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中・高校生の雑誌制作を活用した地域への「参画」について
－杉並区内の中・高校生による地域活動を事例として－

石　井　晶　子

Youth’s Participation in The Community Activity Through 
Magazine Production:

A Case Study of Community Activity by Junior High School and 
High School Students in Suginami-ku

ISHII  Akiko

【要旨】

　本稿では，中・高校生が「まち」と関わりともつ参画プロジェクトの手法として，「中高生が

中高生のために発信する情報誌づくり」を体験することで得られる効果や，「参画」における大

人スタッフの役割について取上げる。活動分析は，参与観察と質問紙調査によりその効果につい

て明らかにした。参与観察ではその活動について，ミーティングの状況，大人スタッフの役割，

雑誌制作過程について概観する。そして質問紙調査では，①活動についての評価，②自分の変化

と他者への関心，③メディアの見方について，④地域への関心について見ていく。

【キーワード】
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Ⅰ．本稿の目的

近年，ロジャー・ハート（2000）が，「子ど

もの参画」の意義を提唱して以来，子どもの居

場所づくりの視座として「参画」についての研

究が蓄積されてきた。ハートは，「子どもの参

画」による「コミュニティー学習」や「環境教

育」を真に実現することで，民主的な社会を形

成する市民意識を構築することができると提言

している。この点は，今後の地域社会での青少

年の育成の方法として注目されるものである。

ハートの考える活動では，子どもの主導・主体

性・自主性が尊重され，参画は多様であること

が必要条件としてあげられている。子どもが主

体的に「参画」することで責任を持ち，地域で

行動し，問題に気づき，考えることが期待され

る。また「参画」プロジェクトを展開するため

に，子どもの主体性が尊重されながらもハート

が示すように「ある段階では社会的に力のある

大人とともに活動する必要」がある。そして

ハートは，プログラムや教育活動を実践する際

の子どもの参画形態と，その活動で大人が関わ
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る程度の指標となるものとして「参画のはし

