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Ⅰ　はじめに

　近年，いじめ，不登校，引きこもり，ニー

ト，少年犯罪の深刻化など青少年を巡る様々

な問題が発生している。中央教育審議会は，

平成 19 年 1 月 30 日に「次代を担う自立し

た青少年の育成に向けて－青少年の意欲を高

め，心と体の相伴った成長を促す方策につい

て－（答申）」を発表し，青少年の健全な育

成には，「自己や社会の様々な物事に興味・

関心を抱き，知識・技能の獲得や課題の克服，

目標の達成等へ向かって意欲を持つことが，

成長のための行動の原動力となる」(1)と述べ，

自己や社会に対して興味・関心を持ち，意欲

的に関わることが重要であると示している。

また，青少年の対人関係の希薄さも指摘して

おり，仲間とのコミュニケーション体験，特

に異年齢集団の中で他者と関わることが，青

少年が自己を相対化し客観的に捉え直す力の
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【要旨】

　本報告では，民間ユネスコ運動における青年活動の１つとして，2007 年 2 月 10 日（土）

～ 12 日（月・祝）の 2 泊 3 日，愛知県の名古屋市宿泊青年の家にて実施された「ユネスコ・

ユースセミナー 2006」を取り上げ，参加者の青年たちがユースセミナーに見いだした意義を

考察する。それによって，民間ユネスコ運動における青年活動の一つであるユネスコ・ユー

スセミナーが，青年育成の場としての可能性をもっていることを明らかにしたい。ユースセ

ミナー最終日に参加者が作成した「旅立ちシート」の記述内容を分析した結果，青年にとっ

て今回のユースセミナーには，主に「仲間意識の強化と居場所の形成」「安全な場での議論

と自己成長」「クリティカルな思考の獲得」「『平和』概念の変化」という 4 つの面で大きな

意義があったことが明らかとなった。ただし同時に，平和の概念について，「より分かりや

すく得やすいものへのすり替え」，および「具体的な行動への結びつきの欠如」という課題を

抱えていることも明らかとなった。

　【キーワード】

　　民間ユネスコ運動，居場所，自己成長，クリティカルな視点，平和概念
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育成につながり，自分の存在意義を実感する

