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構成

はじめに －本報告の目的と限定－

１． 今、私たちの前に登場する若者たちの姿

２． 社会が若者に求めてきた「生き方」

３． 「適応」から「参加」への実践哲学の模索

実践からの学びを通して

韓国 HAJA Center と Yooja Salon

NPO法人文化学習協同ネットワーク

４． 新しい学び方・働き方を追究する為に

５． 実践と実践者の育ちをめぐって

６． みなさんで考えましょう ―若者の語りから、何を学ぶか―
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はじめに

本報告の目的

① 競争主義・会社主義の下で、若者たちがおかれてきた「こころの危
機」や「生きづらさ」を明らかにする。

② 若者の語りから、競争主義の下で強要される「学び」「働き」をみる。

③ 「孤独感のない孤独」が深まる社会のなかでの若者たちの姿を探
る。

④ 「適応」と「参加」の違いを明らかにし、「価値ある人生の創造」を考
える。
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今、私たちの前に登場する若者たちの姿
－若者が語る「競争主義と生きづらさ」－
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今、私たちの前に登場する若者たちの姿

１．「生きづらい」若者のもがきを、どう捉えるべきか

Ø「生きづらい」「生きにくさ」は、どう議論されてきたか
藤野友紀(2007）の整理

• 「生きづらさ」 日本精神神経学会総会「主体的社会関係形成の障害と抑制」
（加藤博史, 1981）

• 「生きにくさ」 『世界(1997）』（岩波書店）
サリン事件から現代社会に生きる若者の状況を読み解く特集
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Ø生きづらさがもつ意味を、読み解く（藤野，2007）

• 「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り、それはどのように生成し変化するものなの
か。

• 「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
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Ø「生きづらさ」の意味をとらえる

1. 若者の発達に影響を及ぼす経済や文化・価値等の社会的背景や若者
の発達を規定する社会システム（学校・家族・地域）の変容のなかで、
「生きづらさ」がいかに深刻になっているか

2. ひきこもる個の課題を、ひきこもる若者たちのみの課題でなく、社会に参
加しづらい若者たちの課題として捉える「生きづらさ」の個別性と普遍性
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若者が生きてきた社会と生きづらさの背景①

国連：子どもの権利委員会：総括所見：日本（第３回）２０１０年６月１１日

７０．委員会は，日本の学校制度によって学業面で例外的なほど優秀な成果が達成されてき
たことを認めるが，学校および大学への入学を求めて競争する子どもの人数が減少している
にも関わらず過度の競争に関する苦情の声があがり続けていることに，懸念とともに留意す
る．委員会はまた，このような高度に競争的な学校環境が就学年齢層の子どものいじめ，精
神障害，不登校，中途退学および自殺を助長している可能性があることも，懸念する．

７１． 委員会は，学業面での優秀な成果と子ども中心の能力促進とを結合させ，かつ，極端
に競争的な環境によって引き起こされる悪影響を回避する目的で，締約国が学校制度およ
び大学教育制度を再検討するよう勧告する．これとの関連で，締約国は，教育の目的に関
する委員会の一般的意見１号（２００１年）を考慮するよう奨励される．委員会はまた，締約国
が，子ども同士のいじめと闘う努力を強化し，かつそのような措置の策定に子どもたちの意見
を取り入れるよう勧告する．
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育児についての自信喪失、過度の教育熱心が過熱化し、遊ぶ時間を奪い、学習塾
で詰め込み教育を行うことが、人格形成に悪影響をもたらす

オートメーション化の進行に伴うストレスの増大、人間性の抑圧等が絡み合い、患者
調査では、精神病、神経症、人格障害が、１９55年から1964年の間に約３倍に

１９６６年版厚生白書

1971年版厚生白書

若者が生きてきた社会と生きづらさの背景②
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白書にみる教育ママの出現
家庭における児童の養育の担当者としての親には,育児についての自信喪失,過度の教
育熱心など,さまざまの問題が混在している．（中略）一方,母親にみられるのは,家庭にお
ける母親の育児の価値を軽視して,すぐに公共の機関にたより,それが合理的であると信じ
ているとか,過度の教育熱心とかである．児童の遊ぶ時間を奪い,学習塾でつめこみ教育
をすることが,児童の人格形成のうえに悪影響をもたらし,それがひいては情緒障害,登校
拒否,小児ノイローゼなどを招いていることは,児童相談所でしばしばみられるケースであ
る．（1971年：昭和46年厚生白書 総論第2章1-1）

韓国 延世大学 趙韓惠浄(2010)は，
マネージャー・ママの背景と特徴を次のように指摘
Ø IMF危機以降、不安に駆られ始める親たち ：“誰も信じられない”
Ø 自己企画・管理的 386世代：適者生存原理の内面化
Ø 親の「受験」への全面的な投資と介入
Ø “子の成績表は、母の成績表”

（ppt．「友人の行きつけの店はどこなのか？」～敵対と孤立の時代を乗り越えて～)

我が国と同
様に競争主
義が深刻な
韓国でも

そして、その上
になにが問題
なのか
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ひきこもりを考える上で大切な社会と，集団，個の変動

１９６０ 1970 1980 1990 2000

・所得倍増政策
・集団就職
・金の卵
・いざなぎ景気

（1965～1970）
会社人間・企業戦

士・もうれつ社員
・総中流意識

・古典的貧国からの
脱出（みせかけの豊
かさ）
・核家族
・学歴主義・会社主
義，競争主義
・文化変動
ü マグドナルド第１
店
ü 生活の場から地
域衰退⇒地域子ども
会から塾へ
ü高校進学率90％
ü不登校