ご」（レベル１～レベル８）を示している。「参

画のはしご」のレベルは，子どもの力量で参画

のレベルが選択できる指針となる。そして子ど

もの「参画」が充分に機能するためには，大人

のファシリテーターとしての役割や働きも重要

な要素である。

これまでも中・高校生の参画の事例として，

児童館など施設を中心とした「居場所」で実践

されている内容が取り上げられてきた。しかし

参画で用いられる手法や，その効果について着

目したものについてあまり論じられていない。

そこで本稿では，地域での参画プロジェクトの

手法として「雑誌制作」を用いることの効果に

着目し，今後の中・高校生の「参画」のあり方

の布石としたい。

Ⅱ．先行研究の整理と研究の視点

中・高校生の地域活動は，「居場所」「参画」

をキーワードとして，その意義が重要視される

ようになってきた。本章では，これまで先行研

究で扱われてきた「参画」や「居場所」につい

ての議論を整理し，これまでの研究でどの点が

欠けていたかを検討していく。この点を明らか

にしていくために，ここでは①既存の施設での

居場所づくりに「参画」を取り入れた実践紹介，

②「参画」「居場所」の意義や役割を論じたも

のに整理していく。

まず１点目の実践例としてよく取り上げら

れ，この数年活発に議論されている中・高校生

の居場所として，杉並区の「ゆう杉並」（鈴木

2000・1999，新谷2002・2001，松木2000な

ど）や，町田市の「ばあん」（岡本2002，山口

2000など），佐倉市「ヤングプラザ」（住田・

南2003）が注目されいている。特に「ゆう杉並」

については，鈴木（1999）が「居場所をみつ

けた子どもたち～子どもの参画による「ゆう杉

並」の活動」で，その活動の様子を紹介してい

る。また「ゆう杉並」中高生運営委員会メン

バー，「ゆう杉並」職員，参画していない中高

生，大人社会などの関係性について，新谷

（2002）が，参与観察やインタビューにより分

析を行っている。これらの先行事例は，施設の

運営の方法を従来の大人主導ではなく，青少年

による施設づくりや，自主的な活動指針，子ど

ものニーズに対応する施設づくりについて提言

している。

２点目の「参画」や「居場所」についての意

義や役割は，様々な領域で議論されている。社

会教育の領域では，自治体やＮＰＯを中心とし

た地域活動の意義（水谷2003，新谷2002）や

「まちづくり」（寺本2004，1996など），子ど

もの権利としての「参画」の意義（喜多2003，

1996など，増山2001）などで積極的に取り上

げられている。また，学校教育の中でも林

（2002）は参画授業の概念を構築している。さ

らに「総合的な学習の時間」での実践（中野

2004， 寺 本2000な ど， 金 崎2001， 陣 内

2002），環境教育（平山2002，とよた1998な

ど），情報教育（田上2002）でも「参画」が取

り上げられている。また教育以外にも，建築学・

都市計画（木下2003・2001，仙田1999）や心

理学（久佐賀2003），社会福祉（大澤2004）

などの領域でも「参画」に着目した研究が進め

られている。

このように，先行研究から，既存の施設・学

校などでの子ども・若者による「参画」の意義

や課題，実践活動の指針について多くの知見を

得ることができた。しかし「参画」で活用され

る手法については，まだ十分に検討されていな

い。

そこで本稿では，これまでの先行研究の知見

を踏まえつつ，中・高校生の生活環境である「ま

ち」と関わりをもつ参画プロジェクトを実践例

として取り上げ，そこで活用される中・高校生

による地域情報誌制作の効果について明らかに
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していく。そしてこの活動の過程でメンバーで

