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考察１ 

コロナ禍における高校生の将来に関する意識の国際比較 

 

  和洋女子大学人文学部心理学科 教授 池田 幸恭     

国立青少年教育振興機構青少年教育研究センター客員研究員 

 

1. コロナ禍を経験した高校生の将来に関する意識へ着目する意義 

 本節では、日本、米国、中国、韓国におけるコロナ禍を経験した高校生の生活と意識に関する

調査の追加分析を行うことで、４か国の比較をとおして高校生の将来に関する意識について明ら

かにすることを目的とする。 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行拡大は、私たちの社会生活に大きな影響を与え

ている。世界保健機関（World Health Organization: WHO）は 2020年３月 11日にパンデミック

宣言を行い、日本では 2020年４月から緊急事態宣言が一部地域で繰り返し発出されてきた。この

ような COVID-19の流行拡大による影響やそれに伴う被害を本節では「コロナ禍」として総称する。

現代社会はグローバル化の進展や技術革新等の変化が激しく生じ、将来の見通しや予測が困難時

代にあるといえる。Volatility（変動性・不安定さ）、Uncertainty（不確実性・不確定さ）、 

Complexity（複雑性）、 Ambiguity（曖昧性・不明確さ）を略記した「VUCA」の時代と指摘される

こともある 1）。コロナ禍は、将来の見通しや予測の困難さを促進し、そのような不確実な時代に

私たちが生きていることを意識する機会にもなったと考えられる。このようなコロナ禍を経験し

た高校生の将来に関する意識の特徴について、日本、米国、中国、韓国の４か国による比較を行

うことは有意義であるといえる。そこで、本節では将来について尋ねた５項目（問 22）を「将来

に関する意識」として着目する。また、本調査の実施期間と重なる 2021年 11月 21日時点で、直

近１週間（11月 15日～21 日）の COVID-19の新規感染者数の減少幅は東南アジア地域が 11%で最

も大きく、新規死亡者数は西太平洋地域（29%増）、アメリカ地域（19%増）、ヨーロッパ地域（3%

増）の３地域で増加していることが発表されていた 2）。さらに、COVID-19 への対策について、比

較的緩やかであった日本と米国に比べて、中国と韓国は厳しい傾向にあることも報告されている

3）。このように日本、米国、中国、韓国の４か国はコロナ禍で直面した被害の大きさ、その対策の

厳しさにも違いがあることが指摘できる。 

将来に関する意識については、日本の青少年は、諸外国に比べて将来への希望が低いことが報

告されている。13歳から 29歳の調査回答者による７か国の比較では、「あなたは、自分の将来に

ついて明るい希望を持っていますか。」という質問へ「希望がある」と「どちらかといえば希望が

ある」と答えた合計割合が最も高いのはアメリカ（92.5％）であり、次いでスウェーデン（89.0％）、

イギリス（88.4％）、フランス（84.2％）、ドイツ（81.7％）、韓国（77.7％）、日本（60.6％）であ

った 4）。本調査でも、日本の高校生は「a.将来への希望を持っている」へ「よくあてはまる」と

「まああてはまる」と回答した合計割合は 76.1%、「d.自分の将来の目標をはっきり決めている」

の合計割合は 61.0%であり、４か国で最も小さかった。一方で、「b.自分の将来に不安を感じてい

る」（78.6%）、「e.将来のことを悩むより今を楽しみたい」（76.2%）は、４か国で最も大きかった

（図 5-2）。国立青少年教育振興機構が行った 2018 年の調査結果 5）と比較すると、日本は「a.将
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来への希望を持っている」、「b.自分の将来に不安を感じている」という両方で「よくあてはまる」

