
自殺未遂経験事例の語り

E（居場所）は、親がこういう場所があるんやというのを教えてくれてたんで
すよ。だけど、 初は，よう受け入れなかったようなところがあって．そこに
行っても，今までと一緒だと思ったんです．

やっぱり不登校じゃない子に不登校の気持ちを理解しろいうたって無理やし、
そういうことを，どこでも会話できるわけじゃないから．だから、高校でも友
達の中には入れなかった．

やっぱり自分は少し違う位置にいるんやなというのをすごく自覚してきたと
きに、自分と近い立場の人間と話したりしてみたいなと思ったのが，Eに来よう
と思ったきっかけです。

 「小学校から死ぬ気満々だった」と語るひきこもり青年D
（現在26歳，20歳から居場所参加，24歳から夜間高校定時制高校に通学中）

 今までに，何回かの自殺への強い思いを持つ

母親が傍にいないと安定した感情表出が困難なDから，居場所で自己を
コントロールすることが可能になり，母と安定した関係，母と笑いあう
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自殺未遂経験事例の語り

４回生の時，死のうと思いました．（教育）実習まで行って、教育実
習の時に何かすべてが嫌になって、下宿先まで逃げていったんです．
その後，ずいぶん放浪しました．

高校時代は、僕、今ではこんなんですけど、昔、よく爪かんでたんで
すよ。ほんで、すごい汚いとか、播磨なんでハリー、ダーティー・ハ
リーと言われてたんですよ。

小学校から中学校まで続いたんですけど、こんなふさふさに見えて結
構抜けやすいんですよ、髪質がやわらかいんで抜け毛抜け毛と言われ
て、すごい抜けやすかったんですよ。それで抜け毛とか猿とか言われ
て嫌やって

 小学校時代から２者関係を結ぶことが困難だったE
（現在，33歳，男性）

 集団関係，対社会関係で生きることが困難に
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人たる価値を否定する競争と評価

「できない」とは，たかだか能力の差にすぎなかったのに，現在の人
間評価は，人たることの価値（それぞれの生の価値）にまで公然と差
をつけ，そうすることで生の尊厳を根底から傷つける．ありていに言
えば，生命の価値にはちがいがあり，生存権の平等などそもそも認め
られない，ということなのだ．競争がそうした性格を持つ以上，競争
場面に立たされないための努力や他者からの批判を回避する努力が，
命をかけた真剣みを帯びるのは当然であろう．（中西，2009）

 あまりにも多い社会不安障害や回避性人格障害を生理的脆弱性と
の関わりで捉えることが陥る危険：依存を排除する新自由主義的
自立観の虚構

 力強い自立（競争に打ち勝つ自立）の強要と排除
☆福祉現場でも生じている ⇒ 「あんな弱い子が役に立たな

い」という支配の論理に立つ福祉経営者も生じる
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なかまとの育ちあいを追及してき
た居場所実践に流れる支援哲学の
検討
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青年期と新たな学び方とは……
 青年期：これまで生きてきた過去と、これから生きようとする将

来が、特に社会的な要素を伴って交錯し、ときに自己の混乱をき
たすような危険を孕んだ段階

 居場所においてなされる作業が、自己形成の側面をもつ

 自己像に葛藤が生じた人が、自己を立て直し、自己確認の作業を
していく

（北山，1993，2003 住田，2003）
 矛盾し分裂した自己と向き合う辛さを共感的に受容してくれる他

者との出会いによる学び
①分裂した自己の苦しさに共感してくれる
②経験の交流によって苦しさを乗り越える矛盾を解決する試行

錯誤を励ましてくれる
③先行した経験が解決の見通し（モデリング）を与える

（宮崎，2004）
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心理主義化する自分さがしの克服と
新たな学び方，新たな働き方

なぜ，新たな学び方，新たな働き方が必要か（佐藤，2008）

〈自己イメージ〉の未成熟状況は若者を不安に陥れるから，〈自分探
し〉は切実な要求となる。競争的な人間関係を越えて相互承認的な他
者と出会うことなくしては肯定的な〈自己イメージ〉を形成すること
はできず，〈自分探し〉は遂行していくことはできない。しかし，今
日の学校は新自由主義的な「教育改革」によって新たな能力主義的な
選別システムに再編されようとしている。早期からの「自由な選択」
を通して，個性や自己実現を称揚しているように見え，実は経済界が
準備する「多様な働き方」の中に子どもたちが自発的に適応してい
くことを求めていくようにつくりかえられようとしているのである．

