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子ども支援から若者支援まで

佐藤です。よろしく願いします。先ほどの朝比奈

さんの報告とできるだけつなげたいと思います。朝

比奈さんのところは極めて総合的な支援ということ

ですが、私のところは若者に特化した支援の現場に

なっております。

実は私たちの活動は、学生時代に地域のお母さん

たちがつくった、勉強の遅れた子どもたちの勉強会

の取り組みに参画したことがそもそもの始まりで

す。何度かのターニングポイントがありまして、不

登校問題に遭遇したことや、青年期の引きこもり問

題、あるいはもっと「生活の荒れ」という形での問

題行動等々に出会ったことで、さまざまな子ども、

若者をめぐる事業にかかわるようになったという経

過です。ですから「現在、こちらのNPOは何をやっ

ているんですか？」と言われますが、その時代、時

代の課題に対応しながら活動内容を広げてきたとい

う経過だと思います。

現在の事業の分野を大きく３つ、４つに分けてみ

ますと、まず以前からずっと続けて40年近くやって

おります、子どもの支援にかかわる分野があります。

最近は発達障害等の特別支援という形で学校との連

携も広がっておりますが、この子どもの発達支援は

ずっと続けております。それから、その延長線上に

広がってきたのが若者支援の取り組みで、若者サ

ポートステーションを中核にした、さまざまな委託

事業の分野がここです。それから社会的事業の分野

で、若者が社会とつながる中間就労の現場をどうつ

くるかという形で、パン屋さんを作ってみたり、農

業をやってみたり、ここ１～２年ではカフェを地域

の中に「学びの拠点」として開いてみたり、いろい

ろやっております。

また最近では、「子どもの貧困」ということで、貧

困家庭の子どもの支援、貧困の連鎖を克服していく

という生保家庭の子ども支援の事業をさまざまな自

治体から委託を受けて展開しております。中学生の

勉強会と、子どもから青年期の自立をトータルに継

続的に支援するというプログラムを、それぞれの行

政と連携しながら作ってきております。

「働きたい」けど「働けない」
若者たち

さて、いろいろな若者たちが私たちの支援の相談

窓口にやってくるわけですが、発達障害などで社会

生活ができないなどの困難層の若者もやってきます

けれども、ここでお話しさせていただきたいのは、

やはり学校時代の挫折というんでしょうか、「教育か

ら排除」されてきた若者についてです。不登校や中

退、あるいは学業不振という形で、学校の階梯（か

いてい）から降りざるを得なかった子どもの若者期、

青年期というのはやはり負の学校体験を相当引き

ずっており、青年期を乗り越えてそれ以後の社会生

活になかなかつながっていけないという現状がある

と思います。

一番大きな問題を単純化してお話しすれば、そう

した「教育からの排除過程」を背景にした青年期が

困難なのは、その若者自身の中に、自分がうまく社

会につながらないことを、「自由な競争の結果として

受け止める」という心情を形成してしまっているこ
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とにあります。そこに決定的な問題があると思うん