・高度経済成長のつけ
ü疾病構造の変化

（1960後半から70）
ü1980年版厚生白書

公害健康被害者の発
生

大量飲酒者
神経症の増加

・男女雇用機会均等法
・個性重視
・文化変動
üコンビニ ファースト・
フード店
üファミコン

・バブル崩壊
・財政改革，行政改
革，年金改革
・平成不況
ü大型倒産
ü企業のリストラ
ü失業率上昇
ü新卒就職難

⇒失われた２0年
・ダイアルQ2
ü援助交際

「援助交際は売春
です」（大阪府警）

・フリーター増加
ü高校卒業生の約1
割
ü就職した生徒に限る
と4割近く
ü80年代後半“正社
員の不自由な働き方”
に対する“自由で自律
的な働き方”から求人
数の減少，労働者に
占める若年比率が低
下

・ニート
・ひきこもり
・キレる17歳
・出会い系
（ｉモードからＳＮＳ）
・アキバ系

共通１次世代(1979～89 センター試験時代

バブル世代の誕生から
就職の時期

モーレツ社員時代 就職氷河期・失われた10年から20年
（山本，2013）
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若者が生きてきた社会と生きづらさの背景③

1960年後半から1970年代のかけての疾病構造の変化 個人主義が強まる、他者
とのコミュニケーションを十分に確立できない 不安神経症、対人恐怖症、自己評
価に対する不安を拡大させる摂食障害が増える 公害病

1980年版厚生白書

1973年受験に悩む子を母が絞め殺す（東京）
1976年高校１年生が友人を刺殺。友人は自分よりも成績が悪いのに人気者。父は高校校長。（山形）
1980年大学進学を考えていた高校３年生。父の勤め先が倒産、就職するように言った父と喧嘩。父が
息子を撃ち殺す。（埼玉）
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競K
競争主義の下での自立過程の不適切さ （竹内常一,1980）
①家庭の変貌

生産の場から消費の場に、信仰の場から余暇と休息の場に、地域に
結びついていた家庭から地域と関係を持たない家庭に、核家族化

→教育力を弱め役割を保護に集中（過保護傾向）
両親への依存を強め、いつまでも甘えを引きずり、自立の要請
から逃避。

過干渉から必要以上の反抗へ。
家庭崩壊による保護・教育・愛情の不足が自立を困難にするケース
も。

②地域の変貌
地域に「一人前」と「実力」の世界が存在しなくなり、それをモ
デルに若者に確たる教育要求をつきつけることができなくなる
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・ 学校は、全面的に教育を委託されながら、自立に向けた教育をできないでい
る。選別差別、受験学力の偏重、職業的教養の軽視

・ 既存の文化も破壊され、それに対抗すべき青年文化も、マスコミ文化・商業文
化、支配的文化の流す擬似青年文化に取り込まれている。

・ 現代社会が青年に社会的・政治的参加を訴える魅力を欠いている。

14
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u 競争主義が若者の心に「勝ち」「負け」を明確にする

• 自己が他者からどのようにみられるのかという不安
• 自己が他者に苦痛を与えるようなものを持っているのではないか という不安
• 自己の存在が他者になんらかの苦痛を与えているのではないか という不安

uある国立大学保健衛生センターに現れるメンタルヘルス上の課題を持つ学生
（小林正信 他，2002）

• 小集団適応の困難： 1対１より，１対集団が困難．凝集性の高い 仲間体験の乏しさ
• 恋愛関係の未熟さ： 親子関係において解決されるべき依存と甘えがそのまま持込ま

れ一方的に退行し一方的に受容
• ストーキングとセクハラ： 加害者と被害者
• 親から分離と独立過程でのストレスと自己同一性危機
• 進路問題からのストレスや回避

Ø 競争主義の下で脅かされる集団、自主、自治
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Ø 集団所属の困難さと「やり場のない孤独」

青年たちは，個の主張ばかりが問題にされて，集団への所属意識，すなわち自分が集団
の一員でありそれに寄与しながら自分も集団も発展していくという感覚なしに育ってきて
いる。昨今の学生達は，自分がその集団にかかわり作っていくという主体性を欠くために，
自分が集団に受け容れられているか・十分評価されているかだけを心配する。すなわち，
自分が傷つかないようにという自己愛的な心配の結果として，回避行動やひきこもりを発
生させていると思われる。（小林ら，2002）

「近代社会は、人生に青年期という時期のあることを発見しただけでなく、それが人間の一生にお
いてもっとも激動的で、実り豊かな時期であることを明らかにした。ひとはどのような人間になるか
は、青年期が終わるまでわからない。青年はその時期を通じて自己探求をすすめ、人間性の開花
をめざすとともに、自他の人間性の開花を可能にする社会とは何かを問うていく。充実した青年期
を享受することによってはじめて、青年は人間的成熟をとげ、社会的にも個人的にも自立した歴史
的人間になることができるのである。」 （竹内,1980）
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先進7か国の年齢階級別人口10万人対死亡者数（15～34歳

の死因上位３位）

自殺 事故 悪性新物質

一般労働者とパートタイム労働者との間における業務量の
差の拡大は、特に若年層において著しいと推測される。こ
こ数年の年齢階級別の「勤務問題」による自殺死亡率を
みると、20歳代においては上昇し続けており、平成24年に
は全年齢階級の中で最も高くなっている。
また、「勤務問題」以外においても、20歳代の自殺に多い
原因・動機は、「経済・生活問題」のうち「就職失敗」、「学
校問題」のうち「その他進路に関する悩み」など、いずれも
就職の問題に関連しており、しかも自殺者数は増加傾向
にある。（2013年版 自殺対策白書）