と「まああてはまる」と回答した割合は増加していた（a：64.6%→76.1%、b：74.6%→78.6%）。こ

れに対して、「a.将来への希望を持っている」は米国で低減、韓国で増加し、「b.自分の将来に不

安を感じている」は米国と中国で増加、韓国で微減している（図 5-3、図 5-4）。従前の指摘 2）と

同様に日本の高校生の将来への希望は小さく、さらに将来への不安も大きいが、2018年から 2021

年にかけての変化に４か国での違いがみられることも指摘できる。 

将来に関する意識は、将来の「人生目標」10項目（問 23）とも関係すると考えられる。人生目

標については、日本の高校生は「f.のんびりと気楽に暮らすこと」（56.8%）、「h.安定した仕事に

就くこと」（56.0%）、「d.円満な家庭を築くこと」（54.1%）、「e.自分の趣味を生かす暮らしをする

こと」（53.0%）へ「とてもそう思う」と回答した割合が 5割強となっている（図 5-5）。なお、米

国と韓国では「e.自分の趣味を生かす暮らしをすること」（米国：79.5%、韓国：48.4%）、中国では

「d.円満な家庭を築くこと」（52.7%）へ「とてもそう思う」と回答した割合が最も大きかった。

これらの人生目標は、国立青少年教育振興機構が 2016 年に行った調査結果 6）では、「上昇志向」

（高い社会的地に就くこと、有名な大学に入ること等）に対して、「安定志向」として解釈されて

いた。2016年の調査結果 6）と比較すると、「とてもそう思う」という回答割合に 5.0%以上の変化

がみられた目標は日本ではみられなかった（図 5-6～図 5-15）。これに対して、米国、中国、韓国

いずれも 2016 年から 2021 年にかけて「d.円満な家庭を築くこと」、「e.自分の趣味を生かす暮ら

しをすること」、「h.安定した仕事に就くこと」へ「とてもそう思う」と回答した割合は 5.0 ポイ

ント以上低減していた。米国では「b.高い社会的地位に就くこと」（31.1%→24.5%）と「j.専門的

な技術や特技、資格をもつこと」（61.0%→55.6%）、「i.リーダーになること」（50.8%→44.1%）、中

国と韓国では「f.のんびりと気楽に暮らすこと」（中国：60.7%→48.6%、韓国：59.1%→47.7%）が

5.0 ポイント以上低減しており、韓国では「c.お金持ちになること」（23.9%→30.2%）は増加して

いた。一方で、「a.有名な大学になること」と「g.社会のために役立つ生き方をすること」は米国

で低減（a：43.0%→37.6%、g：64.2%→54.2%）していたが中国では増加（a：40.7%→47.1%、g：

41.8%→48.2%）していた。これらの 2016 年から 2021 年にかけての人生目標の推移は、コロナ禍

に限らず、様々な社会的変動が影響していることが想定される。その中でも、日本の人生目標に

大きな変化がみられないこと、安定志向的な目標は米国、中国、韓国で低減し、上昇志向的な目

標は米国で低減し中国と韓国で増加している傾向がみられた。 

これらを踏まえて、本稿では、以下の３つの分析を行う。第１に、将来に関する意識５項目（問

22）の相互関係について、関連が予想される主観的な学校での成績（問 24）と自分の家の経済状

況（問 25）をあわせて４か国ごとに検討する。第２に、将来に関する意識 5項目（問 22）と人生

目標 10項目（問 23）の関連を４か国ごとに検討する。第３に、将来への希望と不安による新型コ

ロナウイルス恐怖の得点比較を４か国ごとに行う。将来に関する意識の中でも、他国に比べて日

本の高校生で程度が小さい「a.将来への希望を持っている」（希望）および程度が大きい「b.自分

の将来に不安を感じている」（不安）の２項目を取りあげる。そして、Ahorsu et al.（2020）が

開発し、各国で翻訳されて信頼性と妥当性が確かめられている「新型コロナウイルス恐怖尺度

（Fear of COVID-19 Scale: FCV-19S）」7）～11）を用いる。将来への希望と不安による新型コロナウ

イルスへの恐怖の強さを比較することで、４か国でコロナ禍を経験した高校生の将来に関する意
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識の特徴を理解することができると考えられた。 

 

2. 将来に関する意識および学校での成績、家の経済状況の相互関係 

将来に関する意識５項目、学校での成績、家の経済状況について、４か国ごとに Spearmanの順

位相関を算出した（表 1）。 

「a.将来への希望を持っている」と「d.自分の将来の目標をはっきり決めている」の間に、４

か国すべてで.300以上の正の相関がみられた。日本を除いた米国、中国、韓国では、「a.将来への

希望を持っている」と「d.自分の将来の目標をはっきり決めている」に「c.将来に備えて、現在

の勉強が大切だと感じている」とも.300以上の正の相関が示された。また、将来に関する意識５

項目と学校での成績ならびに自分の家の経済状況には、４か国すべてで.300以上の有意な相関は

みられなかった。ただし韓国では、学校での成績と自分の家の経済状況の間に.300以上の正の相

関がみられた。 

表 1 将来に関する意識、学校での成績、自分の家の経済状況の Spearmanの順位相関係数 

 