ある中・高校生の「まち」への意識，メディア

に対する見方，自他に対する認識の変化につい

て質問紙調査と参与観察を用いてみていく。

中・高校生による地域を基盤とした雑誌制作活

動を事例とすることで，今後地域で中・高校生

の「参画」を活性化するための方法という教育

的課題を提示する。

Ⅲ．中・高校生の地域情報誌制作の調査

概要

（１）「年長児童育成の町施行事業」と調査対象

本稿で取上げる杉並区の中・高校生の地域情

報誌制作活動は，厚生労働省の補助事業「年長

児童育成の町施行事業」（注１）の一環として始

まった。事業開始直後は「ゆう杉並」の中高生

運営委員会を中心に，その活動内容について何

度も話し合いを重ね「中高生が中高生のために

発行する」情報誌を作成することが決定した。

そして改めて杉並区に在住する中・高校生に編

集委員としての募集を行った。募集は，杉並区

の公立中学校・高等学校を通して行った。募集

の掲示などの告知については，各学校に任せら

れている。募集の結果，参加人数は男子11名，

女子13名である。

本稿の調査対象者は，この事業の参加者と

し，調査期間は，2001年１月～2001年10月

の完成時まで。その間月２回の編集会議，各班

ごとに行われていた会議などの参与観察を行っ

た。さらに2001年10月の雑誌完成日に集まっ

た中・高校生に質問紙調査（自記式）を実施し

た。まず次節では，参与観察でみられた活動の

様子，大人スタッフの役割について概観する。

（２）大人スタッフの役割

「参画」を効果的に進めるためには，優れた

大人スタッフの役割も不可欠である。この点に

ついてハートは，大人の役割は「知識を伝える

人として働くのではなく，子どもが自分達で活

動できる舞台を整え，そのことによって子ども

たちを助ける人」であり，「子どもが自分自身

で問題を発見し，その答えを見つけ出すように

する」と述べている。つまり大人のファシリ

テーター，あるいはアニメーターとしての役割

は，子どもが主体的に活動できる空間を保障す

ることにある。

本プロジェクトには，中・高校生を支援する

役割として，区職員２名と雑誌作成について直

接アドバイスする大人スタッフ３名が関わって

いた。職員は，主にミーティングの場所の手

配，業務連絡などの役割を担ってきた。一方雑

誌編集の内容について直接支援する大人スタッ

フの本来の職業は，子どもの地域活動の主宰

者，印刷業者，フリーの編集者である。この大

人スタッフ３名は，それぞれ雑誌を編集する過

程で発生する作業（編集の方法，取材の方法，

デザインなど）に対して中・高校生にアドバイ

スをしていく。しかし中・高校生に一方的に指

導をしてしまうのではなく，編集作業手順の方

向づけや困ったときのアドバイザーである。

今回，活動に参加した大人スタッフが，実際

の雑誌編集に関する専門性を有している者や子

どもを対象とした活動を手がけている者が関

わっていた点は，後述する質問紙調査の結果に

も表れているように，活動の満足度に良い影響

を与えた。実際に大人スタッフは，大人が出版

している雑誌制作に近い体験ができるような環

境を整え，大人の雑誌制作現場の例をあげなが

ら説明・アドバイスを行った。その結果，今回

のプロジェクトが中・高校生にとって遊びとし

ての体験ではなく，本物の雑誌を作っていると

いう体感を得たようである。また大人スタッフ

は，中・高校生の能力を信頼する態度で接した

ことから，中・高校生が大人スタッフのアドバ

イスに対して信頼をもったと考える。

今回のプロジェクトは，中・高校生が自然発
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生的に始めた活動ではなく，大人が介在した計

画事業であった。しかし具体的な活動内容や進

行などについては，中・高校生が主体的に進行

していくことは終始徹底されていた。つまりプ

ロジェクトで中・高校生の「参画」を効果的に

するためには，大人が中・高校生にどのような

関わり方をするかという点がポイントとなると

言える。

（３）雑誌制作過程の様子

本節では，中・高校生の雑誌制作の活動過程

を概観していく。まず活動全体にかかわる事柄

については，常に全体ミーティング（注２）で話

し合われ，決定される。ミーティングでは，中・

高校生から選出され代表者となった A男が，
司会進行を行った。A男は，当時中学３年から
高校１年生にかけての期間で，メンバーの中で

最年長者ではない。その他，書記や会計担当者

もそれぞれ選出され，事業の運営や内容決定

は，すべて中・高校生中心に進められ，中・高

校生に主導権があった。ここでの大人の役割

は，作業にかかる日程の調整や，大人の発信す

る雑誌を用いて雑誌が与える印象や役割などの

説明を行い，「～すべき」という指示を与える

ものではなかった。また今回の雑誌の掲載の内

容についても，全て中・高校生の発案により中・

高校生のミーティングの合議で決定したもので

ある。その内容は主として，①「インタ

ビュー」，②「地域の中での職業体験」，③「町

の探索体験」，④「中高生へのオススメ生活情

報」に分けることができる。掲載内容決定後は，

各自が扱ってみたい内容ごとに班に分かれた。

具体的な作業は，各自・各班の進行で進められ，

必要に応じて大人スタッフと連絡を取り合いな

がら取材，調査，体験などをすすめた。

そして各班ごとに取材・体験で得た情報を編

集・校正作業に入り，それぞれの担当ぺージで，

イラスト担当，写真編集，文章作成，全体構成

などを分担しすすめていた。構成や記事の内容

などは，大人スタッフが自分たちの自己満足で

終わるものではなく，相手を特定できない多く

の人に手にとってもらうための方法などを必要

に応じて指導をうけ，凝ったデザインやキャッ

チコピーなどを練りあげていく姿がみられた。

これらの雑誌制作の過程は，交渉，妥協，利

害の対立，情報の取捨選択，意思決定と行動，

表現方法の模索，公共性と自己主張の葛藤な

ど，様々に解決をしなければならない場面の積

み重ねである。このように様々な問題を解決し

ながら，見えない他者へ情報を発信する作業を

通して，メディアの見方，他者との関わり，地

域への関心を深めていく様子を観察することが

できた。

Ⅳ．質問紙調査の方法

調査方法は，2001年10月の雑誌完成日に集

まった中・高校生に質問紙調査（自記式）を実

施した。

質問紙調査の被験者である中・高校生は，雑

誌の完成日に集合した14名である。被験者の

内訳は，中学生10名，高校生４名，性別は男

女各７名づつである。本調査では，雑誌制作の

過程を経験した中・高校生達の様子について，

次の４点について明らかにしていく。―①活動

に対しての評価，②自分の変化と他者への関

心，③メディアの見方について，④地域への関

心についての４点である。

Ⅴ．質問紙調査の結果及び考察       

（１）活動に対しての評価

まず活動全体について中・高校生の評価につ

いてみていく。表１－１から100％の者が「楽

しかった」とし，表１－２から64.3%が「充
実していた」と回答している。また雑誌づくり

のおもしろさについても，表１－２にみられる

ように78.6％の中・高校生が「また雑誌をつ
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くる機会があったら参加したい」と回答してい