特に逆境にある人は暮らしを耐えうるようにする
ために、精神構造や願望を環境に合わせようと
してしまう（中略）。伝統的な社会的不正義の犠
牲者（中略）が自分の暮らしをいくらかでも耐えう
るようにするのは、希望の持てない自分の苦境
を「甘んじて受け入れること」によってである。

（アマルティア・セン,2009）

Ø「どうやって生きていったらいいか、分からない」なかで
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Ø「生きづらさ」と障害構造論の関わりについて

・多様な「生きづらさ」をつなぐ論点の可能性 川北稔（2009）の研究から

従来の福祉や医療の枠組みに乗りづらい困難が、生きづらさとして語られている。
例：アダルトチルドレンと機能不全家族、不登校、精神障害や発達障害

非正規雇用や貧困、同性愛者や夫婦別姓論者、ユニークフェイス等々

見えにくい「生きづらさ」である精神障害や発達障害を包摂した障害構造論につい
て考える必要

生きづらさの個別性と普遍性
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「ICF」： 2001 年制定
「生活機能・障害・健康の国際分類」

2006 年：子ども向けのICF として
ICF version for Children and Youth (ICF-CY,児童青年期版（仮訳）)が WHO の関係会議で に承認

Ø障害構造論から捉える「生きづらさ」

19



• 健康状態
疾病や体の変調、怪我、妊娠、高齢、ストレスなど様々なものを含む広い概念
「疾病」だけでなく、普段から関係するような心身の状態まで含まれている

• 心身機能・身体構造（生命レベル）
「心身機能」の問題、「身体構造」の問題を指す。

• 活動
「活動」とは「行動」を指す。本人が実際に行っている「している行動」、本人が能力的にできそうな行動で
ある「できる行動」にわかれる

• 参加
社会的参加のこと。実社会への参加、学校への参加、学級への参加、家庭への参加、職場への参加、
地域への参加。本人が「参加」している場面への参加

・ 環境因子
「物的環境（例…道路の構造、階段や段差、建物の構造、交通機関、車いすなどの福祉機器など）」
「人的環境（例…家族、教師、友人、まわりの人々の障害者に対する意識など）」
「制度的な環境」

・ 個人因子
構造（腕が曲がらないとか）などを指し、その人の「個性」 年齢、性別、民族、生活歴、価値観、
ライフスタイル、興味関心

Ø障害構造論から捉える「生きづらさ」
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職場になじめなかった

病気

就職活動がうまくい…

不登校（小・中・高）

人間関係がうまくい…

大学になじめなかった

受験に失敗した（高…

妊娠した

その他

無回答

ひきこもり群が現在の状況になったきっかけ 職場になじめなかった 25.7％
就職活動がうまくいかなかった 20.3％
病気 25.7％

その一方で、小中高の不登校と大学に
なじめなかった者を含めると 18.7％

なじめない：なんらかの活動制限と参加制約が
あったものと考えられないか
しかも、それが、職場選択や職場参
加を通して生じたものである。

Ø若者が語る生きづらさ ICFの視点から
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学業や友達関係で躓き不登校と
なった若者

高校を卒業し、専門学校や大学に
進学したものの、社会との関わりで
自分を捉えることができず疲れはて

た若者

高校時代に中退となった若者

虐待・養育放
棄・親の精神障

害・失業・倒産

若者自身の発達
障害・内科疾患・

精神疾患

初職での躓きから人や社会と関わ
ることが極度につらくなってしまった

若者

学童期からの苛
め、仲間からの
排除、職場集団

での排除

Ø様々な要因で活動や参加が困難な若者たちが、今支援の現場に

共に歩む
仲間

所属す
る集団

収入を
得る仕事

家族
安心

生きる
意欲

自尊

危
機

個人としての尊重は？
生命、自由及び幸福追
求に対する国民の権利
は？
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Ø若者の語りにみる活動制限と参加制約

僕、正直言って働きだしたら、もうひきこもりとは違うのかなというふうに
思ってて、ひきこもりから社会に出て仕事をするというのが一種の社会復
帰の達成の目標としてあったんです。

でも、僕自身の気持ちとして社会に出た後でも、ひきこもってた10年間と
いうのは、やっぱり人になかなか話せなくて、結局あんまり職場でも自分
のことに関しては、ちゃんとした話をしない。そういった意味で結局、社会
に出てもあんまり変わってないと思いまして、そういった意味で、だからほ
んまに普通に職場でちゃんと自分を出せて人間関係を結べていけたらも
う必要がなくて、(当事者の会には）行かなくてもいいのかもしれないけど。

（2012年9月26日インタビュー）
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Øそんなに簡単に語ることができる10年か

物語る行為は本質的に共同行為であり、両立しがたい現実、納得しがたい現実、
この裂け目が、物語を生み出すトポスである。 （やまだようこ，2000）

ソーシャルワーカーが、いかに当事者に共感的理解を行おうとも「裂け目」がある。
ソーシャルワーカーに求められるのは、当事者とソーシャルワーカーが双方とも理解
しきれない事実、つまり「裂け目」の意味を「対話的共同生成」できえる実践体の構築
である。（中略）当事者とソーシャルワーカーの間に協同的感性（協同的関係が根底
を流れる相互の人生を受け取る感性）が流れる。さらに、その実践体は、当然のこと
ながらやまだが指摘する「対話的共同生成の場」であり、「生成継承的はぐくみの場」
（やまだようこ、2002）ともなる。 （山本耕平,2013）
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Ø語ることができない10年、語ることができる場を求めている今