と同時に，集団活動への意欲を更に高めるこ

とも明らかであるとしている (2)。

　これをふまえて本報告では，青年育成の視

点から，民間ユネスコ運動における青年活動

のひとつである「ユネスコ・ユースセミナー」

を取り上げる。民間のユネスコ協会は，ユネ

スコ憲章の精神に則り，各地域を拠点として

草の根の平和づくり運動を行っており，全国

のユネスコ協会の連合体的組織である社団法

人日本ユネスコ協会連盟は，青少年育成活動

として，日本各地域の青少年を対象に，環境

保護，文化財保護，国際理解，国際交流のた

めの地域活動や研修会，スタディツアー等を

実施している。こうした活動に参加する青年

ユネスコ会員は，各自の興味や関心にもとづ

き，自発的にユネスコ活動にかかわっている。

「ユネスコ・ユースセミナー」は，そうした

青年が全国から集まり，ユネスコの理念や活

動について学び考える研修会である。そこで

今回は，参加者の青年たちがユースセミナー

に見いだした意義を考察することを通して，

民間ユネスコ運動における青年活動の一つで

あるユネスコ・ユースセミナーが，青年育成

の場としての可能性をもっていることを明ら

かにしたい。

　なお，筆者である安達と野木森は，共に青

年会員として民間のユネスコ協会に所属して

おり，安達は本報告で事例として取り上げる

「ユネスコ・ユースセミナー 2006」の実行委

員長を務め，野木森も一部の企画運営に関わ

った。よって，研究の視点を入れながら企画

を構成することができ，データを収集するこ

とが可能であった。また，分析対象とするデ

ータは，すべて社団法人日本ユネスコ協会連

盟の許可を得て収集したものである。

Ⅱ　民間ユネスコ運動の概要

1. 民間ユネスコ運動の誕生と広がり

　UNESCO（国際連合教育科学文化機関）は，

国際連合の経済社会理事会の下におかれた専

門機関のひとつである。UNESCO は，平和

構築のための教育，科学，文化の発展と推進

を目的とした国際機関として存在し，また，

加盟国政府で構成される政府間組織である。

一方で，民間ユネスコ運動とは，ユネスコ

の理念に賛同した人々が行う，草の根の平和

運動を指している。2006 年現在，UNESCO
のホームページによると，100 ヵ国以上に約

3700 の民間レベルのユネスコ団体が存在し

ている (3)。

　日本には，約 300 のユネスコ協会と約 2

万人の所属会員が存在し，他国に比べ民間

ユネスコ運動が活発な国であると言われてい

る (4)。日本における民間ユネスコ運動は，

戦後の復興へ向けて動き出した 1947 年に，

ユネスコの理念に賛同した東北大学の土居

光知，桑原武夫，外務省東北終戦連絡事務

局の上田康一らが中心となって，仙台市に

発足させた「ユネスコ協力会」の設置を契

機として拡大していった。なお，日本国政

府が UNESCO に加盟したのは 1951 年であ

り，このような民間から起こったユネスコ

運動が，政府や国会などに波及し，日本を

UNESCO 加盟へと導いたとされている (5)。

　日本各地のユネスコ協会では，募金活動

や書き損じハガキ回収運動などの国際協力活

動をはじめ，異文化理解講座や，小・中学校

の総合的な学習の時間でのゲストティーチャ

ー，留学生との交流事業などの国際理解活動，

また，世界遺産を学ぶ講演会や，地域の文

化遺産を描く絵画展などの文化・継承活動，

環境問題への取り組みなど，草の根の活動が

様々に行われている。
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2. 青年を対象としたユネスコ活動 