 心理主義化する自分さがしの克服
・社会的現実に向かって仲間と共に連帯して向き合うことで自

分の内面に向かう〈自分探し〉
・さまざまな困難を自分の責任に還元しない自分さがし

34



若者が語る居場所での
自己イメージと他者イメージの育ち

（居場所Eのメンバーと）毎日顔を合わせてたら、やっぱりつき合うのが上
手でなかったりとか、どうしても一言多い子とか、ナイーブな子もおるんで、
やっぱりすべて問題なかったとは言い切れんし、ピアスタッフのKさんにも
こういうことがあったんやけどということを相談とかもしてましたし。
（24歳，13歳から不登校，ひきこもり）

○山本 つき合うのが上手やない子というのはどんな行動に出てくるの？

やっぱり相手の気持ちを考えて物を言えてないなというのを感じたりとか、
それは言うたらあかんやろうということを何となく言ってしまってたりとか。

支援的他者に媒介されて，長い間自分を苦しめてきた周囲への同調の
ための「垂直的なコミュニケーション」を，同時代を生き抜いてきた
若者たち間の相互理解と承認のための「水平的なコミュニケーショ
ン」へと組み替えていく作業（佐藤，2004）
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若者が語る居場所での
いままでの自己への気づきと主体的参加

そういや去年１回、普通に作業してて、何やかんやで数人で親ねた
（注：親の話題）になって。それでおれが、「それでさ、うちの親も
小さいころいろいろこうあったわけよ」みたいな感じでやったら、思
わず、当たりさわりないとことはいえいろいろ語ってもて、何か知ら
んけど端で聞いてたスタッフに感動されたみたいで。（19歳，発達
障害，18歳からひきこもり）

 意味あるコミュニケーションのなかでも親語り，自己語り
 親との関係を語る
 親に対する負の感情，葛藤を集団のなかで言語化

 なぜ生きづらいのか
 なぜ，親の「期待」（思い）のままに生きてきたのか への気づき
 どんな行動が自分を解き放つのか への気づき
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居場所と協同実践

個々には自覚されていなかった力量が集団的に発揮される過程，その
過程を通して能動的な市民が形成される過程（宮崎，2004）

協同実践とは

支援の基本的構造は〈やりたいこと探し〉支援へと直接的に進むの
ではなく，〈やりたいことづくり〉に向けて若者と支援者が共同し
て模索する関係（場）をつくりだすことであり，その共同的作業を
通して若者自身が〈やりたい自己〉へと自己形成していくことを支
援することであろう。支援的他者に媒介されて，長い間自分を苦し
めてきた周囲への同調のための「垂直的なコミュニケーション」を，
同時代を生き抜いてきた若者たち間の相互理解と承認のための「水
平的なコミュニケーション」へと組み替えていくことが若者支援の
基本ベースにならなければならない．

この過程を保障する支援の基本的構造は
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新たな学びを追及する居場所

居場所の類型
 社会生活の拠点となる物理的な意味での場
 自由な場
 居心地がよく、精神的に安心・安定していられる場もしくは人間

関係
 一人で過ごせる場
 休息、癒し、一時的な逃避の場
 役割が与えられる、所属感や満足感が感じられる場
 他者や社会とのつながりがある場
 遊びや活動を行う場、将来のための多様な学び・体験ができる成

長の場
 自己の存在感・受容感を感じさせる場
 安全な場

（藤原，2010）
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今日、新自由主義改革が福祉を貫徹するなかで、ひきこもる若者や
ニートの若者は福祉の対象でなく、一般就労に再チャレンジすべき対
象として位置づけられてきています。しかし、長いひきこもり経験者
が、連れ出され、働く必然性を与えられることで、社会に主体的に参
加する力を獲得できるでしょうか。長いひきこもり経験者にこそ、彼
らに合った仕事への参加方法や仕事内容を検討すべきであり、保護的
状況下での就労への参加を検討すべきでしょう（山本、2009）。

