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【要旨】

青少年教育においては，実践に関する情報公開と研究過程の共有化が様々な教育課題を解決す

るために重要だと考える。特に，集団としてではなく，青少年個人を視野に入れた新しい実践を

ふまえると，青少年と指導者を含む様々な人物の人間関係が十全に機能している場合には，人的

要因間に特定の関係が成立していると仮定できる。この場合，この機能を，人的要因のそれぞれ

がもつ学習支援の行為の関係性とその総体によってあらわすことができるのではないかと考え，

この関係性のモデルを作成してみた。ここでは，このモデルを「学習支援の劇場モデル」と呼ぶ

こととする。この学習支援の劇場モデルは，実践や研究の課題を整理するためのモデルであり，

今後の施設経営や事業評価，指導者の養成・研修に有効な示唆を与えると考える。
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Ⅰ 研究のねらい

青少年がさまざまな体験活動をとおして，異

世代との交流や青少年同士の人間関係を築き，

豊かな人間性を育むことが，今日の重要課題と

なっている。これらの課題は，個々の青少年教

育事業の目標に具現化，プログラム化され，参

加者である青少年の学習成果等の評価を積み重

ねることによって，解決していかなければなら

ない。いいかえれば，重要課題や施策と個々の

事業目標が乖離しないような取り組みが必要で

ある。

このような取り組みに必要不可欠な事業目標

の設定と評価については，昨今，研究領域でも

行政内部や青少年教育の現場でも指摘されるよ

うになってきた。しかし，その具体的な手法は

一般化されているとは言い難いし，多くの指導

者においてもその必要性の認識は未だ十分とは

言い難いだろう。

また，指導者がもつ課題の共通理解や，課題

解決のための枠組み―パラダイム―を再構築す

る試みが十分ではないともいえる。その中で
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も，指導者による自らに関する様々な視点から