・彼自身にとっては価値ある人生
・職場以外では語ることができる人生

10年ほど他の社会と人間関係とはずっと絶ってきて、引きこもっていたわけですけ
ど、やっぱりいろいろありまして、やっぱりもう一度何となく社会復帰したいなという
思いがありまして、いろいろ探すうちに、僕が行ってるところがあって、そこに通っ
て、いろいろつながりができまして、同じような境遇の人たちと話したり情報を得た
りする機会がありまして、つながりができて、いろいろしていくうちに何とか今は仕
事を始めて、何とか働いているという。（2012年9月26日インタビュー）

グループワーク
課題1

自身の了解しがたい思いを、他者に語り、自身の人生
を築いていく作業はどう進められなければならないか。
その作業は、管理的であってよいのか。若者と実践者
が、共に人生を紡ぐ関係性が必要ではないか。その関
係性とは？

25



Ø若者が語る「活動、参加を可能とした場」

「支援」っていう感覚は、あんまりなくて。「協同ネット」で自分が「やりたいな」と思ったの
は、「協同ネット」のスタッフが、みんな自分で自分たちの働き方をつくっていく。そうい
う、自分たちの生き方を、自分たちでつくってるっていうのに、すごい「いいな」と思ってや
り始めて。自分が引きこもりになって、ほんとに出て行く場所がなくなっちゃって。今まで
は「小中高って行って、大学行って、就職して、結婚して」っていう、何となくの将来のイ
メージとかがあったんですけど、もうそっから外れちゃったら「どうやって生きてっていい
か、分からない」ということで、ずっと立ち止まってて。その立ち止まってたときに、「協同
ネット」の「ああ、こういう生き方もあるんだ」っていうのが見えて、「自分も、こういうふうに
生きていけたらいいな」と思って。（2012年７月2日インタビュー）

〈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。
（佐藤洋作,2008） 26



社会が若者に求めてきた「生き方」
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Ø 人間が本来的に持っている苦しみや悲しみでは ない、ある状況
の中で、その状況との関係で生じてくるものである。

・「ダメな子」と思われている世界の中で、自分や周りを変えるよりも「ダメな子」
として生きるほうがラクになり、「ダメな子」を自ら演じるようになる。本当に「ダ
メな子」なんて、潜在的には存在しない。「一人ではどうすることもできない」と
いう行き場のない想いと、自分に対する大人たちの諦めの気持ちに助長さ
れ、子どもの大人に理解できない言動はエスカレートしていき、彼らは社会か
ら逸脱したものとみなされるようになる。そして、家庭や学校で居場所をなく
し、他にも頼れる人もいない、“難民高校生”が生まれる。

（仁藤夢乃，2013）
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Ø「ある状況」をつくり出してきた社会的背景はなにか

国連：子どもの権利員会：総括所見：日本（第３回）２０１０年６月１１日

７０．委員会は、日本の学校制度によって学業面で例外的なほど優秀な成

果が達成されてきたことを認めるが、学校および大学への入学を求めて

競争する子どもの人数が減少しているにも関わらず過度の競争に関する

苦情の声があがり続けていることに、懸念とともに留意する。委員会はま

た、このような高度に競争的な学校環境が就学年齢層の子どものいじ

め、精神障害、不登校、中途退学および自殺を助長している可能性が

あることも懸念する。
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Ø競争主義が激しい韓国の若者たちと日本の若者たち①

u韓国の若者問題とその背景

民主化から急速な福祉国家化

1987年 「民主化宣言」→ソウルオリンピック

1997年 IMFアジア通貨危機

1998-2003年 金大中政権「生産的福祉」

⇒雇用なき福祉政策・新自由主義の加速

IMFショック以降、雇用が急激に不安定化
一流大学を卒業しても正規職員とての就職が困難となり、
「88万ウォン世代」という言葉が流行するほど失業・未就職
の問題が深刻化

IMFショック
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Ø競争主義が激しい韓国の若者たちと日本の若者たち②

韓国の自殺率の高さは、高齢者と女性
に特徴的に表れている。女性の自殺率
は、ＯＥＣＤ加盟国の平均の4倍。

1997年IMFにより家庭の危機が多く生じる。離
婚等の家族の危機が若者の生活危機の背景
に ： IMF以降、離婚比率が、世界第2位に
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Ø可視化されている若者問題

危機青少年（OECD定義）
「リスク状態にある若者（at-risk youth）とは，仕事や成人期の生活に移行することに失
敗し，結果として，活動している社会に対して完全な貢献が難しい児童および思春期の
子どもをさす」 ⇒家出、ホームレス、脆弱階層

2010年 家出件数、韓国青少年アーカイブ

成人男
30%

青少年男
11%成人女

38%

青少年女
21%

2010年家出発生件数内訳

男
性

41

％

女
性

59

％
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家出を繰り返してきた若者たち

u1995年生まれ男性、釜山で生まれ育つ。4歳の頃に両親が離婚し、親戚の家出暮らしていた。

釜山のコンビニでアルバイトをしていた頃、窃盗し怖くなって17歳の時にソウルに逃げてきた。

ソウルにいる母を訪ねたが相手をしてくれずに1388に連絡。母と一緒に住むようになるが新しい

父親から暴力をふるわれ家出。1388は駆け込むことができる、自分の命を守ることができる、あ

りがたい。

u1999年生まれ女性、４歳の時に今の父と養子縁組。父は、妻がいるように嘘の手続きをして養子

縁組をした。一つの部屋で、父と義兄、彼女が暮らしていた。トイレは共同。着替えは廊下で隠

れて行った。伯父さんからの性的虐待があり12歳で家出。家出ファム（家出をした青少年が同居

生活をおくることを言う。この生活で、青少年たちは「ルームメイト」による性的暴行と暴力、または

窃盗や性売買を強要されるケースも少なくない）も何回か経験。生きるために売春と窃盗を繰り

返す。シェルターで初めて護られているという感覚を持った。
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Ø可視化されつつある若者問題