る。これらの結果から，参加した中・高校生に

とって有意義な活動であったと言える。

次にその中で，どのような体験が楽しかった

かという点について，「他者との交流」，「雑誌制

作活動」に分類し，それぞれの内容を詳細にみ

ていく（表１－３）。

まず「他者との交流」については，「異年齢

の友達と出会えたこと」について84.6%，「取
材を通して多くの人に出会うことができたこ

と」について84.6%，「大人スタッフと関われ
たこと」について84.6%の中・高校生がそれ
ぞれ楽しかったとしている。中・高校生にとっ

ては，単なる空間としての居場所ではなく，活

動を通して，他者と関わることが楽しくなった

と推測できる。また大人スタッフと中・高校生

の関係は，大人スタッフが中・高校生をコント

ロールしたり，作業の準備をしてしまうのでは

なく，プロジェクトの主体はあくまで中・高校

生であり，大人は支援者というものであった。

このために中・高校生は，大人スタッフに対し

て指示待ちの姿勢をとるのではなく，自分達で

作業を進め，必要に応じてアドバイスを求める

姿が見受けられた。大人スタッフとの関わりに

良好な回答を得ることができたのは，大人ス

タッフの支援方法や，中・高校生との関わり方

に対する意識の持ち方が反映されたと考えられ

る。

次に「雑誌制作活動」については，「雑誌の

編集方法を学べた」84.6%，「自分の趣味を生か
せたこと」について69.2％の中・高校生が楽
しいと感じている。雑誌制作の活動に対して楽

しいと感じた理由として，今回の大人スタッフ

は専門性を有する者が関わっていることが重要

な要因と考える。このことから，中・高校生自

身も本格的な雑誌づくりを体験しているという

実感をもち，そのプロジェクトが楽しい活動で

あったと感じさせたのである。

また「雑誌活動が居場所」として楽しかった

と78.6%の中・高校生が回答している。この

表１－１　活動全体について

楽しかった
楽しく
なかった

どちらとも
言えない

雑誌制作活動に参加して (N=14) 100.0% 0.0% 0.0%

 表１－２　活動の充実度  NA=0
はい その他 いいえ

雑誌制作活動は充実したものだった (N=14) 64.3% 14.3% 21.4%
また雑誌をつくる機会があったら参加したい (N=14) 78.6% 14.3% 7.1%

 表１－３　活動に対しての楽しさ  NA=0

楽しかった
楽しく
なかった

どちらとも
言えない

異年齢の友達と出会えたこと (N=14) 84.6% 0.0% 15.4%
取材を通して様々な人々に出会うことができたこと (N=14) 84.6% 0.0% 15.4%
大人スタッフと関われたこと (N=14) 84.6% 7.7% 7.7%
雑誌の編集方法を学べたこと (N=14) 84.6% 0.0% 15.4%
自分の趣味を生かせたこと (N-14) 69.2% 0.0% 30.8%
雑誌制作活動が居場所として (N=14) 78.6% 21.4% 0.0%
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点から，充実感をえることができる活動場所

が，「自分の居場所」と実感するようになった

とわかる。つまり編集体験，コミュニケーショ

ンを通して「居場所」がつくりだされたのであ

る。住田（2003）は，子どもの居場所の構成

条件は，「自己を承認し確認し，自己肯定感や

安心感を感じ安らぎを覚え，ホッと安心してい

られる」こととしている。このプロジェクトは，

異なる学校に通学する子ども達が雑誌制作の過

程で，多様な価値にふれ，他者や社会とのつな

がりの経験を積むことで，自己肯定や承認を実

感していると推測される。

（２）自分の変化と他者への関心

次に活動に参加して，自分自身がどのように

変化をしたかについてみていく。ここでは「自

分自身の変化について」（表２－１），「他者へ

の関心について」（表２－２）に分類し，その

詳細な項目をみていく。

まず表２－１の「自分自身の変化について」

は，「意見が食い違っても発言するようになっ

た」53.8％，「会議で自分の意見を言えるよう
になった」61.5％，「アイデアをだすように
なった」84.6%，「責任感をもつようになった」
53.8%，「取材先で自分のやっていることを説
明できるようになった」53.8％と，半分以上
の者が自信をもって行動をとることができるよ

