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青少年の育成に関する有識者懇談会（第４回） 

 

１．日  時  平成１４年７月５日（金）１６：００～１８：０８ 

２．場  所  合同庁舎４号館 共用第４特別会議室 

３．出 席 者         

     相原 佳子  弁護士 

     天野 秀昭  （福）世田谷ボランティア協会事業部次長 

     北村 節子  読売新聞社調査研究本部主任研究員 

     後藤 弘子  東京富士大学経営学部助教授 

     杉山 千佳  子育て環境研究所設立準備室代表 

     中村 雅子  武蔵工業大学環境情報学部助教授 

座長代理 樋口 美雄  慶応義塾大学商学部教授 

     広田 照幸  東京大学大学院教育学研究科助教授 

     福川 裕一  千葉大学工学部デザイン工学科教授 

座  長 本田 和子  お茶の水女子大学学長 

     前田 明永  東京都葛飾区立常盤中学校長 

４．議  題 

１ 開会 

２ 青少年の育成の在り方について（思春期） 

 （１）思春期（中学生）の現状と課題 

   ＜発表者＞ 前田委員 

   （２）思春期の青少年をどういうまなざしでみていけばよいのか 

     ＜発表者＞ 広田委員 

   （３）子どもとおとなの間－子どもの自律をめぐって 

     ＜発表者＞ 後藤委員 

  ３ その他 

  ４ 閉会 

５．配付資料 

  【会議資料】 

   資料１ 前田委員説明資料 
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   資料２ 広田委員説明資料 

   資料３ 後藤委員説明資料 

  【参考資料】 

   青少年の育成に関する有識者懇談会（第３回）議事概要 



 3

 

                             午後 ４時００分開会 

○江崎政策統括官 定刻になりましたので会議を始めたいと思います。 

 本日、本田座長がちょっと急に大学の所用で遅れてこられるということでございます。

それから、樋口座長代理もほどなくお見えになるかと思いますけれども――失礼いたしま

した。座長がお見えになりましたので……。 

 じゃ、本田座長が息をつがれる間、引き続き……。本日は松下副大臣が出席する予定で

ございますが、少し遅れてございます。 

 本日の議題に入ります前に、配付資料の確認をいたしたいと思います。お願いします。 

○椋野参事官 それでは、配付資料の確認をさせていただきます。 

 配付資料一覧という１枚をめくっていただきますと、まず、前田委員から６種ございま

す。資料１－１、１－２、１－３がパンフレットで、１－４、１－５がコピー、１－６が

レジュメでございます。以上６種ございます。 

 それから、広田委員から７種ございます。資料２－１、２－２、２－３、２－４、これ

はそれぞれ１枚ずつです。それから２－５、２－６、２－７の以上７種でございます。 

 それから、後藤委員から２種、資料３－１、３－２と、それから先ほど追加で配りまし

た「地球の未来は子どもがつくる」というパンフレットが後藤委員からのご提供の資料で

ございます。 

 それから、最後に、参考に第３回の議事概要をつけております。 

 このほか、その後ろにチラシを２枚入れております。タウンミーティングで本田座長の

写真が入ったチラシが１枚と、それから内閣府からのご案内、「青少年サミット参加者募

集中！」というチラシでございます。このチラシ２種については、後ほどご説明をさせて

いただきます。 

 以上、お手元に資料がそろっておりますでしょうか。 

○本田座長 資料、よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、予定どおりのご発表を始めさせていただきたいと思います。本日は思春期を

テーマにしておりますけれども、このテーマに関連いたしましたご発表を前田委員、広田

委員、後藤委員の３名の方にお願いしてございますが、前田委員から、思春期の現状と課

題、特に中学生の問題に絞ってご発表いただくことにいたします。 

 では、前田先生、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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○前田委員 皆さん、こんにちは。 

 思春期、特に中学生の現状と課題ということで 20 分ほどお話をしたいと思います。資料

１－６というのがレジュメでございます。特に中学生の悩みと行動の特徴というところか

らお話ししたいと思います。 

 思春期、ちょうど子どもと大人の間、つまり、ちょうど子どもから大人への時期という

ことで、それぞれ中学生には悩みというのがあります。その悩みの特徴につきましては、

思春期は特に二次性徴の出現があります。これ、「第二次」と書いてありますけれども、

最近は「第」というのはつけないので、二次性徴の出現、それから異性への興味の芽生え

など、人に言えない悩みが多くなります。小学生のころに比べて、周囲の人がはっきりと

悩みの内容をつかむことが難しくなっている時期、また心の変化も大きく、大人の仲間入

りへの願望も強く、大人の世界に非常に興味、関心を持つ時期であります。また、特に子

ども同士の悩みの相談相手が同級生とか、同じ悩みを抱えているような人との話というこ

とで、悩みに適切な助言が得られずに、また違った大人の世界の情報を友達から入手して

しまうというようなことがあります。 

 中学生の悩みには、いろいろなものがあります。そして、この思春期の悩みにどういう

悩みが多いか、少ないかということで、いろいろなところでいろいろな実態調査を行って

おります。しかし、実態調査は、心の悩みにつきましては、時期とか学年とか、そして悩

みの内容、選択肢等々によって答えが違ってくるということが現状であるわけです。これ

からお話しすることにつきましては、私のいろいろなところでの経験なり、あるいは実態

調査なり、先生方から聞いたような様子をお話ししたいと思いますので、今日お集まりの

皆さんには、今、思春期という方はいらっしゃらないようですけれども、ウン年前に思春

期を通り過ぎたという方は、かつての中学時代を思い出していただき、また、もう昔のこ

とだという方は、お宅の中学生のお子さんの今の様子等を思い出していただき、さらに、

もう大昔という方は、お孫さんの思春期のころを見ていただいて聞いていただければあり

がたいというように思います。 

 中学生に入りますと、まず友人関係で悩むことが多くなります。特に、入ってきてすぐ

の、４月、５月の頃、中学１年生の時には、やはり友達ができないとか、あるいはクラス

の雰囲気に合わないとか、仲間外れにされたとかということで、学校が嫌だなというよう

な生徒もあらわれてきます。自分の地区の小学校から、そのまま地区の中学校へ入るとい

う場合には、小学校時代の同級生もいるわけですけれども、最近、あるいはこれからは、
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学区域の自由化ということになりますと、それぞれの各地区の区や市以外でも、いわゆる

遠いところから来るという生徒も多くなってくるわけですから、数校または十数校の小学

校から１つの中学校に入ってくる。したがって友達も少ないという中で、友人関係の悩み

が比較的多くなってくるというような状態でございます。 

 それから、２つ目は学習面でございます。これは、中学生になりますと自分の進路を考

え始めたり、自分の学力や能力を少しずつ自覚したりします。そして、それに伴って、自

分は高校へ入れるだろうかと、高校進学についての具体的な悩みが多くなってくるわけで

す。中学生で言えば中学３年の夏休みごろからは、三者面談であるとか、具体的な高校を

選ぶというようなことで、自分がどの程度の学力であるかというようなことで悩んだりし

ます。仮に、今日中学生の悩みのアンケートを本校でとった場合、恐らく中学生の多くは

勉強のことが一番の心配でしょう。つまり、昨日まで期末テストをやっていたわけですか

ら、成績が返される。何点とったんだろうかということで、特に３年生の場合には高校受

験についての成績のことについて心配になるということで、成績のことが気になると思い

ます。 

 それから、次の２ページ目ですけれども、３つ目は体のことです。ちょうど異性を意識

し始める時期ですので、自分の体、そして健康よりも周囲の目を気にする傾向が出てきま

す。やせたいとか、背が高くなりたいとか、自分の体型が気になるとか、自分の顔に自信

が持てないとか、中には整形したいとか、そういうような悩み、特に異性で好きな人がで

きてくるということになりますと、嫌われたくないとか、そういう状況になります。 

 また、中学１年生の場合には、入ってきた時にはどちらかというと男子は背の高い生徒

と低い子の――平均的に言えば昔よりも背は高くなってきていますけれども、ここ数年を

見てみると、小さい生徒は小学校４、５年生ぐらい、大きい生徒だと 170 センチ以上ある

という生徒もいる。土曜日、日曜日に遊びに行っても高校生ぐらいに見られる中学１年生

もいれば、女子の場合にも、やはり私服になると高校生に見られる生徒がいますが、身体

的には大体中学２年の夏過ぎると男子の方がググッと背は伸びます。中には一夏で 12 セン

チぐらい伸びる生徒もいますので、そういった面で、体のことにつきましてはそれぞれ特

徴があるということも言える。その中で、やせているとか太っているとかということで、

ダイエットをしたりということが見られますが、これは給食を見れば残滓の量でわかりま

す。特に中学２年から３年にかけての女子は、給食のおかわりはもちろんしませんけれど

も、非常に少ない量しか食べず、食べる男子は、おかわりは相当するというような差とい
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うのが出てきます。 

  それから、４つ目は家族関係です。特に思春期には、自分はどういう人間かというアイ

デンティティーの確立に直面したり、自立心や依存心の葛藤の中で、特に親との関係で悩

む生徒が出てきます。特に両親の養育態度、それから不仲、離婚とか、毎日いがみ合って

いる、そういうのが子どもにとっては非常に嫌な思いになります。そして甘えたり、学校

へ行っている間にお母さんがいなくなっちゃうんじゃないだろうかというようにして、学

校に行きたくないというようなこと、あるいは学校に行かない生徒の家庭内暴力、不登校、

大人への批判、幼児に返っていくような退行現象、そういうような状況が見られます。や

はり最近は、転校をしても住所を、あるいは子どもがここの学校に通っているということ

を教えないで欲しいという保護者の方がいらっしゃいます。経済的なもの、それから、お

父さんに暴力をされてというようなことで住居を変えたりというような、そういう中で子

どもが非常に精神的に悩んでいる実態もございます。 

 それから、行動の特徴としましては、そういった状況できていますから、ひとつには健

康・衛生面の件で、非常に子どもたちは夜更かし、運動不足、不摂生、そして衛生に関し

ては非常に気を使う反面、栄養に関してはルーズであり、食べたいものは食べるけれども、

嫌いなものは食べない。うちへ帰り、喉が乾いたので、冷蔵庫を開けて冷たいものを飲む、

おなかがすいたので、お菓子を食べるということで、我慢というのは比較的しない。そし

て、特に容姿を気にしての不必要なダイエット、そういうものが見られます。女子のやせ

願望、おしゃれ志向、こういうものも健康・衛生面では顕著になってきます。 

 それから趣味、余暇時間の過ごし方ということで、非常に子どもはメディアには強いで

す。コンピューター操作であるとか、そういうものは、我々大人が何度やってもできない

ものを、あっという間にパッパッとやってくる。それは考えながらやっているというより

も、「このボタンを押したらこっちへ行ったから、このボタンを押そう」というような操

作ですね。頭の中でどうしたらどうなるかというんじゃなくて、非常にそういうのは敏感

で、流行にも敏感です。そしてすぐ適応できる。だから、ルーズソックスがはやればすぐ

ルーズソックスになる。そして、１人の時はテレビを見ていればうちで過ごせる。また、

携帯電話や、そういうものについてのメールのやりとり等がありますから、いつ、どこで、

だれと会おうというのがたちまちスッと会えるということで、これは生活指導上の意味で

もいろいろと問題も出てきております。 

 そして、次に規範意識の欠如ですね。自分の意に沿わないことはやらないとか、うざっ
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たいとか、うるさいとか、勝手にとかいうことを言って、努力して頑張ろうとか耐えよう