毎年約70,000名の青少年が脱学校。そのうち10%程度のみが代案学校へ入学
残り90%は 文字通り 「消える （disappear）」

韓国において学校を離脱し、フリースクールにも通わず何もしないということは、「最も駄
目な人間」になるということだ。大部分の親はこうした状況を恥ずかしく思い、自分自身の
過ちと認識するので、親戚にすら子供たちの状況を知らせずにおり、従って周囲に助け
を求めたり、政策的な問題提起を行うことはほとんどない。中産層の場合、私設の心理
相談所や神経精神科に通うこともあるが、大部分が心理的、精神科的な問題ではなく
「態度の問題」だと考えながら相談や治療を自ら中断するケースが多い。低所得層の場
合、公的支援を受けられる精神保健センターなどに通うこともあるが、無料で支援を受け
られる回数が決められており、やはり持続的な支援を受けられない。（ Akii， 2013）
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ソウル特別市学校外青少年支援条例
（施行２０１２．７．３０」「ソウル特別市条例、第5328号）

第１条（目的） この条例は、学校外青少年に対する代案教育などの教育及び自立支援な
どで学校外青少年が健全な社会構成員としての成長を支援することを目的とする。

第2条（定義） この条例で使用する用語の定義は以下である。

学校外青少年とは、学業中断青少年と非進学青少年、勤労青少年など正規学校（「小·
中等教育法」第2条の規定による学校）の教育を受けないすべての青少年のことをいう

代案教育とは、学校外青少年の欲求に符合するよう提供される人性及び適性中心の教
育と現場体験中心の教育、進路教育をいう。

第3条（市長の義務） ソウル特別市長（以下、市長という）は、学校外青少年が学校外の
空間でも自尊感を回復し未来への夢を実現できるよう、学校外青少年達を有害環境から
保護し、彼らの欲求に符合する支援政策を施行しなければならない。
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Øひきこもりは可視化されているのか

ひきこもり問題の日本と韓国の時間差は，約10年～15年程度と推定（あと数年の間に
社会問題になる可能性）（Akii、2012）

韓国社会では未だに無重力青少年の問題が「少数者アイデンティティの問題」である
ためだ。ここには、女性、黒人、ゲイなど少数者集団の権利闘争の歴史と多くの共通
点が存在する。初期状況である現在は彼らに対する公的談論自体が存在せず、そこ
にはあらゆる種類の個人的な偏見が居座っている（怠けている、病的だ、迷惑をかけ
るなど）（Akii，前出論文）
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韓国Yooja Salon が捉える“無重力青少年”とは
ニート-引きこもり」概念のマッピング(Mapping)
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韓国Yooja Salon が捉える“無重力青少年”とは

「放棄」の一般化 : 社会システムの崩壊

1) 「無重力青少年」の概念
- 社会問題化しながらも肯定的な意味を内包
- 「ニート」と「引きこもり」へ包括的にアプローチ

2) 「勤勉、誠実、努力」という支配理念の崩壊
- 朝鮮戦争後の圧縮的な成長： 「努力すればよい」という支配理念
- アジア通貨危機以降「努力しても無駄な社会」の到来

3) 経済システム－理念/社会制度との摩擦と無重力性の一般化
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無重力の問題はアトピー + アノミー
• 本人と周囲の人々が

苦しむという点で

病理的な現象

最近の時代的な脈絡を
反映するという点で

自然な変化傾向

「アトピーatopy + アノミーanomie」

アトピーのように、原
因究明できないが、
表面的な症状だけを
治療する単なる対症
療法ではなく、環境と
体質を変えてこそ改
善可能

不安定性と両極化の
時代、「資本主義の
冬」が近づいているこ
とを敏感に感じている
青少年たちのアノミー
的な現象

- 私を引き寄せる
重力(gravity, attraction)

がない
- 寂しい

- 出口が見えない

「無重力青少年 – 1」

- でも自由だ
- でも自由だ

- どこにでも飛んでいける

「無重力青少年 – 2」

本当にそうか。
その為には準備（資源づくり）が
必要
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Ø 競争主義の下で若者がおかれてきた価値観

「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．（中西新太郎，2009）

力強い自立（競争に打ち勝つ自立）の強要と排除
「あんな弱い子が役に立たない」という支配の論理

排除の論理
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「適応」から「参加」への実践哲学の模索
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HAJAセンターとYoojaサロンからの学び

設立日時 : 1999年12月18日

組織形態 :ソウル市立施設

運営形態 :延世大学 委託運営

年間予算 : 約33億(ソウル市補助金 15億/労働部支

援 10億/自主事業収入 8億)※2010年度

公式名称 :ソウル市立青少年創意（クリエイティブ）セ

ンター（旧称：ソウル市立青少年職業体験センター）

ØHAJAセンターの概要
û組織構造 （2010年調査時）

スタッフ(30名) : 運営部,企画部

社会的企業(145名)
ノリダン,Organization料理, 
トラベラーズマップ,リブランク

社会的企業 認証申請企業(79名)
映像製作所 ヌン,コンセアル, ブラストン

代案学校(70名) 
作業場学校, 錬金術師,ヤングシェフ,ロー
ドスコーラ 42



Ø HAJAの哲学

1. 仕事、遊び、自律の青少年文化作業場

(Youth Culture Workshop of Work, Play, Self-detemination)