哲学と方法が問われる居場所支援

では，どのような哲学と方法が問われるのか？

 日本ソーシャルワーカー協会倫理基準５．（利用者の自己決定の
尊重）

ソーシャルワーカーは、利用者の自己決定を尊重し、利用者がその権
利を十分に理解し、活用していけるように援助する。
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自己決定に相反する支援

自己決定権は憲法第１３条の「幸福追求権」に根拠を持つ

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に
対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法そ
の他の国政の上で、 大の尊重を必要とする。

国民一人ひとりが平等であり、かつそれぞれは独
立した人格的存在であることを、国家は 大限尊
重すべきである

自己決定の許される根本的な原則 「他者危害の原則」
「文明化されたいかなる社会のいかなるメンバーに対してであれ、
彼の意に反して、権力を行使することが正当とされる唯一の目的
は、他人に危害が及ぶことを防止することだけである」（ミル
「自由論」）
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居場所における主体形成

 一歩前を歩む仲間（ピア）との出会い

 一歩前を歩む仲間や，まだ居場所に参加しづらい当事者との関わ
りのなかでの自己の状況への気づき
「現状での見かけ上の満足」
「あきらめ」 への問い掛け

 「何とかして欲しい」から「何とかしたい」という主体的立場へ
の変容 ⇒ 自治のなかで

 体験・経験の蓄積

 新たな経験を創造するしくみづくり
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主体形成と個・集団・社会①

 いわゆる「生きづらさ」とは？
1981年の精神神経学会での報告以降，オウム真理教の若者達を捉えた特集
（世界：1997），アダルト・チルドレンの視点からの論究を通して，
2000年以降若者の生きづらさについて論じることが多くなる．

「障害」や「生きづらさ」という言葉で語られる「問題」は誰にとってどの
ような意味をもつものであるのか。そしてそれはどのように生成し変化す
るものなのか。それを問うことがおそらく「支援」を考えるにあたって決定
的に重要であり、「支援」研究の出発点に置かれるべきであろう．（藤野，
2007）

「問題」を個人に所属するものとしてその行動を取り出すという方法をとる
ならば、その「問題」を真に問い直す機会が失われ、そのうえ「問題」を
持っている個人をラベリングすることにより「問題」を固定化する可能性が
きわめて高くなる（藤野，2007）
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主体形成と個・集団・社会

 ひきこもる若者たちを人格発達に歪みがある一群としてとらえて人
格変容をめざす実践や，若者たちを育てた家族の病理性を発見して
家族に責任を課すような実践は，若者や家族の解き放ちを可能とす
るものではありません．

 親や大人を憎み，人との関係を紡ぐ力の獲得に課題をもつ若者たち
と向き合う実践においては，若者が自身と社会に対して科学的に分
析できることを目指した集団の組織化が必要です．

 支援者は，若者の課題の背景にある社会的要因について若者の生活
から学び，若者たちの発達を歪めてきた社会の諸矛盾について若者
とともに学びあい，若者たちの暮らしづらさを生み出している社会
と向き合う実践者としての価値あるあり方を模索しつつ取り組む必
要があります．（山本，2009）
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発達をつくりだす集団

 発達をつくりだす集団、自治的集団は指導を拒否するのではなく、
正しい指導を受けいれるし、それを待ってさえいるのである。正
しい指導を集団が受けいれるとき、集団は諸個人に課題を媒介に
し、そのことによって集団の内部に教師の指導を自己の要求とし
てうけとめ、それを主体的に実現しようとする自己運動が展開さ
れる

 個人の人格を無視し、集団に一方的に適応させるために集団に目
をむけるのではなくて、集団を手がかりとしてのみ民主的人格が
形成されるゆえに集団に目を向けることは一目瞭然である。個人
の発連に規定されて集団の質が決まるのではなく、集団の質と集
団への教師の指導が個人の発達を規定してくるのである。

（山本敏郎，1986）

いま問わなければならないのは，
 その集団の質：集団（若者集団，支援者集団，運営者）
 集団の哲学と原則：自治性，協同性，相互批判性等々
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克服すべき支援観と支援「哲学」①
 年長者（経営者）の決定には従うべきである

