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経歴
都立高校３校→札幌大学地域共創学群（日本文学、国語教育）

関心研究領域
臨床教育（学習者一人ひとりの学びを保障する教育を問う）

ホリスティック教育（心と身体のつながりから人と関わる教育を問う）

学位申請中論文
大学での学び合いが教師と学生の自己形成に果たす役割

に関する臨床教育学的研究

本発表にもとづく関心テーマ
「普通」の中に埋もれた学生の「自分らしさ」の在処



本発表課題設定のきっかけ	

「好きなものは好き」と言えること、  
自分の規準に従って生きることの喜びを伝えたい    

自由意見を求めても、その場にふさわしい答えを探す学生た
ちを目の当たりにして戸惑いを感じる

授業の中で「正解」は一つではないからと伝えても
自分の意見を出せない学生の存在にさらに戸惑う

なぜ彼らは自分の考えを語らないのか？

教育体験の中で、「正解」を与えられつづけてきた成れの果
てではないか

学生への思い	



臨床教育学入門	  
カリキュラム化に際しての思い	

授業に参加する学生たちが自らの教育体験を振り返り、その意味を問い直すこと
が目的。学生たちが自分自身の経験と重なるような映画やTVドラマ、音楽など
彼らにとって身近な文化的作品を教材として教師と学生のあいだに置き、その解

釈をめぐって紙上で言葉を交わす  

好きなことなら自由に語るのではないか  

匿名で書きっぱなしの授業なら、学生たち
の自由な考えを引き出せるのではないか  

紙上でなら、学生達から忌憚のない意見を引
き出せるのではないか    



基本方針１	  
到達目標に「授業者の思い」を提示する	

到達目標に、授業者の「学生への思い」を据える

文学教材を通じて、学生たちが○○できるようになることを目指
すとすると、それが上手く行かなかったときに軸がぶれてしまう。
だから目標は授業者自身の「思い」であることが必要と、経験を
通じて感じている

「好きなものは好き」と言えること、  
自分の規準に従って生きることの喜びを伝えたい    



基本方針　２	  
授業の中で動くカリキュラム	

授業の中で、そこに立ちはだかる問題の深刻さや、
授業者自身の不足部分に気づかされ、その「授業
内容」や「授業方法」は変更を余儀なくされる

到達目標	

教材	方法	

「好きなものは好き」と言えること、  
自分の規準に従って生きることの喜びを伝えたい    



基本方針　３	  
カリキュラムは動いても	  

到達目標・教師の立ち位置はぶれない	  
	

到達目標	

教材	方法	



授業内容および授業方法が	  
カリキュラムを通じて変わることの積極的意味	

授業者の「思い」	  

授業空間を経て生まれる の可視化  

学生の思いがけない反応	  

授業者自身の至らなさへの気づき	  

知	

知	

教材の変更

伝える内容の変更

授業方法の変更

本来「授業」とは、授業者が定めたカリキュラム実現の場である
まえに、人と人とが交わる場としての社交場である。  



授業が生み出した「知」を切り取り、リフレクションのための
虚構の空間（NNII空間）に上げて、その意味を可視化する  

授業が生み出した「知」が	  
数多くの気づきを生み出す	

授業空間の中で生み出されたこの「知」を利用したリフレクション方法の開発	
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　〈自己内リフレクション〉による授業改善のプロセス 



授業が生み出した「知」によって	  
若者のリアルも見えてくるはず	

２０１３−２０１６実践　臨床教育学入門の中で見えてきた若者理解の一部	

2013年度　　教師と生徒の距離感	  
人と上手に距離を取りながら近づきすぎない関係を結ぶことが「上

手な生き方」と考える学生の存在を目の当たりにする　　	

2014年度　　教師がどこまで生徒によりそうべきか	  
距離を置くことが上手な生き方と考える背景にはもっと自分を認め
てほしい、生かしてほしいという根源的な欲求があるのではないか　　	

2015年度　　自分の「枠組み」からどう抜け出すか	  
「枠組み」を外したほうがよいということはわかったけど、実際に外したら自分

が壊れてしまう不安があるという学生の存在に気づく　　	



文学教材を間において	  
見えてきた学生の「今ここ」を切り取る	

日本文化特講2016　授業実践より	

日本の近現代小説に描かれた登場人物の生きざまに触れ

自分自身の生き方をとらえなおす

授業概要
「大学生」であるってどういう意味があるのだろう。高校を卒業し
てすぐに社会に出なかったからこそ学べることがある。「資格取得
のためだけの学校」ではない「大学」で学んでいるからこそ気づけ
ることがあるかもしれない。
　この授業では、2010年代以降に書かれた短編小説を読み、その
特徴を知り、今を生きている自分自身の生き方と比較します。他の
人の意見を聞いて、自分との違いを確かめます。

到達目標



文学教材を間において	  
見えてきた学生の「今ここ」を切り取る	

日本文化特講2016　授業実践（資料１）より	

参加学生について

3、4年生選択授業。95名登録。
授業内容      　77.8％　
授業方法　　40.7％
担当教員　　31.5％

授業者による学生観
単位の取りやすさ、内容のソフトさに惹かれて授業を受けている学生
も多いが、その一方で真面目に自分のことを知りたくて学びに来たと

いう学生もいる。



授業実践のための配慮事項	

授業を動かす意見であれば、少数意見も授業に取り上げる  

学生の「変化」を次の授業に反映させる  

教えー教えられる関係構造をリセットする

授業者も一緒に頭を悩ませ、学生の意見を引き出しやすくする  

変化への着眼

個別性を優先する



授業の中で見えてきた若者のリアル	

友情に言葉が必要と答える学生が８割の中に、言葉の先には言いた
いけど言えない「ことば」の世界があるということに気づかせる教

材を投入（資料２）、学生の思考を揺さぶる　

言いたいけど言えないから「言わない」
「言葉が必要」「仮面」が必要　（第8,9回）

本音を出してしまったら、上手く生きられないことがわかっている	  
だから言わないし、「言葉」や「仮面」で武装したい	

なぜそう言い切れるのか。  
揺さぶりにも流されず、そこまで頑ななのか  



資料２	 

h"p://www.anizines.com/tvanime/kokosake/�

心が叫びたがってるんだ(2015年） 

自分の 人たちの物語 
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授業の中で見えてきた私の問題意識	

ここで私がしなければならないのは、学生の「言葉」「仮面」

武装を剥ぐことではなく、その戸惑いと出会わせること

その上でどちらの自分も肯定することではないか

　（第10-12回）　　



なぜ「自分らしさ」を自由に出せないのか	

本当は熱い気持ちを持っている。自分の思った通りに生きたい願いもある  
でも、それを出してしまうと上手く生きられないということにも気づいている  

  

だからどっちにも行けない

→　言葉や仮面で自分を繕わなければいけなかった
	  

　　自分の熱い気持ちのまま、願った通りに生きるという「青年ら
しい生き方」を奪われてきたということではないか  

朝井リョウ「何様」より　　資料３	

就活のために「仮面」武装をしてきた主人公。自分の生き方それでい
いと思っていたところ、社会人１年目にして人事部に抜擢される。自
分を採用してくれた上司とバックヤードで接する中で、上司は自分の
「仮面」の先にある「本気の一秒」を見抜いて採用していたことに気
づき、自分の生き方の根本的な問題に気づかされる



資料3	 

朝井リョウ『何様』 
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そもそも「自分らしさ」を	  
自由に表現できないのはなぜか	
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「何者」に見え隠れする 
現代社会の問題の一端 
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そもそも「自分らしさ」を	  
自由に表現できないのはなぜか	

「就活」はなぜ 
(「何様」)のか 
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「何様」が描く就活学生のリアル 
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いつしか自分らしさの追求が、他者からの承認欲求にすり変わってしまう  

自分のことがわからない学生
は、えてして「企業が求める人
材像」に合わせてしまう	



他者からの評価によって	  
「自分探し」をすることの弊害をどう伝えるか	

「仮面」をつけた方が上手く生きられる
「自分の思い」を理解されてこその自分
→だから「言葉」で理解しあうことが大事

から

「仮面」や「言葉」で理解しあうことを重要視するのではないか	

この「構造」を変えない限り、そもそも彼らの中の自分の中の「本気の一

秒」や「自分らしさ」の必要性を問うことはできないのではないか  

就活で企業に合わせる登場人物の姿と学生の姿が重なる	



自分の規準に従って生きることの	  
重要性を問う　資料４	

外側に「希望」を見出せなくなった時、 
私たちはどのようにして生きるのか 
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資料4	 

そして「希望」も… 
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自分の内側に希望を見出す回路があるとい

うことを伝えたい 資料5 
	新海誠「ほしのこえ」に描かれた希望 
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ノボルは「世界の終わり」の時代に 
なぜ希望を持って生きられるのか？ 
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希望は不可能を可
能にする 

世界を救える 

希望の先には絶望し
かないかもしれない 
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でもそれだけでは足りない	  
ということも伝えたい 資料6
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資料6	 

外側には 
容易に希望を見出せない時代の中で 
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「自分らしく生きる」の喜びを	  
どうしたら授業の中で伝えられるか　	

「自分らしく生きる」方が困難
他人に合わせた方がうまく生きられるという現実

「自分らしく生きる」ことの大切さを説く前に、
自分が定めた規準に従って生きるということの意味を伝える

必要性

「自分らしく生きる」＝自分勝手に生きるという誤解



授業の中で芽生えた「本気の一秒」を「フィクション」で
終わらせない工夫がその第一歩ではないか	
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主人公の思いと	  
学生の思いを重ねる	

"
�

������3�(-|-!4+�

�8:5�?°0�¤�

小説世界に しきれず 
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学生たちから最後に得た言葉	  
最終レポートより　資料７