-> 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

-> 注入式教育と競争的学校では誰もが落伍者となる

-> 自主主導的な協力学習

「私は学校での競争的な雰囲気に嫌気がさ
して、自ら学校を辞めて、HAJAに来ました」
「HAJAで社会についてはじめて学んだ」

作業場学校

錬金術師プロジェクト
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ØHAJAの実践哲学と学びなおし

u脱学校、脱社会を病理や困った状況とみるのではなく、そこにある可能性に着眼

→仲間と関わり、仲間と学び合い、集団のなかで活き活きと活動する力を育て合う。

u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

〈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．（佐藤，2008）
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u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ない。

u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。

u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る。（山本，2009）

Ø心理主義化と向き合うHAJA実践哲学
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２．友情と 歓待の創意的 自律空間

(Creative and Autonomous zone with friendship and hospitality)

-> 会社が身体に合わない青年たちが新しい時代の会社をたてる. 

-> 新自由主義市場社会では 左派も右派も敗北者

-> 持続可能な生き方の為に社会的ビジネス

大企業（サムスン、現代など）への就職の困難さ
企業での働き方への違和感

若者自身が仲間たちと
自分たちの新たな働く場を創造する
「やりたいことをしながら、食べて生きていこう」

「単一の“国民”を
作り出す原理とは
まったく異なり、多
様性を尊重する空
間であり、その中で
自分の独特さを悟
り、自分の求めるこ
とをなしていくとこ
ろである。」（趙恵
貞,2006）
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ØHAJA哲学の実践化を可能にした“代案学校”と“社会的企業”

代案教育は既存の学校教育がもつ全てに疑問を持ち，創造できるすべての教育を
実験してみたいという意志で充満するとき，その意味がもっとも明確になるという事実
を歴史は物語っている。学校教育が付与した教師と学生の関係を疑い，学級という
独特な構造を疑い，そこで教える教科書と教育内容を疑い，更にその学校からもらう
卒業証書を疑ったりしながら代案を模索した歴史を感じる。そして，「教師」と「学生」
という言葉さえ，大胆に廃棄することによって新たな関係を模索する学びの場をつく
り，一つの教室に子どもたちが押し詰めの状態で一日中，その教室で授業を受ける
構造を大胆に破り，大学生より自由に自己主導的な学習を選択できる学びの場もつ
くる成果を評価できる。（橋本慶男,2012）
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ØHAJA哲学の実践化を可能にした“代案学校”と“社会的企業”

2001年から延世大学がソウル市から委託されてソウル市代案教育センターが運
営されてきたが、2011年からはソウル市学校外側青少年支援の法律的基盤を
備えてソウル市学校外側青少年支援センター（ソウル市が（社）韓国青少年財団
に委託して運営）へ拡大改変。

【ソウル特別市学校外青少年支援条例】「施行２０１２．７．３０」
「ソウル特別市条例、第5328号、２０１２．７．３０制定」
第１条（目的） この条例は、学校外青少年に対する代案教育などの教育及び自

立支援などで学校外青少年が健全な社会構成員としての成長を支援することを目
的とする。
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Ø韓国で代案学校を育ててきた人たちと歩み

u共同育児活動と担い手
ソンミサン・マウル（マウルは町や村の意）
ソウル市の中心部麻浦区 の標高６０メートルの小山をとりまく地域
ソンミサンはその小山の名前

１９９４年、この地域に集団移住した３０代の共稼ぎ夫婦２５世帯
自分たちの必要性から共同育児施設「ウリ・オリニチップ（私たちの子どもの
家）」を設立

その取り組みを発端として人のつながりが徐々に広がる
単なる地域から、ソンミサン・マウルへと発展
共同育児 の活動は、子どもの成長や発達につれて、学童保育や代案学校など
新たな「必要」を生む
2000年 食の安全のための生協（麻浦トゥレ生協）の設立
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http://empublic.jp/books/sungmisan/acts_sungmisan.pdf

Ø日本希望製作所のソンミサン定義

ソンミサンする５か条
①わがまま大歓迎
②けんかワクワク
③優秀なリーダーはいらない
⑤リスクは楽しい
⑥意見一致を頑張るよりやってみる

代案学校「ソンミサン学校」は、地域の人たちが資金を出し合い、自分たちの理念に
あった教師を採用して運営する「地域立」の学校（小・中・高）
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ØYooja Salonとは

音楽を通した社会
サービス提供

低所得ミュージシャ
ンの経済的自立支援

設立目的

収益事業

〈一般人対象の音楽事業、
公演およびレコード企画〉

社会サービス

〈低学歴・低スキル青少年
社会復帰化プログラム〉

社会サービスの収益
事業の好循環の形成

社会的企業Yooja
Salon
（悠々自適サロン）

2010年社会的企業認証
ニート・ひきこもりを「無重
力青少年」として包括的
に捉えて支援
音楽を通じた集団・居場
所づくり
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Ø Yooja Salonの哲学と目指していること

