を与えないから自分を出せる。そこで失敗しても、
ちょっと変でも、日常生活が揺るがないで済むという挑戦ができるので、そこで得たもの
は自分たちの獲得物なわけですから、日常生活のエネルギーになっていくというのは本当
にあると思います。
―青山

学校とは違う場であること価値ですよね。中高の部活動も含めて、日本はもとも

と放課後も学校の存在感が大きいですが、近年では、さらに放課後も学校で過ごすことが
政策的にも進められている状況があります。
―川野

そうなのです。放課後子ども教室も空間的には学校の中のままというのは、すご

くしんどいだろうなと思います。しんどくない子も、結局、違う自分を持てないというか、
試せないというか、学校になじめる子はいいけれども、なじめない子の場所が必要なのだ
とよく言うけれども、なじめている子も、人間は多様だから、いろんな側面の自分と若い
うちにもっと出会って、やはり余暇を過ごせる人間になっていったらもっと豊かになれる。
押しつけですかね。

4.「学校」「地域」「インターネット」それぞれの子ども・若者の場
―青山

そのとき、学校はどうすればいいのでしょうか。学校を悪者にするだけでなく、

学校にできることも合わせて考えられるといいと思うのですが。
―川野

学校の先生も市民として解放するというか、ずっと先生というのは余暇がないで

すね。
―青山

先ほど、ユースワーカーとしての私と、その場にいる一人の人間としての私を使

い分けるという話がありましたが、教員にも教師として以外の複数の私が自分の中にいる
はずで、それを意識的にも無意識的にも使い分けていくというか、それぞれの私を認めて
いくことが大事なのかもしれません。
―萩原

ついつい学校が標的にされがち、そういうふうに語られがちになるのですが、多

分、今、学校しか子どもたちを包摂できる場所がなくなっていることのほうが問題だと思
いますね。つまり、地域コミュニティーそのものがだんだん衰弱してきていて、子どもた
ちを受け止める、寛容に子どもたちの生命感覚に根差した、いろんな自由な探索活動がで
きる身近な生活環境があるかというと、厳しい。
私が関わった神奈川県の生涯学習審議会で放課後子ども居場所アンケートをやったので
す。県下の１万 2000 人の小学生です。そうしたら、８割が、放課後、自宅なのです。半分
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以下がちょっと外で遊ぶ。保護者 9000 人にも同じような調査をしたら、親は、外で遊ばせ
たい、自由に遊ばせたい、子どもたちで元気で外で遊ばせたいという思いがあって、ほぼ
100％です。自宅にいる子たちも実は「外で友達と遊びたい」が圧倒的に多い。両方とも同
じ思いでいるのに、なぜ子どもが８割自宅かというと、自由記述を見ると、外に出ると見
知らぬおじさんに怒られて帰ってくる。つまり、地域は見知らぬ大人になっている。近隣
の人でさえ子どもを知らないという関係性になっている。だから、地域そのものがもう一
度、温かい見守りというか、そういうものに再編されないと、学校にみんな集中せざるを
得なくなっている。そんな感じがしてならないです。
―川野

みんな伸び伸び遊びたい、遊ばせたいと思っているのはすごい希望でもあるわけ

ですね。そういう意味では、確かに学校というのは囲われていてある意味安全なので、う
まく活用していけばとかもあるのですかね。学校からの解放をすごく求めてきたけれども。
―青山

学校からの解放と同時に、学校の強みについて考えておく必要もあると思います。

学校外の教育は、結果として様々な格差を広げてしまうことは少なくありません。コロナ
禍では、学校が教育の場であるだけでなくて、食事や居場所の提供など、福祉的な場でも
あることに改めて気付かされました。学校の平等性や包摂性といった強みをどう活かして
いくのかも考える必要があります。
―萩原

一つ希望的な要素があるのは、このコロナによって在宅ワークが増えて、お父さ

んたちが今、地域に戻ってきた。僕も小学２年生の息子がいるものですから、それでもっ
て外に行くと、公園でお父さんが随分いてくれているというか、遊んでいるのです。すご
く増えました。それと同時に、成人男性が地域に戻ってくると不審者情報が減る。すごく
減りました。不審者情報が大幅に少なくなったので安心できる地域になる。最初の緊急事
態宣言が出された１か月ぐらいがそうでした。ただ、宣言が解除されて、都心のほうに通
勤するようになってから、またそういう情報が回ってくるようになった。だから、仕事も
テレワークへ変えていかないと子どもたちの安全は守れないという部分は大きいと思いま
す。こういうのも一体化してやらないといけない。
―青山