です。「自己責任イデオロギーを内面化」してしまう

ということだと思いますが、私は若者たちの動きが

たさというものを「立ちすくみ」という言葉で表現

しているんですけれども、立ちすくみとは自己責任

イデオロギーに糾弾されて、圧倒されて、射すくめ

られて動けなくなった心と体の状態だと思います。

そこからどう回復していくかという問題は、単に外

的に何らかの仕事に就けたとか、何らかの資格を身

につけたということで解決できる問題ではなくて、

極めて本人の主観的な経験という問題に入っていか

ないと、なかなか次のステップには行けないのでは

ないかと思います。

ですから、われわれの相談窓口は、一応厚労省の

雇用促進事業としての窓口でありますので、「働きた

いけど何をしていいか分からない」とか、「仕事があ

るのかないかも分からない」、「自分の適性も分から

ない」という形で就労支援を求めてやってきます。

もちろんそういう意味で若者たちの「働くこと」へ

の願いは深いんだろうと思います。しかも人から感

謝される意義ある仕事がしたいと望む若者が多く、

ですから一般的に言われているような「働かない若

者」ではなくて、本質的には「働きたい」若者であ

り、ただ働きたいのだが「働けない若者」であろう

と考えたらいいと思います。

自己承認欲求の深さ

ところが若者たちの話を聴きながら理解を深めて

いく、あるいは昨日の話で言えば「深い声」を聞き

取ろうとしていくと、そういう出会いの中で、やは

り一人ひとりのケースを挙げることは難しいんです

が、彼らから聴き取れてくるのは大きく言えば「自

分を認めてほしい」、「分かってほしい」という自己

承認欲求です。彼らは「現実世界」を生きられてい

ない自分たちのことを自嘲的に「青春貧乏」と言っ

たりします。青春期をすっぽりスルーしてしまって

いることの「無念さ」が伝わってきます。それは多

くの若者たちの共通した思いだと思います。

一方では、「リア充」というスラングで語るように、

「リアルな充実した生活を送っている若者への羨望

（せんぼう）や嫉妬」、そういう感情が渦巻いている

んだろうと思うんですね。これには非常に切ないも

のがある。「現実世界」への参加欲求は非常に切実で

あると思います。そういうことですから、やはりこ

の若者たちの「潜在的な自己承認欲求」をどう実現

していくかというところからしか支援は始まらない

と思っています。何らかの形で適性検査をして就労

支援につなげていくとか、「どういうことをやりたい

んですか」とキャリア相談を実施してみても「べつ

に」「なにをしていいかわかりません」と、いわゆる

意欲の主体が形をつくってないところに、無理に働

くことを勧めてみても、一人ひとりの中側に「こう

生きたい」「こう働きたい」という方向性感覚のよう

なものが見えていないままで、形だけのいわゆる「外

側の進路」形成を促しても無力であると思うんです。

ところが多くの支援機関の支援のあり様というの

は、やはりそうした「外側の進路をどうつくってい

くか」ということに性急ではないかと思いますね。

若者たちの「自己承認欲求」は「学び直し欲求」と

いうふうに捉え直してもいいと考えていいと思うん

ですが、それは「青年期のやり直し欲求だ」と私た

ちは考えております。若者たちは進路模索をもう１

回やり直したいと思っています。途中で頓挫せざる

を得なかった学校のトラッキングに、もう一度立ち

戻って学力なり、あるいは学歴を回復したいという

願いだと言ってもいいかもしれません。その回復欲

求、あるいは「普通の世界に戻りたい」という欲求

は大きいのです。こんな欲求を実現させていく支援

になるわけですね。そこで彼らと私たちの学び合い

が始まるわけです。つまり、君にとっての「普通の

生活とは何なのか」という問いかけが始まります。

君たちと私たちがつくる「本当の意味の普通って何

なのか」、「オルタナティブなもう１つの普通」をど

うつくっていくかというところが学びの根幹になっ

ていくんだろうと思います。

コミュニケーション不安

「人間関係のつくり直し」ということが彼らの最も

大きな願いだと思いますが、いわゆる孤立している

自分を「人とつながりたい」とか、さっきもありま

したけれども、「かかわりを回復したい」というふう

な、あるいはもう少し自分たちの社会というか、コ

ミュニティの中に「自分の居場所をつくりたい」と

いう欲求ですよね。そしてそういう力を付けたいと
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いう願いです。「自分にはコミュニケーション能力が