集団（実践体）を支配するボスへの忠誠競争
☆「いじめ」の体質を温存

 集団よりも個？
個の「治療」，「個」の適応重視
☆ひきこもり支援に「集団」や「集団づくり」は必要ない？
☆集団に適応できない「個」への治療的介入がまず必要？

「集団における子どもたちの相互関係に教育的価値がある。この相互関
係のくみかえによって集団のなかに民主的関係が形成され、子どもたち
は民主的人格へと訓育されるのである。とりわけ、合目的的な自治活動
を組織するなかで生じる実務的関係、責任ある相互依存関係の形成が自
治的集団づくりの基本的なねらいである」（山本敏郎，1986）

「若者たちが集団を能動的に運営するために，自身にとって必要なことと
実践体にとって必要なことを仲間やスタッフとともに話し合うのです．
これは，実践体にとっては，若者から集団の質を指摘されることになり，
民主的集団の組織化が行われるかどうかを問う機会になります」（山本，
2009）
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新たな働き方を求めて

韓国HAJA Center(Yooja Salon)の
哲学と我が国の協同実践に基づく若
者支援の哲学に学びつつ
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韓国 Yooja Salon とは
（PPT니트, 히키코모리청소년에대한한-일공동연구간담회, 2011.8.23.）

韓国 YoojaSalon とは
 ひきこもりやニートがあり、社会参加が困難であった10代や、脱学

校を行い6か月以上の消極的社会生活を行っている者を自宅以外で

悠々自適生活を保障するプログラムの対象とする。ただし、うつ病
以上の精神科症状がある場合には登録の有無を慎重に検討する。

 個人の心理状態でなく、全般的な日常生活状態に注目する。ここで
目指すのは、根本的治癒でなく、人に会う行為に対する‘感覚’を
再活性化することに主力をおく。

 問題を解決するのは、教師でも学生でもない。問題の解決は、‘同
年輩親旧あるいは小集団’の力である。“ユズサロン”というコ
ミュニティ内に多様な小集団を作る。ただし、いずれかの集団に所
属しなくても不安でないように配慮する。

 ニートやひきこもりに対する社会的イメージの克服を目的とする。
現在の無重力青少年と両親はアイデンティティを確保することが出
来ない‘少数者集団’の状態であるとのイメージがある。この現象
が個人的な問題でないとの認識を作り出すことが重要である。
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韓国 YoojaSalon のポジション
（ PPT니트, 히키코모리청소년에대한한-일공동연구간담회, 2011.8.23.）

 「無重力青少年」：「ニート」と「ひきこもり」に包括的な接近
- 社会生活を模索する多くの10代の場合、「ひきこもり」の境界が曖昧
- 「家の外で悠々自適」プログラムの対象となる「ニート青少年」(中退、

6か月以上の消極的社会生活)
- 単純型うつ病以上の神経、精神的症状がある場合、登録の可否を綿密に検討

 個人の心理状態だけでなく、 全体的日常生活の状態に注目
- 根本的治癒ではなく、人に会って行為に対する感覚をもつことが主力
- 可能な限り長い間 ハジャセンターにとどまっていることが目標

 問題を解決することは教師でも学生でもない「同年輩親旧あるいは小集団」
- 低一名の性格があう友達を作ったり、小集団に属するよう誘導
- 「ユジャサロン」というコミュニティ内に多様な小集団をつくる

特定の集団に所属しなくても不安にならないように配慮

 今後ニート問題に対する社会的論点づくりにも関与する予定

-現在、無重力青少年と家族はアイデンティティを確保することができない
「小集団」の状態
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YoojaSalon が実践を展開するHAJA Centerの哲学

HAJAは、その実践体を“仕事、遊び、自律の青少年文化作業場”
と規定する

HAJA Centerの実践哲学
 “学校が身体に合わない10代たちが新しい時代の学校をつくりだ

す”
 注入式教育と競争主義では、誰もが落伍者となり、HAJAは、自

主的かつ主体的な協力学習を展開する場である
 その場は，“友情と歓待の創意的自律空間”である
 ここでの学びを通して“選択の道でよりよい判断をする─ともに

見守る子どもたちがいる─”“不安だけど、寂しくなんかない”
“お互いを励ましあい緊張しあう文化がある”