  社団法人日本ユネスコ協会連盟 (6) の定款

で定められた構成団体会員の規程には，明

確な基準は示されていないものの，構成員の

区分として，青年会員（～ 35 歳），大人会

員と称して会費や活動を区別している団体が

多い。また活動母体も，ユネスコ協会に属す

る青年部や，青年会員のみで構成されたユネ

スコ青年グループ，中学高校や大学に設立さ

れたクラブやサークルなど多岐にわたってお

り，小学生から社会人まで，幅広い年齢層と

多種多様な職種の青年会員が集まっている。

　青年を対象としたユネスコ活動には，所属

団体を母体として青年自らが企画・運営する

地元での活動や，小４～中３を対象とし高校

生以上がスタッフを務める「ユネスコ子ども

キャンプ」や，発展途上国の教育開発地や世

界遺産を巡る「スタディツアー」といった，

社団法人日本ユネスコ協会連盟が地域のユネ

スコ協会と共に主催する全国規模の活動があ

る。本報告で取り上げる「ユネスコ・ユース

セミナー」も，そうした活動の一つである。

Ⅲ ユネスコ・ユースセミナー 2006 の概要

1. 活動の目的

　ユネスコ・ユースセミナーは，第 1 回が

2000 年に東京で行われて以来，2008 年度で

9 回目の開催となる。その目的は，「21 世紀

の民間ユネスコ運動の中心的担い手となる青

年の養成を目的として，地域でユネスコ活動

を展開する際の問題点などを共有しあい，青

年ユネスコ活動発展のための研究や相互交流

をはか」ることであり (7)，毎年，青年自ら

が実行委員会を組織し，テーマ設定を含めた

活動内容の企画立案，準備，当日の運営等す

べてを青年の手で行っている。

　本報告の対象となる 2006 年度の第 7 回ユ

ースセミナーは，2007 年 2 月 10 日（土）

～ 12 日（月・祝）の 2 泊 3 日，愛知県の名

古屋市宿泊青年の家にて実施された。日本

ユネスコ協会連盟，および名古屋ユネスコ協

会の主催のもと，名古屋ユネスコ協会青年部

若鯱組のメンバーが実行委員会を組織して企

画・運営し，全国各地でユネスコ活動に取り

組む青年 73 名が参加者として，また大人 23
名がオブザーバーとして集まった。参加者の

内訳は表 1 の通りである。

　ユースセミナー 2006 のテーマは「平和に

むかってよ～いドン！～見つけよう！私のゴ

ール！～」である。そして，「『私は何を目指

してユネスコ運動をしているのか？』という

問いかけに一人ひとりが答えを見出すこと」

が目的として掲げられた。

　本ユースセミナーが実施された2007年は，

民間ユネスコ運動発祥 60 周年にあたる年で

あった。そこで，実行委員会は，平和実現

の「手段」であるはずの活動それ自体が「目

的」化されてしまいがちになる，近年の民間

ユネスコ運動の問題点に着目した。このユー

スセミナーのテーマは，60 周年を迎え，こ

れからの民間ユネスコ運動を担っていく青年

会員に，「自分にとってユネスコとは何か，

ユネスコの目指す平和とは何か」ということ

について，改めて振り返り，考えてもらいた

いという想いを込めて設定されている。参加

者一人一人が，ユネスコの理念を伝え，ユネ

スコの目指す平和を語れる人になることによ

って，各地で行われる活動の目的を明確化す

るとともに，社会を巻き込む新たな活動をも

生み出し，ユネスコ運動を活性化させること

がねらいである。

2. 活動の内容

　ユースセミナー 2006 のプログラムスケジ

ュールは，表２の通りである。以下，主なプ

ログラムの内容について簡単に説明する。
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(1) ユネスコ大運動会 ―ユネスコ基礎講座