の実践分析が不足しているように思う。例え

ば，青少年教育事業における最もミクロな部分

の一つ，青少年に関わっている施設職員やス

タッフ，ボランティアの悪戦苦闘についての分

析や検証はほとんどないといってよいだろう。

本稿では，以上のような問題意識にもとづ

き，青少年を支援する人的要因について分析す

るためのモデルを作成し検討を試みた。

Ⅱ 問題の所在

青少年教育におけるいわゆる指導者は，様々

な立場や関わり方がある。それは，ある資格を

もっている指導者であったり，ある分野におい

て得意な人であったり，施設職員であったり，

地域住民のボランティアであったりする。加え

て，青少年自らがリーダーとなって関わる場合

もある。

しかしながら，指導者の情熱と「職人気質」

的なものに頼らざるを得ない状況が共通して見

受けられ，特に教育行政機関としての青少年施

設職員や専門的指導者の役割が見えにくくなっ

ている問題がある。

また，個々の事業が対象とする青少年には，

いわゆる「問題児」が指向されておらず，参加

者の実態もいわゆる「おりこうさん」が多いと

想像される。

特に，行政においては「おりこうさん」を対

象にした「健全育成」か，もしくはその対局に

位置する「非行対策」の二分化した事業展開と

パラダイムに陥りやすい。しかし，今日の青少

年の現状を鑑みればこうした両極に挟まれる若

者たちが，実はもっとも支援を欲しているので

はないだろうか。また，青少年教育が多くの若

者の一部を対象としているに過ぎず，実際に必

要としている若者に支援が届いていないのでは

ないだろうか。こうした自らに対する「問いか

け」が指導者のパラダイム構築のヒントになる

と思われる。

こうしたことから，事業の参加者の傾向や行

動変容，ひいては関わる人物の分析が一面的に

なりがちな青少年教育事業を成人を対象にした

社会教育・生涯学習事業と同じように，対象と

する青少年を学習者もしくは市民としてとら

え，その学習を支援する様々な人的要因の役割

について分析する作業を，指導者が自ら行うこ

とが必要だと考える。

Ⅲ 青少年一人ひとりの支援を視野に入

れた新しい実践

１ 青少年施設における居場所づくりの試み

都市部の青少年施設では，講座事業等による

教育形態に加え，青少年一人ひとりが気軽に施

設に立ち寄り，くつろぐことができるように環

境を整備し，そこで大人や友人達との会話など

によって人間関係をつくり，自立していくため

の力を培う支援策に取り組んできた。このよう

な「若者の個人利用を重視した施設は１９９０年代

になって増加している」（１）。

こうした施設経営は「居場所づくり」とも呼

ばれているが，インフォーマルな人間関係性を

日常の業務として位置づけることによって，よ

り多くの青少年に青少年教育のサービスを提供

しようという試みともいえる。また，「居場所」

は青少年が学校や地域，職場以外の空間で，

様々なそして普段とは違う人間関係を形成しな

がら成長していく場ともいえよう。

例えば，京都市の「青年の家」や「青少年活

動センター」，杉並区の「ゆう杉並」，１９９０年代

前半の東京都青少年センターでの取り組みであ

る（２）。

これらの新しい施設経営においては，常に不

特定多数の青少年を対象にすることにより，講

座事業等には従来参加していなかったような高

校生や，浪人生，大学生，そして勤労青年等比

較的幅広い年齢層が訪れるようになった。同時
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に，施設利用者にはいわゆる社会規範になじめ

ない青少年などが訪れるケースも多くなり，青

少年同士の「いざこざ」や施設における不良行

為もみられた。一方で，多様な青少年を含めた

様々な人間関係を築くチャンスが増え，利用者

が自主活動や事業ボランティアとしての活動に

広がるケースが多くなった。

こうした試みにおいて職員は，従来の役割と

は若干違った個別的な支援方法が求められるよ

うになった。

２ 職員の役割と施設経営全体への影響

前述した「居場所づくり」という施設経営に

おける，職員の役割には以下の共通点が挙げら

れる。

!１ 青少年一人ひとりに対する個別的な支援

を職員の役割として位置づけていること

!２ 教育方法を指導的方法から支援的方法へ

転換し実践していること

!３ 様々な人的要因を発掘し，それをつない

で施設経営に参加させていること

!４ 多様な青少年一人ひとりが集まることが

出来る空間をつくっていること

!５ 様々な困難を抱えている青少年とも向き

合う覚悟をもち対処すること（３）

例えば，「ロビーワーク」とよばれる役割で

ある。施設のロビーを訪れるさまざまな青少年

のニーズに応じて答えたり，職員から利用者に

声をかけたりする。実際には，活動場所や講

座，イベントの説明であったり，青少年の進

路，就職，恋愛などの相談や単なる会話だった

り，最近の流行についてのおしゃべりであった

りする。こうした職員の行為は，広い意味での

カウンセリングやガイダンス，そしてグループ

ワークの機能があり，さらに青少年のニーズを

リサーチする効果もある（４）。

また，京都市南青年の家では，ロビーワーク

と講座事業等とのそれぞれの機能を結びつけ施

設機能の総体を構造化し，職員の役割を施設機

能の中に明確に位置づけている。

このように，都市部の青少年施設における

「居場所づくり」の新しい実践は，青少年の個

人利用を促進し支援することによって，施設の

機能全体の活性化へ結びつけているといえよ

う。同時に施設職員の研修や，ボランティアス

タッフのOJTなどに力をいれ，そのスキルアッ

プを図っていることも特筆すべきである。

Ⅳ 青少年を支援する人的要因の関係

～学習支援の劇場モデル～

１ 学習支援の劇場モデルの説明

前節の実践をふまえると，青少年とその支援

者との人間関係が，施設内で十全に機能してい

る場合には，図１のような人的要因の関係が成

立していると仮定できる。

この関係図は，演劇の制作過程に例えて「学

習支援の劇場モデル」（３）と名称をつけておこう。

「劇場」という空間は役者の他に，制作過程に

関わる様々なスタッフ，劇場の管理者，さらに

観客によって成立するものであり，役者は観客

という不特定多数の視線の前で，主体的な自己

表現を行うものと想定している。

そうすると，青少年施設における人的要因は

以下の劇場の人的要因（カッコ内）になぞらえ

ることが出来る。

ア 青少年（役者）

イ ワーカー（演出補・演出助手など）

ウ 専門スタッフ（演出・舞台監督・脚本

家・音響・照明・美術など）

エ 施設職員（制作・広報，劇場支配人など）

オ 外部講師（振り付け・ヴォイストレー

ナー・歌唱指導など）

カ その他の人的要因としては，スーパーバ

イザー，観客，施設の清掃・警備，受付

スタッフなどがいる。

また，「青少年」以外の人的要因は，青少年
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○……人的要因                   学習支援の行為�
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に対して独自の学習支援の行為がある。それは