というのが少ないような傾向が見られます。そして、ストレス解消のため、問題が起こる

とパッといじめに走っている。小学生の時にいじめられた子が、学校がかわって中学にな

るといじめっ子になるというようなこともあります。そして非常に陰湿ですから、だれが

どうしたかわからない。学校に行って、帰る時に運動靴がなくなっていたとかというよう

な陰湿的なのも見られます。 

 次の３ページです。そういうことで学校へ行きたくないということがあるわけですけれ

ども、かつて不登校というと、行きたくても行けないものといっていたけれども、最近は、

親も本人も「何も無理して行かなくてもいいじゃないか。いつかは行くようになるよ」と

いうような傾向も見られます。それから、行きたくて行かないんじゃなくて、最初から行

かない、家庭訪問をしても関係ないというようなこと。あるいは、昼間寝ていますから、

夜遅くまで深夜徘徊し、喫煙、飲酒、薬物乱用、不純異性交友等を保護者の見えないとこ

ろでやっている。そして、生徒間暴力、対教師、器物破損という問題もあります。 

 これは全国的に数字云々ということよりも、今申し上げた、こういう心の悩み、健康の

悩みというのは、どの学校でも何かがあるわけですね。ですから、例えば１つの学校に生

徒数が 200 人いれば 200 通りで、月によって、日によってそれが違うということで、ある

問題の割合が多いからそれを中心にやるというのではなく、１人１人の生徒を見ながら対

応します。そして、「この子はちょっと朝来た時に元気がないな」といろいろと聞いてみ

ると、家庭的な問題があったり、それから、夏の部活のころになると部活でトラブルがあ

ったり、友達関係があったりという、毎日いろいろなことで悩み、苦労しているというの

が実態です。 

  そういうことで、最近の中学生の特徴をまとめてみますと、この５点があるんじゃない

か。もちろん、性格もいいとか、いい点もあるんですけれども、自立の遅れと、それぞれ

の時期になすべき課題が未発達。つまり、３歳なら３歳のやるべきこと、５歳、小学校の

時にやるべきことができていない。箸の持ち方であるとかしつけだとか、自分で朝ひとり

で起きるとか、あるいは自分の下着は洗濯するとか、家庭でやらなければならないいろい

ろなことを非常に経てきていないということで、中学１年生で入っても、まだまだゆっく

り、のんびり給食を食べている。中学へ入ったら途端に給食時間が少なくなるのにのんび

り食べている。兄弟が多いと、おいしいものを残しても先に食べられちゃうから、おいし

いものを最後に残すのはひとりっ子だなとか、いろいろなことで見るわけですけれども、
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おっとりしているというのか、思考力・判断力・自律心等が欠如しているという状況が見

られます。 

  さて、大きな２点目ですけれども、学校の対応と課題ということで、学校の現状として

どういうことがあるかということです。今年度から新教育課程の全面実施、学校週５日制

ということで、学校は大きく変わろうとしています。学校の教育内容がどう変わったかと

いうことにつきましては、資料の１－１、１－２、１－３ということで、文部科学省の方

で出されたものをご覧になっていただきたいと思います。 

 生徒指導の充実ということで、やはり学校では学習内容をきちんと教えることとあわせ

て、豊かな人間関係の育成とか、それから、部活動の対応という課題があります。中学へ

入って楽しみなのは部活動であるということでありますけれども、部活動を最近指導する

教師がいないとか、あるいは部活へ入っても試合に出るのに人数が足りない。野球部は９

人、サッカーは 11 人だけれども、メンバーを選べないとなると大会には出られない。それ

をどうクリアしたらいいのか。部活動のあり方についても、これは資料の１－４、１－５

にありますが、一昨年に、全日中（全日本中学校校長会）の生徒指導部の方で、全国の校

長先生方にアンケート調査したものにも、やはり社会教育の方へ移行した方がいいんじゃ

ないかという意見もたくさん出ています。 

 それから、保護者・地域から信頼されるために具体的な教育内容を提示するというのは、

学校の説明責任であり、そしてその実施、結果の説明ということも、学校としてこれから

の課題ではないかというふうに思っております。 

 そして、（２）の保護者・地域・関係諸機関との連携というのは、つまり、新しい学習

指導要領の趣旨を理解していただくということがあります。そして、特に今、大変学校が

忙しいのは、１学期の成績が相対評価から絶対評価になるということで、通知表も変わっ

てくるためです。中学生をお持ちの、今日ご参加されているお父さん、お母さん方、通知

表が去年とは全く変わっていると思います。要するに今までは相対評価で、５が何％、４

が何％とありましたけれども、そうではなく、どういう観点でどうつけたかということを

出すということで、その基準をきちんと学校では説明しなければならないということで対

応しております。 

 そういったことで、いろいろな問題がありますけれども、思春期をよりよく過ごすため

には、最後の４ページですけれども、家庭教育、学校教育、社会教育、それぞれ課題があ

りますし、思春期をよりよく過ごさせるための 10 の提言ということでまとめてあります。
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こういうことを考えていく必要があるんではなかろうか。そして、大人たちが、やはり子

どもを温かく見守ってあげるということが大切だと思います。 

 雑駁ですけれども、以上でございます。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 ただいまの問題提起に関しましては、後ほどディスカッションをいたしますけれども、

今の時点でご確認いただけるようなことがございましたら、お出しください。ここを確認

したいという意味でのご質問がございましたら、お出しくださいませ。いかがでしょうか。 

 よろしゅうございますか。むしろ、広田委員のご発表などを伺ったりした方が、また問

題がよりクリアになるかなという気もいたしますから、それでは、次のご発表、お願い申

し上げます。 

○広田委員 広田です。 

 初めに、私自身の話から始めます。私は、中学、高校のころは、思春期の時期ですが、

非常に暗い生徒でした。わざわざ辞書で「虚無」とか「憂鬱」とかいう字を引いて日記に

書いたりするぐらい、そんな暗い中学生。何となしにイライラ、モヤモヤしていました。

しかし、そういう状態の私は、親や先生に理解されたいとは少しも思いませんでした。皆

さん、そんなことはなかったですかね。一般に自立を模索する思春期という時期は、自分

でも自分のことがよくわからなかったり、そういう自分を持て余したりするし、後から考

えると、変なことに物すごくこだわっていたりする。思春期に悩んだり苦しんだり、中に

は変な考えを持ったりするやつがいても当然な時期なんじゃないかと、そう考えるべきだ

と私は思います。その上で３つの話をしたいと思います。 

 資料の２－１の２）からですが、１つ目は、「非行の低年齢化・凶悪化」論をどう見る

かというお話です。 

 非行の統計に詳しい方はご存じのとおりですが、少し長期的に見た時に、青少年が凶悪

化しているというのは全くの幻想です。お配りした資料の２－２の①のように、青少年は、

昔に比べてはるかに人を殺さなくなっています。10 代は○のついたやつですが、10 代でも

そうですし、20 代はもっとはっきりとそうです。この懇談会の平均年齢は約 50 歳だそう

ですけれども、その 50 歳のメンバーの年長世代の方々が子どもの時代を過ごされた時期の

方がはるかに危なかった、危ないやつが多かったということがわかります。 

 図の②は、10 代の中を細かく見たものです。ここ数年上がりぎみであるという指摘をす

る方もいて、どうやらちょっとそういう傾向はないわけではないようです。しかし、14～ 



 10 

15 歳の層でいうと、殺人ないしは殺人未遂で捕まるのは数人ぐらい増えたというふうなこ

とが図にあらわれている程度です。むしろ全体として見ると、1960 年代までに比べて、年

長の少年が非常に人を殺さなくなっているというのがよくわかると思います。凶悪非行の

低年齢化と言われている事態は、低い年齢で増えているというよりも、高い年齢層の少年

たちがおとなしくなっているから、統計の見かけ上、低年齢層の占める割合が上がってい

るということです。 

 ③は、年齢層別に窃盗犯の検挙者数を見たもので、これはとてもおもしろいグラフです。

どこがおもしろいかというと、10 代の動きと 20 代の動きが全く対応していないというこ

とですね。つまり、10 代でたくさん万引きで捕まったような世代は、数年後にはもっと悪

くなって、20 代で常習的な窃盗犯になるとか、そういう事態にはなっていないということ

ですね。10 代を細かく見たデータは用意しませんでしたが、万引きが多いのは 14～15 歳

ぐらいで、18～19 になると、万引きをやって捕まるようなやつは、よほどの悪か、あるい

はいつまでも大人になり切れない未熟者というふうな、そういう状況だと思います。 

 ①や③の図でわかるのは、10 代でいろいろ問題を起こしても、大体 20 代では大半はま

ともになっているということです。確かに万引きや自転車泥棒のような軽微な非行で捕ま

る青少年の数はとても多いと言えます。非行の全体数を押し上げているのはそうした罪種

です。しかし、科警研の追跡調査によると、10 人のうち９人までは一、二回捕まったら非

行をやめています。ここで見たように、20 代になるころには、大半は人を殺さないどころ

か盗みをしないようになっている。 

 全体として言うと、非行の問題は低年齢化という形で騒がれていますけれども、多くの

青少年にとっては、未成熟に由来する一過的なものだと言えると思います。つまり、うま

く成長してこなかった結果、何か変な人間になって事件を起こすというふうに見るのでは

なくて、まだ成長の途中にいる未成熟な段階なので事件を起こしたと、そういうふうに見

るべきだということです。教育社会学の用語を使って言うと、現代の青少年は社会化に失

敗して、いろいろな非行問題を起こしているというよりは、まだ十分社会化されていない

段階でそうなっているというふうに考えるべきではないかと思います。評論家の方の中に

は、今の子どもたちを指して、こんな子どもたちが大きくなって、大人になると大変な社

会になると心配をして危機感をあおる方がいますけれども、そんなことはないわけですね。

大人になったら大概まともになっているという、そういう状況。 

 次の資料は飛ばして、２－４をご覧ください。最近の事件では、事件を起こす子どもの
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心が不可解だとか、理解できないといった声が上がりますが、この資料２－４は、それに

対して精神科医の大平健さんが書かれたものです。私は全くこのとおりだと思います。大

人たちは、メディアを通して、できもしないのに事件を起こした子どもの心の中をのぞこ

うとしている。それは無理な話で、大人側がそういう自分たちの見方を反省しないといけ

ない。最初に言いましたが、自分の心の中のイライラ、モヤモヤを、自分でも言葉にでき

ないのが思春期のころの子どもたちです。 

 一昔前の 1960 年代ぐらいだと、事件を起こした子どもは、受験ノイローゼとか異常性格

とか、そういうわかりやすいラベルをメディアが貼って、事件の動機については簡単に片

づけていました。そんな一面的なラベルが貼られてしまうのも問題ですけれども、現代の

ように、報道の中で集まってくるうわさや伝聞であれこれ推測されるのも困りものです。

実際には、審判の過程とか処遇の過程に関わる専門家や担当官が、少年の生い立ちから事

件までをきちんと情報収集して処遇とかに生かしていくわけですから、世間は余計な心配

というか、のぞき趣味というか、そういったものは持たない方がいいんじゃないか。もち

ろん被害に遭った家族の人の喪失感の深さといった点はきちんと考えていかないといけま

せんが、事件を起こした子どもの心を世間の人々が理解できないという、そういうこと自

体は決して問題ではないのではないかと思います。 

 この点と関わって、３の方へ行って、青少年の世界の自律化というお話をいたします。

資料２－５で既に書いたお話をさせていただくつもりです。 

 ここでのポイントは、消費社会の進展、情報化社会の進展で、子どもたちの発達が加速

化しているという議論が一方にあります。もう一方で、今の子どもたちは自立が遅れてい

るという議論があって、その両方をどう考えるかという問題。私に言わせると、学校も消

費社会も、ともに今の大半の青少年を、まだ大人でない存在、すなわち未成熟な存在にと

どめておく装置として機能しているのではないかと思います。自律化した固有の青少年の

世界が長期間続くという仕組みの下で、子どもたちは、長い子ども期を、思いのほか安定

的に、秩序の中につなぎとまっているという点を指摘したいと思います。 

 まず学校の話です。学校というのは将来の準備の場でして、大人の世界とは違う意味空

間を子どもたちに提供しています。そこでは、学校に好意的な子どもたちは、学校生活の

中で自分のアイデンティティーを探していこうとします。「社会が得意な私」とか、「部

活でバスケに打ち込む時の俺が本当の俺」とか、そういうふうに自分探しをしていく。大

事なことは、それらのアイデンティティーは、大人のアイデンティティーと違って、あく
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までも一時的なもの、仮のアイデンティティーであるということです。卒業したり社会に