自分の規準に従って生きることの意味	  
をどう伝えるか　	

学びの場すべてを「その人志向」にシフトする

カリキュラム…教師の志向と学生の志向は異なるという自覚

立ち居振る舞い…「主体的」に生きるの可視化

評価…内側から与える評価方法の開拓

報告者自身の当面の取り組みとして



ご清聴ありがとうございました	



	  報告を終えて	  
フロアからの質問に答えることから得た気づき	

なぜ私は、「他人に合わせた方がうまく生きられるという現
実」の中にいる学生にかける言葉を見つけられなかったのか

「その人志向�」のその先に  
「育てたい学生像」のヴィジョンを持っていなかった  

教師として「市民」としてのアイデンティティをどう作るか
という視点をいただいたことで気づいたこと  

  
学生には、今の現状を疑える力が必要であり、だからこそ  
私は「その枠組み」から抜け出る力を育てたいのだ  

  

この視点があれば、学生たちにかける言葉はあったはず  



	  報告を終えて	  
フロアからの質問に答えることから得た気づき	

そもそもなぜ学生たちに「自分らしさ」を求めるのか。彼ら
は「らしさ」を強制されて苦しんできた存在なのではないか。

「自分らしさ」という言葉の持つ意味に  
あまりに無頓着であった自分に気づかされた  

かつて私自身が「教師らしさ」の呪縛に囚われて苦しかった  
  

学生たちの置かれた苦しみと自分の苦しみが重なる  
  

知らぬ間に「自分の規準に従って生きるべき」を  
学生に強いていたかもしれない  



	  報告を終えて	  
次年度に向けての課題	

到達目標	

教材	方法	

「好きなものは好き」と言えること、  
自分の規準に従って生きることの喜びを伝えたい    

「市民」が育つ教育とい
うヴィジョンを持つ	

「自分の規準を持つ」以前に、
自己の開放、学生をありの
ままの「存在」として受け止

めることを大事にする	

学生を として受け止めることが、  

の出発点と心得ることから始める  



大学評価学会2017.3.5 第3分科会発達保障

青年期の発達の課題
―青年自身の目標としてどう設定するか―

蔵原清人（工学院大学）

2017/3/5 2017.3.5大学評価学会



１ 大学の学修での私の違和感

 大学の教職の教科書の記述

「青年期はとかく問題行動を起こしやすい」

これは私にとって大きなショックだった

 実際に教科書に書かれているようなノイローゼや自殺
を図るものはどれだけいるのだろうか。

多くの青年は、そのようなこととは無縁で、青年期を
過ごしているのではないか。

 そのような青年にこうした青年規定を提示して納得す
るだろうか。この規定では青年期を否定的な時期とと
らえることになる。その時期は早く過ぎる方がいいと
いうことにならないか。

 青年自身に積極的な意義を持つものとして定義すべき

青年自身が青年期を生きる積極的な目標が持てること
が必要

2017/3/5 2017.3.5大学評価学会



２ 青年期における変化（１）

 青年期についてはその前後で大きな変化を遂げる時期
であり、その変化は客観的にとらえられる。それゆえ
他の時期と区別されることになる。

 その特徴は次のようにいわれる。
①第2次性徴の発現（生物としての体の変化）つまり子ど

もを作る能力が備わる（男女ともに）

②その変化の意識への影響 大人になる喜びと大人に
なりたくない意識のせめぎ合い、社会経験が少ないこ
とにより、行動はしばしば未熟な形をとる。

③未熟であっても社会からは大人として処遇されるよう
になる
まず電車バスの運賃など。反面、16歳でバイクの免許
が、18歳で普通自動車の免許が取得可能である。近年
では選挙権（投票権）も付与された。

2017/3/5 2017.3.5大学評価学会



２ 青年期における変化（２）

 現在の民法では成人年齢は20歳
選挙権と関わって18歳に引き下げるかどうかの検討

が進められているところ

 民法の成人規定に対応して少年法が定められ、法的保
護の施策がとられている。

 民法・少年法の成人規定の核心は判断能力があるかど
うか

 裁判などでは20歳未満のものの判断能力（証言能力）
は様々な事例の中で条件付であっても認められるよう
になっている。

 住民投票で18歳以上、あるいは中学生以上のものの投
票を認めることもある。これも判断能力を認めている
ことである。

 自動車の運転免許が取得できるのも運転に関しての運
動能力とともに判断能力を認めているからであろう。

2017/3/5 2017.3.5大学評価学会



２ 青年期における変化（３）

 労働法では18歳以上を成年労働者
 18歳未満の年少労働者は、深夜労働の制限および、危

険有害労働と坑内労働を禁止
 一方、児童福祉法は18歳未満のものを児童として保護
 これらは、18歳未満のものは心身の発達過程にあり、

労働によって発達に否定的な影響を与えることなく、
また文化的に良好な環境を与える方針に基づいている
ものである。

 労働に従事すれば賃金が支払われ、したがって所得税
も徴収される。この点では大人と変わりがない。

 憲法が保障する基本的人権は全ての国民に保障され
る。こうした事実をどう制度化するかは大きな課題
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３ ｢大人になる」ことは、生物として避け
られない

 人間も生物である以上、「大人になる」（成体とな
る）ことは避けられない。

 しかし成熟については個体差がある。たとえば第２次
性徴は高校生でも現れない場合がある。

 生殖をしなければ生物としての人間社会はいずれ滅び
る。社会全体としては生物的に適当な時期に結婚・子
育てを進めることが必要

 生きていくためには労働をして生きる糧を手に入れな
ければならず、それによって子育てが可能になる

 大人になってこそ､楽しみも､喜びも､生きがいもある本
来の人間としての生活。苦しみなどもそれを克服する
ことで喜びや楽しみがもたらされる。

（これは個人の人生観を否定する意味ではない。）
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４ 青年の｢未熟さ｣？ では大人はどう
なのか

 ｢今時の若い者は」は3000年以上もいわれている。これ
は青年の未熟さをいう場合の常套句

 大人でもすぐに判断できないものはいくらでもある
し、適切な判断ができない大人もいる。適切な判断が
できる若者も多い。

 「未熟な」青年は社会に出ることを遅くした方がいい
か。労働しない人口を増やすことは社会の大きな負担

 ｢今時の若い者は」というフレーズは若い者は理解がで
きないという背景がある。若者文化への商業主義の浸
透に留意しながらもどう受け止めるか。

 年長者から見れば伝統の断絶。若者の立場からは「新
しい文化を理解しない大人｣。

文化の継承と断絶の問題を考えることが欠かせない。
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５ 法令で決めることの意義はどこにあるか
（１）

 「未開」社会では成人か否かは皆で判定する

そのためにイニシエーションが行われる。

 現代社会では人口が圧倒的に多く、その社会の構成員
が顔見知りではない。

このため個別審査は不可能。法令によって一括して成
人を規定する。

 近代法の特徴は適用範囲や対象の客観的な規定であ
り、事前に法を定めることにある。

 青年規定も客観的かつ争いのない基準をどう定めるか
は法的に大きな問題。

今日、世界一般に成人規定で採用されている基準は年
齢である。

2017/3/5 2017.3.5大学評価学会



５ 法令で決めることの意義はどこにあ
るか（２）

 ある年齢を定めても一人一人の発達の状況は異なる。
法的に成人していても判断力のないものがいるし、成
人でなくとも適切な判断力を持つものもいる。

 大人としての行動規範を示すために刑法などとともに
教育がある。

教育によって成人としての成長を遂げさせ､大人として
の十分な準備をさせることが社会の責任である。しか
し教育学の主張も弱い。

 今日は教育は大人になることを押さえ込んでいる

 要するに成人年齢は客観的指標で一括して決める、大
人として成長することは個々の家庭や親にまかせるの
ではなく公教育として積極的に教育する、大人に対し
ては行動規範を提示し､それに逸脱する行動は刑罰を。

 もちろん様々な事情で大人として行動できないものも
いる。そのためには保護の法令を定め、個別に事情を
裁判で判断する。

2017/3/5 2017.3.5大学評価学会



６ 青年の社会参加をどう考えるか
（１）

 社会的規定は青年の行動を規制することを目的としな
い。基本的人権は全ての国民・市民に保障されるべき
であり、それは社会を構成しあるいはそれを支える権
利を制限しているものではない。

 社会参加や意見表明について未成年者でも権利がある
ことは子どもの権利条約によって宣言されている。

 もう一つの大きな問題は労働への参加である。
 労働については様々な形態があるが、現在では家事

（家内）労働と賃労働に分かれる。そして他人を働か
せることは賃労働以外の形態が禁止され､法令で様々な
規定がある。

 その一つが義務教育である。義務教育は児童労働禁止
と関わって、子どもたちに禁止された児童労働の代わ
りに教育を受けさせることを決めたものである。

（家事（家内）労働の問題は別途考えたい。）
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６ 青年の社会参加をどう考えるか
（２）

 現在の日本では15歳未満のものの賃労働は禁止。

義務教育に支障のない場合（13歳以上）及び映画演劇

の事業に関わるもの（年齢制限なし）は可（労基法第
56条第2項）家事（家内）労働も制限される

 今日の問題として高校教育の義務化問題と関連して、
15歳から18歳までの労働参加をどう考えるか。

 高校までを義務教育とするのであれば18歳までの労働

は基本的に禁止となる。それは積極的な意義を持つ
か。（これは原理的問題としての議論である。）

 労働すなわち社会関係に参加することによってリアリ
ティを持って学修することができ成長を保障すること
になるのではないか、彼らが社会に参加することに
よって社会の一員として処遇されることになる
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７ まとめとして―次の社会を支える世代
交代のために（１）