ないからできないんだ」というふうに、自分のこと

を自己理解しているわけですが、「コミュニケーショ

ン能力ってそもそも何なのか」ということも、共に

問い直していかなくちゃいけないテーマです。

私たちの感覚でいえば、「コミュニケーション能力

を持ったコミュニティがどれだけあるのか」という

ことです。つまり「コミュニケーション能力」とい

うのは、その「コミュニティをコミュニティたらし

める実践的な力」ということになるんでしょうけれ

ども、その前提になるコミュニティのコミュニケー

ション能力がなかったら、そこに参加する一人ひと

りのコミュニケーション能力も何もないということ

になると思います。

このようなコミュニケーションへの不安は、おそ

らく学校体験やひきこもり生活の中で、仲間体験と

いう拠点が失われて、思春期の支配的、依存的な他

者関係、対象関係から共存的な関係、民主的な関係

へと他者関係を転換させた経験に乏しいことが背景

にあると思います。「自分が自分であっていい関係」

へと転換させたいんだけれど、それができてない。

それは彼らの社会に対する漠然とした不安や、自分

の存在理由が見つからない思いなどにつながりま

す。「人とのかかわりの中でしか自分の存在理由は見

つからない」とするならば、ここの未転換の中で出

てくる対人不安は大きく、この孤立感からの解放こ

そが若者たちの本質的な願いであり欲求だと思いま

す。まずその願いに応えることこそ私たちのテーマ

となります。

ひきこもりを遷延化させている
家庭や社会のキャパシティの喪失

現代の思春期・青年期が困難に陥っているのは、

子どもたちの不登校、引きこもり体験を経た家庭の

中では親子関係がますます膠着（こうちゃく）化し

ていって、親子の世代間の境界も引けないまま、お

互いに依存関係の中に引きこもってしまいがちだと

いうことにあります。親と子の間のコミュニケー

ションが切れて、「お前のせいだ」、「俺のせいだ」と

いう形で相互のかかわり合いの関係が切れてしま

う。家族が一緒になって自閉してしまって、親が子

どもを社会と介在していく橋渡し機能を失ってし

まっているということです。そういうことから引き

こもりの遷延化がおこっていますし、また同時に現

代社会が困難な若者たちを受け入れ育てていくキャ

パシティを喪失させている、いわゆる「溜め」の喪

失ということもあって、相談に来るひきこもりの

ケースも年数がますます長くなって、５年、10年は

ざら、15年、20年という事態が進んできております。

昨日の講演でもありましたけれども、若者に関し

ましても社会的な排除の要因と背景というのは非常

に複合的、複雑でありますので、これが原因だとい

うふうに特定できない。例えば学校でこんなトラブ

ルに巻き込まれたとしても、ほかの要因によって

フォロー、カバーされるならば不登校、ひきこもり

になる状態まで排除されなくても済んだかもしれな

い事例もおそらくあるんですね。いわゆる社会全体

のキャパシティが弱体化していくと社会のリカバ

リー機能が作動しなくなって、一つのつまずきが次

のつまずきを呼び込んでいき、あの要因とあの要因

が重なって複合化してしまい、若者たちは立ちすく

んでしまうということになると思います。

現在、若者の社会的次元における困難は増大して

います。せっかく社会に出たとしてもそこでまた厳

しい現実が待ち受けているわけです。不登校の子ど

もというのは本来頑張り屋ですから、人間関係は切

れていても受験勉強を頑張って、大学を卒業して社

会に出ることも多いんですが、しかしながらその段

階で厳しい競争が待っていたり、評価的な視線にさ

らされたりする中で再びつぶれてしまうことがあ

る。もう１回再出発できるキャパシティを持った社

会が準備されていない。待ち受けていないため、そ

こでエネルギーが枯渇してまたひきこもってしまう

という状況もあると思います。むしろ難しいと言わ

れているような大学を出た学生の場合は、そういう

ケースが多いなと実は思っているところです。

教育的アプローチの必要性

今日の貧困というのは経済活動からの排除だけで

なく、孤立化させられ、あらゆる社会関係から排除

されている状況だろうと思います。ですから、ひき

こもり問題が雇用問題に解消されてしまっている流

れがありますが、それは問題だと思います。ですか
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らひきこもり支援をしていた現場、不登校問題にか

