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＜特集＞ 地域と青年 
 青年たちは，自らが生まれ育った地域に根ざした文化の影響を受けて成長し，そ

の後，別の地域で大学時代を送ったり，さらには就職し社会人となって新たな地域

で生活を始めたりすることで，その地域の青年たちの生き様にカルチャーショック

を受けたりすることがあります。SNS の時代とはいえ，都会と地方の大きな文化的

ギャップを実際に経験することや，地域の青年たちとの交流や社会的取り組みのな

かで，アイデンティティの再編が行われたりすることもあるでしょう。今号では，

そのような地域と青年の有り様について，3 人の会員にご執筆いただきました。 

（担当：佐方哲彦・増淵裕子） 
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青年・保育・地域 

 

和田香誉（元埼玉県立大学） 

 

 幼児期に通った季節託児所との関わりに始まり，長い年月を保育と共に歩んできた。卒業

研究は，保育園での観察を纏めた。その後，地方の短期大学，及び大学で保育士養成を３０

年余り細々と続けてきた。 

 短期大学に着任した当時，担当する教育心理学は１年生の前期に開講されていた。その最

初の時間，教育学部に入りたかったと泣き出す学生に遭遇した。卒業して何年か後，教育学

部を受験していたと聞いたこともあった。期せずして短期大学保育学科に入学した学生た

ちが少なからず存在することを知り，教育心理学を２年生開講に変更した。そのような学生

も，保育士となり現在も地域で活躍している。 

 一方，卒業時に保育士を目指さない学生も何人かいた。企業に就職していく学生を精一杯

応援し送り出した。そのような卒業生が，何年か後に，やはり保育の仕事をしたいと保育の

現場に就職し，現在も奮闘している。また，声優の道に進んで行った間もない頃，その卒業

生から手紙をもらった。声優の道に進むことを賛成したのは私だけだったと感謝された。そ

の時にも心から応援した。その後，時々どうしただろうと思い出した。10 年後頃，保育園

の実習巡回先でその卒業生と再会した。保育士として溌溂と子どもたちの散歩に引率する

卒業生の後姿を見送った。 

 学生たちの卒業研究の対象者として協力してくれた生後 1 か月の乳児が大学に来学した

のを契機に，大学の近隣の地域のその乳児のきょうだいとその友達を中心とする遊びの会

を１か月に 1 回開催してきた。学生たちとの遊びを子どもたちは大変楽しみにしていた。

保育実習を終えると，学生たちの子どもたちとの関わりがより洗練されていくのを目のあ

たりにした。そこで奮闘してくれた学生が大学のある地域で現在も保育士として活躍して

いる。幼児だった子どもたちも今は皆青年となってしまった。現在は，1 年に 1回その会を

開催している。その中には，どうしても保育士を目指したいと希望している青年もいる。そ

のような青年を私は心から応援している。 

 

 

 

不登校経験といじめ第三者調査から見た「地域」 

 

伊田勝憲（立命館大学 教職研究科） 

 

数えてみると，これまで 7 道府県の 8市，計 11ヶ所の「地域」に住んでいる。同じ市内

でも，例えば校区単位では地域に明確な特徴があり，時にカルチャーショックを受ける。小

学 5年の秋に「街中に近い住宅街にある古い借家」から「郊外にある新築の市営住宅団地」

へと引っ越すことに伴い転校し，その半年後に不登校となった。そこから中学１年 3 学期

途中までの約２年間のひきこもり経験が，青年期の自分を教育学・心理学への道に駆り立て

たのは間違いない。 

生まれ育った地域を社会階層・文化資本等の視点から見つめ直したのは大学 3 年以降だ
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ったが，正直，自分にとっては「地域＝生きづらい」という連想が強い。2010 年に内閣府