 青年というとらえ方が問題行動を起こしやすい世代
という認識のもとに登場したことは事実。

 青年という存在がそれまでの若者と違うのは、社会的
労働に参加していないこと、社会の側からもその一員
として積極的な役割が期待されていないこと。

 結婚年齢が上昇するにつれこの事は強まり、現在では
社会から疎外された存在になっているというべき状態
（その原因についてはここでは省略）

 今日、青年期を22歳かそれ以上の年齢まで含めること

がある。発達過程にあるという現状認識は適当である
としても、社会の意志としてどうするかが必要。

 法的には成人規定との関係で整合性が求められる。

成人後は大人として処遇することが必要。
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７ まとめとして―次の社会を支える世
代交代のために（２）
 結論として次の視点が必要ではないか。
①青年とは18歳までの年齢に限るべき。この年齢までは

心身ともに発達途上にあり、大人と同じ扱いをするこ
とには無理がある。
個人差があることは事実であるが、積極的に大人とな
るための教育を行う必要がある。また法的に保護をす
る必要がある（子どもの権利条約に基づく未成年労働
者の保護および児童福祉法の保護の強化など）。

②当面、18歳以上のものでも社会的な未熟さなどから十
分に大人として行動できない者に対しての処罰の程度
と方法を配慮することが必要。
これはもっと年かさの者に対する刑罰を今まで以上に
教育刑の観点（社会復帰の重視）から見直すこととあ
わせて考えるべきである。まずは現行の少年法の適用
を成人規定の変更に伴って後退させないことから始め
るべきと考えている。（用語としてはこの年齢期を指
すことばとして若者Young Adult を使いたい。）
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７ まとめとして―次の社会を支える世
代交代のために（３）

③青年期は大人になる準備をする時期としてとらえ
る
その点から現状の諸施策、すなわち大人の側の対
応が適切であるかどうかを点検する。

 こうしてこそこの世代の社会的存在意義と彼ら自
身がこの年代を生活していく意義を積極的にとら
えることができる。

 社会の側、すなわち大人の側ではこのような立場
から青年が大人になることを積極的に支援するこ
とが必要である。(青年期の特徴をふまえる）

 そのことによって人間社会の世代交代がそれぞれ
の世代が関わって進められることになるだろう。
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               青年期とその発達課題をめぐって 

                       ー教育心理学講義ノートからー 

 

                                                       蔵原 清人 

 

 

 近年、青少年の問題行動が頻発し、社会問題、教育問題として大きな関心が集まってい

る。特に問題がおこった場合の教育委員会や学校の対応について社会の厳しい目が注がれ

ている。たとえば、そうした状況の中で安倍内閣のもとに発足した教育再生会議はいじめ

とそれによる自殺についての対応策を一つの重点として検討している。 

 こうした問題行動は速やかに対応し解決していかなければならないことは当然であるが、

同時にこれらの問題の根底に今日の青年期の発達の状況とそれを大人（社会）がどう受け

止めるべきかの問題が前提として存在していることを見逃すべきではない。今日において

子どもたちは青年期（まで）をどう過ごしているのか、十分な発達がなされているのかと

いう問題を見ずに、問題行動に対する処罰を強めるだけでは、問題の解決にならないばか

りかますます状況は悪化していくことになる。 

 今日の問題は子どもたちと大人（社会）が互いに理解をし信頼しあえるかどうかが試さ

れているというべきだろう。本稿では教育心理学の授業の内容をふまえてそのための試論

を提示し今後の検討の材料としたい。大方のご批判を仰ぎたいと思う。 

 

 

１ 青年期をどの時期ととらえるか 

 

１）青年期のとらえかた 

 青年期をどうとらえるべきだろうか。一般に、第２次性徴の発現から大人になるまでの

期間であるととらえられることは異存がないであろう。 

 第２次性徴とは、子ども（児童）期と青年期を区別する指標であり、生理的に生殖能力

が備わる指標であり、その発現は青年期の始期を示す。第２次性徴の発達加速現象が指摘

されているが、第２次性徴をもって青年期の始期とすることはほぼ一致した見方であろう。 

 これに対して「大人になる」ことは様々な見方があって、社会的に意見が一致している

とは言い難い。 

 一つの立場は、社会の一員としての役割を担い責任を負うようになることをあげる。そ

の具体的態様は様々であるが、就職する、仕事につくことをあげるのがまず一つのとらえ

方である。またしばしば結婚をもって大人となった、社会人となったといういわれ方をす

る。さらには子供をもうけることが大人だという場合も少なくない。これらはその社会の

中での位置や役割の増大、あるいは関与の広がり、すなわち社会生活の態様によって大人

をとらえるものである。 

  これに対して、個人的な資質能力をもって判断するという立場もある。すなわち自己の

行動に責任を持てる、自分の生活を自分でまかなう、自分のことは自分で行うといった点

や、人との約束を守ることができる、自分のことだけでなく他人のことを思いやることが

できるなどである。 

  これらの見方は、着眼点は異なるものの実質的には裏腹の関係であって、社会生活を進

めていくためには個人としての資質を高めなければ様々な問題が生じるし、こうした資質
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が身に付いているということはそれなりの社会生活を送っているということが前提になる

だろう。 

 

２）法律による「大人」の規定 

 ところで、法律上では「大人」についてどのような規定がされているだろうか。周知の

ように民法では２０歳をもって成年とする。（第３条）しかし、民法では成年とは何かは

直接規定はされず、未成年について規定することで結果的に成年を定義するという手法を

とっている。すなわち、未成年者は「法律行為ヲ為スニハ其法定代理人ノ同意ヲ得ルコト

ヲ要ス」（第４条）というのである。すなわち未成年とは法律に規定する行為を行うこと

ができない存在であり、このことは判断能力がないということである。これに基づいて、

未成年の子は親権に服するものとされる。 

 社会が未成年の者に対してどう対処するかについては、少年法が定められている。すな

わち少年法では、２０歳未満のものを「少年」といい、２０歳以上のものを「成人」とい

っている。これは「少年の健全な育成を期し」て制定されたものであって、少年が罪を犯

しあるいは法に触れる行為をした場合、あるいは大人が少年に対して行った刑事事件に関

して、少年の矯正、保護等を行うことを目的としているもので、刑法等とは異なる取扱い

を規定している。 

  ２０歳という年齢規定は、公職選挙法での選挙権付与の年齢でもあり、戦後各地で行わ

れてきた成人式とも相俟って、大人を規定する年齢として広く認識されているといえる。 

 しかしながらわが国の法律体系の中ではもう一つの年齢規定があることに留意する必要

がある。それは労働基準法の規定である。労働基準法では１８歳未満のものを年少者とし

て、学齢期をおえるまでの児童については原則雇用を禁止し、それ以外のものについては

深夜労働、危険労働、坑内労働を禁止し、その他の保護を行っている。このことは１８歳

を超えれば、体力、知識、判断力などで一般の成人労働者と同様の能力がついていると判

断されているということである。 

 労働基準法に対応して児童福祉法が定められている。児童福祉法では１８歳未満のもの

を児童（学校教育法の児童とは異なる）として保護の対象としている。またこれとは別に、

民法では男の結婚年齢を１８歳以上としている。（第７３１条。ただし同条では女は１６

歳以上とされる）道路交通法では自動車の普通免許取得の要件として１８歳以上の者とな

っている。（第８８条） 

  要するに、わが国では「大人」の年齢として大きく見て１８歳と２０歳の二つの年齢が

規定されているのである。このどちらが重要であるというべきだろうか。わが国の青年の

実態を平成 18 年度の学校基本調査で見ると、高校進学率は９７％を越えほとんど全ての

者が高校に在学しているといえる。これに対して高校卒業者の進路は大学に進学する者が

４９％余りとなり、専門学校は１８％を越えている。高校卒業者のうちの就職者は１８％

である。進学者の中でもアパート、寮などで一人暮らしを始める者が少なくない。最近の

町村合併に際しての住民投票でも１８歳以上のものに投票を認めたところがいくつもある。

さらに自動車の運転免許取得や結婚が可能になるなど、１８歳（あるいは高校卒業）を境

として、大きく生活条件が変わる。世界の４分の３の国が１８歳で選挙権を付与している

といわれており、実態から見る限り、１８歳に重きを置くべきであろう。 

 ちなみに、近年の少年法改正に関して、１８歳以上の者に対する刑事責任を問うという

意見が強まっている。しかしながら刑事責任を問うということは責任能力を認めたことで

あり、そうであれば大人として認定したということになる。問題の解決には少年法の中で

厳罰化するのではなく、１８歳以上を大人として扱うことで、社会的自覚を高め責任ある

行動を求めるべきであろう。また責任を問うのであれば、責任能力を認めることであるの
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で、選挙権についても当然認められなければならない。 

 