「necota」の話で出てきたように、学び、仕事、余暇が連動しているイメージで

すね。逆に１つだけ変えるのが難しいということでもあります。
―櫻井

今の話の流れで、僕は今日は「necota」として話をしていますが、一方でスクー

ルソーシャルワーカーとして学校内で特に社会的に困難な家庭と関わる仕事もしているわ
けです。このコロナ禍によって何をもたらしたかというと、コロナ禍であったとしても働
きに出ざるを得ない親御さんであったり、テレワークとか、そういう働き方が保障されて
いる企業で働いているかどうかという問題であったり、逆に家庭に戻ってきたからこそ家
庭内でのストレスを強めて、家庭内での、もともと脆弱な家庭であるからこそ、その脆弱
性が表出、表面化していくということが往々にしてあります。
学校がこれまで包摂していたのが、学校も休業になった期間もあって、そこが包摂し切
れなくなった。学校休業期間は非常に困難な期間でした。逆に言うと、学校休業期間があ
ったがゆえに、もともと学校に行きづらい、行きたくないという思いがどんどん広まって
いっているような傾向があるし、今、学校に行きたくないということを教育現場はどうい
うふうに受け止めるのか、非常に求められていると思っています。
学びの保障でもあるのだけれども、地域全体で包摂していくために、逆に言うと、学校
が包摂してきたという歴史もあるのだけれども、学校がすごく中心化していたということ
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は間違いないのだろうと思っています。そこは、今、萩原先生がおっしゃっていたように、
地域の中でどういう包摂機能をつくっていくかということはやはり求められているのだろ
うと思うし、そこをどういうふうにつくっていくか、民間だけではないのですが、地域の
人間がどう動いていくかということが考えられると思っています。
―川野

さっきの社会教育のところでは格差があると言いましたが、だからこそ公立の社

会教育施設はそこの差がないわけです。そんなにお金がかかるわけでもないし、親の経済
とか関係なく、子どもが来たいと思ったら来られる場なので、そういう部分で学校と一緒
というか、だから、学校教育と社会教育が両輪になって、子どもが自分の自由意思でいつ
でも来られる社会教育の場というのはすごく必要だという問題です。
さっき、学校からの解放を求めていたけれども、そうではないのかというのは、私は物
理的な空間として言ったわけで、学校という備えを生かして、学校機能は何時に終わるけ
れども、その次は社会教育機能として、学校という施設、建物を使うという意味合いで言
っていて、学校と社会教育、両方を利用する。
―萩原

もう一つの視点で、学校でもない、家庭でもない、地域でもない、第４の無縁の

場が必要、だと思っています。インターネットが発達したことで、まめたさんの実践のよ
うに、ある意味、世間の価値観からも解放されるというか、括弧にくくれる場所、そうい
う無縁の場は、マイナスによく使われますけれども、そんなことはなくて、無縁というの
は、世間の有縁のしがらみから一回距離を置ける場所というふうな意味で、そういう第４
の無縁の場というのがこれから意味を持つ。そうではないと、多様な今の社会の中では、
今の学校と地域と家庭だけではそれでもやはり生きづらいという人たちは当然出てくるわ
けです。
―遠藤

無縁の場所は、ネット署名は目的があるのですが、私はインターネットはすごく

好きなので、それこそ Airbnb の会社の理念は、誰にでも地球上に居場所があるということ
らしいです。インターネットを介して、本来、出会うはずのなかった、ある町に住んでい
る、ある人の暮らしを経験するみたいなことを今、求めている人がいる。無縁の縁という
か、そういうところに癒しを求めている人もいますね。ホテルとか、既存のつくられたも
のではない、町のある人の人生みたいなものに対する思いというのはあるのだと思います。

5.おわりに
―青山

議論は尽きませんが、最後にここまでの感想をお願いできますか。

―川野

もやもやしています。さっき非日常について振ってくださいましたけれども、プ

レイパークで月１回しか会わないという、それは最初の参加者にとっては、私が思うに、
無縁の場なのですね。そこでだから、さらけ出せる。さらけ出せるのは無縁で始まるけれ
ども、ここは出しても否定されない。受け入れてくれる。そして、失敗しても日常に引き
ずらないというのがあるから、だんだん出せていくのです。そうやって受け入れてくれる
と思えることは、そこで関係性ができ始めているのですね。やはり目指しているのは無縁
ではないのです。無縁の場と言っているけれども、いや、やはり無縁の場ではない、無縁
ではないことを大事にしたいとか、そんなことを思いました。
―櫻井