b c d e 学校成績 経済状況

日本 (4,204-4,219名)

a. 将来への希望を持っている -.108***  .289***  .602***  .092***  .088***  .103***

b. 自分の将来に不安を感じている  .233*** -.068*** -.039* -.012 -.057***

c. 将来に備えて、現在の勉強が大切だと感じている  .248*** -.005  .166***  .022

d. 自分の将来の目標をはっきり決めている  .089***  .040*  .055***

e. 将来のことを悩むより今を楽しみたい -.056***  .064***

学校での成績  .075***

自分の家の経済状況

米国 (1,900名)

a. 将来への希望を持っている -.238***  .373***  .494*** -.016  .224***  .179***

b. 自分の将来に不安を感じている  .027 -.291***  .155*** -.048* -.068**

c. 将来に備えて、現在の勉強が大切だと感じている  .370*** -.076***  .190***  .092***

d. 自分の将来の目標をはっきり決めている -.041  .115***  .062**

e. 将来のことを悩むより今を楽しみたい -.125*** -.035

学校での成績  .234**

自分の家の経済状況

中国 (3,435名)

a. 将来への希望を持っている -.212***  .534***  .502***  .217***  .161***  .134***

b. 自分の将来に不安を感じている -.081*** -.053***  .182*** -.110*** -.038*

c. 将来に備えて、現在の勉強が大切だと感じている  .433***  .181***  .126***  .040*

d. 自分の将来の目標をはっきり決めている  .212***  .120***  .103***

e. 将来のことを悩むより今を楽しみたい  .032  .040*

学校での成績  .192***

自分の家の経済状況

韓国 (1,821-1,828名)

a. 将来への希望を持っている  .172***  .476***  .707***  .123***  .205***  .168***

b. 自分の将来に不安を感じている  .298***  .135***  .205***  .038  .000

c. 将来に備えて、現在の勉強が大切だと感じている  .449***  .044  .255***  .075**

d. 自分の将来の目標をはっきり決めている  .148***  .209***  .140***

e. 将来のことを悩むより今を楽しみたい -.041  .026

学校での成績  .309**

自分の家の経済状況

注) 人数以外の数値はSpearmanの順位相関係数（rs）であり、rs>.300以上の箇所を網掛けした。

　　* p<.05（5%水準で有意）、 ** p<.01（1%水準で有意）、*** p<.001（0.1%水準で有意）を示している。

将来に関する意識5項目は「1.よくあてはまる」～「4.全くあてはまらない」の4件法であり、学校での成績は「1.上」～「5.下」、
自分の家の経済状況は「1.裕福なほう」～「5.厳しいほう」の5件法であった。
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将来への希望を持っていることが将来の目標をはっきり決めることにつながり、同時に将来の

目標を決めることで将来への希望を持つことができると考えられた。このような将来の希望と目

標は、米国、中国、韓国では、将来に備えて、現在の勉強が大切だと感じることとも関連がみら

れたが、日本では明確な関連が示されなかった。すなわち、日本の高校生では、将来の希望と目

標は現在の勉強との結びつきが弱い状況にあるといえる。 

 

3. 将来に関する意識と人生目標の関係 

将来に関する意識５項目と人生目標 10 項目について、４か国ごとに Spearman の順位相関を算

出した（表 2）。なお４か国すべてで人生目標 10項目は、学校での成績（rs=-.030 to .261）、自

分の家の経済状況（rs=-.016 to .185）と.300以上の相関係数はみられなかった。 

米国では将来に関する意識における「a.将来への希望を持っている」と「c.将来に備えて、現

在の勉強が大切だと感じている」の両方が、人生目標における「a.有名な大学に入ること」、「g.