が実施した「若者の意識に関する調査（ひきこもりに関する実態調査）」では，ひきこもり

群（ひきこもり＋準ひきこもり）の割合が全国平均で1.8％のところ，小都市に限ると2.7％，

北海道では 5.0％と高く，農・林・漁業が盛んで近所づきあいが多い地域にひきこもり群が

多く見られたという結果に衝撃を受けつつ，妙に納得した記憶がある。 

その後，行政からの依頼でいじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」の第三者調査委員

を務め，また，教職大学院担当として現職の先生から様々なお話を伺う中で，改めて「地域」

をめぐる疑問が生じている。地域内での保護者間の関係性と学級内での子ども間の関係性

があたかも相似形に見えるような場面で，「地域に開かれた学校」がその既存の関係性を強

化していないだろうか。仮に，いじめられた児童生徒が進学を機にその地域を離れた場合，

将来的にその地域へと戻ってくる確率はかなり低いのではないだろうか。学校側の生徒指

導・教育相談等のあり方が，その地域の衰退に拍車をかけていないだろうか。 

新学習指導要領は「社会に開かれた教育課程」＝「より良い学校教育を通じてより良い社

会を作る」という理念を掲げている。しかし，その「より良い」の具体的な姿は決して自明

ではない。誰にとっても生きやすい「共生社会」を実現するためには，まず「教室＝生きや

すい」状態であることが大前提と思われるのだが，その舵取りを担う教師をどのように育て

ていくのか，日々考えさせられている。 

 

 

 

青年期の地域との関わり 

 

中藤信哉（京都大学 学生総合支援センター） 

 

大学進学を機に，私はそれまで住んでいた神戸の地を離れ，京都に移り住んだ。そのため，

神戸という地域からすれば，私は「外へ出た青年」であったし，京都からすれば，「やって

きた青年」ということになる。 

 けれども，正直に言えば，当時の私には，京都という地域と関わっている意識は希薄だっ

た。学友たちの出身地は様々で，彼らとの付き合いは地域性を感じさせなかったし，祇園祭

のような地域の伝統行事にも，観光と大差ない形でしか参加しなかった。何より，卒業すれ

ば別の土地に移るだろうと思っていたから，仮住まいの感覚がずっとあった。振り返ってみ

れば，地域には青年を迎え入れてくれる窓はいくつもあったと思う。しかし，私は結局，地

域社会とどこか距離を置いたまま青年期を過ごした。 

 青年の中には，このように距離を置きながら居住地域と関わる人もいるだろう。SNS が

普及し，地理的に離れた人とも容易につながることができる現代であれば，なおさらかもし

れない。一方で，青年団に属するなどして積極的に地域コミュニティに参加し，行事を担う

ような人も，やはりいる。こうしてみると，青年期における地域との関わり方は多様であり，

そこにはある程度，本人の意志や主体性が反映される。乳幼児期においては，たとえば習得

する方言を自分の意志で選べないように，ほとんど無自覚に地域文化の影響を受けるが，そ

の点，自身にとっての「地域」というものが相対化され，その関わりに自覚的な側面が出て

くることは，青年期の一つの大きな変化と言えるかもしれない。 

 そして，青年期から成人期に移行するなかで，地域との関わり方もまた変化する。仮住ま
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いの感覚でいた私は，結局は様々な縁もあって，同じ地域に住み，働くことを選択した。そ

うして地域の人となり，今は，学生相談という形で地域にやってきた青年と関わっている。

就職活動中の学生の話を聴いていると，勤務地域を最も重視する者も少なくない。自分がど

の地域で生きていくのかという選択には，それまで形成してきたアイデンティティが関わ

っているのだろうし，その選択はまた，その後のアイデンティティの形成にも関わっている

のだと思う。 

 

 

 

＜書評：私のおすすめ，この一冊＞ 

 

『フツーの子の思春期―心理療法の現場から―』 

岩宮恵子（著） 岩波書店（2009 年刊） 

 

 篠原由花（芝浦工業大学 学生・教職員健康相談室） 

 