出た後は、全く違うものを基盤にしてアイデンティティーがいずれつくられていくことに

なります。いわば、学校は、彼らが大人になるまでに仮のアイデンティティーを子どもた

ちに与える場であるといえます。 

 昔は 14～5 歳で大半の子どもは学校を終えていましたから、10 代半ばで社会人として自

立することを迫られました。ところが、大半の子どもたちが高校へ進学するようになると、

自立の時期が 18 まで延びました。さらに最近は、20 代の前半まで大人社会から切り離さ

れたところで多くの青少年が日常生活を過ごしてアイデンティティーを探すようになって

いる。ともかく、学校が子どもたちに仮のアイデンティティーを与える場になっている。 

 それから、もう一方で近年進んでいるのは、子どもたちの学校離れがあって、学校の外

でアイデンティティーを探すようになってきている。特に重要なのが青少年向けの商品市

場や情報空間です。「Ｖ６を追っかけている私」とか「原宿でおしゃれなグッズをショッ

ピングしているのが本当の私」とか、そんな具合ですね。そこでは重要なことが２つあり

ます。 

 １つは、「サブカルチャー」という言葉に代表されるように、青少年向けの商品市場と

か情報空間というのは、大人のそれとは相対的に切れたところで独自の空間をつくってい

るということ。1970 年代以降、青少年向けの音楽やファッションとかが急速に発展してき

ました。80 年代半ば以降は、さらに商品市場、情報空間全体が世代や階層ごとに細かく分

かれたものになってきています。座長の本田先生が「異文化としての子ども」という本を

書かれていましたが、最近の事態は、大人とは異なる文化の中で子どもたちは生きている

というふうに言えると思います。今や大人が全く知らないような歌手のＣＤが数百万枚売

れていたりする。テレビが一家に複数台入って、子どもたちはいつの間にか、余り大人が

見ないような番組の視聴率を支えていたりする。つまり、今の子どもたちは、大人とは異

なる固有の情報空間の中で暮らしているということです。サブカルチャーという言葉が示

しているのは、そうした固有の情報空間の中で青少年に特有な好みや価値の基準ができて、

消費や情報を媒体とした相互了解的なコミュニケーションの空間ができてきたということ

です。 

 もう一点重要なことは、そういう学校の外で自分らしさを探そうとする、学校から離れ

ていった子どもたちは、全くばらばらになっているんじゃなくて、多くの場合、そういう

商品市場とか情報空間の部分につなぎとまっているということを指摘したいと思います。
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日本では青少年の購買力も購買意欲も高いので、自分の仮のアイデンティティーを消費の

主体という部分で探すことが可能なんですね。サブカルチャー系の商品とか情報の消費者

になることで、反社会的でない形で自分なりの自己表現が可能な状況にあると言えると思

います。私に言わせると、サブカルチャーの部分をいたずらに禁止・抑圧していくような

ことは、せっかく反社会的でない形で秩序の中につなぎとまっている青少年を追い散らし

てしまうようなことになり、日常生活に不満を持つ一部の青少年を反社会的なアイデンテ

ィティー形成の方向に追いやってしまうんじゃないかと、そういうふうに私は思います。

茶髪やピアスを大人が目くじら立ててやめさせたり、ビデオやテレビ番組の内容を教育的

なというか、面白味のないもので満たしてしまおうとするのは、青少年に行儀正しく生き

ろということですけれども、すべての青少年がそんな窮屈な世界で満足できるわけはない

わけです。清潔で秩序正しい社会環境、教育環境を求め過ぎると、イライラ、モヤモヤし

た青少年の一部を今より一層追い詰めてしまうんじゃないかと私は思います。 

 要するに、２－５の短い文章で論じたかったことは、第１に、子どもたちは、学校や消

費という青少年固有の世界につなぎとまっていて、大人とは違う人生の段階を生きている

ということが１つです。それゆえ、第２に、青少年は大人の世界とは異なる情報空間で相

互にコミュニケートするようになっているので、青少年固有の考え方や価値観が存在して

いるということです。そうであるなら、大人たちが今の青少年をうまく理解できないとい

うのは、ある意味で当然だということになります。大人とは異なる意味空間の中で生きて

いるわけですから、大人が理解できないということは、規範意識がないというのとはちょ

っと別ものかもしれない。むしろ、何か他人には神経質なぐらい気を使っている若者が多

いというのが今の状況ではないかと思います。 

 こういう状態に全く問題がないというわけじゃなくて、幾つか問題はある。すべきこと

もあると思っています。ただ、学校の外の世界を厳しく取り締まって、行儀正しいものに

したとしても、子どもたちは学校に戻ってくるわけでもないし、むしろ非行の世界に子ど

もたちを追いやってしまう部分があるんじゃないかと私は思う。 

 さて、３つ目の点。レジュメでいうと第４節に入ります。家庭・学校・地域を初めとし

て、社会が何をできるのか、何をすべきかという点です。 

 ここでも幾つかの点を申し上げたいんですが、１つは、親がちゃんと責任を持てという

議論は、これはちょっと短絡的ではないかということです。資料２－６の最後のページ、2

4 ページにちょっと書きましたが、昔に比べて親子関係は長期化して濃密化してきている
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と思います。我が子に無関心な親が増えているというのは俗説にすぎないと思います。む

しろ長期化、濃密化によって、親の責任や負担は昔よりはるかに増大しているし、現代の

大半の親は、その難しい役回りを何とかこなそうと一生懸命やっています。思春期の子ど

もについて言うと、かつては 14～5 歳になった子どもは、もう家を離れたり、あるいは村

の若衆組の下っぱに入ったりして、いわば親の責任から外れていっていたわけです。とこ

ろが、子ども期が長期化してくると、いつまでも閉ざされた家庭の中で親子関係が延々と

続いていくということになります。一番難しい時期のイライラ、モヤモヤした子どもを親

としてマネージし続けないといけないというのが、ある時期からの親の苦労をつくってい

る。そういう中で、それなりに親は一生懸命やっているのではないかと思うんです。 

 それから、資料２－７の 43 ページから 44 ページにかけて、家族の多様性という話を書

きましたが、家庭というのは一枚岩ではない。実際の家庭というのは一枚岩ではなくて、

中には機能不全に陥っている弱い家庭というのが少なくないわけです。生活困難層とか、

あるいは、先ほど前田先生が言われた、夫婦仲が冷え切っているような家庭とか、そうい

う家庭もあったりする。そういう弱い家庭では、子どもの教育どころではなくて、生活の

問題とか親の人生の問題で苦労しているわけですから、そういう親に何とかノートとかを

配って説教してみても、これは仕方がないわけです。親の教育意識を喚起しようという問

題ではなくて、むしろそういう場合は、親の生活を立て直すための施策とか、例えば社会

保障とか雇用とか、そういうレベルでの施策の方がよほど構造的な有効性を持っているん

ではないかと思います。 

 ２つ目は、資料の２－７の 46 ページから 47 ページぐらいですが、家庭、学校、地域と

が連携していくべきだという議論についてです。これは前回の天野委員のご報告で出され

た点と同じことを申し上げるんですけれども、家庭、学校、地域とが同じ価値観や方針で

まとまるような安易な連携論というのは、かえって子どもたちの居場所を奪って、息苦し

い社会をつくってしまうと思います。 

 昨年、非行少年とその親を対象に調査をしたんですが、その時の興味深い発見で、地域

の中の交流が強いところほど、非行少年やその親が近所から悪口や陰口を言われた経験を

していたということですね。つまり、地域のまとまりが強いほど、問題を抱えた少年や家

庭が浮き上がってしまって、地域ネットワークの中で居場所を失ってしまうという、そう

いうことがあったりする。ですから、必要なのは一枚岩にならないということです。問題

を抱えた子どもたちがそれなりに依存心、アイデンティティーを確保できるような逃げ場
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というか、システムのすき間のような部分をちゃんと残しておかないといけないのではな

いかと思います。 

 最後に、総論的なことを２つ簡単に申し上げます。 

 今までお話ししてきましたように、思春期の悩みは親にも第三者にもわからない部分が

あるし、あって当然だと思います。また、彼らの逸脱行動は未成熟による部分が大きいし、

凶悪な事件は、派手に報道される割には、決して危機的な水準にはまだなっていない。私

は、どうも青少年問題への過剰な対応というのが気になっています。青少年の一過的な悩

みや逸脱に対する過剰な危機感や不信感、あるいは過剰な介入というのがあるような気が

します。節度をわきまえて、限定的で有効な手段は何かということを絞り込んでいくこと

が必要だと思います。青春の悩みみたいなものまで大人が一生懸命封じ込めてしまうよう

な社会というのは、決して健全ではないと私は思います。 

 それから、もう一つは、非行を繰り返す少年にせよ、不登校問題やひきこもり問題の中

でもそうですが、社会の側が準備すべき最も重要なものは、未来に向けて明るい見通しを

持って、そういう子どもたちが歩き出せるような進路なり未来の選択肢みたいなものなん

じゃないかと、これは印象で思います。欧米諸国の凶悪非行が、多くの場合青少年の失業

問題と関係していることは周知のとおりで、問題を抱えた青少年が自分の頭と足で前に進

んでいくためには、進路や未来展望の部分をきちんと保証することが必要なんじゃないか。

力点の置き方の問題ですけれども、この点は、いずれ樋口先生とか玄田先生にぜひお話を

伺ってみたい。現在の青少年の問題もいろいろ問題があるにせよ、むしろ私が心配してい

るのは、未来の青少年の労働市場なり進路みたいなところに一番不安を持っています。 

 私の話は以上です。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 ここでたくさんおもしろい見方が出てまいりまして、ご議論の的になるだろうと思いま

す。今の時点でお確かめになりたいことがございましたら、どうぞ挙手をお願い申し上げ

ます。 

○杉山委員 過剰な対応をしない方がよいということだと思うんですが、１点ちょっと確

認したかったのが、最近ひきこもりとかが増えているということで、何となく私の周りに

も多いぞという印象を持ったりもするんです。それも統計的に見るとそれほどでもないの

か、気にしなくていいのか。そういうのはどうなんでしょうか。 

○広田委員 ひきこもりはよくわからないですね。統計的には私はよくわからないです。
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潜在的なものまで含めると、やはりかなりいるというふうな印象はありますけれども、ひ

きこもりの心のケアの問題というよりは、ひきこもりから出る時、楽にひきこもりをやめ

られるような体制づくりみたいなものが必要なんじゃないかということを、最後の話と絡

めて私は考えています。 

○本田座長 ありがとうございます。その辺はまたディスカッションのテーマにもなろう

かと思いますが、ほかに何かございますか。 

 よろしゅうございますか。 

 それでは、次のご発表に移らせていただきます。次は後藤委員から「子どもとおとなの

間－子どもの自律をめぐって」ということでご発表いただきます。ただいまの広田委員の

ご発表にも自律の問題が出てきておりますけれども、後藤委員のお立場からどのような視

点か、新しい視点をお示しください。 

○後藤委員 後藤でございます。 

 今日はちょっとＯＨＰを用意いたしました。ＯＨＰの内容はほとんどレジュメの内容で

すが、下を見ている皆さんにお話しするよりは、上を見ている方にお話しする方がいいと、

ただそれだけの理由でＯＨＰを用意しました。多分見にくいかなと思います。 

（ＯＨＰ） 

 今のお話を聞いていて、なるほどと思いましたのは、私の問題・関心というのは、今の

広田先生のお話で言えば、大人とは異なる文化の中で生きていた青少年をどうやって大人

がつくった文化に戻すか。戻す必要があるかどうかということもあると思うんですけれど

も、このように固有な中で生きていた子どもたちを、じゃ、大人という社会に受け入れる

つなぎをどうするのかということが、多分私の問題・関心なんだろうというふうに改めて

確認した次第です。 

（ＯＨＰ） 

 思春期というのはどういう時期なんだろうというので、余りきちんと精査をしていない

んですけれども、思春期というのは、考えてみますと、子どもから大人への移行期ですね。

先ほどお２人の方からもそういうお話が出ましたけれども、大人になるための訓練の場、

プロセスと考えるというのが思春期の見方なんだろうと。やはり子どもは大人にならなき

ゃいけない。大人として、社会の一員として生きていかなければならない。そこにある規

範があるわけで、子どもをどうやって大人にするのかという視点というのがやはりあるよ

うに思えます。ですから、その視点の中でどのようにやっていくのか。先ほどの異文化で
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生きている子どもたちをどうやって大人の仲間として受け入れていくのか。そういうこと