うになったとしている。特に取材活動は，「○

○中学校（高等学校）の○○です」という所属

で自分自身を説明するのではなく，自分が試み

ている活動内容を取材相手に説明しなければな

らない。そのために，自分がどのような活動を

し，何を知りたいのか等，相手に自分を知って

もらうために，試行錯誤を繰り返した。そして

相手に自分の立場を理解され，思ったような取

材を引き出せたことが，自信につながっていっ

たのである。

さらに表２－２「他者への関心について」は，

自分の意見だけを押し通してしまうのではなく

「班員の意見をきちんと聞くようになった」と

84.6%が回答している。そして「苦手なメン
バーと話すことができた」53.8%，「他人に興

 表２－１　　自分自身の変化について  NA=0

はい いいえ
どちらとも
言えない

意見が食い違っても発言するようになった (N=14) 53.8% 23.1% 23.1%
会議で自分の意見を言えるようになった (N=14) 61.5% 0.0% 38.5%
アイデアをだすようになった (N=14) 84.6% 0.0% 15.4%
取材先で自分のやっていることを説明できるようになった (N=14) 53.8% 46.2% 0.0%
責任感をもつようになった (N=14) 53.8% 7.7% 38.5%

 表２－２　他者への関心について  NA=0

はい いいえ
どちらとも
言えない

班員の意見をきちんと聞くようになった (N=14) 84.6% 15.4% 0.0%
苦手なメンバーと話すことができた (N=14) 53.8% 46.2% 0.0%
他人に興味をもつようになった (N=14) 61.6% 0.0% 38.5%
自分が困っている時、メンバーに助けを求めるようになった (N=14) 69.2% 15.4% 15.4%
大人スタッフと話すことが苦手 (N=14) 15.4% 69.2% 15.4%
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味をもつようになった」61.6%と回答し，他
者に関心をもち関わりをもつようになってい

る。雑誌の掲載内容の話し合いなどでは，自分

でやりたいことの主張と，他のメンバーとの意

見を調整しなければならない場面が多い。大人

主導のハートのいう「お飾り参画」や指示待ち

活動ではなく，自分の意見を主張することがで

き，自分が試したいことができる環境であれ

ば，中・高校生は積極的に発言をし，他者も尊

重するようになるのである。また作業の過程で

も「自分が困っている時，メンバーに助けを求

めるようになった」と69.2%が回答している。
締切日が決まっている雑誌という性質上，担当

紙面に対して一人で責任を果たせないと本人が

判断した時には，他者への協力を求めざる得な

いのである。このことから作業を成し遂げる過

程でお互いに協力を求め，メンバー間の信頼感

を育てたと考えられる。つまり編集作業は，中・

高校生がそれぞれ得意とする技術を共有し，協

力する気持ちを育てやすいのである。参画で用

いる手法には，参加する個人の特技が充分に生

かされる機会が多く盛り込まれ，他者との交流

の機会が準備されていることが重要である。

（３）メディアの見方について

今回の雑誌づくりは，参加者全てが初体験で

あったために，雑誌の読み手である読者の視点

について大人スタッフからアドバイスが行われ

た。雑誌は，学校などで体験している「学校新

聞」など目に見える他者への発信ではなく，ま

た同じ趣味を共有する人に発信する「同人誌」

とも異なり，不特定多数の読者がその対象とな

るのである。そこで，本節では不特定多数に発

信する雑誌制作体験を通し，大人の発信してい

るメディアに対する見方がどのように変化した

かについてみていく（表３）。

表３から，雑誌づくりを体験して大人の発信

する「メディアの見方が変わった」と84.6%が
回答している（注３）。では大人のつくるメディア

に対してどのように感じるようになったかとい

う点についてみていく。特に回答の高かった項

目は，「一部大げさに表現された情報がある」

92.3%，「身近な情報が少ない」84.6%，「人を
傷つける情報が多い」76.9%，「情報を流してい
る人の意図がある」69.2％である。これらの
項目から雑誌制作を体験することで，情報発信