３）本稿での青年期の時期 

 しかしながら、法律で定める成人年齢は、１８歳にせよ、２０歳にせよ、社会的通念か

ら見るならばいささかギャップを感ぜざるを得ないだろう。実際、１８歳から２０歳前後

の若者の問題行動や幼さを指摘する声も少なくない。 

 またこれまでの青年心理学や青年社会学の研究では、青年を２２，３歳まであるいは２

５，６歳までとするものが多く、農村社会学などではさらに年齢を引き上げるものもある。

しかも研究の対象としてはしばしばこれらのうちの年長者をとりあげている。これらの研

究では、こうした年長の青年に焦点化される、かれらの持つ「大人」たちとは独自の問題

の解明を目的としているのである。しかしながら教育心理学における発達、特に青年期の

研究は子どもたちが大人として社会に踏み出していくプロセスをとらえるものであり、む

しろ青年期の前期に注目しなければならないのである。すなわち彼らが本格的に社会参加

をしていくまでの段階に注目し、その課題を明らかにすることが重要なのである。 

 したがって、本稿で取り上げる青年期は、一般の青年心理学、青年社会学等でいうとこ

ろの青年前期を対象とし、具体的には１８歳までとする。 

  なお、青年のモラトリアムがいわれ、子どもでいた方が楽だという意識も青年の一部に

ある。大人は責任が重くなるといった負担としてとらえる見方があるのである。しかし大

人とは、自分の考えで自由に行動できることであり、自分の可能性を自分で切り開くこと

ができることである。十分な発達を進めることで、自分の能力を発揮して行動できるよう

になる。また社会にとっても多くの働き手が参加することによって発展が期待できるので

ある。そもそも寿命が延びているとはいえ人間は生物として持つ制約から逃れることはで

きない。こうした点から大人となることを遅らせることは適切ではない。個人による発達

や能力の差は教育によって少なくとも一定の水準まで全ての青年を到達させる必要がある。

そのために公教育は家庭条件などその個人の置かれている環境によって発達が制約される

ことを改善し、最低ではあっても共通の水準に達することを目的としているのである。 

 こうした点から考えるとき、今日の日本では高校までの教育を全ての青年に保障し、大

人としての準備を進めさせるという意味で１８歳を大人として扱うことを提案したい。 

 

 

２ 青年期の発達の特徴 

 

１）発達から見た青年期の定義 

 青年期を第２次性徴の発現から１８歳までとすると、いわば中学生、高校生の時期に当

たる。しかしながら近年の発達加速現象の結果、小学校高学年、女子にあっては中学年か

ら第２次性徴の発現が始まっており、この時期を青年期に含めるかどうかは大きな課題で

ある。この場合、学校制度上は小学生は児童とよばれており、この語と青年という語の関

係を整合させることが必要になる。 

  近年の非行の低年齢化は青年期の始期を見直すことを要請するものであると言えるかも

しれない。しかしこれまで見てきた立場からすれば、青年期の始期は第２次性徴という生

殖能力の形成に基準を置くことが、生物としての人間にとっては重要な視点としてはずす

ことはできない。非行の低年齢化は、子どもたちが豊かな児童期を保障されていない問題

としてとらえられるべきであろう。すなわち小さな段階から大人社会の厳しい風にされさ

れていることの結果である。 
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 本稿では、小学校高学年から第２次性徴の発現がはじまり青年期の特徴を持つようにな

るというにとどめ、青年期のとしては主として中学生、高校生を対象に考察することとす

る。小学生と中学生、高校生とでは社会的処遇が異なるので、このような取扱いも一定の

合理性が認められよう。 

 

２）青年期の身体的発達 

 すでに指摘したように、青年期の始期を第２次性徴の発現に置くことは多くの論者が一

致しているが、第２次性徴の発現とは生殖能力の機能が備わることを意味する。それは外

見上は男子ではひげが生え、声変わりが起こり、体格ががっちりしてくるなどであり、女

子では胸がふくらみを持ち、体全体が丸みを帯びる、腰が張るなどの変化が見られる。よ

り大きな変化として精通や初潮がある。これらは直接には見えない体の中の変化、生殖能

力を備えたことを告げるものであり、本人にとってその意味を知らなければ不安さえも引

き起こす。その意味を知った場合でも大人になるよろこびを感じることもあれば、大人に

なりたくないという気持ちが強まることもある。しかしながらそれを繰り返し体験するな

かで、自分が大人の世界に足を踏み入れたことを認めないわけにはいかなくなる。 

  これと前後して身長が大きく伸び、体重が増加していく。これに次いで内臓の発達も進

んでいく。こうした発達を支えるため、この時期のカロリー摂取必要量は男女とも成人の

約１．２倍といわれる。体力、運動能力についても一生の中でのピークとなる時期であり、

敏捷性や持久力においても著しく向上する。オリンピックなどにも種目にもよるが中学生、

高校生で出場するものもいるほどである。先にふれた労働基準法での年少者の扱いは、こ

うした発達の特徴をふまえたものである。 

  しかし近年の生活様式の変化や都市化の進行によって外での遊びが極端に少なくなって

おり、体力を必要とするような手伝いや長時間歩くなどの機会の減少などを背景として、

子どもの体力が低下していることが指摘されている。生活が便利になるということが、自

ら体を動かすことの減少を意味するならば、それは人間が生物としての存在を自ら否定す

ることになりかねない。もちろん昔のような肉体労働が復活していいというのではないが、

自らの健康と運動についての理解を深め、実践する機会を確保することが重要になってい

る。また必要な物はお金を出して買うという生活が広がっており、自分で作るということ

が極端に減っている。このことは手先の器用さや仕事の段取りをよくするといった計画的

な活動の経験が少ないなど仕事の能力が形成されないことである。こうした中でできれば

肉体労働はしたくないといった雰囲気が社会的に醸成されつつあることは問題であろう。 

 

３）青年期の知的発達 

 知的発達の面では、身体的発達による行動の広がりとも相俟って経験が蓄積され、知識

の蓄積が進んでいく。特に生殖機能の発達を背景として自己の将来との関わって、大人社

会、大人の生活への関心が強まっていく。具体的には異性への関心や友人関係をはじめと

する人間関係であり、将来の進路と職業（仕事）、家庭の親子関係や生活の仕方、家計の

問題などなどがあげられる。マスコミの影響もあって今日では国際的な動きにも関心が広

がり知識が蓄積されていく。 

 ところで知的発達は単に知識の量的増加にとどまらない。１１歳頃から論理的思考や抽

象的志向が発達するといわれているが、このころから学校の学習は概念的理解や相互の論

理的関係についての理解を求めるものが増えていく。原因と結果、物事の理由を理解し、

筋道立てて説明するなどの能力が高まっていく時期である。こうして知的な世界への関心

が広がり、知らない問題を受け止め、理解し、対応する能力、抽象化・一般化し、推理し、

判断し、決断するなどの能力が発達していく。 
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 近年の受験体制の進行によって暗記中心の学習が広がっている。また学習指導要領の改

定による学習内容の削減と授業時間数の減少は、多様な学習を困難にしている。さらに教

科毎に分離した学習になっており、学んだことが十分に総合されないなどの問題を生じさ

せている。社会的風潮の影響もあるだろうが、勉強したくない、勉強の必要性を思わない

など学習に対する消極的な傾向も強まっている。受験を重点に学修を進める層と勉強から

離れる層とに分かれる傾向が見られ、豊かな読書や様々な経験を積んでいくことが必ずし

も肯定的にはとらえられていないように思われる。こうした中で学力低下問題が焦点化し

てきているが、その実態をどうとらえるか、また原因をどうとらえるかは容易な課題では

ない。 

 

４）青年期の社会性の発達 

 社会性の発達については、人間関係の中での友人の位置が一層高まる。相談事を誰にす

るかとの質問に友人にすると答える者が半数を超える。ついで先輩とするものが多く、親

や教師は少数にとどまる。もっともこれは質問に答えての回答であって、実際にどうして

いるかとは異なるだろうが、ここには意識の上では、親や教師よりも友人の比重が高くな

っていることが示されている。このことは仲間意識の高まりにつながる。若者ことばなど

仲間だけに通じることばを用いたり、一緒に行動することが増えていく。今日のいじめの

問題の難しさの一端はこうした仲間意識によって不本意ながら行動を共にしたり、親や教

師にそのことを話す行動が規制されることによる。この時期の友人は互いに支え合い競い

合う仲間となり、一生つきあっていく親友が生まれる。 

  今日の青年の生活を見ると、その多くは同世代の者の集団で学校生活を送っており、年

齢が離れている者との接触あるいは共同は、教師や親を除いては極端に少ない。これは青

年の社会からの隔離ともいうべきことである。親や教師はわかってくれる人たちであり、

仲間同士の場合は状況を共有しているために特に多くを語らなくとも気持ちが通じ合える。

これでは青年自身が表現を工夫しコミュニケーションを図る必要性は薄くなる。したがっ

てコミュニケーション能力、相手の様子をふまえて効果的にコミュニケーションできるこ

とばの使い方になれることや、自分の気持ちや考えを自覚してとらえ表現できること、相

手の考えを理解し気持ちを察することなどが十分に発達しているとはいえない状況である。 

 仲間意識もあって青年だけで行動することが多く、彼ら自身が嗜好する文化や行動様式

がしばしば大人のそれとは異なる。このため大人世代から見るとなにを考えているかわか

らない、社会的常識に欠けるといった非難が寄せられることが少なくない。これらはいわ

ゆるジェネレーションギャップとしてとらえられることになる。このことはますます青年

を一人前としては扱えないということになり、子ども扱いすることにつながっている。 

 高校生の中で広く行われるようになったアルバイトは様々な問題を持つ場合もあるが、

かれらにとっては貴重な大人社会との接点になっている。自分の行動が社会的に評価され、

個人の行動規範を自覚して捉える機会に乏しく、知らないために非常識な行動になる場合

が少なくないが、アルバイトは給料をもらう活動であり自分の行動を社会的な評価基準に

合わせて行うことが求められることになる。このことは親や教師とは違った視点から青年

を評価する大人の存在を知ることでもある。 

  こうした様々な経験を積む中で、自分の判断や行動の妥当性に自信をもち、精神的に自

立を進めることになるのである。 

 

５）将来の進路等への関心 

 将来の進路や家庭生活への関心と準備が進められる。青年期には、これからどう生きて

いくか、この社会の中でどの様な位置に自分を置くのか、すなわち将来の進路、仕事（就
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職）あるいは自分の結婚や子育て、家庭生活などについて考え準備することが具体的な課