「最近学校はどう？」「別に…フツー」こんな会話をしたことはないだろうか。中学生の

頃，親からの質問になんでも「フツー」と答えていた自分を思い出すが，その裏には説明が

めんどう，放っておいてほしいといった気持ちが隠れていたように思う。自分の内面に踏み

込んでほしくないと防衛していた面もあろうし，カオスだったこころの中をうまく説明で

きる言葉も当時は持たなかった（年齢を考えると，“普通”ですね）。ところが，本書による

と，最近はそういう「フツー」とは異なる「フツー」があるらしい。 

 相談室にやってきて，何度面接を重ねても「フツー」と繰り返す。防衛している風でもな

く，相談室に来ることを拒否している様子もない。カウンセラーは不思議である。この子の

「フツー」の裏には何があるのか。…もしかして何もないのではないか…いやいや，みな内

面はあるはず…でもじゃあなんだろう？この子はどんな子？ 

 本書は，そういう「フツー」の子のこころに迫る名著である。島根大学で教鞭をとりなが

らスクールカウンセリングの現場でも活躍されている著者の岩宮恵子氏は，ご自身の事例

を通して，読者を「フツー」の子のこころの迷宮にいざなっていく。その事例がまた一つ一

つ，ものすごく魅力的なのだ。スクールカースト，友だち解散式（なにそれ！）といった子

どもたちがまさに体験している学校の様子が伝わってくる。ジャニーズ，漫画など子どもた

ちがハマっているものからそのこころを読み解いていく。まるで目の前に生身の“その子”が

いるかのよう。著者の鋭く，かつ温かい考察を読むと，“その子”のこころが分かったような

気がしてくる。 

 そして，著者は「フツー」の子たちとの出会いを通じて，意識のあり方が以前とは変わっ

ている子どもたちが増えているのではないかと切り込んでいく。臨床の事例から現代の子

どもの意識のあり方の変化にまでつながるの？と思った方。鮮やかにつながります。ぜひ本

書を手にとってご自分の目で確かめてみてください。 

 

 

 

 

https://www.iwanami.co.jp/book/b262941.html
https://www.iwanami.co.jp/book/b262941.html
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＜書評：私のおすすめ，この一冊＞ 

 

『若者と社会変容―リスク社会を生きる―』 

アンディ・ファーロング/フレッド・カートメル（著） 

乾彰夫・西村貴之・平塚眞樹・丸井妙子（訳） 大月書店（2009 年刊） 

 

峰尾菜生子（中央大学 ライティング・ラボ） 

 

 本書は，英国の教育社会学者による，社会構造の変化と若者の人生経験の変化の関係を分

析した書籍である。西欧諸国中心の分析であるが，日本の状況にも少し触れられている。本

稿では，この書籍を紹介することによって，「現在の社会に生きる青年をどうとらえるか」

という問題を皆さんと考える糸口としたい。 

著者たちの主な問いは，「若者たちの人生経験や機会を構造づけるものと以前は考えられ

ていた，伝統的なパラメータが今もなお有効であるか」，「『個人化』『リスク』といった概念

が，若者をとりまく文脈の変化をどの程度正確に描くことができるか」（p.13）という 2 点

である。第 1 章では，「リスク社会」や「後期近代」といった先行理論の所説が，現代社会

における若者を理解する上でいかに有益か論じられている。第 2章から第 8 章では，教育，

労働市場への移行，依存と自立，ライフスタイル，健康，犯罪，政治参加についての実証研

究が紹介されている。第 9 章では，実証研究の結果を踏まえ，後期近代における「認識論的

誤謬」のプロセスがまとめられている。 

 本書のすぐれた点は，後期近代という理論的枠組みのもとで，複数の場面での若者の状況

を実証的に示している点にある。分野が異なるため研究手法をそのまま採用できる訳では

ないが，本書の「後期近代における認識論的誤謬」という観点は，日本の青年心理学におい

ても掘り下げて議論されるべきである。階級やジェンダーなどの社会構造的要因は依然と

して人生機会に強く影響しているにもかかわらず，人々はより個人的に問題解決をはかる

ようになるという「誤謬」である。そのような客観的状況と主観的意識とのズレに注目する

ことによって，アイデンティティなどのテーマも，より実際の青年の姿に即して議論できる

であろう。現在の社会に生きる青年の心理を理解する上で，本書の枠組は大いに参考になる。 

 

 

＜書評：私のおすすめ，この一冊＞ 

 

『高校・大学から仕事へのトランジション 

―変容する能力・アイデンティティと教育―』 

溝上慎一・松下佳代（編） ナカニシヤ出版（2014 年刊） 

 

藤野遼平（大阪大学大学院） 

 