かわってきた現場からは、「ちょっと違うんじゃない

か」というような形で、政策と現場の緊張関係がずっ

とあったと思います。

その中でさまざまな現場と政策側で、若者の現実

に突き合わせながら、さまざまな支援実践をつくり

上げてきたと思っております。ですから、雇用問題

だけでなくて福祉、教育さらには精神医療の問題も

包括的な支援の、「トータルな支援」としてそれをつ

なげていくということが必要になってきていると思

います。そこで若者支援実践の課題は、「教育的であ

り福祉的で」ということなんですが、私たちの立ち

位置としては「教育的なアプローチ」ということを

意識しております。

というのは、若者自身が自分に向き合って青年期

葛藤に直面しながら、現代社会の困難に同じ時代を

生きる仲間や人々と、昨日の話で言えば「課題を共

有していく」というか、そのような社会に立ち向か

う主体として形成されることが保障されなかった

ら、やはり「弱い自己」として、「被支援者としての

スティグマ」というか、そこからは一向に抜け出て

いけないことになると思うからです。どこまで行っ

ても被支援者である自分から抜け出ることはできな

い。やはり当事者性を獲得していくことを促す支援、

それはわれわれ自身も「同じ時代を生きる当事者」

としてどう出会っていくかということになるかと思

います。それは後の方でもう少しお話ししたいと思

います。

教育的アプローチと言うことで考えているもう１

つは、若者が学校から社会へと渡っていける「移行

システム」そのものを構築していくということです。

困難を抱える若者たちへのもう１つの教育システ

ム、教育機関が必要だということです。

また、その移行期を、親がかりではない「若者の

自立していく権利」として、「幸せになっていく権利」

として保障する社会保障システムも日本ではまだま

だ弱いんだろうと思います。その辺をどう構築して

いくかということが支援者自身が、若者と向き合う

だけじゃなくてこうした条件整備そのものに奔走し

なくちゃいけないというところに、支援現場のきつ

さがあります。

孤立した若者にとって
居場所が与える意味

現代の課題に向き合う主体としてどう若者が育っ

ていくか、その機会をどう形成していくか。その若

者が育っていく「場」が必要であり、やはり「居場

所」という言葉でそれを語ることができると思いま

す。

「居場所」の概念は非常に広いのですが、私たちは

若者のもう１つの学びをつくりながら自立を促して

いくという、そういう装置としての「居場所」とし

て考えています。競争的な他者関係の中でつぶされ、

ひきこもり、そして孤立しているという若者をどう

そこからの回復を支える場として居場所を構想する

か、ということになります。共感的、共生的なもの

へと居場所での人間関係を組み替えながら、彼らを

支配し叱責し萎縮させている自己責任論を溶かし

て、社会に参加する上での他者や、さらには自分自

身への「基本的信頼」を回復していくことがポイン

トになります。社会に出ていく時にはそうした「社

会に対する信頼」、あるいは、「いろいろあるけど、

ええい、やってみれば何とかなるじゃないか」とい

う「自分に対する信頼」、そういう経験に裏付けされ

た「基本的信頼」がない限りは勇気を持って出てい

けないと思うんですね。

そういう意味でそれを回復していく「場」として

の「居場所」です。そこは対話的な関係に支えられ

ながら、仲間と失われた青年期体験を取り戻してい

く場所であるということです。さらに「居場所」は

豊かな出会いのある場だということです。居場所の

日常は次々いろいろな人が出入りしますので、自己

紹介ばっかりやっております。新しい人が来ると、

「僕はね」、「俺はね」、「君はね」と自分を紹介し相手

の紹介を聞く。「居場所」は、自己紹介や自分語りを

繰り返しながら「自分の人生をそのたびに語り直し

ていく」ということを発達させながら、「自己への基

本的信頼」を回復していく場です。

自らの体験をそこで「言語化」していく、あるい

は「意識化」していく、「相対化」していくというふ

うに言ってもいいと思いますが、自分を何度も何度

も語りながら自分の人生が構成し直され、そして再

構成されていく。そういうプロセスですよね。しか
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もそれが独り言ではなくて、あるいは支援者と被支