＆アイスブレーキング―

　このプログラムの目的は，初めて出会う仲

間との緊張をほぐすとともに，ユネスコに関

する基礎知識を楽しく学ぶことである。まず

は，受付時に配られた世界遺産カードを利用

してチーム分けをおこない，その後，ユネス

コ体操（本ユースセミナーのため，「ユネス

コのうた」に振り付けをしたもの），ユネス

コに関する基礎知識を問うチーム対抗クイズ

「ユネスコさぁどっち？」，ユネスコのいろい

ろな活動に関わる参加者に話を聞く「借り人

競争」をおこなった。

(2)「平和って何？」グループディスカッション

―「目的」について考える―

　このプログラム前半では，実行委員が寸劇

を行い，各地域でのイベント開催時に「手段

の目的化」に陥っていないかという問題提起

がなされた。そして，本来の目的，ユネスコ

イベントとしての意義，そのために有効な手

段を考えることの重要性が訴えられた。

　後半は，翌日の分科会別に分かれて移動し，

ユネスコの目的である「平和」とは何か，参

加者一人ひとりの考えや想いを語り合った。

様々な意見を聞き，話し合うことで，一人ひ

とりが「平和」とは何かを考え，深めること

がこのディスカッションのねらいである。各

グループとも，平和とは誰にとっての平和な

のか，資源の枯渇など地球環境に関わる問題，

人と人との心のつながり，世界情勢，日本の

状況，人の生き方など，様々な視点から「平

和な状態」についての考えを深めた。

(3) 分科会 ―「手段」について考える―

　2 日目の分科会活動は，それぞれのテーマ

に分かれて，現在のユネスコ活動について学

ぶことを目的とした。各分科会のテーマは，

「ユネスコってなあに？」「スタディツアー」

「ユネスコキャンプ」「研修会（ブロック研究

会・全国大会・ユースセミナー）」「学校で伝

えるユネスコ」「異文化交流」「組織運営，青

少年育成」の７つである。各活動の視点から，

ユネスコの理念や，ユネスコ活動に必要なス

キル，それぞれの活動の意義，今後のあり方

などについての議論がおこなわれた。

　同日夜の学習発表会では，各分科会ごとに

学び，考えたことを「平和宣言文」という形

にまとめ，全体に対する発表をおこなった。

それぞれの活動がユネスコの目的である「平

和」へとつながる手段であることを理解し，

共有することができた。

(4) 全体討議 ―みんなの力を出し合い

「これから」のユネスコ運動を創る―

　最終日には，全国から青年が集まる「ユー

スセミナー」という場で，「青年発の，斬新

で活力ある運動」を生み出すことを目的とし，

全体討議がおこなわれた。社会にユネスコ

の理念を広く伝え，今後民間ユネスコ運動を

盛り上げるための策が次々と挙げられ，オブ

ザーバーとして参加していた大人会員も交え

て，白熱した議論が交わされた。このプログ

ラムから生み出された「平和の鳥 de 募金活

動」は，2007 年，2008 年ともに 7 月 19 日

の「民間ユネスコ運動の日」に合わせて実施

されている (8)。

(5) 振り返りの時間―自分自身につなげる―

　3 日間にわたるユースセミナーを振り返

り，そのまとめとして「旅立ちシート」およ

びアンケートの記入をおこなった。「旅立ち

シート」の中には「平和とは何か」を一文字

で表すという項目があり，それを参加者どう

しが互いの当日資料に書き合い，共有する時

間も設けられた。一文字で表した「平和」に

対する想いは，参加者一人ひとりにとって，

このユースセミナーのゴールでもあり，今後

のユネスコ活動および自分自身を支える土台

でもある。
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(6) サブプログラム ―仲間を知る―

　上記メインの 5 プログラム以外に，サブ

プログラムとしておこなわれたものがいくつ

かある。まずひとつは，「シークレットフレ

ンズ」である。これは，それぞれ受付時にひ

いたクジに書かれている参加者（自分のシー

クレットフレンド）を見つけ，ユースセミナ

ー期間中に声をかけ，二人で平和を語り合う，

というルールであった。また，毎朝体育館で

おこなわれた「朝の会」では，全員でユネス

コ体操をし，その後，地域ごとにメンバーが

前に出て一人ひとり自己紹介をおこなった。

当日のスケジュール確認や諸連絡もこの時間

におこなわれた。さらに，本ユースセミナー

ではスケジュールに余裕をもたせ，各プログ

ラムの合間には参加者同士が自由に交流でき

る時間を確保できるよう配慮された。

  

Ⅳ　考察 －青年育成の場としての

民間ユネスコ運動の位置づけ－

　本節では，最終日に参加者が記入した「旅

立ちシート」の記述から，今回のユースセミ

ナーで参加者の青年たちが何を得たのか，を

見ることによって，青年にとってユネスコ活

動がどのような意味を持っているのかについ

て，考察する。

　なお，「旅立ちシート」の設問は「1. こ
の 3 日間はどうでしたか？あなたにとって，

この 3 日間で何が一番心に響きましたか？」，

「2. あなたは何をこの 3 日間で学びました

か？」，「3．あなたは何の為に，何を目標に

してユネスコ活動に取り組みたいですか？」，

「4．この 3 日間で，あなたの平和に対する思

いは変わりましたか？また，それはどうして

だと思いますか？変わらなかった人も，どう

してか理由を書いて下さい。」，「5．あなたに

とっての平和とは何ですか？一文字で表して

みましょう。」の 5 項目である。

　今回は，参加者がユースセミナーから得

たものの抽出を目的としたため，特に 1 ～ 4
の設問に焦点化し，その記述内容の整理を行

った。まず，提出された 68 枚の旅立ちシー

トの内，内容が明確に確認できる 66 枚に回

答者番号をつけ，すべての記述内容をスプレ

ッドシートに入力した。その上で，記述内容

が類似しているもの同士に色をつけて区分し

たところ，多くの回答に共通してみられた要

素として次のようなキーワードが浮かびあが

った：仲間意識，居場所，安全な場での議論，

自己成長，クリティカルな思考，多様性，多

面性，平和概念の変化，身近な平和，プロセ

スとしての平和。

　これらをさらに整理したところ，4 つの大

きなカテゴリを抽出することができた。そこ

で，それぞれの特徴から，各カテゴリに次の

ようなラベルづけをおこなった：「仲間意識

の強化と居場所の形成」「安全な場での議論

と自己成長」「クリティカルな思考の獲得」

「『平和』概念の変化」。

　以下，これらのカテゴリにそって，考察し

ていくこととする。なお，考察で用いる旅立

ちシートの記述の引用文は斜体でしめし，引

用文の後に（回答者番号－設問番号）を示す

こととする。

1. 仲間意識の強化と居場所の形成 

　ユースセミナーは，全国 18 ヶ所から青年

が集まっているため，普段は所属するユネス

コ協会やユネスコクラブを母体として活動を

している参加者にとって，たくさんの仲間と

出会うことができる場である。

　特に，次の回答に見られる「熱い思いを持

った仲間」や「積極的な青年」などの記述か

らは，活発に活動している青年との出会いが

「刺激」となっていることがうかがえる。

・いろいろな熱い思いを持った仲間が全国に

いること（4-2）
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・全国にユネスコ活動に積極的な青年が沢山

いたことがとても刺激になりました。（65-1）

　また，参加者同士を結びつけているもの

は，同世代の青年同士であるというだけでは

なく，同じように地域や学校で「ユネスコ活

動」をしている者同士であるという点が大き

い。以下に示した，「考え方は多少違っても

同じ方向を向いている」，「言葉は違っても心

の中は，同じ」という記述からも，互いの違

いを認識しつつも，ユネスコという共通点が

あることが仲間意識を強めていることがわか

る。

  