題として登場する。 

  しかしながら現在の青年の置かれている状況では、こうした将来の選択肢が多く提示さ

れているとは言い難い。多くの場合、具体的な情報は身近な、例えば親やテレビで報道さ

れたり漫画などで取り上げられる職業に限られる。学校では進路指導が行われているが学

習や心構えに関するものが多く、労働の意義を人間の生き方からとらえる視点や労働者と

しての権利、社会制度などを青年に伝えていく努力は弱いといわざるをえない。彼らは親

の厳しい労働現実を変えがたいものとして深刻に受け止め、厳しくともそれを受け入れな

ければならないものとして考えているものが少なくない。 

 特に男子の場合、社会的には家計は男が支えるというジェンダー・モデルが強く提示さ

れているので、経済力を持つ、すなわちいいところに就職するという図式から離れて進路

を考えることが難しくなっている。女子の場合、就職することは一般的になったものの、

女らしさが強調され、「かわいい」、「すなお」といった価値が家庭やマスコミなどでし

ばしば賞賛されるために、積極的に判断し行動することが抑えられる傾向もある。こうし

た性的な役割分担や規範意識の影響はまだまだ強く、青年自身の進路や行動についての希

望とぶつかり合うことが少なくない。 

  また学校の学習成果が学力としてとらえられることで、学力のないものは希望する進路

につけないという仕組みが強固に作られている様に見える。このために将来の準備はもっ

ぱら勉強にあるとして受験準備に力を注ぐものがいる一方で、学力に自信が持てずあきら

めの心境に陥っているものが少なくない。こうして今日では学力の状態が大きく進路を決

定づける要因となっている。 

  これらのことは青年に大きな悩みと不安を与えている。一部のものにとっては、自分の

進路が開かれないというあきらめや絶望を与える要因となり、問題行動を起こす原因にも

なっている。 

 

６）青年期の個人差の問題 

 青年期は発達の状況は個人によって大きく異なる。個人差は青年期の大きな特徴の一つ

である。それは個人の資質・能力・知識等発達のそれぞれの側面が発達する時期に差があ

ること、それらの発達が急速に行われるので、個人差が大きく見えるのである。青年期を

過ぎるとそのような個人差は縮小し、社会人として共通の資質が形成されていくのである

が、青年自身にはまだその時期に到達していないために、非常に重要なギャップとしてと

らえられ、時として優越感あるいは劣等感を生み出す要因ともなる。これは身体的発達や

知的発達、社会性の発達のいずれにも起こりうる。反面それはライバル意識となり、切磋

琢磨するとともにお互いの長所を認め自分にないものを学びあうこと、教えあうことなど

も行われる。こうして青年は仲間の中で競争しあいつつ支えあいながら発達していくので

ある。 

  それでは大人との関係はどうか。彼らは大人になることを意識し、自分たちがどこまで

大人に近づいたか大きな関心を持っている。そのためしばしば親や教師をはじめとする大

人を相手にして自分の能力の現状を確認するための行動をとるのである。自分の考えの正

しさを確認することや自分にできること、あるいは体力が備わっていることなど、人間の

全ての資質や能力にわたってそれは行われる。それは直接口に出し、大人に要求して行わ

れることもあれば、自分の中でまたは仲間内で大人の行動や能力を批判し、あげつらって

自らの到達を確認することもある。したがって青年は大人に対して批判的でありしばしば

対決的である。しかし実際にそれを行ってみれば、まだまだ叶わないということを認識す

ることにもなる。そうしたことの繰り返しの中で、自分の能力を伸ばす当面の目標を定め



- 7 - 

それに向かって努力を進めるのである。 

  この時期はまた（第２）反抗期としてもとらえられる。たしかに親や教師に反発し、そ

の意見に従わないといった行動が見られるが、それは自己主張の一形態であって一概に否

定的にとらえるべきではない。親のいうことを聞いているいわゆるいい子が問題行動を起

こすことも少なくないのであり、反抗という形で自らの主体性を確保しようとする行動に

なっているというべきである。もっともそのような行動が健全であるかどうかは検討する

余地はある。親など大人の側での青年に対する行動が抑圧的であるとすれば、青年は直接

的な反発をするほかはないだろう。それに対して青年の意見を聞き、家庭や社会の中で青

年の役割が与えられ共同の生活を送っているならば大人と青年の関係は別の形をとること

になる。いずれにしても、青年のあり方は大人社会の彼らの処遇と大きな関係があるとい

わなければならない。青年の社会参加や意見表明を促進することは、彼ら自身の社会性の

発達に大きな意義がある。 

 

７）青年期の発達の特徴 

 以上をまとめれば、青年期の発達は仲間の集団の中で自らを形成していくとともに、大

人を意識し、大人の胸を借りて自分が大人になったかどうか、その到達を確かめる行動を

とることに大きな特徴があるといえる。 

 大人としての到達の内容をどう考えるかは、彼らが生活する社会の状況によって大きく

異なる。今日のわが国は高度に発達した大工業の国であり、経済力も高く、国際社会と深

く結びついている。こうした社会でこれから生活していくことになる青年が、大人として

どのような力を形成していくべきかは十分な検討がされ明らかにされなければならない。

特に発達を促進する学習を充実させるために、その学修を進めていく仕組みとしての教育

の内容を現代の日本に相応しいものに改善充実していくことがもとめられよう。 

 大人社会がそうした努力をせずに青年の足らない点をあげつらって非難することはあた

らない。そうした彼らを育てたのは、大人社会自身であることをしっかりと見なければな

らないのである。 

 一般に教育心理学を含む心理学では、学校は発達を進める環境の一部としてとらえられ

ており、それ自体として検討されることは少ないように思われる。しかしわが国をはじめ

先進国では学校教育は義務教育、無償教育として行われ、ほとんどの子どもや青年が就学

しているのであって、彼らが発達する上での環境には違いないがだれもが関わる決定的に

重要な条件である。教育心理学、発達心理学においても子ども・青年の発達にとっての学

校教育の役割を積極的に解明していく必要があるといわなければならない。 

 

 

３ 青年期の規定をめぐって 

 

１）これまでの青年期規定の検討 

 これまでの青年期研究では、青年は性的関心が高まる時期であり、「不純異性交遊」に

流れやすいこと、人生について悩むことなど内向的な関心が強まり、哲学や宗教などへの

関心とともに、ノイローゼや自殺が起こりやすいこと、理想を追求するあまり大人社会に

対してとかく批判的になりやすく、様々な問題行動に走りやすい存在であるととらえるこ

とが少なくない。確かにこうした傾向が存在することは確かであり、この他、仕事につか

ないで街頭でふらふらする、グループをくんで問題行動を起こすなどの問題もしばしば指

摘されている。 
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 これらの問題に対して対処することは確かに必要である。１９世紀後半以後の青年期研

究もこのようなネガティーブな青年の問題行動に対する対処の学として始められたことは

事実である。そもそも現代のわれわれがとらえる青年という存在は１９世紀後半以後に登

場したものであり、様々な問題行動、すなわち青年問題の出現によってその存在が認識さ

れるようになったのである。 

  しかしながら今日の時点で青年全体をとらえようとしたときには、このような青年の特

徴把握は余りにも狭いものといわなければならない。それは問題行動を起こす者がいると

いってもそれが青年の多数を占めるものではないからである。青年期の性的体験は男女の

差はあっても多くのものがするようになったことは事実であるが、旧来の儒教的な道徳規

準から律することが適当であるかどうか、社会的な意識の変化もふまえて検討が必要であ

ろう。他方で、問題行動は一部のものだけか、他の青年は健全に発達しているかというと

必ずしもそうとはいえない状況がある。表面的には問題行動に至らなくとも、そのような

青年と共通する問題や悩みを抱えているものが増えているのである。 

  少数の者の行動を取り上げて、あるいは既成の道徳規準から、あたかも青年全てが多く

の問題を抱えているととらえるならば青年自身にとっては受け入れがたいものであろう。

これは青年と大人とをことさら対比対立させてとらえることになり、両者の協力・協調を

促進することにはなりがたいといわなければならない。 

 青年の意見についても、常識をとらえていない、潔癖感や理想だけで現実の生活を理解

していないといったとらえ方、すなわち青年の社会的適応が十分でないというとらえ方で

いいのかという問題がある。子どもの権利条約の意見表明権を取り上げるまでもなく、今

日の青年は社会の様々なひずみに直面しそれと格闘しているのである。就職や進路の困難

さは大きな問題であるし、家庭の経済的困難や親の離婚など深刻な影響を受けるものが少

なくない。彼らの大人社会に対する意見は、大人として真剣に耳を傾ける必要がある。 

  性的関心についても、第２次性徴の発現によって体の大きな変化が生じるのであるから

それが高まるのはむしろ当然のことである。それをことさらに問題視し強調することでか

えって青年の関心を刺激することは適切ではないだろう。また青年の性的関心はしばしば

異常になるといい、その上でそれを抑える指導をすべきだということは、事実を誇張する

ことになろう。またこれでは性への関心を強く持たない者は発達が正常ではないというこ

とになりかねない。そうしたやり方ではなく生活の中での健全な両性の協力、協同の関係

を進め、性的成熟を人間の本質にかかわる発達としてよろこびをもって受け止め、適切な

対応がとれるようにすることが必要である。 

 

２）全ての青年に共通する発達の特徴をどうとらえるか 

 全ての青年を指導し十分な発達を遂げさせるという教育の観点からすれば、全ての青年

に共通する発達の特徴、それは他の発達段階の特徴とは異なる特徴を抽出することが重要

になる。それはまさしく、全ての青年は大人になっていくという事実である。それは本人

が大人として十分な資質能力を備えているかどうかにかかわらず、社会的に大人として処

遇されることになるのであり、遅かれ早かれ好むと好まざるにかかわらず大人として振る

舞わなければならなくなることである。 

 青年自身も、それを進んで受け入れようとするか、できればなるべく避けようとするか

という違いはあっても、このことには気がついている。生殖機能の完成という体の変化も

その自覚を促しているのであって、これと相まって大人社会への関心が強まり、自分がど

こまで力を蓄えたのか、大人になったのかを確かめたいという要求を持っている。当然に

将来の自分の家庭や社会での生活や進路に関心を持ち、将来像を様々に思い描き、それへ

向けての模索を始める。 
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 もちろん児童期までにそのような関心がないわけではない。大人の仕草や仕事、言葉遣