Community than School
：教育や講義でないコミュニティが子どもたちを教
え、治癒させる

Trust without Condition
：人にはなにより信頼が必要で、誰でも自治能力を
もっている

Patience
：今倒れるよりも、待って遅れるほうがいい

Fun! Fun! Fun!
：つまらない音楽は数学の勉強と同じだ

We are all Handicapped
：誰にでも障害はある、短所がないと考えるならそ
れが最も大きな障害だ

1) 家の外で悠々自適プロジェクト（再
活力化）

2) 社会問題化 – 初期発見および予
防システムの確立

3) 軽くて負担の少ない雇用ネットワー
クの構築

4) 無重力出身の「ロールモデル」の
発掘

5) 韓国内における日-韓交流の拡大
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Ø哲学と方法が問われる居場所支援・社会参加支援

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）。
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地域の子育て運動から発展した
NPO法人文化学習協同ネットワークの哲学と実践

ØNPO法人文化学習協同ネットワークのミッション

私たちのミッションは、「子どもと若者の居場所づくりと学びの創造」です。
現代の日本の社会で、子どもや若者たちは多くのストレスを抱え、さまざまな問題が発生
しています。しかし、それは彼らの「心」が壊れているからではなく、人と人との関係性が
壊れているからではないかと私たちは考えています。子どもや若者たちは、人間どうしの
つながりが生まれるような安心できる居場所を求めているのです。仲間と関わり合い、学
び合うことを通して、生き生きと躍動する心と体を回復し、広い世界へ向かって心が開か
れていく－文化学習協同ネットワークは、そのための「場」と「サポート」を提供します。
そこで子どもや若者たちが新たな人・コト・世界に出会い、やがて自分自身に出会うこと
ができると信じています。
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Ø法人の目的にみる実践哲学

法人定款第３条 この法人は、子どもや青年の健やかな成長を願い、市民の学びあいと文化創造の協
同によって、子どもや青年のための癒しと学びの居場所をつくり運営し、青年たちの自立支援システムづく
りとその運営を行い、もって競争原理を越えて一人ひとりが自分らしく輝ける、豊かなコミュニティーの実現
に寄与することを目的とする。

競争原理を越えて一人ひとりが自分らしく輝ける、
豊かなコミュニティの実現に寄与する

市民の学びあいと文化創造

子どもや青年の成長を
願う

居場所

青年たちの自立支援
システムづくりと運営
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１９７４ 1985 1993 1997 1998                                               2004

地域の保護者の要請
に応えて、中学生の
ための勉強会を三鷹
市で開設。後に小学
生、高校生も対象に
する。

保護者の要請で、小
金井の父母運営の学
習教室（塾）づくり運
動に参加。以後、三
多摩地方の各地で取
り組む。地域教育連
絡協議会を結成。

不登校の子どもた
ちのためのフリース
ペース コスモを開
設。

地域住民を中心と
した協同の力で、
活動拠点となる新
学舎が完成。

NPO設立準備会発
足。実践記録「君は君
のままでいいー10代と
の対話と共同」を上
梓。

NPO法の制定に伴っ
て、特定非営利活動
法人として再出発。引
きこもりや若者の社会
参加支援もテーマとす
る。新しい生き方・つな
がり発見マガジン「カン
パネルラ」発刊。

若者が働きながら学ぶ
中間的労働の場創出
のために、コミュニ
ティ・ベーカリープロ
ジェクトを開始。

ベーカリーの原料供給
と若者の農業研修の
場として「風のすみか
農場」の活動を開始。
コミュニティベーカリー
風のすみかをオープ
ン。
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2005 2012

厚生労働省の委託を受
けて、若者のための宿泊
型生活訓練プログラム
（若者自立塾）を開設。
以後、若者を支援するさ
まざまな委託事業を展
開。
2007年
みたか若者サポートス
テーションを開設（厚労
省委託事業）。
生徒指導・進路指導総
合推進事業（文科省委
託事業）、以後継続。

2008年
若者の居場所コンパス
を開設（東京都委託事
業）。
特別支援教育プログラ
ム・コスモアミークスを
開始。
自治体と連携して、生
活保護世帯の子どもや
若者の支援事業を開
始。
西東京市（2008年
～）、武蔵野市（2009
年～）、三鷹市・練馬
区・相模原市（2010年
～）

2009年
さがみはら若者サポート
ステーションを開設（厚
労省委託事業）。
2010年
若者自立塾（のちに事業
仕分で廃止）以後、基金
訓練「社会的事業者等
訓練コース（合宿型）」を
受託して、宿泊型生活訓
練プログラムを継続
（2011年12月で終了し、
求職者支援制度へ移
行）。

2011年
三鷹市、NPO法人 みたか
都市観光協会と3者協働で
「みたか都市・観光情報ス
ポット 風の駅」を運営。
「CAFE 風のえき」を開店。
2012年
内閣府より相模原市パーソ
ナル・サポート・サービス事
業を受託。さがみはらパーソ
ナルサポートセンターを開
設。
相模原市生活保護世帯の
若者の居場所 ピースを開
設。
東京都より、認定NPO法人
として認定を受ける。
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Ø法人の実践哲学の根底を流れるもの
1974年から1990年代にかけて実践を積み重ねていくなかで、学習センターのスタッフたちは、自

分たちの実践が教育産業としてではなく、きわめて公共性かつ協同性の高い運動体である、という
アイデンティティを築いていった。またそのなかで、地域の住民たちが自らの権利を実現するための
運動に社会的性格を与えるような組織の形態の模索が続けられていた。その模索のなかで、1980
年代の地域文化運動や文化協同の活動、生活協同組合や特にイタリアをはじめとしたヨーロッパの
労働協同組合等に学びながら、最終的に1998年の特定非営利活動促進法が施行された年に、ＮＰ
Ｏ設立準備会を発足する。
そして翌年、1999年に「子どもや青年の健やかな成長を願い、市民の学びあいと文化創造の共同