以下のとおりである。

Ａ ワーカーは，青少年の集団において，個

別の学習活動や青少年間の関係づくりを

支援する。

Ｂ 専門スタッフは，青少年の集団・外部講

師・ワーカーに対し，学習支援のプラン

ニングやアドバイスを行う。

Ｃ 施設職員は，専門スタッフに対し，学習

内容と学習支援全体の計画立案・評価，

場の確保・管理，専門スタッフ間の調

整，広報などを行う。

Ｄ 外部講師は，青少年の集団に対し学習活

動に必要な知識や技術を伝達する。

さらに，専門スタッフや施設職員に対し，

スーパーバイザーがいる場合は外部からの助

言・評価が行われる。

２ 本モデルの意義と課題

施設（劇場）において，青少年（役者）は他

の青少年や専門スタッフ等との人間関係をつく

りながら，社会参加（観客へ発信）していくこ

とが目標となる。

この場合，施設は，青少年が社会参加するた

めに必要な日常的なトレーニングの場であり，

生きる力を培う場ともいえる。このような青少

年の行動そのものが社会参加のための学習とと

図１ 青少年を支援する人的要因の関係図～学習支援の劇場モデル～（伊藤，２０００を改訂）
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らえている点に，本モデルの特徴がある。

つまり，本モデルにおいても，体験活動など

の講座事業と同じように，青少年の人間関係性

や主体性の変化を働きかける人や場所，支援技

術などの開発と評価が重要となる。

例えば，「ワーカー」や「専門スタッフ」は

その属性や雇用・参加形態に関わらず，イギリ

スの「ユースワーカー」に似た役割として，わ

が国の従来の指導者と違う役割の構築に取り組

んでいる事例もある。この新しい役割をもつ指

導者の養成・研修は，研修の参加者が独自のス

キルを身につけることが必要であるが，それは

「誰もが獲得を目指すことの可能なものとし

て，獲得過程が平準化されること」（５）が今後の

課題であろう。

また，個々の人的要因がもつ「職人気質」や

スキルに依存したり，特定の人的要因が存在し

たりすればよいだけではなく，本モデルは，人

的要因と学習支援の行為の相互関係において，

支援の総体が成立していることに着目しなけれ

ばならない。

というのは，従来の青少年と指導者の関係を

モデル化するとすれば，青少年を観客として，

指導者が自ら役者となっていたのではないだろ

うか。こうした従来型と本モデルを比較すれ

ば，人的要因や学習支援の行為の細分化と相互

関係には明確な違いがあるといえる。この点か

らも，新しい指導者の役割が浮かび上がってく

るだろう。

そして，青少年自らがワーカーや専門スタッ

フなどの役割を担うようになると，いわゆる

「参画」の概念に近づくのではないだろうか。

以上のように，本モデルは新しい指導者の養

成・研修，新しい施設経営，そして青少年の行

動変容に示唆的ではないだろうか。

ただし，同じ人的要因でも，ケースバイケー

スでその数が変動したり，存在しなかったり，

また特定の人的要因が複数の学習支援の行為を

こなしていたりする場合があることに留意しな

ければならない。むしろ，多くの実践では人的

要因の総数が十分でなく，限られた人員の中で

いくつもの学習支援の行為が重なり合っている

だろう。つまり，個々の学習支援の行為がダイ

ナミックに相関関係をもたないと，総体として

の支援が成立しない。したがって，人間関係が

十全に機能しているかどうかを検証する必要が

ある。

Ⅴ 学習支援の劇場モデルによる事業分

析の試み

今後の研究課題に代えて，本モデルにもとづ

いた青少年教育事業の評価を試みることによ

り，その可能性を提案しておこう。

１ 本モデルを活用した実践分析事例

本モデルに以下のＡ事業をあてはめたものが

図２である。

Ａ事業は，施設の空間を使って，定期的にバ

ンドライブを開催している。その企画や運営は

できるだけ青少年自身が行うことを目標として

いる。事業を開始しておよそ１年経過してい

る。

いわゆる役者であるバンドメンバーやライブ

スタッフたちの目標は，できるだけ多くの観客

をよんで，充実した演奏ができ，ライブを自分

たちで運営することである。

演出補・演出助手役の某バンドリーダーは，

バンドメンバーやライブスタッフたちの企画の

相談に応じたり運営をとりまとめたりしてい

る。また，施設職員と打ち合わせも行ってい

る。場合によっては施設職員もこの役を担うこ

ともある。

演出・舞台監督などの役は，上記と同じバン

ドリーダーと施設職員が両者で相談・協力して

担い，ライブ空間のプロデュースや音響機材の

操作などを行っている。
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ライブを観にきた観客�

ラ