・人生で最も平和について考えた３日間だっ

た。考え方は多少違っても同じ方向を向いて

いる「仲間」に出会えたことはたぶん一生忘

れないと思う。（11-1）

・平和についての話し合いがとても心に残り

ました。言葉は違っても心の中は，同じなの

だと感じました。表す言葉は違っても通じて

いる心の内に，少し感動しました。（13-1）

・地域が関東であれ関西であれユネスコに対

する想いというのはみんな一緒であるという

のが心に響きました。（52-1）

  

　さらに，このように，各地で同じようにユ

ネスコ活動をしている，同世代の仲間と知り

合ったことは，仲間意識を強めると同時に，

安心して自己開示ができる「あたたかい」場

所を作り出している。以下は，初めてユース

セミナーに参加をした参加者と，長期間活動

を停止しておりユースセミナーからユネスコ

活動を再開させた参加者の記述である。

  

・とても良い体験となりました。初めてのセ

ミナーで知り合いも全くいない私はすごく最

初不安でいしたが，多くの同じ目標を持つ人

と出逢い，同じことを議論し，３日目にはず

ーっと前から友達みたいに仲良し。この３日

間で，「人」のあたたかさが心に響きました。

（6-1）

・UNESCO と少し離れた生活。その生活か

ら，約１年ぶりに来たセミナー。あったかい

場所だった。この空気を作ることの大事さ。

重要さ。青年ならではの企画。考えるコトの

大切さを学んだ。（29-1）

  

　以上のように，ユネスコ・ユースセミナー

を通して，全国各地から集まった参加者同士

が持つ共通点が仲間意識を形成させ，安心し

て自己開示ができる「あたたかい」居場所を

つくりあげていることが推察される。

  

2. 安全な場での議論と自己成長

　従来から，現代青年の友人関係の特徴とし

て，同調性と心理的距離の大きさが指摘され，

友人と距離を保ち，一面的で部分的な関係に

とどめようとする指向性があらわれていると

いわれている (9)。また，交わされる会話の

中にも同調傾向がみられるが，それなりの自

己開示をし合い，安心感と心情的一体感を通

して，仲間同士の親密さが確認されることが

明らかとなっている (10)。このような，集団

から逸脱しないように，一緒に行動したり，

遅れたり外れたりしないようにするなどの消

極的な同調行動は，青年の友人関係に重要な

役割を果たしていると推察される。

　ユースセミナーのプログラムには，平和デ

ィスカッションをはじめ，主として分科会を

単位として議論を交わす場面が多く設定され

た。また議論のテーマも「平和とは何か？」

という多様な解釈が考えられる内容であっ

た。次の旅立ちシートに書かれたディスカッ

ションに関する回答からは，ディスカッショ

ン内で同調的な態度を示すよりも，むしろ，

「自分と全く違う意見をぶつけてきた」や「発

言したことが受け入れてもらえた」など，積

極的な意見交換がされたことがうかがえる。
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・今まで自分の協会で自分の知っている人達

と決まった活動ばかりしていた自分に全く違

う地域の人々が自分と全く違う意見をぶつけ

てきたこと。（37-1）

・自分の考え発言したことが受け入れてもら

えたこと。討議のときにみんな真剣だったこ

と。（48-1）

　このような，活発な議論が行えた要因の一

つには，前節で考察した，参加者同士の仲間

意識の高まりがあげられるだろう。安心感と

心情的一体感を得られたことにより，互いの

自己開示が促され活発な意見交換がなされた

と判断できる。

    

・とにかく思いをぶつけてみるという事。結

論がどうこうではなくてそこまでの過程がと

ても大切だということ。（35-2）

・ユネスコに対する思いも，平和に関しても，

人によって全く違うが，話し合うことで相互

理解が深まる。（14-2）

・「平和」についてのディスカッション，分

科会（第 7）が，とても充実でき，楽しかっ

たです。（いつもより，たくさん意見が言え

ました！！）（20-1）

・自分以外のものを知ろうとすること，理解

しようとすることで，自分の世界は本当にす

ごくすごくすごく広がる，ということに改め

て気づいた。はじめて出会った人はもちろん，

前から知ってた人と今回改めて話したり語り

合ったりして，新たな考え方に出会ったり，

自分の経験をふり返ってまた気づいたことも

あったりして，とにかく，いろいろなものを

知ることで自分が耕されていくことがすごく

嬉しかった。（9-1）

  