を考える、それが思春期なんじゃないかというふうに思います。 

（ＯＨＰ） 

 子どもと大人はどこが違うんだろうか。私は、一応大人ではないものが子どもだ、非大

人が子どもだというふうに定義をしております。大人は成熟をする。つまり自己決定、自

己責任の主体である。これは近代法的な見方で、私どもは、これが日本でどこまで可能な

のかということは一応置いておくことにしまして、一応大人というのは成熟した存在とし

ている。ただ、何をもって成熟とするかということについての合意が、果たして今の日本

においてどこまであるのかということが問題だと思うんですが、とりあえず大人というの

は成熟している。成熟していない存在、未成熟な存在というのが子どもだというふうに考

えることができると思います。 

 子どもから大人になるというプロセスの中で、子どもには可塑性がある。先ほど広田委

員の方から少年非行についてのお話がありましたが、例えば少年法が大人とは異なる取り

扱いをするという理由づけの２つがあるわけです。その１つが未成熟であるということと、

あと可塑性に富んでいるので、教育すればまだまだどうにでもなるという、そういう可塑

性という子どもの特徴というのが示されるわけです。 

 また、これが成長発達権という形で、特に 1989 年に国連で採択され、ちょっと忘れまし

たが、1994 年か 95 年に日本で批准された子どもの権利条約でも成長発達権の保障という

ことが言われて、今では憲法の中で成長発達権を何とか位置づけられないかというような

議論が憲法学などでは話されていますが、その成長発達の段階にある、それが子どもであ

るということです。 

 ですから、そういう意味では、子どもというのはある姿として常に存在するわけではな

く、先ほど前田先生のお話もありましたけれども、今日聞けば悩みが昨日とは違うという

ように、日々変わっていく。私の昨日の悩みと今日の悩みは違っていて、「ＯＨＰをまだ

つくっていないな」というのが昨日の悩みで、今日はまた違う悩みがあるので、そういう

面では、人間自体が成長発達する存在であるということであれば、大人でも多分日々変わ

っていくということになると思うんですが、子どもの場合は、多分その振幅比、変わる頻

度であるとか変わる振幅とかは違うのかなというふうに思います。一応成長発達している

というふうに子どもを考える、見るということが、子どもと大人の違いではないかという

ふうに思います。 
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（ＯＨＰ） 

 そこで、このレジュメの１枚目のところで、法律は、１つ明確性というものを旨として

いるものなので、特に思春期以降、このように子どもから大人になる。毎年毎年少しずつ

できることが増えていく、ないしは大人として取り扱われていることが増えていくという

のが、これを見ていただければ分かると思います。 

 例えば 13 歳では、13 歳未満の子どもと性交をするという場合には、相手の承諾があっ

たとしても、性交の意味というのがわからないということで、相手の承諾を全く無視して

強姦罪を成立させるということで、性交同意年齢が 13 歳ということになっています。 

 また、先ほどの少年非行、犯罪との関係で、刑事責任年齢が 14 歳なので、14 歳未満の

子どもたちに関しましては刑罰を課すということができなくなっています。昨年の改正で

14 歳から刑事処分が可能ということになりましたので、そういう意味では、犯罪に関して

は、14 歳でより大人になるということになると思います。また、損害賠償の責任。何らか

の回復に関わる行為、不法行為を与えた時に、判例でいろいろ事例によって違うんですけ

れども、大体 13 歳、14 歳ぐらいから、自らの行為の損害賠償責任を負うということにな

っています。 

 あと、15 歳になれば義務教育が終了しますし、遺言をする能力もあるし、養子縁組の同

意能力もあるということです。あと、例外はあるんですけれども、15 歳になれば児童労働

ではなくなるということで、年少者の労働ということではかなりの規制から外れるという

ことになります。 

 16 歳になれば、女性の場合は婚姻できますし、例えば二輪に関しては運転免許を取るこ

ともできます。 

 18 歳未満を対象とする法制度というのはかなりありまして、児童福祉法もそうですし、

子どもの権利条約もそうですし、児童ポルノ・児童買春禁止法の対象年齢もみんな 18 歳未

満ですので、17 歳までは何らかの形で、例えば性交に同意しても、商業的な形で性交を行

うというものに関しては一定の保護をする。これ以外に、児童虐待防止法も同じ 17 歳以下

という形になっています。 

 また、18 歳では男性の場合は婚姻ができるようになりますし、普通自動車の免許が取れ

ます。また、18 歳以上であれば死刑を課すことができる。また、少年法の適用の上限が 19

歳になるわけで、20 歳になるとある程度大人になっていく。 

  ただ、20 歳でもできないことというのは幾つかありまして、例えば衆議院議員の被選挙
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権、参議院議員の被選挙権というのは 25 歳、30 歳ですから、30 歳にならなけば大人では

ないというふうにも言えるわけで、そういう意味では段階的にいろいろなことをできる、

つまり、それだけの資格、能力があるというふうに考えているということが、ただ年齢を

並べただけでも分かるというふうに思います。 

（ＯＨＰ） 

 このように、年齢によって法的にも次第に大人になるのが子どもだというふうに考えて

いるわけで、次の２ページ目のレジュメの４のところにいきますけれども、思春期の子ど

もの権利の特徴というのはどういうものなんだろうかということを考えてみたいと思いま

す。自律性という時に、やはり先ほど大人になるということが自己決定、自己責任の主体

になるというふうに一応考えましたので、じゃ、自己決定の主体となるということはどう

いうことなんだろうかということで、少し考えてみたいと思います。 

 子どもの場合には、保護という言葉が適切かどうかわかりませんけれども、教育したり

保護されたり、何らかの形で成長発達を助けられるという権利があるわけです。社会権的

なものというふうに考えてもいいと思いますが、そのように保護される権利について、私

が資料の中に入れたのは医療の段階での子どもについて考えているわけです。そこで憲法

学者の内野さんという方が使っていらっしゃる言葉で言えば、状態権と行為権ということ

になると思うんですが、自由権と社会権という言葉を使ってもいいですし、いろいろな言

葉であらわすことはできるんですが、少なくとも保護される権利等がだんだん後退をして

いき、自己決定権の領域という権利が拡大していく。それが思春期の子どもの権利の特徴

の第一として挙げられると思います。ただ、子どもであるということは、先ほど言いまし

たように大人ではないということなので、大人として認められるには十分な自己決定権が

保障されていなければならないということがあります。 

 じゃ、その自己決定権の制限というものがどういうふうに行われているかというと、基

本的には親、国によって行われている。また、学生であるということ。学生というのは生

徒を全部含みますけれども、思春期は学校という場に行っていることが今の日本において

は多いわけで、中学生であるということ、そして高校生であることによってさまざまな制

限が課せられるわけです。例えば、高校でいうと、多くのところで茶髪、ピアスができな

いとか、あとは中学校でまだ――まだという言い方はおかしいですが、中学生を丸刈りに

しているところが議論になっているということは、まだそういうところがある。例えばあ

れは野球部だったかと思いますが、全校生徒を丸刈りにするというようなことはかなり少
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なくなっているかと思いますけれども、自分で自分の服装であるとか好みに従った髪型に

するといったようなライフスタイルを選ぶ権利というのが、学生、生徒であるという理由

で制限をされている。 

 子どもの場合には、そういう意味では、親というのが養育の担当者ですから、まず親に

よって制限をされる。そして国によっても制限され、そして学生、生徒であるという理由

で制限される。いろいろな形で、大人と同様な形で自己決定権が 100％認められる形には

なっていないという特徴があります。 

 あと、４番目に、成長発達権というのは常に保障されるんだと。保護される権利と成長

発達権というのをどういう関係で見るか、また自己決定権と成長発達権というのをどのよ

うな関係で見るかということが問題となりますが、とりあえずここでは、成長発達権とい

うのは、とにかく成長する主体として考える、つまり、常に変わっていくという動態的な

モデルとして成長発達権というのを考えていっていただければと思います。 

（ＯＨＰ） 

 先ほどの国や親によって制限されるということに関しましては、これは米沢広一さんと

いう方が、この方は法律学において憲法学の１つの理念的な存在なんですが、そこで子ど

もとか未成年者というのを取り扱う人というのはほとんどいないと言ってもいい状態の中

で、彼だけがかなり早くから憲法での子どものいろいろな権利関係について議論している

方なんです。そこで、自己決定権の行使の対応として、未成年者であっても単独で行為が

できるようなもの、また親の同意が必要なもの、家庭裁判所等国家機関の許可を必要とす

るもの、未成年者に意図を表明する機会を与えた上で親または国家が代替決定するもの、

親によって代替決定をするものと、このように、子どもの自己決定の制限という観点から

見てみますと、子どもだけで決定できるものから、子どもが決定できずに親によって決定

されるようなものというふうに考えられている、さまざまな制限の方法があるということ

になるわけです。 

 ということは、制限も同じような形で制限されているわけではなくて、法的にはいろい

ろな形で、組み合わせによって、その自己決定の対象となる内容によってさまざまな方法

を使いながら、自己決定権の行使の制限が行われているということになります。 

（ＯＨＰ） 

 そういう思春期の子どもの権利というのを見ていった時に、やはりどこまで子どもに自

己決定権の主体として存在することを許すかということになるんです。これは、例えば少
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年が犯罪を行った場合の責任をどうするかということとも関連してくるわけなんですが、

私が考えるのは、やはり子どもが十分な意思決定主体へと成長する、そのプロセスが思春

期だろうと。その時にどういう形で意思決定主体へと成長させることを促進していくかと

いうと、無責任を促進することなんじゃないか。つまり、どういうことかといいますと、

ここにも書きましたけれども、意思決定や行為をする、つまり、先ほど広田先生の話にも

少しあったんですが、失敗や錯誤を許容した自律への機会というのを私の言葉で言いかえ

ると、意思決定はしてもらうけれども、だけれども、そこで起こった結果については責任

を子どもには 100％負わせない。つまり、行為の結果について責任を分散する。じゃ、だ

れが責任を負うのかというと、子ども自身・親・国・社会が分担をする。少年法に関して

言えば、少年法というのはそもそもこういう考えの下でつくられていて、例えば子どもの

責任というのは多分半分で、あと半分は親とか国とか社会が持つ。やった行為に見合う法

的責任というのがあって、その半分というのは少年法が対象としていないというか、それ

は皆さんでお考えくださいというのが少年法だと私は考えています。そのような観点から

も、無責任ということが意思決定主体の確立のための試行錯誤を促進するのではないかと

いうふうに思うわけです。 

（ＯＨＰ） 

 じゃ、子どもの無責任ということを社会で促進するためには何が必要なんだろうとなり

ます。まず、子どもの無責任というのが必要なんだという社会的な合意と、社会の覚悟が

必要なわけです。つまり、例えばある犯罪行為を行った子どもに対して、子どもではなく

社会が責任を負うんだということになりますと、自分がやっていない行為、つまり自己責

任ではない行為に関して、自分がやっていないにも関わらず何らかの責任を負わなければ

いけない。そこまでの合意と覚悟があるのかということがまず１つあると思います。 

 また、子どもというのは、さっき言いましたように段階的に成長している。子どもとい

う固定した考え方ではなくて、成長する主体であるという考え方も承認されなければいけ

ませんし、この３番目は、被害者との関係で大変難しい問題なんですけれども、一応試行

錯誤を行う。ある程度、結果に対して帰責されないということになりましても、やはりや

ってはいけないことというのはどこかにあるだろう。じゃ、その限界というものをどこま

で明確化できるのか。そして、その場合にどういう形で大人に責任を問わせることができ

るのか。特に人の生命を奪うような行為が行われた時に、これが一番究極的な形での問題

となりますけれども、合理的な試行錯誤をどう策定するのかということが問題となってく
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ると思います。 