まず、無縁、有縁の話で言うと、インターネットをはじめとして、スタートはき

っと無縁なのだろうと思いますが、もしかしたらそれは無縁のままかもしれないけれども、
もしかしたら有縁になり得るかもしれないみたいなところは可能性としてあるのだろうと
思っています。
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このコロナ禍で僕らもオンラインで若者たちと集ったり遊んだり、対話する機会をつく
ってきましたが、既につながっている子たちとの対話ももちろんあったのですが、つなが
っていない子たちとの関わりも実はありました。そういう意味で、新しくつながれたとい
うか、ただ、つなげ切れているわけではなく、まだ無縁なのですが、もしかしたらそのう
ち有縁になるかもしれないけれども、そういう可能性をはらむことはきっとあるのだろう
と思っておりました。
全体を通しての感想でいうと、僕らが今、生きていく社会で、萩原先生のお話があった
かと思いますが、これから社会の一員として生きていく能力みたいなものが生産性を基盤
にすごく求められていて、それがどんどん高度化していく。経済を回すみたいな文脈で高
度化していて、そういうところから社会の在り方自体も僕らは問い直していかなければい
けないと思うし、そのためのキーワードがきっと余暇なのだろうと思っています。そうい
う社会構造そのものに対する僕らの働きかけやメッセージみたいなものと、現場で実際に
余暇の場をつくっていくということのいろんな側面を今後も続けていかなければならない
だろうなと思いながら、本当に皆様のお話は勉強になりました。ありがとうございました。
―遠藤

人は多分、見せる顔は所属する場面によって変わってくるので、学校で見せる顔

と家で見せる顔、グループによって違ったりします。いろんな顔を子どもの頃から経験し
たり、ここでは学校の話ができるし、ここでは別の話ができるというのはいいことだろう
と思いつつ、それができるのは経済的に制約があったりというのが現状だと思います。そ
の可能性というのが、経済的な要素や、その人の家庭環境などで限定されず、あと、住ん
でいる場所、LGBT の居場所は今、都会にしかないので、そういうことに制約されないで保
障していくということが課題だと思っています。
インターネットは自分の仕事なので、インターネットは大好きなのですが、それと同時
に、ネットのコミュニケーションの深さはなかなか難しいのですね。けんかしたらそれで
終わってしまうので、そうではないリアルな場所で、しかも平等に扉が開かれている状況
を保障することは改めて大事で、これからも考えたいと思います。
―萩原

一つ誤解がないように補足しておきたいのが、図 22、23 で上半分が機能性・生産

性・有用性の世界、下半分が生命性・存在性の世界というふうにしたものの、あれは別に
分離・対立しているわけでは決してなくて、人間が社会を回していくためには経済的な有
用性と生産性の側面はどうしても大事な部分ですし、でもそれを裏支えしているのは生命
性や存在性の世界が豊かにあってこそだというところにもう一度立ち戻る必要があって、
一方的な抑圧関係ではなくて、それを相互にバランスよく循環していく、その循環をどう
やって取り戻したらいいのだろうという、そこなのですね。そこからもう一度、具体的に
どういう知恵を出していくかは、多分、大きなビジョンというよりも、円の下半分にいろ
いろヒントがあるような気がします。
―青山

今回の議論は、青少年教育施設・団体、ユースセンター、プレイパーク、児童館、

学校など、子ども・若者に関わる様々な立場に共通する話題だったのではないでしょうか。
共通の「もやもや」を議論できて有意義でした。今後もこうした議論を続けていけたらと
思います。登壇者の皆さん、今日はありがとうございました。御来場いただいた皆様も、
ありがとうございました。（拍手）
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【登壇者の著書・所属団体など】
-川野

麻衣子

氏

『ひと山まるごとプレイパーク

日常の緊張感から解放される場所』(2019)萌文社

特定非営利活動法人北摂こども文化協会 http://hokusetsukodomo.com/
子ども・若者支援専門職養成研究所 https://ipty2014.wixsite.com/mysite
-櫻井

龍太郎

氏

生き方工房 necota

https://www.necota.org/

こおりやま子ども若者ネット https://kowakanet.localinfo.jp/
-遠藤

まめた

氏

『ひとりひとりの「性」を大切にする社会へ』（2020）新日本出版社
『オレは絶対にワタシじゃない』（2018）はるか書房
LGBT ユースの居場所「にじーず」のホームページ https://24zzz.jimdofree.com/
Change.org https://www.change.org/ja
-萩原

建次郎

氏

『居場所―生の回復と充溢のトポス』（2018）春風社
(共編著)『若者の居場所と参加:ユースワークが築く新たな社会』(2012)東洋館出版社
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