　さらに，「とにかく思いをぶつけてみる事」

や「話し合うことで相互理解が深まる」など，

議論を行うことの必要性や重要性への気づき

や，「いつもよりたくさん意見が言えました」，

「自分が耕されていくことがすごく嬉しかっ

た」など，議論を通した自己成長を実感した

記述もみられた。このように，人間関係の希

薄化が問題視されている青年にとって，セン

シティブな話題を安全に議論できる環境が保

障されることによって，自己成長が促された

のだと推察される。

3. クリティカルな視点の獲得 

　多くの参加者が言及していたのは，たく

さんの仲間と深く真剣な議論を交わしたこと

で，多様な価値観，多面的なものの見方の存

在に気づいたということである。

・全国にはいろんな人がいていろんな考え方

を持っていていろんな目標を持っていて同じ

１つのテーマについて考えてもホントにいろ

んな視点があるんだなということを学びまし

た。自分の考え方とは 180 度違う視点もあ

れば正直賛成できない意見もあり・・だから

おもしろい。（64-2）

・相手の立場に立ってみせることの大切さ。

真実を知ろうとすること。無知に気づくこと

の大切さ。（57-1）

　「180 度違う視点」「相手の立場に立ってみ

せる」などの記述にあるように，物事を一方

向から表面的に捉えるのではなく，あらゆる

立場からの可能性を考慮したり，一見真実に

見えるものの絶対性を疑ったりするなどのク

リティカルな視点を養うことは，平和活動を

していく上で非常に重要なことである。もち

ろん一朝一夕に獲得できるものではないが，

今回のユースセミナーがそのきっかけとなっ

た参加者は多いのではないだろうか。

  

・平和について，ユネスコについて，新たな

考えと，多方面からの物事のとらえ方を学ん

だ。（25-2）

・世の中にはまだ自分の知らないことや，自
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分とは違う考え方とかがいっぱいあるという

こと。自分の世界は，自分でいくらでも広げ

られる！！（24-2）

・相手が述べていることは決して本心とは限

らない。背負っているもの，立場により言わ

ざるを得ない場合もある。ワークショップで

これを学んだ。今後，これを考えて話そうと

思う。（16-2）

  

　また，価値観や視点の多様性に加えて，「平

和」という言葉の持つ意味の広さに言及した

記述も多かった。自分がそれまで「平和」と

して思い描いていたものだけではなく，時代

や環境，歴史，文化，人それぞれの価値観に

よって，「平和」の意味は違うのだというこ

とに気づいたのである。このように，基本的

な概念ひとつひとつに対してクリティカルな

視点を持つことは，平和をめざしてユネスコ

活動をしていく上で，価値観の一方的な押し

付けを抑制し，実際の相手のニーズを考える

ことを可能にする。

  

・平和というのはこのセミナーに来る前まで

は「笑顔」とかそういう外見的なものだとば

かり思っていたけれど平和は人それぞれ違う

し私たちが平和じゃないと思うような地域に

暮らしている人ももしかしたら「自分は平和

だ」と言うかもしれない。そういう考えを聞

いてすごく心に響きました。（64-1）

  

　このような記述にあるとおり，誰の，どん

な枠組みで状況を判断しているのか，常に省

みながら活動を行っていくことの大切さを青

年たちに伝えることができたのは，このユー

スセミナーの大きな成功点であると言えるだ

ろう。

　さらに，今回のユースセミナーを通して強

調されたのが，ユネスコの各活動において，

表面的な「手段の目的化」を防ぎ，その活動

のユネスコ的な意義を考えることの重要性で

ある。

  

・活動の一つ一つ，何を目的にどうユネスコ

（平和）とつながっているのかを考えながら

活動に取り組みたい。（10-3）

・自分だけが満足するのではなく，効果のあ

るユネスコ活動をしたいと思った。その方法

は見つけられなかったけど，同じ想いを持っ

た人がいっぱいいることが分かった。みんな

で協力すれば，効果を目標にした活動ができ

ると思った。（8-3）

  

　このように，自分たちが企画・運営したり

参加したりするイベントについても，常にク

リティカルな視点を持ちつつ，その意義・目

的や効果を意識しておこなっていくことは，

大変重要である。今回，ユネスコの理念や各

活動が平和実現への手段としてどのようなア

プローチを取っているのか，各分科会で深く

考え，意見を出し合うことができたため，こ

のような視点が参加者の中に根付いたのだと

思われる。

  