いをまねすることはしばしば見られる行動である。児童期になれば大人の気持ちにふれそ

の一部を理解することも可能になる。将来の夢を考えることもある。しかし児童期までの

大きな特徴は、自分との関わりではまだ現実的な課題としては受け止める用意がないこと

である。第２次性徴を迎えて自分の体が大人となった事実に直面して、もはや子どもでは

ない自分に気がついたとき、目の前に存在する大人社会は自分が今これから入っていくべ

き世界としてとらえられるのである。 

  こうした行動が具体的にどのようなものになるかは、それぞれの置かれている環境や条

件によって大きく異なるだろう。あるものは何の心配もない十分な発達をしているだろう

し、親や社会に反発して批判的になったり問題行動を起こすものもいよう。青年にしては

幼稚であり、狭い自分の世界から関心を広げないでいるものもいる。こうした行動のそれ

ぞれに対してどのように指導をするのかという問題は、本稿の課題を越えるので別の機会

に譲る。ここではこうした青年の行動が、自分の体が生理的に大人になったという現実を

ふまえて、いかに自分が大人の社会に入っていくか、そのための能力をどのように考え、

身に付けるかというという課題へのチャレンジとして、しばしば手探りの苦闘としてとら

えられるものであることを指摘しておきたい。 

 こうした観点から見るならば、「青年期とは大人になる準備を完成させる時期である」

ととらえるべきである。このようにとらえることによって、全ての青年を対象にした発達

課題を提示しうる青年期規定とすることができよう。「青年期はとかく問題行動に走りや

すい」といった規定は、確かに一面の事実を指摘している。しかしこれから帰結すること

は、青年の問題行動にどう対処するか、できるならば問題行動をさせないためにどうする

かという対応に関心が集中させられることになる。問題行動への対応学としての青年心理

学であればそれは意義なしとしないだろうが、それでは全ての青年を対象とすることには

ならない。少なくとも問題行動を起こしていない青年への指針とはならないのである。 

 「大人となる準備を完成させる」という課題は、ある特別な考えに基づく主観的な要求

ではなく、この社会の中で生きていくためには客観的に求められる事実である。だからこ

そ多くの青年がそれをめぐって模索や探求を続けているのである。発達心理学の青年期研

究ないし青年心理学はそのことを積極的に受け止めることが求められているのではないだ

ろうか。もちろんどのようにすることがこのための準備となるかは様々な意見が分かれる

だろう。また青年自身の置かれている条件によっても大いに異なるのであり、今後その点

での研究が進められなければならない。 

 

３）青年の存在は大工業社会の特徴 

 そもそも青年期とはどういうものであるのか。第２次性徴の発現やその他の身体的発達

は人間としていつの時代にもおこる現象である。それゆえ生理的特徴その他の発達の特徴

から青年期の本質をとらえることはできない。すでにふれたように青年期の問題がいわゆ

る青年問題の登場に伴って自覚されたということは、青年問題の登場の意味をさぐること

が青年期の本質をとらえることにつながるということである。 

  近代的工業社会となるまでの社会では、若者はいたが青年はいなかったということがよ

くいわれる。前近代社会の若者は、年齢が若いという点では近代社会における青年と同様

であるが、前者の場合はその社会の中での役割が明確になっている。わが国にあった若者

組の場合、１５歳程度から結婚までの時期のものが合宿生活をしながら、若者宿の夫婦な

どから村の歴史や掟を学び、仕事についての指導を受けるのであるが、村の道普請や畦づ

くり、屋根の葺き替えなどの労働力として期待され、火事の場合の消火に駆けつけ祭を支

える。 
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 これに対して後者の近代社会における青年は、身体的には大人と同じような発達を遂げ

ているが、社会的にはその役割が明確ではなく、行動は規制されず、責任を負ってはいな

い存在である。１９世紀の後半にこうした青年が登場したのであるが、その青年の概念に

は、働かなければ生活できなかった同世代の労働者、農民、職人や商人の丁稚などは含ま

れていないことには注意される必要がある。すなわち自らは働かなくても生活できた、豪

農や大商人、事業家、政治家や上級官吏などの子弟がその母体である。特に学生は様々な

知識に接することができ、思考をめぐらす訓練がされ、自分の自由になる時間があるとい

う点で青年としての特質を有しやすい存在であるといえる。 

  彼らが自由であるということは、彼らの生活している社会において自分の果たすべき役

割が与えられていないことを意味する。それは将来の可能性がまだ様々に考えられること

である。結局は、自分の置かれた環境によって進むべき道が決定されるとしても、青年の

時期にはまだそのことは確定的ではなく、様々な思想の影響を受けやすい。日本では東大

生であった藤村操が日光華厳の滝で、人生是不可解の辞世を残して投身自殺をしたことが

青年問題のはじまりを象徴しているとしばしば指摘される。 

  ２０世紀の後半以後、中等教育や高等教育の進学率の上昇によって自由な時間を持つ青

年の存在が広がってきた。また学校に行かず、働かなくとも生活に困らない青年が増えて

おり、自由な時間をどのように過ごすかは大きな課題である。戦後においては、たとえば

太陽族や暴走族といった青年の集団的な問題行動に注目が集まった。近年ではニート、フ

リーターなど、定職に就かないか、あるいは就こうとしない青年の存在が特に注目を集め

ている。 

  このような青年を近代以前の若者と比べてみると、時間の余裕があり行動が規制されて

いない、しばしば自由に使えるお金を持っているという特徴をあげることができるが、よ

り本質的には社会の中で果たすべき役割が与えられていないことを指摘すべきであろう。

すなわち青年としては十分成熟し体力、知力なども備わっていると考えているにもかかわ

らず、社会的に役割がまだ与えられていないために自分の居場所が定まっていないのであ

る。そのことは自分の将来の見通しについての不安をもたらすとともに、自分の行動に責

任が問われるような人間関係、社会関係の中に置かれていないことになる。すなわち、青

年とは身体的、知的な面などでは能力的に大人になっているにもかかわらず、社会的には

大人としての処遇が与えられていない存在ということができる。 

 それではなぜ大人としての処遇が与えられていないのだろうか。それは高度に発達した

大工業社会における社会的活動の様式によるものである。すなわち産業革命後の工業技術

はますます発達しており、産業革命期のような補助的な労働者を急速に必要としなくなっ

た。それに代わって必要になったのは生産物の意義、原料や生産に関わる知識と技術を理

解している労働者や技術者である。こうした労働者や技術者は、その知識を労働を通して

身に付けていくことは困難であり、予めそれをそれとして学ばなければならないのである。

このことは社会に出る前の準備的な学習期間が次第に長くなることであり、青年が年少期

から働くことは次第に困難になっていく。 

  こうした状況は商業においても広がっている。大工業社会では大量生産ということが大

きな特徴であるが、そのためには原料の入手も大規模になり、製品の販売もより広いマー

ケットを相手に行わなければならなくなる。取引の仕方や税制、衛生や安全など法令によ

る様々な規制にも対応してかなければならない。このように近代の商業は、近代以前のよ

うに比較的近隣の地域の範囲で商うこととは大きな違いがある。それゆえ丁稚奉公のよう

に年少の時期より働きはじめ次第に仕事を覚えていうということではなく、予め必要な知

識を学んだ上で参加する形になっていく。 

  現代社会では社会に出るためには前もってますます多くの知識を身に付けていることが
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求められるようになっている。今日の進学率の上昇や社会の高学歴化は、単に学歴という

「名誉」を求め見栄を張った結果ではなく、そうした知識や技術を身に付けなければ働く

こと自体もできなくなってきているからである。このところに今日の青年問題が青年自身

の自覚やモラルを求めるだけでは解決しない大きな要因がある。 

 

 

４ 青年期の発達課題 

 

１）青年期は大人になる準備をする時期 

 青年期を、身体的知的能力においては大人になっているにもかかわらず社会的には大人

として処遇されていない時期であり、そのような青年期の存在は近代以降の大工業の時代

の特徴であるといわなければならない。このようにとらえることによって青年期を大人に

なる準備の時期ととらえる重要性がより明らかになる。 

 大人になる前の青年（若者）が大人になる準備を進めるということはいつの時代にも求

められていた。当然のことながら、その準備の具体的内容は時代により、社会により異な

るが、今日われわれが生きている日本は近代的大工業の社会であり、20 世紀後半からは

グローバリゼーションの進行の中で国際化、世界の一体化、相互依存性がますます強まっ

てきている世界である。したがって青年期の発達課題、青年自身の課題であるとともに大

人社会が青年を育てていくための課題は、このような社会に相応しいものでなければなら

ない。それはこの社会に適応しその中で生活していくために必要な発達をめざすものであ

り、この社会をより発展させていくために必要な能力資質を身に付けるものでなければな

らないだろう。 

  これまでの教育心理学の発達観は、主として生理的成熟を中心としている。しかし人間

の成熟あるいは発達は生物学的生理的発達にとどまらず、社会的、知的発達が大きな位置

を占めることは明らかであろう。教育心理学が人間の個体の心理現象や発達を対象として

きたことは学問の自己規定として認められるべきであるが、そのことが親子、兄弟、友人

を含む他の人間や社会との関係、マスコミ、文化、経済等々を環境としてとらえることを

導いている。このことが発達課題についても個人の人格形成や社会的適応の問題に学問と

しての関心を集中させ、集団や社会の中での力動的な関係について把握し検討することが

弱くなっているのではないだろうか。 

 教育は最終的には個々の人格の完成をめざしている。近代社会論が原理として個人を出

発点としている以上、そのような教育のとらえ方は当然であり、したがって教育心理学が

人間個体の発達を第一義的な研究対象とすることも当然の帰結である。しかしそのような

前提に立っても、個体以外の要素を環境として一括りにすること、すなわち様々な要因が

あるとしながらも個々の要因の重み（影響）について具体的に検討しないとすれば、それ

は適切ではないのではないだろうか。たとえば人間社会の中で学校教育は普遍的な存在で

はなかったということは正しいが、今日先進諸国では後期中等教育まで国民のほとんどが

学んでいるのであって、もはや発達にとっての不可避な要因となっているといわなければ

ならないだろう。国民が文字の読み書きができるようになるのも学校での教育が行われて

いるからであって、単に成熟によってできるようになるのではない。 

  教育心理学が自然科学のような客観的学問をめざすということはそれ自体妥当な目標で

あるとしても、そのことは発達研究において人間の発達一般を対象とすることを意味しな

い。むしろ今日の日本で生活するわれわれは、今日の日本の社会における発達の特徴を明

らかにすることを第１の課題とすべきであろう。そうであるならば発達をめぐる環境につ
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いても環境一般ではなく今日の日本における発達をめぐる環境の特徴を明らかにすること