社会のために役立つ生き方をすること」、「j.専門的な技術や特技、資格をもつこと」と.300以上

の正の相関を示していた。また、「a.将来への希望を持っている」は「d.円満な家庭を築くこと」、

「e.自分の趣味を生かす暮らしをすること」、「i.リーダーになること」と、「c.将来に備えて、現

在の勉強が大切だと感じている」は「h.安定した仕事に就くこと」と.300以上の正の相関がみら

れた。 

中国では、「a.将来への希望を持っている」は「f.のんびりと気楽に暮らすこと」以外の人生目

標と、「c.将来に備えて、現在の勉強が大切だと感じている」は「i.リーダーになること」以外の

人生目標と.300以上の正の相関がみられた。また、「d.自分の将来の目標をはっきり決めている」

と「a.有名な大学に入ること」、「g.社会のために役立つ生き方をすること」、「i.リーダーになる

こと」にも.300以上の正の相関がみられた。 

表 2 将来に関する意識と人生目標の Spearmanの順位相関係数 

 

a.有名大学 b.地位 c.お金持ち d.家庭 e.趣味 f.気楽 g.役立つ h.安定仕事 i.リーダー j.専門

日本 (4,197-4,217名)

a. 将来への希望を持っている  .070***  .098***  .082***  .268***  .170***  .047***  .295***  .133***  .235***  .253***

b. 自分の将来に不安を感じている  .142***  .129***  .110***  .081***  .083***  .117***  .065***  .122***  .016  .066***

c. 将来に備えて、現在の勉強が大切だと感じている  .259***  .213***  .118***  .236***  .123***  .091***  .288***  .275***  .127***  .190***

d. 自分の将来の目標をはっきり決めている -.019  .022  .012  .135***  .119**  .010  .209***  .105***  .160***  .309***

e. 将来のことを悩むより今を楽しみたい -.085*** -.031*  .057***  .132***  .151***  .194***  .059***  .091***  .038*  .035*

米国 (1,900名)

a. 将来への希望を持っている  .342***  .264***  .264***  .330***  .312***  .096***  .300***  .295***  .397***  .305***

b. 自分の将来に不安を感じている -.049* -.019  .018 -.026  .074**  .158***  .012  .060** -.098*** -.044

c. 将来に備えて、現在の勉強が大切だと感じている  .362***  .236***  .232***  .274***  .296***  .117***  .305***  .305***  .256***  .321***

d. 自分の将来の目標をはっきり決めている  .285***  .211***  .177***  .205***  .211***  .012  .184***  .212***  .299***  .292***

e. 将来のことを悩むより今を楽しみたい -.030  .077***  .078***  .098***  .105***  .234***  .026  .104*** -.009  .043

中国 (3,435名)

a. 将来への希望を持っている  .417***  .340***  .330***  .371***  .399***  .259***  .410***  .354***  .328***  .369***

b. 自分の将来に不安を感じている -.033  .057***  .066*** -.023 -.039*  .058*** -.034*  .000  .048** -.035*

c. 将来に備えて、現在の勉強が大切だと感じている  .459***  .347***  .415***  .424***  .436***  .314***  .458***  .418***  .297***  .421***

d. 自分の将来の目標をはっきり決めている  .302***  .287***  .260***  .253***  .283***  .191***  .307***  .263***  .323***  .294***

e. 将来のことを悩むより今を楽しみたい  .176***  .196***  .191***  .148***  .186***  .215***  .160***  .171***  .166***  .175***

韓国 (1,819-1,827名)

a. 将来への希望を持っている  .269***  .258***  .206***  .248***  .216***  .093***  .248***  .197***  .318***  .288***

b. 自分の将来に不安を感じている  .245***  .211***  .187***  .075***  .069**  .101***  .143***  .092***  .149***  .096***

c. 将来に備えて、現在の勉強が大切だと感じている  .308***  .251***  .218***  .238***  .187***  .137***  .217***  .281***  .203***  .260***

d. 自分の将来の目標をはっきり決めている  .195***  .242***  .178***  .210***  .167***  .087***  .263***  .194***  .297***  .254***

e. 将来のことを悩むより今を楽しみたい  .057*  .111***  .124***  .124***  .137***  .177***  .084***  .120***  .128***  .076**

注) 人数以外の数値はSpearmanの順位相関係数（rs）であり、rs>.300以上の箇所を網掛けした。

将来に関する意識5項目は「1.よくあてはまる」～「4.全くあてはまらない」の4件法であった。人生目標は「a.有名な大学に入ること」、「b.高い社会的地位に就くこと」、「c.
お金持ちになること」、「d.円満な家庭を築くこと」、「e.自分の趣味を生かす暮らしをすること」、「f.のんびりと気楽に暮らすこと」、「g.社会のために役立つ生き方をする
こと」、「h.安定した仕事に就くこと」、「i.リーダーになること」、「j.専門的な技術や特技、資格をもつこと」であり、「1.とてもそう思う」～「4.全くそう思わない」の4
件法であった。
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一方、日本では「d.自分の将来の目標をはっきり決めている」と「j.専門的な技術や特技、資