4.「平和」概念の変化

(1) 身近なものとしての「平和」  

　「平和」という概念について，前節ではそ

の意味の多様性への気づきについて述べた。

それに加えて，旅立ちシートの回答を通して

目立ったのが，その抽象的な概念と，自分自

身や自分の現実の生活とを結びつけている次

のような記述である。

・今まで，平和というと，とても大きなばく

然としたものに思えたけど，もっとみ
マ マ

じか

に平和はあるし，作っていけるということ。

（7-4）

　今回のユースセミナーのテーマが「平和に

むかってよ～いドン！～見つけよう！私のゴ

ール！～」であることを考えると，これは当
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然の結果であると言えるだろう。

  

・今までは，どちらかというと，大きな平和

を考えていました。だけど，ディスカッショ

ンで他の人の意見を聞いていくうちに，平和

って自分の身近にもあるものなんだと気付け

たからだと思います。（49-4）

・平和は価値観によって異なること。今まで，

私は，平和がユートピア的なイメージでいた

けど，平和は，もっと身近にあるものだとい

うこと。（8-2）

  

　これらの記述にあるように，「ばく然とし

た」「大きな」「ユートピア的な」ものとして

捉えられていた「平和」が，もっと「身近」

なもの，自分の手の届くものとして捉えなお

されている。漠然と「平和」を目指すのでは

なく，自分やユネスコの何が「平和」につな

がっているのか，という道筋を参加者に意識

してもらうことが本ユースセミナーの大きな

目的のひとつであった。そういう意味では，

この目標はある程度達成されたと考えられる。

それは，「自分なりの答え」を見つけること

ができたという，次の記述にも表れている。

  

・（平和に対する思いは）変わりました。平

和は１つではなく，人の数だけ平和があり，

人の平和を理解することがより理想的な平和

に近づくという自分なりの答えを見つけ出せ

たから。（3-4）

・少しでも平和に近づくように。まずは，自

分の身近なことから始めたいです。（49-3）

・みんなが思い浮かべる平和という形は，確

かにあるものだけど，それに向かっていくた

めの小さな目標を達成していくことも平和で

あるということを学んだ。ユネスコが行って

いる活動は，まさに平和へ向かっていくため

の歩みであると感じた。（36-2）

   

　このように，身近な「平和」の積み重ねを

重視し，自分も平和に貢献できるという自信

が得られているのは，評価すべきことである。

小さな草の根的な活動が大きな「平和」へと

つながるという信念は，民間ユネスコ運動の

基本でもある。

  しかし一方で，そのことが，世界平和は自

分にとって大きすぎるのでとりあえず考えな

くてもいい，という一種の言い訳を与えてし

まっていることも否定できない。たとえば次

の記述に見られるように，ユネスコの目指す

「世界の恒久平和」が，「自分の身の回りの人

たちの平和」という，より分かりやすく得や

すいものに置き換えられ，納得されてしまっ

ているのである。

    

・世界平和とはいかないが，身の周りの人の

幸せを一番に頑張っていきたい。（25-3）

・まずは自分の地域などの自分の周りから，

みんなが穏やかに生活していけるような街づ

くりに少しでもできる事は，貢献していきた

い。（34-3）

  

　この点に関しては，多様な「平和」の認識

がある中で，ユネスコが目指している「平和」

はどのレベルでの「平和」なのか，という点

まで踏み込んで議論し，その最終目標を常に

意識しておくことの重要性を指摘する必要が

あったのではないだろうか。

  

(2) プロセスとしての「平和」  

　もうひとつ，多くの参加者の記述に共通し

て見られたのが，「平和」とは完成されたひ

とつの状態を指すものではなく，常に変化し

続け，行為や姿勢によって作られていくプロ

セスそのものなのだという，いわばポストモ

ダン的な認識であった。ある分科会では，学

習発表会のために作成した「平和宣言文」に，

「平和とは，動詞である」という結論を記入

している。また，他の分科会でも同様の議論

がなされていたことが，参加者の「旅立ちシ
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ート」にしっかり表れている。