 また、４番目は、先ほどの広田さんとつながるところでもあるんですが、多様なロール

モデルを提供しなければいけない。これは、やはり明るい未来――何が明るい未来かわか

りませんけれども、とりあえず頑張って前に進んでいくんだよというふうに子どもたちが

思えるようないろいろなロールモデルを提供するということによって、例えば先ほどの広

田さんの話とくっつけますと、大人とは異なる文化の中で生きていた子どもに、じゃ、大

人の世界に入ってもいいなと思わせるようなロールモデルの提供というのが必要になって

きますでしょうし、また、そもそも大人というのが自己決定、自己責任の主体であるとい

うふうに想定しましたけれども、じゃ、果たして大人が個人、自律的な存在になっている

のかということも振り返って考えなければいけないわけで、そういう意味では、個人の自

律を促進するということを大人自身どうやって行えるのか。このようなことがあって、初

めて子どもの無責任ということが社会で承認され、それによって思春期が大人になるプロ

セスとして位置づけられるのではないかというふうに思います。 

 以上です。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 ここで、また非常におもしろい問題が出てきております。この懇談会のメンバーに多分

共通することではないかと思うんですが、いろいろなお立場の方が、それなりのご専門の

ところから割とはっきりと発題なさりながら、最後の方に行くと、「子どもの無責任性が

促進されて」みたいに、何となくある種の方向性を持っていろいろ収れんするわけでござ

いますね。そういうおもしろさがございますけれども、とりあえず、ただいまの後藤委員

のご発言に関してご質問、確かめたいことがございましたらお出しくださいませ。 

○相原委員 今の最後のところの、子どもの無責任という意味での、この場合の責任とい

う意味をもう少し教えていただきたいんですけれども。いわゆる通常の概念からいくと、

刑事上の責任、民事上の責任、道徳的な意味での責任とかというのがありますよね。ここ

では多分もう少し広い意味のことをおっしゃっているのかなとは思うんですが、もう少し

教えていただけますでしょうか。 

○後藤委員 責任といった場合に、責任というものをどう考えるかというのはかなり難し

いテーマで、おっしゃるように法的な責任であるとか、あと道徳的な責任とか、いろいろ

なレベルでの責任というのがあると思います。ここでは行為によってだと思うんですが、

行為によって責任というのが変わってくるだろうというふうには考えています。 
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 ですから、例えば犯罪行為を行った時に、じゃ、犯罪行為に対してどういう形で責任を

負わすのかというと、例えば犯罪行為に対しては、刑罰で責任がもしあるとすれば、じゃ、

刑罰という責任を課さないという意味での無責任というふうにも言うことができますでし

ょうし、法的なレベルでもそうなります。あと、例えば天野さんのところの遊び場でのい

ろいろな場合に、子どもたちが何かをやった時に、いろいろやってみろ、やってみたら、

やったことについてはちゃんと自分で責任をとれよというようなレベルもある。もちろん、

その無責任の程度というのがここでは不明確なんですが、いろいろな段階で責任というの

は考えられて、念頭に置いているのは別に法的な責任だけではなくて、行為を自己決定の

主体として確立するための一つの方法として責任を問わないと、かなり抽象的にとらえて

いる。ですから、多分具体的な事例において、そこでの無責任とは何かというのは、責任

とは何かと同様に考えていかなければいけないと思っています。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 ほかに、ただいまのご発言に対してのご質問がございましたらお出しください。 

 よろしゅうございますか。 

 それでは、今日は、思春期をめぐってお３人の方からご発題いただきました。中学校現

場の校長先生の立場から前田委員のご発表がございまして、それから、いろいろと既成概

念をひっくり返すというか、そういう立場ということではなくて、教育社会学者としてで

すけれども、広田委員からそういうようなご発題がございました。それから、少年法など

をご専門としていらっしゃる後藤委員から、法的な整備をなさりながら、その上で１つの

未成熟とか成熟とかという問題をどう考えるか、子どもと大人の境目、成長するというこ

とを法的なことを前提に置きながら考えるとどう考えられるかというようなご発題があっ

たわけです。これらを通じて、少し皆さんでディスカッションしていただきたいと思いま

すけれども、いかがでございましょう。とりあえず今、ご意見をおっしゃりたい方がござ

いましたら、自由にご討議ください。 

○後藤委員 広田先生にお聞きしたかったのは、先ほど、子どもは大人と異なる文化の中

で生きているというふうにおっしゃっていましたが、例えばそこを温存して大人になって

いくということを踏まえて大人社会というのを形成すべきなのか、やはりそれはある意味

で子どもの時の一過性であって、「子どもの時は楽しかったね」というようなことで来た

けれども、大人になったらそうはいかないんだよというふうになるのか、そのつなぎ目と

いうのをどのようにお考えなのかというのを教えていただければと思います。 
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○広田委員 最近の子どもたちの調査を見ていますと、子ども期を非常にエンジョイして

いる部分があって、意識調査の中でも、今しか楽しめない時期として子ども期を考えてい

たりするわけですね。明るい毎日で、それは楽しいといえば楽しいんですが、なかなか自

立するきっかけがない。そういう意味では、先ほど子どもの無責任という話がありました

けれども、無責任状態で無権利状態に置かれるから、何もしないままにある段階までいっ

てしまうというのがあって、だから、権利を与えていろいろトライアル・アンド・エラー

をさせればいいじゃないかというふうなところは後藤さんのお立場とよく似ていて、要す

るにそういうきっかけが社会で十分つくられていないので、閉ざされたところでずっと、

ある時期まで外を見ないでやってしまっているというのが今の状況じゃないかと思います。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 ただ、後藤委員の、子ども的なものを温存させるかというのは、もう一つ違う意味が入

ったご質問かなと思いますけれども。 

○広田委員 もう少し。 

○後藤委員 ですから、例えば子どもが子どもで切り離された中で生きているというふう

な形になった時に、そこで切り離されたものが大人になったら全部なくなってしまうのか。

それとも、よくわからないですけれども、時代的には、例えば「今の子ども」というふう

に限定すると、今の子どもたちがサブカルチャーであるとか、今とても楽しいという子ど

も期を温存しながらという言い方はおかしいですけれども、背負いながら大人の社会に行

って、そこに新しい文化というのをつくっていく可能性を秘めながら新しい社会をつくっ

ていくのか。それとも、やはり既存の社会というものに適合させる形で、子ども時代のサ

ブカルチャーとか、そういうことは捨てろとなるのか。あれは子どもの時の一時の気の迷

いなので、それは「昔は楽しかったね」と年をとって思うようなもので十分だというふう

に思うのか。それとも、それを背負いながら、新たな社会をつくるようなツールというか、

仕組みとか、あと方法論というのを策定していく必要があるのかということなんですけれ

ども。 

○広田委員 それは非常に難しいところで、既存の社会を大人の場で設定しておいて、そ

こへ入れていくという側面だけでやっていくと、結構抑圧的なものになってしまって、や

はり両面あるんじゃないかと思うんですよ。 

 例えば、性に関する意識とかというのは世代によって全く違うわけですね。ある世代は、

10 代で体験した時期の価値観みたいなものが、そのまま大人になっても、要するに性に許
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容的な世代とかという形でずっと引き継がれていって、そうすると、古い世代は何か目く

じら立てているようなことが、どんどん新しい世代が来ると社会全体の基準が変わってし

まうとか、そういうことが起きるわけですね。だから、要するに大人の側で用意しないと

いけない次のステップへ行くための部分というのと、それから、子どもが集団的な体験を

することで大人とは違うステージに入ってしまう部分と、恐らく両方あるけれども、どこ

でどう切り分けるかというのは難しいと思います。 

○本田座長 よろしゅうございますか。今のことに関して何か……。多分おありになるだ

ろうと思いました。 

○天野委員 基本的には僕は非常識な意見に大賛成です。広田さんと後藤さんの意見と全

く同じ意見を僕は持っていますが、僕は、子どもというのを未熟な大人というふうに見て

いないですね。どうも子どもを見ていると、子どもというのは、やはり成熟した子どもと

いうのがいるという感じを非常に受けていて、子ども期の成熟というのがあるのではない

かというのが僕の見方なんです。つまり、これが大人と子どもとの価値の相違によって生

まれているものだと思うんですね。 

 多分子ども期の成熟というのが起こるのは、僕が見ていると、やはり３年生とか４年生、

９歳、10 歳ぐらいというのがその佳境かなという感じがする。ギャングエイジと言われる

年齢なんだけれども、どうもあれは本当っぽいというか、子どもの様子を見ていると、そ

ういう気がしているんですね。遊びなんかでも、大人から見ている限り、一番めちゃくち

ゃやる年代ですね。だけれども、そこからさまざまなものを生み出していくというのもそ

こら辺の年齢で、それはやはりそれまでの遊びの蓄積みたいなものが、その時に非常にい

ろいろな形でもって体現されていくみたいなところを感じています。 

 その後というのは、僕は学者じゃないからわからないけれども、多分文化とか社会によ

って、どのように移行するかというのが随分変わってくるんじゃないかと思うんですね。

日本というのは、どうも考えるに、自然から物すごく隔離されて都市化されてきている社

会なので、要するに秩序だとか人工的なものだとか、むしろ重んじられて重視されている

のがそういうことで、人間の中の感情だとか感覚だとか――どう言ったらいいんでしょう

ね、本能だとか、そういう自然みたいなものというかな、そういうようなものというのは

極力排除してきたと言ったらいいんでしょうかね。逆にそういうようなものをしっかりと

持たないと生きていけないような、まさに自然の中で生きているようなマイノリティーの

一部の民族だったりとか、そういうところというのは、思春期というのは非常に短く済ん
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でいる。ないんじゃないかとも言われていますよね。ある１日の儀式でもって突然大人に