格をもつこと」、韓国では「a.将来への希望を持っている」と「i.リーダーになること」ならびに

「c.将来に備えて、現在の勉強が大切だと感じている」と「a.有名な大学に入ること」の間にの

み.300以上の正の相関が示された。 

米国と中国では、人生目標を持っていることが将来への希望や将来に備えた現在の勉強につな

がっているといえる。これに対して、日本と韓国では、人生目標を持つことが将来への希望や将

来に備えた現在の勉強と明確に結びついていないことが指摘できる。 

 

4. 将来への希望と不安による新型コロナウイルス恐怖の得点比較 

将来に関する意識における「a.将来への希望を持っている」と「b.自分の将来に不安を感じて

いる」へのそれぞれの回答について、「1.よくあてはまる」と「2.まああてはまる」を「合致群」、

「3.あまりあてはまらない」と「4.全くあてはまらない」を「非合致群」として群分けした。新型

コロナウイルス恐怖尺度については、得点が大きくなるほど新型コロナウイルスの恐怖が強くな

るように算出した（得点範囲 7点～35点）。そして、「将来への希望」（2水準：合致群・非合致群）

と「将来への不安」（2水準：合致群・非合致群）を要因とした新型コロナウイルス恐怖尺度の得

点について分散分析を行った（図 1）。 

将来への希望と不安の交互作用は、米国（F（1, 1896）=23.129, p<.001, η2=.012）、中国（F

（1, 3431）=29.057, p<.001, η2=.008）、韓国（F（1, 1813）=8.528, p<.01, η2=.004）でみら

れた。単純主効果（5%水準）の検定の結果、米国では将来への希望の両群ならびに不安の非合致 

 

 

図 1 ４か国における将来への希望と不安による新型コロナウイルス恐怖の得点比較 
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群で、中国では将来への希望の合致群ならびに不安の両群で、韓国では将来への希望の合致群な

らびに不安の合致群で有意差が示された。また、米国と韓国では将来への希望と将来への不安の

主効果（F（1, 1813 to 1896）=5.138 to 47.198, ps<.05, η2=.003 to .024）も、中国では将

来への不安の主効果（F（1, 3431）=15.936, p<.001, η2=.004）も有意であった。日本では、将

来への希望の合致群が非合致群よりも（F（1, 4168）=13.294, p<.001, η2=.003）、将来への不安

の合致群が非合致群よりも（F（1, 4168）=37.357, p<.001, η2=.009）新型コロナウイルスへの

恐怖尺度の得点が大きかった。 

米国では、将来への不安を感じていない高校生では、将来への希望を持っていない方が新型コ

ロナウイルスへの恐怖が強かった。また将来への希望を持っていない高校生では将来への不安を

感じていないほど、将来への希望を持っている高校生では将来への不安を感じているほど新型コ

ロナウイルスへの恐怖は強かった。 

中国では、将来への不安を感じていない高校生では将来への希望を持っていないほど、将来へ

の不安を感じている高校生では将来への希望を持っているほど新型コロナウイルスへの恐怖は強

かった。また、将来への希望を持っている高校生では、将来への不安を感じている方が新型コロ

ナウイルスへの恐怖が強かった。 

韓国では、将来への不安を感じている高校生では、将来への希望を持っている方が新型コロナ

ウイルスへの恐怖が強かった。また、将来への希望を持っている高校生では、将来への不安を感

じている方が新型コロナウイルスへの恐怖が強かった。 

米国の交互作用（η2=.011）と将来への希望の主効果（η2=.024）、韓国の将来への希望の主効

果（η2=.019）と将来への不安の主効果（η2=.012）では効果の大きさを示す効果量は小さく、そ

れ以外は効果量なしと判断されたため（η2=.003 to .009）、結果には留意する必要がある。すな

わち、新型コロナウイルスへの恐怖の強さは、希望や不安のような将来に関する意識との関係は

明確ではなかった。また新型コロナウイルス恐怖尺度の平均値は、４か国すべてで理論的中間値

である 21点と同程度、あるいはそれよりも小さかった。その上で、日本では、将来への希望ある

いは不安を意識しているほど新型コロナウイルスへの恐怖が強くなることが示された。米国では、

将来への希望も持っておらず不安も感じていない高校生が最も新型コロナウイルスへの恐怖が強

かった。中国と韓国では、将来への希望を持っており不安も感じている高校生の新型コロナウイ

ルスへの恐怖が強いことが示された。 

 