 青年にとってアイデンティティの問題が顕著に現れるのが職業決定の際であると，

Eriksonは言います。さまざまな環境において身に着けてきたいろいろな役割を，職業決定

を機に青年は取捨選択し，就職へ向けひとつの首尾一貫したアイデンティティへと統合し

http://www.otsukishoten.co.jp/book/b53123.html
http://www.otsukishoten.co.jp/book/b53123.html
http://www.nakanishiya.co.jp/book/b176226.html
http://www.nakanishiya.co.jp/book/b176226.html
http://www.nakanishiya.co.jp/book/b176226.html
http://www.nakanishiya.co.jp/book/b176226.html
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てゆく，そう Eriksonは唱えていました。 

 けれども，それは Erikson がアイデンティティを提唱し始めたころから 50 年以上たった

今でも全く同じように適用できるプロセスなのでしょうか。終身雇用制が自明のものでは

なくなり，労働力の流動化がすすめられ，非正規雇用が増加し，有名企業においても副職が

解禁されてきている中，アイデンティティの方向付けをただひとつの職業に基づいて行う

ことは，果たして今までと同様にこれからもロールモデルとなりうるのでしょうか。 

 本書は学校教育から就職への移行（トランジション）について，現代の教育とアイデンテ

ィティがどのような役割を担い，どのように変容してきているのかを詳細にえがいていま

す。前半では，学校から職場への移行や青年に求められる能力の変遷と現状，そしてそれを

支える援助としてのキャリア教育への注目など，ポストモダンと呼ばれる時代において教

育に何が求められ，どう変化してきたかを記しています。 

 後半では，ポストモダン社会におけるアイデンティティの変容が学校から仕事への移行

にどのような影響を与えているかを記しています。労働市場では流動化が進み，ひとつの職

業を生涯勤めあげる人は減少し，さまざまな職へ転職したり 2 つ以上の職をかけ持つ人々

が増えています。職業のみではなく，状況に応じて自分を振る舞い分ける傾向が青年で増え

ていると指摘されていますが，そのような首尾一貫していない多元的な自己は果たしてア

イデンティティが拡散しているとして，移行において足枷になるのでしょうか。そうではな

い多元的な自己の可能性とそこに存在する共同体の課題について本書では触れられていま

す。いまだ青年から移行しきれていない私にとっても大きな示唆を与えてくれる本でした。 

 

 

＜広報＞ 

広報・ニューズレター編集委員会からのお知らせ 

 

 第 72号より，会員の皆様から意見や要望を募るとともに，自由な投稿・寄稿を促すこ

とにしたとアナウンスさせていただきました。投稿・寄稿ルールについて，再度簡単に説

明させていただきます。 

 

●会員から募集するのは，以下の 5 つです。 

①特集テーマに取り上げて欲しいトピックス 「特集テーマ提案」 

 随時募集。過去の NL記事を振り返りつつ，編集委員会で検討し決定します。 

②書評に取り上げて欲しい書籍 「書評推薦図書」 

 随時募集。原則として最新号発行 1ヶ月前に集約し掲載します。 

③書評執筆の希望 「書評執筆希望」 

 掲載書籍への書評執筆の希望者を，原則として最新号発行後 1 ヶ月間募集します。該

当書籍をお持ちでない場合には献本いたします。 

④次号の特集テーマに関する投稿の申し込み 「特集テーマ投稿希望」 

 特集テーマへの投稿希望者は，原則として最新号発行後 1 ヶ月間募集します。 

⑤会員からの情報や意見の自由投稿 「投稿：会員から」 

 随時募集。投稿内容が本学会のNL の記事に相応しいかを編集委員会で検討し，掲載

の可否を決めます。不掲載の場合は，投稿者に理由を開示します。 
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●投稿･寄稿時には，必ず件名を「」内の通りとし，本文の最初にお名前と所属･連絡先メ

ールアドレスをお書きください。 

 

●書評および特集テーマへの執筆候補者は基本的に以下のように決定します。なるべく執

筆希望者を優先しますが，編集委員会において会員の先生方の専門や経歴のほか，最近

の寄稿状況を把握し検討したうえで執筆候補者を絞り込み，改めて執筆を依頼します。 

 

●すべての投稿先は，jsyap-nec@googlegroups.com （日本青年心理学会 広報・ニューズ

レター編集委員会）です。 

 

●原稿の字数は 800 字程度を原則としますが，電子版なので柔軟に対応いたします。 

 