の仕組みや発信者の意図について理解するよう

になり，メディアに対して判断力をもつように

 表３　　メディアの見方について  NA=0

はい いいえ
どちらと
も言えない

メディアの見方が変わった (N=14) 84.6% 15.4% 0.0%
一部大げさに表現された情報がある (N=14) 92.3% 7.7% 0.0%
身近な情報が少ない (N=14) 84.6% 7.7% 7.7%
人を傷つける情報が多い (N=14) 76.9% 7.7% 15.4%
情報を流している人の意図がある (N=14) 69.2% 7.7% 23.1%
情報内容を不信に思うことがある (N=14) 69.2% 7.7% 23.1%
中・高校生が関心をもつ情報解説が少ない (N=14) 61.5% 23.1% 15.4%
中・高校生の生活に悪影響を与える内容が多い (N=14) 38.5% 38.5% 23.1%
情報内容が難しいと思うことがある (N=14) 30.8% 38.5% 30.8%
偏った意見や情報がある (N=14) 61.5% 15.4% 23.1%
取材が正確でない情報が多い (N=14) 61.5% 23.1% 15.4%
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なったと推測される。さらに「情報内容を不信

に思うことがある」69.2%，「偏った意見や情報
がある」「取材が正確でない情報が多い」の項

目は，それぞれ61.5%の者が回答し，取材内容
についても見極める力をもつようになったと考

える。

また「中・高校生が関心をもつ情報解説が少

ない」と61.5%の者が感じている。中・高校
生は情報に関心がないのではなく，関心をもつ

ような情報内容の提供を求めているのである。

さらに「中・高校生の生活に悪影響を与える内

容が多い」と感じている者が38.5%，「悪影響
の内容は少ない」が38.5%と半数にわかれて
いる。この「悪影響の内容は少ない」と回答す

る者の中には，悪影響だと自分で判断すること

ができるからという回答もあった。この結果か

ら，雑誌制作の体験は情報化社会に「参画」す

る資質を高めるための効果も期待できる。

（４）地域への関心について

次に雑誌のテーマでもある「地域情報誌」と

して取材編集体験をする過程で，中・高校生が

「杉並」について関心をもつようになったかと

いう点をみていく（表４－１）。

表４－１から，「杉並へ関心をもつように

なった」と85.7%の中・高校生が回答している。

取材活動をすることで，地域の人達と交流をも

ち，生活場所に対して改めて関心を向けるよう

になったと考えられる。さらに杉並についてど

のような事柄に関心をもつようになったかとい

う点をみていく（表４－２）。

今回の活動に参加した中・高校生が比較的関

心を向けるようになった項目は，「杉並の商店

街の様子について」61.5%，「杉並の中・高校生
の生活について」61.5%，「杉並の環境問題につ
いて」53.8%である。これらの項目で関心が高
かった要因は，雑誌記事の掲載内容であった

か，あるいは編集の担当者であったか否かによ

ると推測される。一方回答が低かった項目は，

「杉並の福祉について」，「杉並の歴史や文化に

ついて」で，やはり記事として扱わなかったた

めに高い関心をもたなかったと考えられる。つ

まり自分の生活環境でテーマをもって取材をす

ることで，自分たちが生活している場所に関心

を向けるきっかけとなるのである。さらに不特

定多数の読者に内容をわかりやすく伝えるため

に編集を工夫することで，地域への理解や関心

をより深めたと推測される。

Ⅵ．おわりに

本稿の調査結果から，参画プロジェクトに雑

誌制作を用いることで，次の点に関する効果が

 表４－１　杉並への関心  NA=0　　　　　　　

はい いいえ

杉並へ関心をもつようになった (N=14) 85.7% 14.3%

 表４－２　杉並への関心内容について  NA=0
関心をもつ
ようになった

関心をもって
いない

どちらとも
言えない

杉並の商店街への様子について (N=14) 61.5% 30.8% 7.7%
杉並の中高生の生活について (N=14) 61.5% 15.4% 23.1%
杉並の環境問題について (N=14) 53.8% 7.7% 38.5%
杉並の福祉について (N=14) 46.2% 46.2% 7.7%
杉並の歴史や文化について (N=14) 38.5% 38.5% 23.1%
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明らかになった。