 集団が互いを疎外しない集団となり育ちあうことを保障する集団
となることを追及
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新たな働き方を目指して
韓国の社会的企業に学びつつ

社会的企業育成法：2007年施行
 法の目的（第 1 条）

「この法律は社会的企業を支援し我が社会で十分に供給されていな
い社会サービスを拡充し新しい就労を創出することにより、社会
統合と国民の生活の質の向上に寄与することを目的とする。」

 社会的企業の定義（第２条）
「“社会的企業”とは、脆弱階層に社会サービス又は就労を提供し

地域住民の生活の質を高めるなどの社会的目的を追求しながら、
財貨及びサービスの生産販売など営業活動を遂行する企業として
第 7 条（社会的企業の認証）によって認証を受けた者を言う」
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韓国社会的企業育成法の成立背景①

 キーワードは「通貨危機」（IMF）：

 大量失業／公共勤労の民間委託化
 失業関連団体等の自活生産運動への参加
 経済成長率の回復とは裏腹に、上がった失業率が下がらない
 四、五十代の公共勤労参加社の失業者や、長期失業者には、公共

勤労は相変わらず「一時的就労」の提供という枠のまま

 「一時的就労」から「社会的就労」へ、概念および政策の転換
 2000 年、それまでの「生活保護法」を改定し、「国民基礎生

活保障法」発足
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韓国社会的企業育成法の成立背景②

 市民参加の活動主体
 協同組合からの関心

今日の韓国生活協同組合①生活における自治や協同②地域共同
体の形成③社会全体に対する批判的な対応④代案的なシステム
に対する実験（ユン・ヒョングン，2005）

 環境運動と社会的企業を連係させる取組み
 障害者就労運動
 自活勤労／自活共同体

金大中政権の「生産的福祉」の代表的政策
貧困階層の自立を支援した貧困地域の住民運動：共同体運動
住民組織化を実践方法論とする

 労働者協同組合運動

 連携企業（CSR)
サムソン，LG，SK 等々

52



懸命に適応しようとするなかで……

若者：（高校卒業してから33歳まで仕事をしていて）仕事をやめてし
まって、ずっともう家にいる状態が（１年ほど）続いてて、あし
たは出よう、あしたは出ようという感じで、結局もう全然出えへ
ん時期が２，３カ月続いていました

山本：そうですか。その仕事は何歳のときから。

若者：継続してやってた仕事じゃなくて、契約社員とかやったんで転々
とはしてるんですけど、一応もうそれまではずっと仕事はしてき
てました。（Gさん 35歳）

 家に帰れへんような状態になったような仕事やったんで（疲れ果ててしまっ
て）

 何かもう何のために仕事行ってんのかわからんみたいな感じになって
 だめになるというか、何かもうわけがわからんようになってきたような感じ

でした
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20代と30代，自身を不自由にする“ふつう”

20代の立場と30代の立場はちょっと違うと思う。まだ30歳以下の
人って、まだ希望が持てると思いますけどね。30を超えると、世の

中もなかなかそういうふうには見てくれなくなるし、会社とかも，
もう30以上の人を育てようという気にはなかなかならんと思うので、

そういう意味で結構もうどん詰まりになるというところはあると思
いますね。（35歳 Gさん）

 非正規雇用が続くなかで，正規職員として就職してくる同年代と出会う
焦り

 自己の育ちが見えないなかでの焦り
 親からの就職（社会適応）への要求のなかでの不自由さ(33歳Hさん）

H：バイトしたのは2回あって、コンビニの前にお弁当屋さんにも1回
あったんですけど、お弁当屋さんのときは本当に無理やり引きずり
出されたという気持ちがすごい強かったんですけど。

山本：だれに？
H：お父さん。コンビニのときはもう本当に自分の意志でやらせてくだ

さいと言ったんで、もう引きずり出されたなんて一切思ってない、
自分の意志で決めたことだと思ってます。
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スローな働き方を見出す時