変わる。もしそういうことが本当だとすると、やはり自然の中で自然の感覚を十分生かし

て、そして行き着くのが子ども期の１つの華の時代だと僕は思うんです。そこから人工の

部分にどんどん子どもを引き寄せていかなきゃいけない。子どもの中の自然性みたいなも

のを、どんどん大人が淘汰していく教育というのが行われているんじゃないかというのが

僕の感覚なんですね。 

 だから、多分教育に熱を入れれば入れるほど子どもは淘汰されていく。子どもの中の子

ども性、子どもの中の自然性というのは殺されていくというのが僕の感覚なんです。それ

が、言ってみたら生きる力を奪っているというようなもので、あまり力を入れれば入れる

ほど、子どもはどんどん殺されていくというのが、僕の本当に実感としてあって、だから、

大人社会に近づけていくというよりも社会の枠組みを変えていかないと、人工化がますま

す進む社会の中で、子ども期から先の大人に持っていくまでの部分というのはどんどん複

雑怪奇になってきて、このままではきっと人間が耐えられなくなっていくんじゃないかと

いうのが僕の感覚なんですよね。 

 ただ、成熟した子ども期は成熟した子ども期として僕はすごく大事だというふうに感じ

ているんですが、あわせて、成熟した大人というのは今はなかなか難しいというのもすご

く思うんだけれども、もう何か大人期の方に限界が来ているという気がしているのでね。

でも、その移行期間が思春期と言われるところなのかもしれないけれども、成熟した大人

というのができなくなっているという気がすごくしているんですね。もう人間が追いつい

ていないという感じですね。 

○本田座長 ただいま、１つの天野委員のご見解が提示されたわけですが、今の成熟した

子どもという言い方をめぐって、ちょっとご質問はございませんか。 

 そうすると、成熟という概念については、例えば子ども時代とか思春期とか大人時代と

かというふうに、人間をある種のカテゴライゼーションしてしまって、そのそれぞれの中

に成熟があるとおっしゃるのか。それとも人として成熟という状態があり得ると措定して、

そしてそれが子ども期でも達成している人がいるんだとおっしゃりたいのか、どちらでご

ざいましょう。今、一般的に常識的に言う場合には、成人の段階をとにかく成熟段階と見

なして、それに向かって到達するプロセスとか何とかという言い方をするわけでございま

すよね。そういう言い方ではなくて、子ども期という時期を特定して、そこにはそこでの

成熟があるとおっしゃるのか、あるいは、人間存在として成熟した人間像というのがある
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として、それが子ども時代にも達成されている人があるとおっしゃるのか、どっちでござ

いましょう。 

○天野委員 子ども期はやはり価値が違うと僕は感じているんですね。だから、大人の価

値を持っていったところで、あくまで大人の目線から見れば、これは未成熟なわけですね。

要するに価値が違いますから、大人の価値にたどり着くわけがないという意味で未熟なん

です。ところが、子ども期そのものは、子どもらの中で非常に大きな価値を持っている、

１つの世界観を持っているわけですね。大人からの干渉はかなり小さい時から起こっては

いるんだけれども、それでも結構めげずにというか、大人の価値を身につけないでやって

いけるような年齢というか――そういう機会があればですね。だから、それが小学校の３

年、４年生ぐらいの時に一番いろいろやれる。５年生、６年生を越えていくと、やはりど

んどん大人化していこうとするという気持ちが本人の中に強まっていくというところもあ

って、成熟した思春期があるかどうかというのは、ちょっと僕はそこは感じていないんで

すね。成熟した思春期というのは、何か悩み抜いている状態みたいな感じがするんだけれ

ども、成熟した子ども期というのは、１つは子ども期として成熟しているという言い方と、

当然だけれども、そこの中に生きている子どもの命というのは、僕は物すごく輝いている

というふうに感じるので、その年齢の人間としても成熟しているというふうに僕なんかは

受けとめているんですね。だから「負けるぞ、大人は」というふうに思うんです。あの時

代の子どもらにね。 

○本田座長 これは成熟の概念を少し新しくとり直そうというご提言にもなるのかなと思

うんですが、先ほどから、子どもは異文化であるという定義の仕方がございますよね。そ

れと、異文化、例えば日本ではなくて違う世界に生きている子どもたちが、その中で成熟

する時期があって、それが例えば小学生の３、４年生ではないか。それから、大人の方は

大人として、今、非常に成熟した大人が見つかりにくくなってはいるけれども、成熟すべ

きものであって、そうすると思春期というのは、やはり移行期かどうか。成熟した思春期

像というのが見つからないというふうにおっしゃると、これは今まで皆さんがおっしゃっ

ているように、やはり移行する段階として思春期をとらえるということを共通に肯定され

るということになるんでしょうか。そのあたりは共通なんでしょうか。 

○天野委員 そこは自分でもはっきりしていないんですが、つまり、ますます社会が人工

化していくと、成熟した子ども期というのは、やはり子どもの中の自然な欲求が発露とし

てバッと出ていく。つまり、子どもの中の自然性が最も生き生きと出ている状態だと僕は
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感じているんですね。だとすると、これは人工という部分とはかなりほど遠いところにあ

るんですよ。ところが、それを大人化させていこうとすると、どんどん人工化していかな

きゃいけないのが多分今の時代なんだと思うんです。今の社会が非常に人工的につくられ

ているので、社会人としてこの社会に受け入れるために、子どもに対してやらなきゃいけ

ないことは、とにかく生存のために必要なさまざまな出来事ではなくて、つまり、日本と

いう文化の、今の社会の中に役立つ人間を指向していくというか、つくっていくというか、

どんどん人工化していく。だから、それは、場合によっては子どもの中の自然性みたいな

ものの否定に非常に強く働いているので、早くそれを捨てて人工化されていく。早くそれ

を捨ててルール化されていくというか、制度化されていく人間になっていくというのかな。

だから、そこら辺のところが非常にうまくいかなくなっているんじゃないかというのがす

ごくあって、だけれども、大人たちの方も、多分もうこれ以上の人工化に社会は果たして

耐えられるんだろうかというふうに思うぐらい、大人の方が未成熟だなという感じもして

いるので……。何かごめんなさい。 

○本田座長 おっしゃることは大変よくわかるのですが、そこをもう少し議論できるよう

な……。つまり、非常にストレートに一種の天野思想というのが提示されてしまいますと、

それは大変ごもっともなんですけれども、もうちょっと何か議論できるような形にされな

いかなというのがございまして、今、議論のひっかかり点を探しているんですが。 

 例えば中村委員などは、メディアのことなどに関わっていらして、どのように今のご意

見などを聞いていらっしゃいますでしょうか。 

○中村委員 今伺っていて、メディアとの関連づけということではないのですけれども、

申しわけありませんが、実は、天野委員のお話の回に欠席をしていて、非常にお伺いした

かったんですが、あの後に資料をいただいて、それしか拝見していなので、ちゃんと把握

できているかどうか自分でもわからないんですけれども、自然というものを、ある時代に

絶対的なものとしてお考えになって、１つの理想の状態というふうにお考えのように私に

は受けとめられてしまっていまして、果たしてそういう自然の状態、自然と一体となった

子どもという存在が過去にあり得たり、あるいは今あり得るのかなというようなことを、

私としてはちょっと疑問に思うわけなんですね。子どもたちが、いわゆる自然な草や木や

山というところに触れる体験が非常に減ってきているということはおっしゃるとおりだと

思うんですけれども、では、それらに触れていることで、おっしゃるような成熟した子ど

もの状態により近づいていく、そういう子どもになれていくのだろうかというふうに思う
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と、恐らく山の中で暮らしながらも、子どもたちは子どもたちのソサエティーの中で、あ

る意味社会的に育っていたんだろうと思いますし、そういう意味で、少し理想化された自

然と一体となった子ども像というのが、ちょっと私にはまだよく理解できない。もう少し

ご説明いただくと、またわかるかもしれないと思うんですけれども。 

○本田座長 何かおありになりますか、杉山さん。 

○杉山委員 この件に関してはないんですが、ちょっといいですか。済みません。 

 お話が盛り上がっているところで突然なんですが、学校という場所というのは、本当に

私たち親にとってはとても大切な場所でして、今、いろいろ学校に要求することについて、

お世話になる部分がとても多く、多分ご負担も相当増えているのではないかと思うんです。

だから、先生方も非常にお忙しい中で、多分夫婦関係の悩みなども聞かれてしまったりと

かというような、教えることがある一方で、家族のケアまで自分がやらなくちゃいけない

んだろうかみたいなところで悩んでいらっしゃる先生方も多いんじゃないかと思うんです。

そういった中での親と学校の関係性、それからあと、前田先生のレジュメの３ページ目に、

最近の中学生の特質ということで５つばかり並んでいたのを見て、最近の中学生はこんな

に自立は遅れるし、思考力は欠如するし、豊かな人間関係も築くことが苦手なのかしらっ

てちょっとショックだったんです。いいところはないのかなみたいな、褒めて育てるとい

うのも中学生にもしてあげて欲しいななんて思ったりもいたしました。 

  それともう一点が、2002 年４月から、生きる力ということで指導要領が変わった部分、

これは一体何を目指しているんだろうかとか、大変今、親たちは迷ったりして、それで

「塾に通わせて私立に」とかという話も増えております。そういったところで、何かやは

り意思の疎通――一枚岩にはならなくていいにしても、何をしていて、親たちの意見とい

うのは入り込んでくるのかとかいうあたりがちょっと気になっているところです。 

○本田座長 そうしますと、１つは親と学校の関係と言ってしまえばそれまでなんですけ

れども、それをもう少しディティールにわたって具体的に、どういうことで関係が持てる

か、持てない部分はどこかということ。それから、中学生というのが悩みが多くて問題が

いっぱいありそうに普通は言われるけれども、本当にそんなに今の中学生はだめなことば

かりしか表現してくれないのかという問題とか、そのようなもの。それから、新しく変わ

った学習指導要領に関して、一体どのような中身でそういう新しい部分が出てきたかとい

う問題に関して、現場の先生のお立場から少しご説明いただきたいということでございま

すか。 
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 いかがでございましょう、前田先生。 

○前田委員 最近の中学生の特質、おっしゃるとおりで、いいところもたくさんあります

よということで申し上げたんですけれども、今の中学生がすべてマイナスという意味でこ

れをとらえたわけではありません。 

 それで、いろいろな皆さんの意見を聞いている中で、人間形成、人間人生何十年間の中

の 15 歳前後の思春期のうち、学校教育の中の子どもの思春期と、それから、学校以外の社

会生活、家庭生活の中での思春期ということを考えてみると、人間必ずその中で過ごして

いくわけですけれども、私は学校教育の中で、楽しいこと、束縛されないことを、それが

いいんだというようなことは思っていません。 

 先週、２年生の移動教室で、 135 名を連れて福島県の安達太良山の高原学園のところに

行ってきたんです。４日間、雨でした。２日目に、１日安達太良登山をする予定でしたけ

れども、行った日が雨で、森林の散策をして自然に親しむということで事前に勉強した。

それをボランティアの人が指導したんですけれども、２日目の朝にもや
．．
だったんですね。

雨が降っていたんです。全生徒を集めて、私は「どうだ。行こうか、よそうか。行く人が

いるか」と言いましたが、１人も手を挙げません。そして「行きたくないか」と言っても

１人も手を挙げません。「何だ。こういう霧雨の時こそいいじゃないか。私は最初から行

く予定で来たんだよ。みんなで行こう。もう一回聞くけれども、山に登る気はあるか」。

そうしたら、14～5 人手を挙げたんです。「じゃ、その 14～5 人と私とで登ろう。ほかの

人は休め」というふうに笑いながら言ったんですけれども、結局は行ったんですね。 

 そして、霧雨の中を、前の日に雨が降っていましたから、泥んこの中をビチャビチャし

ながら登って、そして１人もねんざも何もしないで降りてきたんです。その時に、降りて

きた時に、だれ一人として不満は言わなかったんです。もしこれが風邪を引いたとかねん

ざしたとかといった時には、うちへ帰った時に必ず親からは「何で連れていったんだ」と

いう、そういう非難が出るんです。 

 その時に養護教諭も連れていきましたから、「３人だけは行っちゃいけない。夕べ熱が

出ていたし、それから心臓もちょっと弱い子で、それはもう無理しちゃだめだよ、行っち

ゃいけないよ」と言いました。そして、朝行く時に「自分の命は自分で守れ。まず自分は

転ばないように気をつけなさい」と言ったんですが、ゴンドラに乗る寸前になって、13 人

が「僕やめます」「私やめます」なんて言う。子どもは、体の具合が悪いと言うと、親も

教師も無理させないということが頭の中にあるんです。そして、これは困ったけれども、
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ここで無理して連れていくこともないだろうから、「じゃ、養護の先生ところにいなさ