が必要である。そうした点から見れば、大工業の社会、学校教育が普及している社会、マ

スコミの普及やインターネットなど情報化が進んだ社会、国内での人の行き来が活発に行

われている社会、国際化が深まっている社会といった点が確認されるべきだと考える。ま

た十分に成熟しているかどうかは別として、国民に主権があり国民自身が政治をはじめと

する社会の運営に参加していかなければならない社会である。 

 

２）青年期の発達課題（試案） 

 こうした社会認識、時代認識に立って、この社会の中で仕事をし、生活し、社会の一員

となるという視点から、今日の日本における青年期の発達課題を考えることが必要である。

それを次のように考えることはどうだろうか。 

（１）世界の様々な問題と自分との関わりを理解し、自分の意見を持ち発言し表現できる

こと。ことばだけでなく、形、音、身振り、作品、行動など、多様な表現の手段、コミュ

ニケーションの手段を学ぶこと。 

（２）働くことや、その他社会の諸活動に参加できること。そのためには身体的活動能力

を高め、仕事や社会についての知識や技術を持ち、協力し、経験を伝え、意見交換を進め

ることができること。 

（３）自分を取り巻く社会と世界についての現状とともに歴史の事実を、知識としてある

いは経験を通して広く知ること。また学習の仕方を知り考えることができること。 

（４）様々な経験や活動を豊かに進める中で、自分を知り、個性を伸ばし、自分の適性を

つかみ、進路を決めること。 

（５）生活の仕方を身に付け、生活を自律的に進めるようになり、家族についての理解を

深め、自分の家庭を築く準備を進めること。 

（６）多くの人の生き方やさまざまな物の見方を知り、人生観、世界観の基礎を豊かにし、

自分の気持ちのバランスをとることができ、自己を確立すること。 

  これまでの発達課題論はえてして知識や技術の習得や理解、社会への適応が強調されて

いる。しかし今日の社会では積極的に行動しアピールしなければ存在が認められず受け入

れられないのである。したがって能動性をより重視すべきであり、そうしてこそ他を理解

することが進む。また進路や社会参加という点では、具体的な事実についての知識の習得

が不可欠な前提である。なぜなら判断を下すときは、多くの事実の知識を持たなければそ

の妥当性は保障されないからである。生活や家庭の問題、人生観や世界観の問題はこれま

で教育が関わるべきではない領域としてとらえられることが多かった。もちろん個人の思

想を教育によって押しつけるべきではないが、個人が自分の思想を選び取るためには、そ

れぞれの思想の概要を理解し、考えることについての訓練がされている必要がある。 

  今日の教育内容政策、具体的には学習指導要領の策定に当たって、教育内容の基礎基本

が強調され、学習内容の削減が進められてきた。しかしながら物事の判断には個々の具体

的事実について、また考え方について多くを知らなければならない。この様な主張に対し

てはしばしば詰め込み教育だという批判が強い。しかし知識を増やす学習が詰め込みにな

るというのは、学習した知識を覚えることが強要され、覚えたことを個々の断片として確

認（テスト）するという指導法＝学習法にあるのである。そうではなく多くの活動や読書、

大人などから話を聞くこと、自然や社会を観察し調べることなど、様々な経験を豊かに進

めその中で直面した問題を解決するために考えること、このことが多くを知ることになる

のであり、人間として重要なのである。 
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５ 青年期の指導 

 

１）青年期指導の原理 

 具体的な青年期の教育計画としては、全ての青年に教え経験させることと、読書や様々

な経験を通して青年個々人が自発的自主的に学ぶことを区別することが大切だろう。特に

青年期の特質を尊重し生かした教育とする必要がある。具体的には次のような点が重要で

あろう。 

（１）青年自身が自発的に学ぶこと 

 青年期は自分の将来にかかわる問題への関心が高まる時期である。それは当然自分にと

って未知のもの、新しいものへの関心が高まる。こうした好奇心、関心の高まりを生かし

て自発的な学習を進めることが大切であろう。 

（２）仲間の結びつきの強さを生かして互いに競い合い、ともに支え合って学ぶこと 

  青年期は自分が大人にどれだけ近づいたかに大きな関心を持つ。したがって大人から距

離を置き、仲間同士で競争しながらまた教えあって身に付けようとするのである。時々は

大人に張り合って（胸を借りて）自分の力の到達を確かめようとするが、大人からの押し

つけにはしばしば強く反発する。 

（３）なるべく多くの経験をさせ知識や技術を学ばせること 

  青年が自分の生活で、また社会の中で成功を収めようとするならば多くのことを知らな

ければならないし、できる限り多くのことを経験しなければならない。それは誰もが現実

世界の中で生きているからである。そして現実世界の中で生じた問題は現実の事実に即し

て解決しなければならないのであるから、関係する事実についてより多くの知識を持って

いることが適切な解決への早道である。もちろん試行錯誤も避けられないだろう。だから

こそ知識と現実の関係を具体的に学ぶためには知識とともに多くの経験が必要なのである。 

（４）できるだけ大人のように行動させること 

  青年は数年後には社会に出るのであり、１０年後、２０年後には社会を実質的に担う存

在となる。だからこそ社会に出てからではなく、社会に出る前に大人として行動する練習

を進めなければならないのだ。だからできるだけ大人として行動させること、失敗や不十

分な点について青年自身に考えさせ、原因を探らせる必要がある。大人は必要なときに力

を貸すことになろうが、まずは青年自身が努力しなければならないだろう。時として、青

年は大人に反発し、あるいは挑発的に立ち向かうことがあるが、そうした行動を表面的に

とらえたのでは大人としての見識と度量に欠けるといわなければならない。反社会的行動

については厳しく対処するが、自分たちの力を誇示し確認しようとするものであるならば

青年自身がそれを確認できるように適切な配慮をすべきだろう。 

 

２）青年自身の青年期理解 

 青年期の発達課題を達成するためには、青年自身がその特質や青年をめぐる環境などを

十分理解していく必要があるだろう。 

 例えば、私の授業を受講した学生たちの意見を見ると、今日、青年自身は大人になると

いうイメージを十分には持っていないようである。すなわち彼らが大人像として示す内容

は、個人的な責任能力、経済力、倫理的行動などへ集中している。大人の社会的側面、す

なわち仕事をすることで社会の中での責任を分担し支えていることや子どもを産み育てる

ことで社会をその構成員の面から持続させているということにはあまり注目していない。

個人的資質が注目されるのも、こうした社会的責任を果たす上で必要だからであり、それ

なしには多くの人との協力はできないということをしっかり見ていないのである。これも
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彼らの現状を表しているのであろう。 

  また今日の日本社会の現状認識についてもきわめて漠としたものにとどまっている。特

にこの世界でも有数の大工業国では科学技術の知識とともに経済や世界の理解なしには仕

事がしにくくなっていること、初めてあったもの同士が互いを理解することができるかど

うかが重要になっていること、多くの情報の真偽を判断するためには多くの知識が必要で

あることなどを明確に理解しなければならない。それゆえ今日の日本では高校までの教育

はもちろん、条件の許す限り高等教育についても受けることが必要になっている。 

 青年期の理解も重要である。青年は近い将来大人社会に入っていくべき存在であること

を意識しない場合でも感じ取っているのであり、将来への関心が大変に強い。それは大人

と張り合って自分の存在を強調し、自分の力の到達を確認したいという行動となる。これ

はしばしば反抗期としてとらえられるが、大人になっていくための模索であるというべき

だろう。反面、青年同士の結びつきが強くなり、仲間の競争とともに教え合いが活発に行

われる。親友ができるのも多くはこの時期であり、仲間とともに行動する時間は長い。 

  このようにして青年は次の次代を担う力を身に付けていく。「今時の若い者は」といわ

れながら、結局は青年が次の時代を切り開いてゆくのである。青年が支持した文化が次の

社会の中で広がっていくのである。それゆえ青年自身が深い社会理解をして視野を広く持

ち、豊かな経験と知識を持たなければ、社会を発展させることはできない。次代を担うと

いうことは、いいかえれば彼らのレベルに見合った社会ができるということなのである。 

 