ええ、それ（注：メールで相談した精神科病院や就労支援機関からな
んら返信がこないこと）があって、それで手紙したためて、自分はひ
きこもりですとか、それでそれを手紙で送ったんですね。それで、
ジョブパークに行くことになりまして、そこのカウンセラーの方と会
うて、今の状況を言うたら、一言目に「そうやね、しんどかったね」
と言われまして、涙出そうになりまして、今までそんな言われたこと
なかったんで、しんどかったねという言葉には。もう早よせえとか、
そんなことしてたらあかんみたいなことばっかりは言われてても、し
んどかったねというのだけは言われたことなかったんで涙が出そうに
なって、それ以来、そのカウンセラーの方といまだにおつき合いがあ
るんです。

F（29歳）は，高校卒業後，大学を2回受験した後にひきこもり．
どう生きるかを見出せないなかで働くことを焦っていた．
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「やり場のない孤独」からの旅立ち

今から思うと，高校２年の時は誰ともつながっていなくて孤独な日々
だった．でもその後のいろんな経験を経て，たくさんの人に助けられ，
支えられ，見守られながら今という「日々」を送っている．おだやか
な日々よりも，多くの矛盾や葛藤・しんどさを感じる日々のほうが，
私は生きているなぁって実感する．（浅野，2005）

 高校時代，赤点すれすれのテストが返ってくるたびに不安になる
 サッカー部部長として，自分の努力が実らないことからいらだちや疎外感

を持つ
 「女子高生にみられたい」との思いからダイエット願望，拒食症
 知的障害者作業所でボランティア時に無条件に受け入れられる．安心でき

る場所
 不登校の居場所（職場となる）コスモとの出会い
 「コスモ」という安心の空間から一歩外に出たとき，働くという社会がも

のすごい高いハードルに感じていた
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共生への願いを基に働く場づくり

共生への願いをともにする人びとへの信頼感，「人間捨てたもんじゃ
ない！」との喜びを子どもたちに伝えたい，わかち合いたいと願い続
けてきました．（中略）目標は「若者たちの仕事体験の場」です．居
場所の若者たちが，比較的採用されやすいファーストフードや量販店
のアルバイト体験を通して，その効率主義一辺倒の働き方や競い合わ
せられるような職場への緊張感に疲れてしまい，ますます社会へ出る
ことに不安を感じてしまう様子をみてきたからです． 近，「ニー
ト」などと名づけて「学ばない，働かない，甘えた若者たち」という
捉え方が広がっていますが，若者は「働かない」のではなくて「働き
たくても働けない」のだというのが実感です．（佐藤，2005）

 「生きにくさ」を抱えた若者に関わる
 共に働き，共に生きることを通して「人間捨てたものじゃない」と

の喜びをわかち合う
 「働きたくとも働けない」若者が働ける地域の仕組みを作る
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グループディスカッションをしましょう

議論点1

若者の語りから学ぼう

 ひきこもる若者の社会的要因に
ついて，みなさんの事例を参照
に議論しましょう．

 ひきこもる若者と仲間との関わ
りについて議論しましょう

 ひきこもる若者に仲間は必要か？

 ひきこもりと向き合うなかで仲間
はどのような役割を果たすか？

議論点2

新たな学び方・働き方はどうあるべきか

 ひきこもる若者の支援にとって
克服しなければならない支援観
について議論しましょう．

 新たな学び方・働き方を保障す
る場と地域との関わりは，どう
あるべきでしょうか．議論しま
しょう．

 若者と支援者が共同で進めるやり
たいことづくりの作業とは？

 発達の主体とは？
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議論点１との関わりでの若者の語り

若者：九九を覚えるのがしんどくて、塾に行き出して、ようやくちょっと
わかり始めたというのはあったんですけどね。それ以前にも、何か
覚えるということがすごく苦手で、漢字が覚えられなかった。小学
校２年生ぐらいから少し漢字が難しくなったら、さっぱりやったん
ですね。