い」と言いました。しかし、みんなが登っちゃったらワイワイしているんですよ。それで

「先生、あそこへ行こう、ここへ行こう」なんて言う。山に登ってつらいことは嫌なんで

すよ。「何だ、こいつは」、「こんなに元気のいいのが何で山に登らないんだ」と思いま

した。 

 そして、終わって帰ってきた時に、私は「みんな、頑張ったね。今日は就寝が 10 時だけ

れども、みんな頑張ったご褒美だから、自由時間に 10 時半までサッカー準決勝を見ていい

よ」と特別に見させたんですよ。「だけれども、今日急に体の具合の悪くなった子どもは、

悪いけれども興奮しちゃうと具合が悪いから、自分の部屋で今日１日を反省しなさいね」

と言ったんですが、見たがるわけですよ、冗談言うなってね。泥んこの中をビチャビチャ

しながら行くのは嫌で、サッカーをみんなで見せるのは私は納得いかないけれども、「お

前、そんなことはだめだ」って言えないから、「体の調子が悪いなら、興奮しないように、

静かに」と。そうしたら、１人の女の子が来て「私は行きたかったんだけれども、養護の

先生にとめられた。本当は行きたいんで、ずるじゃないんです。校長先生、どうしてもサ

ッカーを見たいんです」と言うから、それならいいよということで、みんなにも了解を得

てやったんです。 

 だから、一律的には私たちは指導していません。つまり、新しい学習指導要領も、画一

的、一律的ではなくて、その子の個性、能力、適正に応じて生きる力をはぐくもうという

ことでやっているわけですから、総合的な学習の時間も、課題を見つけて、そしてその子

たちができる範囲をやっているということをしているわけです。学校も、学校の実態と生

徒の実態に応じてカリキュラムをつくれということだから、それを学力が低いとかいうこ

とになると、学力とは一体何だろうかということで、知識、理解だけではなくて、学ぼう

とする意欲とか、それから結果だけではなくてプロセスを大事にしようという、そういう

ことをやっていこうというわけでありますから、決して今学校は画一的に右へ倣えという

ことをやろうとしているわけではありません。 

 そういった意味で、我々はあちこちから、よくて当たり前、けがをしたら学校の責任と

いうのを問われることを子どもたちももう見抜いていますから、何かを耐えて、苦しみの

後に楽しみ、喜びもあるんだということで、今年の２年生で安達太良山で、雨の中をいろ

いろな植物を見ながら帰ってきた子どもたちは、きっと何年か後に大人になった時に「山

に登ったけれども、ご褒美でサッカーの準決勝を見たな、あれはいつだ。俺が中学２年、
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私が中学２年の時の移動教室だな」というような思い出もやはりつくってあげる必要は私

はあるというふうに考えております。 

 以上です。 

○本田座長 杉山委員のご質問にはよろしゅうございますか。とりあえずいいことにして

おきましょう。 

 ただいまの前田先生のご説明は大変おもしろくて、これ、例えば先ほどの広田委員の話

題提供と重ねますと、各家庭が自立性を確保してしまったために、学校が介入できなくな

った。例えば子どもの健康というのを第一義的な価値観に置くような家庭があって、それ

を背負って子どもたちが来てしまって、今日は体の調子が悪いから山に登らないというふ

うなことを言うと、それに対しては学校は介入できない。しかし、そこで新たな介入の仕

方としてお考えになったのが、夜のサッカーを見せなかったということなのかなというふ

うに考えますと、これは、自立して閉じてしまった家庭と、しかし、その子どもたちを引

き受けて、ある種の公共性の中でもってやっていかなければならない学校とのせめぎ合い

の１つの形かなという気もしたりするんですが、広田先生、どんなふうに……。 

○広田委員 全くそのとおりでして、自立する家族がやはり独自の方針で子育てができる

ようになるというふうな中で、集団的な生活をする学校と対立するとか、すれ違うとかい

う場面は増えてきていると思います。私はそれはおかしいことだと思わないんですよ。む

しろ、ツーカーでお互いが分かり合えるはずだという前提が、もう何か民主的な社会のル

ールとは違うところで物を考えているんじゃないかと。いろいろな価値観で子育てができ

る家庭と、一定の規律の中で集団行動をとっていく学校と、そういう中ではいろいろな要

求とかお願いとかが来て、それを学校がさばいていくという、そういう形のものは起きて

当然で、トラブル続きなのは不幸ですけれども、80 年代から 90 年代には学校と親との対

立が顕在化してきた中で、逆にそれまでお互いに歩み寄れなかった部分とかが、結構学校

の実情を親も分かってくるしというふうなことは起きてきていると思います。 

 ちょっとまとまらないんですが、常に学校と親がお互いに要求を出し合いながら、若干

のトラブルを持ちながらやっていくのが社会としては健全なのではないか。ただし、中学

の先生とかは一番大変だと思います。思春期、14 歳、15 歳のころの問題で何が一番大変か

というと、中学校の先生が一番大変だと。２番目に子どもが大変じゃないかとか思ったり

もするんですけれども。トラブルとかクレームは前提にして、むしろ社会のルールという

か、学校と親との関係をいかにとんでもない状況にならないようなルールづくりをしてい
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くかという、社会がそういう段階まで来ているんじゃないかというふうな気がするんです

けれどもね。 

○樋口座長代理 皆さんのお話を伺っていて、特に広田さんのご説明の中で、もしかした

ら私が誤解しているのかもしれませんが、思春期、大人から隔離された子どもだけの社会

があるというお話があったんじゃないかというふうに思うんですね。それをどういうふう

に評価するかというような問題で、今度は後藤さんのところともつながってくるんですが、

大人の世界に少しずつ入っていく、それが思春期だというようなことが後藤さんの方から

ご指摘があったわけで、この２つの考え方をどう考えていくのか。特に広田さんのお話に

関して、今の社会とのつながり、そこがどうも学生時代、あるいは高校時代に欠如してい

るんじゃないか。その結果が、例えば職業意識がはっきりしないとか、むしろ社会に出て

からフリーターで困ったとかということ――22 歳とか、あるいは 18 歳になれば、片方で

否応なしに社会に出ざるを得ないというような現実が待っているわけですね。そうした時

に、フリーターの問題を考えていく上で、例えばむしろ高校時代とか、あるいは大学時代

にインターンシップ制を導入して、社会に一歩出したらどうかというような議論も社会の

中で今起こっているわけですが、そういった問題に対してどういうような考え方を持って

いるかということを、ちょっと教えていただきたい。 

○本田座長 これは広田委員と後藤委員と、両方からお答えいただけませんか。 

○広田委員 大人になるための機会をつくっていかないといけないと思うわけで、インタ

ーンシップ制なんかもそれなりに可能性はあると思います。 

 ただ、例えばどこまで強制していくのか、どこまで選択にしていくのかという、そこら

辺が非常に難しい。多様なロールモデルをつくって選べるような形にしていかないと、逆

に大人が子どもに「こういう生き方が望ましいのだ」という、いわば古い世代の価値観で

つくった制度を押しつけてしまうことになるから、多様性を確保して選択できるような中

で将来の職業意識が見えてくるとか、そういう機会をつくっていくというようなことは必

要なことかもしれないです。 

○樋口座長代理 それは、選ぶのは本人が選ぶということになるわけですか。先ほどの前

田先生のお話の、ある程度強制する必要があるんじゃないかというようなこともあります

し、むしろそこまで選べるだけの準備というものが子どもの方にできていないんじゃない

かと。そうなっていった時に、本人の選択ということでいいのかどうかという問題が起こ

ってくるような気もしますが。 
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○広田委員 難しい問題ですが……。できるだけの情報提供とか、要するに知らずに選ぶ

というのが最悪の事態ですから。ただ、さっきの話で言うと、フリーターの将来予測がこ

うなるとか、そういうふうな情報がきちんとある上で選択できるかとかいうような、選択

能力を高める中で選択するというふうにしていく努力なしに自己決定でやれという話をす

ると、結構危ないかもしれないですね。 

○本田座長 後藤先生。 

○後藤委員 私は、大人であれば子どもと言わないわけですから、子どもはやはり大人じ

ゃないということで、やはり先ほどの前田先生のお話にあるように、強制と呼ぶかは別と

して、ある程度の大人の価値観の押しつけというのはしようがないことだと思うんですね。

つまり、社会というのは、ある意味大人たちもそうなんですが、大人たちも自分が社会を

つくっているとか、自分が仕組みをつくっているとか、自分が法制度をつくっているとい

う感覚というのはあまりないと思うんですね。しかしながら、仕組み、制度としては、大

人が考える社会をつくるという仕組みになっているわけで、その社会の中に、やはりある

程度適合してもらわないといけないと思うんですね。適合的な子どもを育てて大人になっ

てもらわなきゃいけない部分というのは、残念ながらあると思うんですね。 

 その中で、例えばフリーターがいると困る社会なのか、それとも、さっき少し広田先生

が投げかけた質問の答えというか、私がちょっと考えているのは、フリーターがいてもい

いんじゃないかというふうに社会が思えば、ある意味それがサブカルチャーのシステム化

みたいなことになるのではないかと思うんですね。そうすると、やはり自分たちのサブカ

ルチャーを持ちながら大人になる子どもたちを受け入れる時のせめぎ合いみたいなものが

あって、その時に、例えば人になったら自分たちが生きやすいように、フリーターにいろ

いろな権利を与えるとか、フリーターだって一定の有給休暇とか、そういうものを保障す

る。パートタイムとどう違うのかという話にもなりますが。ですから、そういう意味で、

自分たちが大人になった時に、自分たちが持っている、育ててきた文化というのをうまく

組み込めるような余裕というか、余地というか、そういうものは大人の側で用意をしてい

て、さっきの広田さんのお話にもあったと思うんですが、若干変容していく部分を増やさ

なきゃいけないというふうに思います。その変容の部分というのが子どもからの異議申し

立てによって変わっていく部分と、例えば女性からの異議申し立てによって変わっていく

部分と、いろいろな異議申し立てによって変わってくる部分があると思うんですが、その

変わる部分の異議申し立てがかなりシステムの根本に関わるようなものが現在行われてい
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て、ただ、根本に関わりますと制度というものは守る方に行きがちなので、じゃ、そこら

辺をどこまで我慢して異議申し立てをするのを見届けられるかということなんじゃないか

なというふうに思います。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○前田委員 今の中学生が卒業した時に、将来どういう夢を持つかといいますと、最近の

中学３年生と５年前、10 年前、20 年前を比較してみると、将来、私は、僕はこういう職業

につきたいというような夢といいますか、希望、目標を持った生徒は年々少なくなってき

ています。それはどういうことかといいますと、結局、一生自分でつけるような職業も非

常に難しいし、それからどうなるかわからないということがあります。だからといって中

学校では「じゃ、君はフリーターでもいいじゃないの」と言うわけにもいきませんから、

三者面談であれ、よく友達と相談したり、あるいは高校を選ぶ時にも、こういう高校があ

るよとかいう資料提供と指導、助言をしなければ、これはやっていけないわけですよね。

そして、受かれば塾の先生のおかげで、落ちれば学校のせいという、３年の担任は非常に

四苦八苦するわけです。そういった意味で、それが強制と思われるかどうか分かりません

けれども、私たちは常に将来の夢を語り、そして、その子が「よし、こういうものになろ

う」というようなことを指導、助言していかなきゃならないというふうに思います。 

 ちなみに、男子で一番将来なりたい人はというとサッカー選手。みんななれるわけはな

いんですけれども、だから、夢というのは実現できるようにしないと、本当に目が覚める

と何もないよというようには指導しているんですけれどもね。 

 以上です。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 今日は思春期を話題にしながら、実は思春期を超えた問題が出ているわけです。つまり、

大人と非大人とでもいうんでしょうか、非大人、もしくは非大人期というのをどう考える

か、あるいはどう位置づけるかという非常に大きな問題が出ているのですが、これはまた、

次々といろいろな問題が出てきた時に考えていかなければならないことだろうと思います。 

 今日ご発言の無かった福川委員、北村委員、何かございますでしょうか。 

○福川委員 ちょっとなかなか切り込み口が見つからなくて沈黙していたんですが、感想

だけ言わせていただくと、こういう時って自分のことを考えちゃうんですね。「僕は子ど

もかな」と正直言って思いました。 
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 実は、前田先生が先ほどからおっしゃっているようなおもしろいケースですけれども、