によって、子どもや青年のための癒しと学びの居場所をつくり運営し、青年たちの自立支援システム
づくりとその運営を行い、もって競争原理を越えて一人ひとりが自分らしく輝ける、豊かなコミュニ
ティーの実現に寄与すること」を目的に掲げ（NPO定款第三条目的）、「NPO法人文化学習協同ネッ
トワーク」として再出発した。そのため、「文化学習協同ネットワーク」という名前には、1980年代前後
の協同運動の流れを読み取ることができるのではないだろうか。（岡部茜,2013）
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ØNPO法人文化学習協同ネットワークが追求した協同のなかに何
を求めたのか

佐藤は、若者支援を「生き直し支援」と考える。この「生き直し」こそ“生き場所”（注：
人としての尊厳の最も基本である生きること｟生命の保障｠が問われ、実践者と若者
が共に如何に生きるかを問われる場である“生き場所”は「臨床の言葉」に耳を傾け
ることができる質の集団である）で追求すべき実践ではなかろうか。
若者の孤立や排除が生じている今日の新自由主義的諸矛盾と、若者自身が対峙す
る主体となる力を獲得実践は、当然、職場への適応を支援する実践で事足りるもの
ではない。若者が、自己を肯定し、自己の尊厳を追及する実践が展開される時、若
者は「処遇」の対象ではなく、実践の主体となる。実践者は、若者たちが、そうした人
生を生み出す場を彼らと共につくりあげる必要がある。
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Ø若者実践における協同の追求

若者ソーシャルワーク過程は、対象である若者が主体となる発達保障を根底におくも
のである。さらに、その過程では、若者と共に育つ実践者（ソーシャルワーカー）が実践
主体としての育ちを獲得する。さらに、その過程では、実践主体としての育ちを保障さ
れた若者、家族、実践者（ソーシャルワーカー）は、自らが生き暮らす地域と社会を変
革する力を獲得する。（山本,2014）

その場は？
教育と福祉の出会うところ」とは、一人ひとりの個人の生命、自由及び幸福追求に対する権利が尊重さ
れるところ、いや、一人ひとりの個人が生命、自由及び幸福追求に対する権利を行使することができるこ
とであるといっていいだろう。（中略）「教育と福祉の出会うところ」とは、一人ひとりの個人が他者とつな
がり協同して、生命に対する権利をまもり、社会的な拘束を超えて自由の領域をひらき、幸福を追求す
ることを可能にする社会を政治的につくるところだといわねばならない。（竹内,佐藤,２０１２）
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Ø その場は“生き場所”

“生き場所”に込める意味

u人としての尊厳の最も基本である生きること（生命の保障）が護られる場である。な
んらかの権力性をもつ者が、パターナリズム的思考に基づく実践を展開し、若者た
ちが生きることを奪ってきた事実や、そうした事態に至らなくとも、「支援」者の絶対
的な指示に従わなければならない関係性のもとで、自らの課題と対峙することがで
きなかった歴史を踏まえ、若者たちの社会参加に向かう場を、あえて“生き場所”と
いう言葉で捉える。

uその場は、実践者が、若者と共に如何に生きるかを問われる場であり、実践者の
“生き場所”として位置づけることができる。実践者は、若者、そこで共に働く仲間や
地域住民と共に生きる力を獲得し、実践と生活、運動の主体として生き育つ。

u若者が、集団に参加し、他者と歴史意識やなかま意識を育て、自己と向きあう力
（基礎的な学力、自治力、労働参加力、自己課題発見力など）を育て社会的諸矛
盾と対峙する場（山本,2014）
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Ø生き場所を創り上げ、発展させる力こそ協同の力

協同というのは、やはり、一番極端なことを言えば、相手がいたら――共に生き共に働
き共に闘う相手がいたら――自分の人生が豊かになるだろうなと思える相手をいっぱ
いさがすことだと思います、お互いにね。（佐藤・柳下,2011）

協同的他者関係

u「上からの支援」ではなく、支援スタッフと被支援者という関係を超え実践される学びな
おしによる主体形成

u「睨んだり」「排除したり」しない「歓迎」の目線と、単なる共感性ではない協同性
u新自由主義的な競争のもとで生き、「生の営みの困難」と向き合うが若者たちが、「自

分たちの生き方を、自分たちでつくっている」という実感を互いに育て合うことができる
関係性（山本,2014） 65



自分が「やりたいな」と思ったのは、スタッフがみんな自分で自分たちの働き方をつくって
いく。そういう、自分たちの生き方を、自分たちでつくっているっていうのに、すごい「いい
な」と思ってやり始めて。自分がひきこもりになって、ほんとに出て行く場所がなくなっ
ちゃって。今までは「小中高って行って、大学行って、就職して、結婚して」っていう、何と
なくの将来のイメージとかがあったんですけど、もうそっから外れちゃったら「どうやって生
きてっていいか、分からない」ということで、ずっと立ち止まってて。その立ち止まってたと
きに、「K（実践体名）」の「ああ、こういう生き方もあるんだ」っていうのが見えて、「自分
も、こういうふうに生きていけたらいいな」と思って。（2012年インタビューより）

Ø協同的他者関係が育つ実践のなかで若者は

課題2を議論す
る時、参照にし

て下さい。

「ああ、こういう生き方もあるんだ」っていうのが見えて、
「自分も、こういうふうに生きていけたらいいな」と思って
この思いを育てる支援の関係性とは。具体的にどんな場
面でどのように築きあげることが可能だろうか。
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新しい学び方・働き方を追究する為に
―実践者の育ちをめぐって―
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