雑誌制作は，様々な活動要素が含まれるた

め，自主的な判断で参加の程度や内容を決める

ことができ，無理なく参加できる特徴をもって

いる。そのため参加者の活動に対する満足度も

高い結果を得ることができる。

そして雑誌制作は，ハートが，参画では「教

育内容を子どもたちの将来と関連させることを

優先すべき」と述べているように，中・高校生

にとって将来の職業やライフスタイルを現実的

にイメージすることが可能である。さらにメン

バー間のコミュニケーションの機会が多いだけ

でなく，取材活動で多くの大人ともコミュニ

ケーションをもたなければならない。この一連

の過程を体験し，雑誌が完成することで自分自

身に自信をもち，コミュニケーション能力が習

得できることがわかった。また取材を通して，

住み慣れた「まち」に対して，新たな視点で関

心も向けるようになるという点でも効果がみら

れた。つまり雑誌制作は中・高校生の居場所と

して閉じた場所となるのではなく，コミュニ

ケーションや取材を通して社会とのつながりに

広げることができるのである。

現在，情報化社会といわれ，中・高校生の生

活にも多くの情報が氾濫している。しかし中・

高校生にとっては，その情報内容が必ずしも自

分たちのライフスタイルに見合うものばかりで

はないのである。本稿の事例として取り上げた

「中高生が中高生のために発信する」情報は，

中・高校生にとって等身大の情報や生活スタイ

ルが提供されている。中・高校生は自分のお小

遣いの範囲で楽しむことができ，生活に必要な

「まち」の情報も欲しているのである。そして

雑誌づくりを体験することで，大人の発信する

メディアに対しての判断力や分析力，批判力な

どを習得していく様子が伺うことができ，メ

ディア教育としても有効なものといえる。情報

化社会が進展する中で，社会にコミットする前

提として「雑誌制作」を体験することは，中・

高校生のメディアへの関心を高めるために効果

的な方法である。

最後にこれらの活動を効果的に進めるため

に，プロジェクト内容に関する専門的な技術を

もった大人のファシリテーターとしての役割が

重要となっていた。大人は，中・高校生に対し

て，能力の限界を決めつけるのではなく，可能

性を信じ，支援者という立場に徹することが，

中・高校生の活動に対する充実感を高めるので

ある。現状では，ファシリテーターの専門性や

活用のあり方については，あまり検討されてい

ない。今後は，中・高校生の「参画」を促進し，

充足感のあるプログラムにするために，優れた

大人のファシリテーターの在り方ついても議論

を重ねることも必要となる。さらに今回は，雑

誌を手にした中・高校生読者と雑誌制作に参加

した者との相互作用について扱わなかったが，

この点については今後の課題とする。

＜注解＞

注１：（11～13年度）中高生などの年長児童の

健全な居場所づくりなどの総合的な取り

組みを推進することを目的とした厚生省

の補助事業である。杉並区では，豊かな

人間性を育む教育を推進するために，

「中高生の提案に基づき，中高生の手に

よるまちの情報誌」をつくる事業と位置

付けている。また杉並区の事業目標には

「地域教育活動の振興と活性化」が示さ

れ，青少年が企画・運営を行う自主的な

活動への支援の充実をどのように行うか

という課題をもっている。

注２：全体ミーティングは，原則月２回第１・

第３日曜日に杉並区社会教育会館の会議

室（和室）で行ってきた。常時10名前

後の参加状況であった。また毎回の会議

の様子，次回の活動予定については，書
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記担当の A子（当時中学２年）が，「ス
タッフ通信」という議事録原稿を作成

し，区職員が印刷をし，出欠に関わらず

郵便発送をしていた。またインターネッ

ト上にも掲示板をもち日常生活について

も発信されていた。

注３：メディアの利用については，インタ

ビューから次のような傾向が認められ

た。テレビについては，ほとんどの中・

高校生が毎日視聴し，新聞の利用につい

ては，毎日見ている中学生もいたが，週

３～４日読んでいる傾向にあった。また

メディアとして，テレビと同様にイン

ターネーット（携帯電話端末含む）で情

報を得ている中・高校生が多いことも特

徴であった。
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