あれは実は僕の中学生の時代とほとんど変わっていないという感じがする。例えば「山へ

行くか、行かないか」と聞かれて、みんなシーンとしているというのは、やはり僕もそう

だったような気がする。それから、将来何になりたいかと言われて、そんな具体的なイメ

ージが浮かんだことはないし、いまだに悩んでいるというのが私の実情です。そういう意

味で言うと、まさに広田先生のおっしゃっているように、昔と今の本当の違いというのは

何かということが必ずしもよくわからないですね。親が学校の責任にするようになってき

たという１点では非常によく分かるんですけれども、それ以外の部分をとると、青少年の

育成というのを、今この時点でどうしても取り上げなきゃいけない決定的な理由というの

が、一般的にはあるのは分かりますけれども、それが今一つ僕も分かっていない。私は専

門が都市計画ですから、そういう意味ではまた言いたいことはありますけれども、基本は

あまり変わっていないのかなと、人類の永遠の悩みを語っているのかなと、ちょっとそう

いう感想を持ちました。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 北村委員、どうぞ。 

○北村委員 お話を伺っていて、私は私自身の思春期を思い出すというよりは、どちらか

というと息子を育てた時のことが思い出されたんですね。やはり今、大人にとっては圧倒

的な、手ごわい、何だかエイリアンみたいなあの年代ということで、とてもビビっている。

そして、それは恐らく子どもが青年になるときれいに忘れられていくという、そのサイク

ルの繰り返しだと思うんです。 

 お話を聞いていて、自分の経験と照らし合わせて思い出したんですが、思春期の難しさ

というと、つい学校か家庭かという二者択一的な話にあるんですが、三セク的なといいま

すか、第三者的な存在というのがあの年代にとっては物すごく大きなインパクトを持って

いる。私、今日お話を聞いていてすごくおもしろかったのは、新しいカルチャーというも

のを将来システム化していく年代が育っているんだという見方をすると、彼らがそれを選

択する時に確信を持って選ぶのか、それとも、何かやっていたらみんなから言われてこう

なっちゃったというふうになるのかで随分違うような気がする。そうすると、彼らにある

程度大人の世界の情報を与えて、「これは俺が決めなくてはいかんぞ」「私が決めよう」

という腹を決めさせる、そのモチベーションを与えるのは、私は親でも学校でもないとい

う気がするんですね。ちょっと斜め上の兄貴分、姉貴分みたいなジェネレーションの、例
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えばうちのせがれの場合だと、10 歳ぐらい年上の大学を卒業したばかりの、私の弟分に当

たるような友人たちが来て一緒に遊んでくれて、その時に私の悪口を含めていろいろなこ

とを言うわけですね。そういうような親と家庭と離れたニュートラルなところから、我々

が思いもよらない、結果としての教育というのがあるみたいな、そういうソサエティーと

いうのが今はちょっと枯れているんではないかという気がとてもいたしました。それをま

た大人が「じゃ、これが必要だわ」って仕組んでいくと、ちょっと違うことになってくる

ので、そこは非常に難しいなと思いましたが、そんなことを考えた次第です。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 あいまいな境界空間の提示と、そこに存在するあいまいな大人の存在というのは、前回

も北村委員の１つの方向性としてご提示いただいたことでございますね。それは確かに１

つの方向性であろうと思いますが、具体的には政策としてそれを提言するとなると、どの

ような仕方が可能なのかという、非常に厄介な問題が次に出てまいりますね。それはこれ

からまた極めていかなければならない課題だろうと思います。 

 ちょっと時間がまいりましたので、タウンミーティングその他に関してご説明をいただ

きたいと思いますが、どなたでございますか。 

○菱川参事官 それでは、お手元の資料２枚について簡単にご説明したいと思います。 

 １枚目の、本田座長のお顔が載っている資料でございます。小泉内閣でタウンミーティ

ングということで、閣僚と市民との対話ということを進めているわけですけれども、今回

初めて子どもの意見を聞くというタウンミーティングが７月 27 日、高松で開かれることに

なりました。法務大臣、文部科学大臣のほかに、本田座長にもご出席いただくことになり

まして、小学校５年以上 18 歳以下の子どもの方々と直接いろいろとお話をしていただくと

いうことになっております。 

 次に、青少年サミットでございます。これは今回、青少年プランを策定していくという

過程で、青少年の直接の意見も聞きたいということで、１つは青少年電子モニターという

ことで、モニターに登録していただいていろいろご意見いただいているんですけれども、

もう一つ、ここにありますとおり、８月 20 日から 24 日まで国立オリンピック記念青少年

総合センターの方で合宿をしていただいて、その中で青少年自ら青少年施策のあり方につ

いて検討していただこうというものでございます。現在公募中でありまして、今、多くの

参加のお申し込みをいただいてるところでございます。 

 後ろを見ていただきますと大体の日程が書いてございますけれども、全体で中間的な取
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りまとめをしたり、全体の発表をするような機会がございまして、もし委員の方々、ご参

加いただいていろいろご教示いただけるようであれば、ぜひご参加していただければとい

うふうに考えております。また追ってご案内させていただきたいと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

○本田座長 ありがとうございます。 

○樋口座長代理 ちょっとよろしいですか。タウンミーティング、私も大賛成なんですが、

子ども、若者との対話になると女性しか出てこない、女性の閣僚しか出てこないというの

は、私はやはり問題があるというふうに思うんですね。ぜひ男性の閣僚にも出ていただき

たいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

○本田座長 それと同時に、このメンバーの方々は、こんなに偉いおばさんが３人そろっ

て設定された時空間で子どもに何を言わせるつもりだろうかというご意見が多分出てくる

んではないかと思っておりますが、そういう一種の制限を感じながら、こういうところで

子どもと出会ってみようかということでございます。 

 青少年サミットにしても同じような感想をお持ちかと思いますが、ただ、こういうとこ

ろに委員の方が参加してくださって、何かいろいろとご発言くださったり何かなさること

は、もしかしたら１つの攪乱剤として意味があるのかもしれないと思ったりいたしますの

で、委員のご参加をお願い申し上げます。 

 ちょっと時間が押してまいりましたが、今日は松下副大臣が途中からご丁寧にお聞きで

いらっしゃいましたので、何かご感想がございましたら伺いたいと思います。 

○松下副大臣 福川委員がおっしゃいましたけれども、これは永遠に答えが出てこないテ

ーマかなと思います。都市であれ地方であれ、あるいは国を違えても、こういう問題はど

こかで同じ問題を議論しているんじゃないかと思うんです。 

 私、政治の世界に入って、一番こういう世界は思春期の子どもたちというところに遠い

ところにおるんですけれども、本当は近くなきゃいけないんですが、前田先生にちょっと

お伺いしたいなと思っていましたのは、この社会は圧倒的に大人たちがつくり上げてしま

っている、いわば完璧な社会になってきている。国の政治体制も含めて、あるいはいろい

ろな学校の試験制度や社会に入るための試験制度、資格のための試験制度を含めてガチッ

と決まってしまっている。そういう中で、養卵器から卵がふ化して育っていく時に、どの

道を選んでどうするかというのが、圧倒的なそういう社会の仕組みの中で子どもたちにワ

ッとのしかかっているのは間違いないと思うんですね。それを解きほぐしてやるというの
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は、これは親も学校も地域もみんなで考えてやらないとできないし、これは生存競争です

から、「頑張れ、負けるな、しっかりしろ。お前の隣の仲間もやっぱり悩んでいるんだ。

負けるな」といった励ましでありながら、何か目標をつかむということを探してやるとい

うことが大事じゃないかなと思うんです。 

 その時に前田先生にお伺いしたいのは、思春期の男の中学生にしろ女の中学生にしろ、

セックスとか性とかという、異性に関わる事柄がワッとのしかかっているのか、これから

どう生きていくのかという社会の生き方への不安が大きいのか、もうないまぜでグラグラ

になっているのか、その辺をどうとらえておられるのか教えて欲しい。 

 それから、男の子と女の子とやはり同じように進路とか悩みが進んでいるのか。圧倒的

に違いがあって、どっちかがリードしたり、どっちかが悪い方に走るか、どっちかがいい

のがいて引っ張っていこうとしているのか。その辺の子どもたちの生きていく構図とか、

リーダーとか、みんな悪い子ばかりじゃなくて、しっかり生きていこうという人たちもい

るはずだし、生徒会なんかもあるはずですから、そういう中でどんなふうに、さっき５つ

の項目で、何か悲観的なことばかり書いてありましたけれども、いい子たちがいて、何か

しようとしているのもあるわけで、どんなふうな力関係でうねりながら動いているのか、

その辺がもう少し解きほぐせないかなと、そう思いながら聞いておったんです。結局はみ

んなが励まし、頑張れと言っていくしかないかなというふうに思うんですね。 

 その時、この前テレビで、高校生でしたから思春期を越えた人たちかもしれませんけれ

ども、ＮＨＫでボクシングをやっていた畑山さんが、たまたまぶらり何とか旅で地域を回

りながら、富山かどこかの高校生と出会って、仲間たちを 10 人ぐらい集めて語った。あの

時の高校生たちが、将来どうしていこうかと何もわからない時に畑山さんが来て、彼が話

した言葉を真剣に聞いていて、こういう生き方を示す手本が身近にあることが物すごく励

ましなんだなと思ったのが、畑山が何と言ったかというと、「俺もお前たちの年代の時に

は、同じで分からなくて困った。勉強もよくできなかったし、分からなかった。だから途

中で退学した。しかし、僕はあの時ボクシングを見ていて、これなら俺にもできるかもし

れんと思って始めた。やはり『俺ならこれができる』という目標をつかめ。それがないよ

うだったら、君たちはどうせ親から離れて一人で生きていかなきゃいかんわけだから、そ

の時に責任を持って生きていけなくなるぞ。目標を持て。探せ」ということを言って、後

でその子どもたちが非常に感動して、いい勉強になったということを言っていました。何

かそういう中学生たちの中での力のいろいろなうねりみたいなものとか、だれかリーダー
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がいるのか、良いにしても悪いにしても、何かそういうようなことがどこかで、僕らの知

らないところでの何か力関係、うねりがあるのかなと思いながら、今、前田先生のお話を

聞いておったんですけれども。 

 以上、感想も含めて。 

○本田座長 おっしゃりたいことがあったら、短く、前田先生。 

○前田委員 先生のおっしゃるとおりで、男女で性の関わりということは比較的少ないん

ですけれども、それから、生徒会とかいろいろなことに対しては、積極的に参加したりす

るのは最近は比較的女性の方が多いです。学校によっても違いますけれども、生徒会役員

でも、あるいは海外の短期派遣であるとか、そういう募集をすると、大体女性の方が多い

です。ですから、男女平等、半々ぐらいというわけにはいかない。理想は、いろいろなと

ころで男女問わずにやることがいいと思うんですけれども、どちらかというと中学２年生、

３年生までは女性の方が積極さがあるということですね。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 この問題はまた議論していけば切りがないのですが、今日はとりあえず時間でございま

すから、ここで切らせていただきます。 

 次回の懇談会は７月 25 日、今月２回あるわけでございますが、どうぞお忘れなく、よろ

しくお願い申し上げます。次回は青年期がテーマ。思春期と青年期をどう区切るかとか、

いろいろ難しい問題がございますけれども、とりあえず青年期をテーマとして、中村委員、

玄田委員、それからもう一人、外部のゲストとして、ＮＰＯのＥＴＩＣ．でご活躍くださ

っている宮城治男さんという方にお越しいただくことになっておりますので、よろしくお

願い申し上げます。 

 本日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。 

                             午後 ６時０８分閉会 