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バンドメンバーや�

ライブスタッフなど（役者）�

施設職員Ａ�

（制作・広報など）�

バンドリーダーと施設

職員A（演出補・演出

助手）�

バンドリーダーと施設

職員A（演出・舞台監

督など）�

制作・広報などの役は，もっぱら施設職員で

ある。当然，施設や備品の管理，日程調整など

も行っている。

振り付けやヴォイストレーナー，SVの役は

この事業には存在しない。

Ａ事業をあてはめた図２と，理想とも言える

図１を比べると，図２があきらかに「人的要因」

と「学習支援の行為」の数が少ない。さらに，

特筆すべきは特定の人的要因が，いくつもの学

習支援の行為を担っていることである。実質的

には，単線的な学習支援の行為しか存在してい

ない。

図２ 本モデルを活用した実践分析事例～Ａ事業の場合～
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以上のことから指摘できることは，一つに，

それぞれの指導者の役割が不明確なまま事業を

展開しているということ。二つ目に，必要だと

思われる指導者が存在しないため，全体として

役割が不足しているということ。三つ目は，特

定の指導者がいくつもの役割を担っているこ

と，が指摘できる。

つまり，学習支援における役割分担が不充分

なために，特定の指導者の負担が大きく，機能

しにくい状況といえるだろう。しかしながら，

結果的にライブを開催し，バンドメンバーやラ

イブスタッフの満足度がある程度高いと思われ

るのは，バンドリーダーと施設職員の信頼関係

によるものが大きいと想像できる。両者に対す

る依存度が高い支援体制といえよう。

また，指導者の役割が与える事業へのインパ

クトが少ない現状が続くとすれば，いわゆる事

業の「マンネリ化」を招くおそれがあるといえ

る。

施設職員としては，様々な役割を「だれが」

「どのように」担っているのか，を整理し把握

し，必要ならば新たな人材を発掘する必要があ

るだろう。

２ 指導者の評価への応用

Ａ事業のようなインフォーマルな状態の中か

ら，人的要因と学習支援の行為を的確に探し出

し，それを評価することは非常に難しい。指導

者の評価にあたっては，前述したような役割の

整理と，事業計画の立て直しが必要であろう。

また，それぞれの役割に対する満足度が把握

できていない状況は，指導者の評価のための素

材が不足している。

このような指摘そのものを広義の事業評価と

とらえて，あらたな事業計画の立案に活かすと

ともに，具体的な事業評価の方法を開発するこ

とが重要である。例えば，Ａ事業におけるバン

ドメンバーやライブスタッフが，自らの役割を

自覚し主体的に運営できたか，充実した演奏が

できたか，観客の満足度は高かったかなどの観

点は指導者の評価に重要である。

３ 指導者の課題

学習支援の劇場モデルを用いて指導者の役割

や支援体制の評価を試みることにより，事業の

企画・実施における役割分担や，人や物，金の

マネジメント，そして事業の内的要因からのス

クラップアンドビルドが図られると思われる。

なお，本モデルは青少年教育事業にのみ該当

するものではない。成人教育事業においても十

分に活用できるものといえる。付け加えるなら

ば，対象が違っても学習支援の原理は共通して

いるといえるだろう。

さいごに，本モデルをふまえた，新しい指導

者の役割と評価に必要だと思われる条件をまと

めておく。

一つは，指導者一人ひとりの実践力である。

日常的に指導者の評価を行うため、積極的に

OJTを積み重ね，技法のレベルアップを図るシ

ステムが求められる。

二つ目は，青少年自身の主体性・共同性・共

感の度合い・人間関係性の変容測定（６）である。

本モデルでも，青少年の内的要因の変化は，指

導者の役割に対する最も重要な評価のひとつで

ある。学習者自身の成果の評価は，教育評価の

技法などを活用することができるが，本モデル

の特徴の一つは，いわば外的要因である指導者

（おとな）と環境（場所）を変数として，青少

年自らが成長していくことを仮定しているの

で，青少年自身の行動変容や評価が不足してい

る（７）（８）。

三つ目は，施設経営の公開性である。例えば

単年度，３年間の事業評価を積み重ね，事業計

画の再構築を図る際に，市民に対して事業成果

を徹底的に周知するのでる。一般にもわかりや

すく公開することによって事業評価の開発を進
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めることができると同時に，次世代の指導者養

成につながることであろう。新しい指導者が青

少年にとって職業選択肢の一つになることが理

想ではないだろうか。
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