山本：そのころ、学校に参加するのが困難になって、授業中なんかおもし
ろくなくなった？

若者：そうですね。
山本：この前に僕が話を聞いたときに、死ぬ気満々でしたという当時のこ

と教えてくれましたよね。
若者：うん、今でも似たようなもんですよ、先生。
山本：そう．
若者：そうですよ。結構しんどくなったり、逃げる分がそこです。

常時ぎりぎりです、本当に。
山本：そうか、つらいな。

 学ぶことが困難な子ども達は，小学校低学年から学びの場での疎外感を
持っていないのか？では，どうすればいいのだろうか？
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議論点１との関わりでの若者の語り

若者：仕事をやめてしまって、ずっともう家にいる状態が続いてて、あし
たは出よう、あしたは出ようという感じで、結局もう全然出えへん
時期が2，3カ月続いたんで。

山本：そうですか。その仕事は何歳のときから。
若者：継続してやってた仕事じゃなくて、契約社員とかやったんで転々と

はしてるんですけど、一応，今，35ですから，2年前までは，高校
を卒業してからずっと仕事はしてきてました。

山本：そうですか。
山本 仕事をやめてしまったきっかけというのは何なんですか。
若者：家に帰れへんような状態になったような仕事やったんで。すごい忙

しかったですね。ほんで何かもう何のために仕事行ってんのかわか
らんみたいな感じになって。

 働かない若者ではなく，働けなくなりひきこもってしまった若者が向
き合ってきた社会的背景とは？

 この若者が働けなけなくなってしまったのは本人の弱さか？
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議論点1との関わりでの若者の語り

山本：この居場所に来たきっかけはどういうことだった。
若者：ピア・スタッフのCさんに、それまで訪問してもらっていて、

親も１回顔出してみたらというので、親について行く感じで１
回来て、何となくですけど、ここにきました．でも、来てもC
さんしか見えない状態でしたけど。

山本：ああそう。Cしか見えないってどんな状態なの。
若者：ひきこもってたせいで、周りを見るのが怖い。
山本：周りを見るのが怖い．なるほどな．周りを見たらどんな感じし

たの？。
若者：みんなおとなしそうなんですけども、何か自分よりはすぐれて

る人間みたいな感じで見てしまった。

仲間との関わりについて
 ひきこもる若者にとって仲間は，どのような存在だろうか
 彼らに仲間は必要だろうか？
 仲間はどのような役割を果たすのだろうか？
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議論点２とのかかわりで

 本人がさまざまな精神保健福祉上の問題を抱え援助が必要な時にパ
ターナリズムのもとに一方的に押しつけられ、無力化されている
（東雄司，2000）

 ひきこもり支援は，若者達のなかに限りない可能性を見出す取り組
みである

 支援の受け手でもあるが，同時に，彼らは集団のなかで発達の源泉
ともなる

 当事者は、過干渉でない支援者を求めている．過干渉でない支援者
は、かならず彼や彼女達の隠された可能性に本人が気づく支援を行
なうことができる

 支援者は、日常の本人のニーズや権利を護ることができるとともに
社会的偏見にともに立ち向かうことができる

 午前中にお話しした実践や韓国のYoojaSalon の実践観を参考に，
次のことをディスカッションしましょう．
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議論点２との関わりで

 若者の側から表出されるニーズを受け止めるということが若者支援の基本
であることは言うまでもなく，有効な支援のためにはその対象となる若者
の種別化と絞り込みとそれぞれのニーズに対応した個別具体的な支援策が
必要となるであろう。しかしながら支援機関を訪れる若者に対する支援の
基本的枠組みは共通している。若者たちのニーズは，心に抱く〈やりたい
こと〉の達成に向けたキャリア・カウンセリングにあると言うよりは，む
しろ〈やりたい自己〉が不確かである不安を解消するためのコミュニケー
ション欲求の充足にある。であるならば支援の基本的構造は〈やりたいこ
と探し〉支援へと直接的に進むのではなく，〈やりたいことづくり〉に向
けて若者と支援者が共同して模索する関係（場）をつくりだすことであり，
その共同的作業を通して若者自身が〈やりたい自己〉へと自己形成してい
くことを支援することであろう。（佐藤，2004）

 やりたいことづくりのための共同作業とは？
 やりたいことづくりに向けて若者と支援者が共同して行う作業と

地域との関わりは？
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