5. コロナ禍における高校生の将来に関する意識の特徴と展望 

 本調査ならびに追加分析の結果から、米国、中国、韓国と比べて、日本の高校生の将来への希

望は小さく、将来への不安も大きいことに加えて、将来の希望と目標は現在の勉強との結びつき

が弱い状況にあることが示唆された。さらに米国と中国では、人生目標を持っていることが将来

への希望や将来に備えた現在の勉強につながっているといえる。これに対して、日本と韓国では、

人生目標を持つことが将来への希望や将来に備えた現在の勉強と明確に結びついていないことが

考えられた。青少年の将来に関する意識を理解する上では、希望や不安の程度という「量」と同

時に、希望や不安という抽象的な感覚が具体的な行動や目標とどのように関連しているかという

「質」の観点も重要になるといえる。 
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 さらに将来への希望と不安によって新型コロナウイルス恐怖の強さに４か国での相違が示され

たが、全般的に効果量は小さい、あるいはなしと判断された。また、今回の調査結果にはコロナ

禍に限らず、様々な社会的変動が影響していることも想定される。これらを踏まえた上で、コロ

ナ禍を経験した高校生の希望や不安のような将来に関する意識について、次の３つの可能性を指

摘する。 

 第１に、高校生の将来に関する意識は、コロナ禍による影響と明確に関連しないという可能性

である。これは、高校生がコロナ禍を一時的で特異な状況として認識しているのか、大きな社会

的変化をもたらし自身の将来にも影響する状況として認識しているのかによっても異なると考え

られる。前者は「コロナ禍以前の生活に“戻る”」、後者は「コロナ禍後に新しい生活様式に“変わ

る”」という表現に象徴的に表されているといえる。コロナ禍を一時的で特異な状況として認識す

ることで、将来に関する意識とは分離され、明確な関連が示されなかったことも考えられる。 

第２に、高校生はコロナ禍による影響へ柔軟に対応しながら、将来に関する意識を培っている

という可能性である。本調査の結果、日本では「a.将来への希望を持っている」、「b.自分の将来

に不安を感じている」という両方で「よくあてはまる」と「まああてはまる」と回答した割合は

増加していた（図 5-3、図 5-4）。一方で日本の人生目標に大きな変化はみられなかったが、安定

志向的な目標は米国、中国、韓国で低減し、上昇志向的な目標は米国で低減し中国と韓国で増加

している傾向がみられた（図 5-6～図 5-15）。これらの将来に関する意識や人生目標の変化は、コ

ロナ禍をはじめとする社会的変動の中で、高校生たちが柔軟に対応しながら自身の将来について

模索していることを反映しているとも考えられる。 

 第３に、高校生の将来に関する意識は、各国のコロナ禍の被害の程度や対策の厳しさによって

影響を受けているという可能性である。具体的には追加分析の結果（図 1）、ならびにコロナ禍の

被害の程度や対策の厳しさ 2）、3）に基づいて、以下の３つの状態が考えられた。一つ目は、希望や

不安のような将来への意識が高まることで、未知で予測が難しい新型コロナウイルスへの恐怖も

強くなるという状態である。これはコロナ禍による被害が比較的小さく、対策も緩やかであった

日本の分析結果との対応が想定される。二つ目は、希望や不安のような抽象的な将来への意識を

持つ余裕がなくなり、新型コロナウイルスが目の前に迫っている恐怖として実感されているとい

う状態である。これはコロナ禍による被害が各国に比べて大きかった米国の分析結果と対応して

いると考えられる。三つ目は、将来への希望と不安の両方が高い場合に、新型コロナウイルスが

将来の計画や目標に影響を及ぼすことを危惧しているという状態である。これはコロナ禍による

被害は比較的小さいが、対策は厳しかった中国や韓国の分析結果と対応していると考えられた。 

 コロナ禍という大きな社会的変化の中で、各国の高校生たちは自身の将来を模索している。コ

ロナ禍において青少年が直面している問題、そこでの取り組みにおける青少年の知恵や工夫に真

摯に耳を傾けることが求められる。 
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