●次号（第 80 号）の特集テーマは「日本青年心理学会第 27 回大会」です。大会に参加さ

れた会員の皆様から，忌憚のない感想や意見，コメントなどをご寄稿いただけると幸甚

です。なお，投稿希望のお申し出は，12月末日までにお願いします。 

 

 

研究委員会からのお知らせ 

 

Ⅰ．日本青年心理学会第 27回大会における研究委員会企画シンポジウムのお知らせ 

 

研究委員会では日本青年心理学会第 27 回大会の 2日目の 12 月 22 日（日）に，“現代青

年における学校から社会への移行の多様性”という主題でシンポジウムを開催いたします。 

伝統的に論じられてきた「青年になっている余裕のない，働く青年の極端に短い青年

期」と「長すぎて小児期の生活様式に近い学生の青年期」という二分法を越えて，「学校か

ら社会への移行」という観点に基づき青年期から成人期への移行の多様性について検討す

ることを目的としました。山田委員には教育と発達，吉田委員には発達臨床，下村会員に

は労働政策・経済領域という観点から話題提供いただきます。 

本シンポジウムでは指定討論は設けずに，参加者の皆さんとの討論に力点を置きます。

青年期の価値と可能性について，学校から社会への移行を手がかりとして，現代青年の理

解に貢献できる議論を展開したいと考えております。皆さま，ぜひご参加ください。 

 

 

企   画：現代青年における学校から社会への移行の多様性 

司   会：池田幸恭（和洋女子大学） 

話題提供者：山田剛史（京都大学） 

話題提供者：吉田加代子（立正大学） 

話題提供者：下村英雄（労働政策研究・研修機構） 

日   程：2019 年 12月 22 日（日）午後予定（大会 2 日目） 

会   場：東京工芸大学 中野キャンパス 

 

 

 

mailto:jsyap-nec@googlegroups.com
mailto:jsyap-nec@googlegroups.com
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Ⅱ．2019 年度日本青年心理学会研究委員会アーカイブズ企画のお知らせ 

研究委員会では，青年心理学に関連する貴重なデータを学会会員間で共有し，その研究

活動に貢献することを目的としたアーカイブズを昨年度から引き続き企画いたします。こ

のアーカイブズ企画は，研究委員会の共同調査によって収集されたデータをデータファイ

ルとして蓄積し，本学会会員が所定の手続きを経ることで活用できる仕組みです。 

 

・対象データ：2種類（現代青年の生活時間，現代青年の日常の活動に対する評価） 

・申込期間：2019 年 12月 2日（月）～2020 年 1月 31 日（金）予定 

・申込方法：申込開始が近づきましたら，ホームページ等でご連絡いたします。 

 

 会員の皆さまに積極的にご利用いただけますと幸いです。 

 どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

 

＜事務連絡等＞ 

事務局からのお知らせ 

 

 Ⅰ．大会のお知らせ 

  今年度の大会は年末の開催となります。多数のご参加をお待ちしております。 

Web サイトでも随時，情報を発信していきますので，チェックをお願いします。 

 

日本青年心理学会第 27 回大会 

会期：2019 年 12 月 21 日（土）・22 日（日） 

会場：東京工芸大学 中野キャンパス 

〒164-8678 東京都中野区本町 2-9-5 

東京メトロ丸ノ内線・都営地下鉄大江戸線－中野坂上駅下車 徒歩約 7 分 

https://www.t-kougei.ac.jp/access/#nakano 8  

 

Ⅱ．学会メーリングリストをご利用ください 

現在，電子版ニューズレターや大会・研究会などの案内を，学会メーリングリストによ

って配信しています。会員であれば，青年心理学に関する研究会や講演会・シンポジウム

などの案内を，このメーリングリストを用いておこなうことができます。セキュリティの

関係上，事務局からのみの発信となりますが，どうぞご利用ください。 

    

 日本青年心理学会事務局 

 The Japan Society of Youth and Adolescent Psychology 

 E-mail：seinenshinri@gmail.com 

Website：https://www.jsyap.org 

振替口座：00940-6-273417 

口座名称：日本青年心理学会 

7 月 1日よりWebサイトが移転しましたので，ご注意ください。 

 お問合せは E-mail でお願いいたします。 

mailto:seinenshinri@gmail.com
mailto:seinenshinri@gmail.com
https://www.jsyap.org/
https://www.jsyap.org/