・以前の自分は「平和とはなんだろう？」「本

当に平和なんてあるんだろうか？」とか平和

の定義を見つけようと必死になって逆に自分

を見失っていた。しかし，今回のセミナーで

「重要なのは定義付けることではなくて，ま

ず行動することだ」ということに気付いた。

（11-4）

・最初私はみんなが笑顔で暮らしていける世

界が平和だと思っていたけれど，それだけで

はなく，みんなが「平和を築いていきたい」

と思うことから”平和”と呼ぶことに気付か

された。また，平和の目標は常にのぼり続け

ていくものだから，つくり続けていくものだ

とも思った。（15-4）

・平和についての価値観がそれぞれ違うとい

うこと。時代によって平和は変化していくも

のであること。平和はつくるものであるとい

うこと。（59-2）

  

  ただし，このような認識も，具体的な社会

的行動のプランに結びつくまでには至ってい

ない。具体的に自分に何ができるかというこ

とに言及した記述はほとんど見られなかった

のである。

　ユースセミナーは，青年たち自身が居場

所や目標を見つけるためのものであると同時

に，今後の民間ユネスコ活動を支え，活性化

させるための人材を育成する場でもある。そ

のため参加者たちには，自己満足で終わらせ

てしまうのではなく，その後の具体的な行動

に移すための道筋を意識してもらう必要があ

る。最終日の全体討議をきっかけに生まれた

「平和の鳥 de 募金活動」（前述）は具体的な

実施・継続にまで至ったいい例であるが，一

方で，この活動に積極的に関わったユースセ

ミナー参加者はごく一部であることも事実で

ある。

　「旅立ちシート」に記入された熱い想いが，

どうすれば普段のユネスコ活動に活かされる

のか，また，ただ多様な価値観を賛美するだ

けではなく，どうすればそれを尊重し具体的

に反映できるのか，という点まで，もう一歩

踏み込んで議論することができれば，さらに

有意義なユースセミナーになったであろうと

思われる。

  

Ⅴ　まとめと今後の課題

　以上，「ユネスコ・ユースセミナー 2006」
における「旅立ちシート」の分析を通して，

青年がこのユースセミナーにどのような意義

を見出し，何を得たのかについて考察してき

た。その結果，青年にとって今回のユースセ

ミナーには，主に「仲間意識の強化と居場所

の形成」「安全な場での議論と自己成長」「ク

リティカルな思考の獲得」「『平和』概念の変

化」という 4 つの面で大きな意義があった

と言える。ただし同時に，平和の概念につい

て，「より分かりやすく得やすいものへのす

り替え」，および「具体的な行動への結びつ

きの欠如」という課題を抱えていることも明

らかとなった。

　学校や青少年教育施設等で行われる宿泊型

研修や，ワークショップなど，青年育成の場

は数多く存在するが，その活動は，期間限定

的で，また単発的であることが多い。それに

対して民間ユネスコ運動は，共通理念のもと

で活動する団体が全国各地に存在し，地域レ

ベル，全国レベルで，継続的に活動に取り組

むことができる点が特徴的である。したがっ

て，活動内容だけでなく，同じ目的を持って

活動する仲間自体によって学びや活動へのモ

チベーションが強化され，安心して自己を解

放し，新たなことに挑戦することができる場

となるのである。このような特徴により，民

間ユネスコ運動の青年活動には，単なる平和

活動の場としてだけではなく，青年育成の場

としても高い効果を期待することができるも
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のと考えられる。

　実際，今回の分析からは，青年ユネスコ

会員にとって，「ユネスコ・ユースセミナー

2006」が，ユネスコについて学ぶ場としては

もちろん，「仲間」や「居場所」を求める場，「自

己成長」の場としても重要な位置を占めてい

ることがわかった。また，平和を実現するた

めの議論や活動を通して，様々な知識や視点，

スキルを身につけ，それらを応用していく機

会が得られていることもうかがえた。

　青年育成の場としての民間ユネスコ運動の

実態や意義，可能性について、今後さらに明

らかにしていくためには，青年たちがなぜユ

ネスコ活動に興味を持ち，継続するのか，ま

た，ユネスコ活動に関わることによって青年

たちが得ているものは何なのか，より踏み込

んだ研究が必要となる。

　したがって今後は，今回の分析では扱わな

かった分科会の活動記録やグループインタビ

ューなどのデータについて，個人的なエピソ

ードなども考慮した，より丁寧で細かな分析・

深い考察をおこなっていきたいと考えてい

る。それによって，青年育成の場としての民

間ユネスコ運動の位置づけを探るとともに，

民間ユネスコ運動にとっての青年活動の意義

をも明らかにしていくことができるだろう。
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