３）青年に対する大人の課題 

 青年の自発性が基本であるとはいえ、青年期というとらえ方は青年の段階では社会に対

する責任をまだ十分には果たせないということである以上、そのことで大人社会の責任が

なくなるわけではない。大人は子どもを大人にする最後まで責任を持たなければならない

のである。そのために次の課題は特に重要だろう。 

（１）青年の発達のための条件整備を進めること 

  子どもを育てるとは、次の次代を担う大人を育てることである以上、社会は次の世代に

引き継ぐべきものを伝えるための条件を整えなければならない。 

 たとえば親の責任がいわれるが、今日のように残業が長く、長時間の通勤が行われるの

であれば、子どもと十分に接することができないばかりか子どものことを考える時間さえ

とれないだろう。そのような状況を生み出す社会や企業の問題を解決していかなければな

らない。そのことは子どもが育つ社会環境の整備にもいえる。社会が安定して人々のスト

レスが減少していくことが安定した家庭条件や社会の人間関係が生み出される上で重要で

ある。大人自身がこの社会の中で自分の役割をつかみ、人に役立っている、頼りにされて

いるといった実感が持てる生活をしていることが重要であろう。そのためには仕事を増や

し、ワークシェアリングを進め、企業の社会的役割を発揮させるとともに、社会保障や社

会福祉を充実させるなど政治の果たすべき役割も大きい。 

  大人自身の生き方を変えていくことは、青年がこの社会の将来に希望が持てるようにな

るための大きな条件であるといわなければならないだろう。いま青年の「モラトリアム」

や「パラサイトシングル」がいわれ、「フリーター」問題が注目を集めている。そうした

問題は企業が安い人件費で青年の使い捨てを進め、青年の自立を抑えていることの結果で

あるが、青年の側から見れば、大人社会の休みもなく長時間の残業に追われて会社に縛り

付けられた人生への批判という一面もある。もちろんその世代が日本の経済発展を支えて

きたことは事実であるとしても、現在の青年はそのような滅私奉公的な働き方は許容でき

ないのである。彼らはもっと自分の可能性を広げ、自分の興味や関心を自由に発展させる

ことを望んでいるのである。それが無条件でできるのではないことは明らかであっても、
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すこしでもそれを実現したいと願っているのであって、そのような個人の願いを尊重しな

い大人社会に対して厳しい批判を持っている。 

 大人社会でもスローフード、スローライフの運動が始まっているが、それを含めて大人

たちがどう生きていくのか、自分たちの生活をどこまでより人間的なものにしていくこと

ができるのか、それが同時に青年の発達のための環境をつくることになる。 

 また教育の条件整備を一層進める必要がある。日本の経済力に見合った教育費の支出が

求められる。具体的には、教員の配置、専門家の学校と教育への支援、施設設備や教材教

具等の整備、博物館など社会の諸機関との連携、子ども向け、青年向けの教科書、参考書、

ビデオなどを充実した魅力あるものとすることなど、多くの課題がある。 

（２）学習の意義と楽しさを伝えること 

  高校での退学者が年間１０万人を超え義務教育でも不登校が増えているが、その一端に

は勉強の意義や楽しさを伝えられず実感できていないことがある。「何のために勉強する

のか」という質問は特に青年期に多くだされるのであるが、今日の日本の大人たちはその

質問には効果的に答えられていない。とりあえず目の前の受験に取り組ませることでその

質問への回答を回避しているのである。国際的な調査によっても日本では勉強について否

定的な回答が多いことで特異な存在であることが明らかになっている。 

 またテストや入試準備などで学習におけるストレスが極度に高まっていることが指摘さ

れている。テスト自体の問題というより、日本ではいわゆる客観テストがほとんどで、小

問形式の事項の正否を解答しなければならない種類の問題が支配的である。これでは細切

れの知識を暗記することばかりが要求され、学習の内容を受け止めて自分の考えを育て、

自分の力を伸ばす学習にはならない。そして学習の結果で入試の合否の可能性が判定され

順位や成績分布で比較され優劣が論じられるのである。これではストレスが高まらないと

いうことが無理というものだろう。 

  勉強に関する青年の質問は、それがわかったら勉強するというけなげな意思表示である

というべきである。大人たちはこの質問をはぐらかすことなく誠実に向かい、不十分であ

っても積極的に自分の考えをのべるべきである。全ての青年が同じ答を求めているのでは

ないし、それで納得するのでもない。それぞれが自分の経験をふまえて多様な答え方をし

ていいのではないだろうか。また個々の学習内容を通して、学習の意義と楽しさを伝える

ことも必要である。自分でおもしろいと思ったこと、学習が大事だと思ったことを具体的

に伝えることが重要なのだ。また仕事の中で学校で学んだことがどのように生かされ、ど

んなことが新に求められてきたのか、自分はそれをどう学んだかを振り返り、青年に伝え

ていく必要があるだろう。そうして高校生などの青年に新しいことを知るよろこび、自分

のわかるよろこびを体験させることが重要である。そうした観点から教科書などの改善が

必要である。 

（３）青年を見守ること、期待すること、押しつけないこと 

  青年自身は自分で大人になっていきたいという志向を強く持っているが、実際には大人

の行動を見ているのであり、大人の考えを知った上で自分の考えを持とうとしているので

ある。また全てを自分たちで実行できるとは限らない。その意味で青年のそばでいつでも

助言をし指導し守ろうとして待機している大人が必要なのだ。そのような大人は親であり、

教師であり、全ての大人なのである。 

  大人たちはもっと青年に自分たちの期待を語らなければならないのではないだろうか。

もっと自分たちの考えを伝えなければならないのではないだろうか。彼らは親や大人がど

んな期待をしているかを大変気にしている。それは客観的に見て彼らの行動基準のひとつ

となっているのである。問題は、それを青年が押しつけであり、説教であると感じないよ

うな伝え方である。客観的な事実として提示して彼らに自分で善し悪しを判断させること
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が大切である。もちろん譲ることができない問題についてはねばり強く議論をして理解を

求めることも必要である。 

  青年自身が自分で理解を深め、納得して行動できるようになるには時間がかかる。大人

はそれを知らなければならないし、それができるようになるまで忍耐をもって待つことも

必要であろう。要するに大人たちは青年との表面的なギャップに目を奪われるのではなく、

彼らを育てることに習熟しなければならないというべきである。 

（４）社会の中での青年の地位を高めること

今日のように青年が社会から隔離されて教育されるという状況を改善していかなければ

ならない。青年期の仲間の結びつきは大きな特徴であるが、それは青年だけが孤立してい

いということではない。家庭において、社会においてもっと青年が果たすべき役割がある。

社会生活の面でも、仕事の面でも、また家庭においても青年の存在は周りを明るくし大人

たちを元気にする力を持っている。アルバイトやボランティア活動においても同様である。

多くの場面で青年たちの活動によって社会生活が支えられている。問題は彼らを安い労働

力として、あるいはただで働かせようとする力が存在していることである。現在の青年が

果たしている役割を正当に評価し、それに見合った処遇を求める必要がある。 

 商業主義の大きな流れは今日の社会を広く覆っている。お金を出せばすばらしいものが

何でも手に入るということを宣伝し、消費をあおっている。このことは人生の価値として

お金を優先する考えを広め、金儲けのためには手段を選ばない風潮を強めている。こうし

た考えは大量の廃棄物を生み出し、ますます地球環境に負荷をかけることにもなる。現代

社会ではお金によって必要なものを手に入れるというシステムができている以上、お金が

大事であることは否定できないが、人生の目的がお金やものにつきるのでもないこともま

た明らかであるし、人間はお金によらず自分で多くのものを作り出すことができることも

事実である。したがって青年を単なるマーケットとしてみる商業主義を批判し克服するこ

とは大人として大きな責任を持っているというべきだろう。これを含め、健全な考え方や

人生観を形成することが求められる。 

  こうして青年を社会のパートナーとして大人と共同して社会を支え発展していくことが

必要である。青年たちはつぎの社会の担い手として学び自らを育てるとともに、現在の関

心と能力を生かして社会に参加していき、自分の将来の可能性を確かめ切り開いていくこ

とができるようにしていくことが大切である。青年の社会参加は青年自身が追求し進める

ことが基本であることはいうまでもないが、彼らの努力を受け止め社会参加を促進する条

件を用意することは大人の責任であろう。 

 青年が希望を持てない社会は、社会自体が希望を持っているとはいえない。青年が希望

を持てる社会は、同時に青年に励まされ、社会自身が希望を持つことができる社会である。 

※2007年 3月 工学院大学教職課程学芸員課程年報第 8号掲載



指定討論　伊田勝憲会員



アイデンティティの視点から

• 2つの他律を行きつ戻りつ（折り合い・模索）自律へ
＜他者に合わせる（やらされる）他律＞

＜自分勝手（やりたい放題）の他律＞

• 他者からの承認・・・条件付き vs. 無条件での承認
• 自分の中だけど，外から入ってきた（内面化された）もの
（それをもとに経験を通して変容・創造・統合されたもの）

しかし，外から入ってこなくなった？ 無関心＋条件付き

• 荒木会員の実践・・・自他への関心＋無条件

• 知識や技能の習得を求められる授業科目でも同様の展開可
能性あり？（すでに実践されていればぜひ）

• 義務教育・高校教育への期待・希望



青年心理学の視点から

• 青年期延長（始まりの早期化＋終わりの遅延）
• いつでもスタンバイしている大人（意外といない？）
• 本人（当事者）が励まされる・勇気づけられる理論を
• コールマンの「焦点理論」：大多数の青年は問題行動に至らず
青年期を乗り越えている・・・1つずつなら乗り越えられるが，
複数の問題に同時に直面すると不適応に 【個別性】

• 教育のダイナミクス
学ばせたいこと（教えさせたいこと） vs. 学びたいこと

• 仕事との出会い
• まとまった知識の必要性・・・青年期に学ぶ内容として期待さ
れることは？（そこに大人の側の期待・希望も含まれるか）

• 大人の方が不自由かもしれない現実
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