援者という関係ではなくて、やはり同じような経験

をしてきた仲間たちとそこで久しぶりに再会すると

いうか出会うというか、そういうものを通して聞き

取られ、承認されるということは極めて重要だと思

います。共有され、承認されるということに支えら

れながら、もう１つの自分の人生をつくっていく「主

体としての勇気」をここで与えられていくというふ

うに思います。ナラティブ・セラピーの支援方法が

そこでは生きていくと思います。

働くことと学ぶことの統一

さて、もう１つ居場所の機能として必要なのは、

居場所のメンバーが「社会に参画していくこと」、「参

入していくこと」の足掛かりになるような機能を持

つ必要があるということです。逆に言えば、社会へ

とつなぐ支援機関が居場所機能を備えている必要が

あるということです。もちろん若者たちは訓練機関

での体験や訓練などを通して働く力を身につけて社

会につながっていく必要があるのですが、そこでの

働く力の取得過程が、同時にただ単にトレーニング

によって「エンプロイアビリティ」を身につけると

いうふうなものではなくて、「他者とともに働くこ

と」の喜びにつながらなくてはならないということ

です。ですから、いわゆる居場所的機能を持った「実

践共同体」の中での「働く体験」を通して働くこと

の喜びや自信を獲得していくというのは極めて重要

だと思います。そうしなければ何らかの働く体験を

するなり、あるいは資格を取得したとしても、結局

はまた働いていけないという状況になると思いま

す。

少々、現実の働く現場が厳しいものであったとし

ても、その中で自分の居場所をつくり、先輩から学

びながら自信を付けていくことができる必要があ

り、そのプロセスを支える主体がやっぱり育ってい

く必要があると思います。そんな主体を育てる居場

所のような体験的な働き場が必要です。その「働き

場」というのは、働きながら学ぶ機会を通して働く

自信を獲得していくことのできる「学習機能を持っ

た働き場」である必要があるし、ボランティア的、

研修的な性格を帯びた働き方を通して、本格的な労

働市場へと移行していくことを支える「中間的な」、

「移行的な」働き場であることが必要と思います。

一人前にする能力を持った中小企業も生き延びる

のが精いっぱいでとても受け入れられないという現

実の中で、そういう機能を持った働き場を地域の中

に探すのは難しいんですが、それならば自分たちで

そういう場所をつくることも考える必要がありま

す。社会的企業の発想とか、あるいは教育と「働く

こと」というのを統一的に追求するような「生産学

校」的なものの発想が必要になってきます。大串先

生の報告の中にも出てくると思いますが、私も大串

先生と一緒にこの辺を学ばせていただいてきていま

す。そうした機能を持った「中間的な働き場」「移行

を支える居場所」をどうつくっていくかという問題

意識を、ずっと膨らませてきております。

今、韓国に「社会的起業支援法」というのが制定

されて、若者が社会的ニーズを自由な発想で仕事に

変えていくようなムーブメントが起きています。

それから去年の大高先生の紹介であった労協の

「若者自立塾」ですが、いわゆる「事業仕分け」にあっ

た以後も最近までこの基金訓練の社会的事業者等訓

練コースでやってきたと思います。私たちもやって

おりまして、「居場所機能を持った研修システム」と

いうことになるかと思います。今これが求職支援制

度が生まれたことでやりづらくなっています。昨日

の話で「法制度をつくったことによって、本質的な

ものがネグレクトされていく」１つの事例だと思い

ます。我が国最初の若者用第２のセーフティ・ネッ

トだと捉えていたのですが、一番困難な若者にとっ

ては職業訓練費用ももらいながら、それを支援する

われわれのような実施団体に対する支援も、補助金

をもらいながらやってきたその制度が、「求職者支援

制度」に去年から変わったことによってできなくな

りました。今できるように模索しているところです。

実践を通して見えること
～パン屋研修から考える

私たちのNPOが研修プログラムとしてやってい

るパン屋研修について紹介をさせていただきます。

これは竹内先生と一緒に作らせてもらった本の中身

をスライドにしただけですので、本の中ではもう少

し詳しく紹介している部分です。６カ月間の合宿を
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通して、パン屋さんという実践の場で１グループ、

ワンユニットというんでしょうか、だいたい６～７

人で研修的労働に参加します。

○事例１：Ｋさんは、中学校時代から不登校ぎみで

大学も不本意入学でした。一応卒業したけれども社

会に出ていくのはなかなかきつく、IT の専門学校

に籍を置きながら、家から出てアパートに孤立して

ひきこもっていました。親戚のおじさんの紹介で私

たちのところに連れてこられて、合宿生活の中に入

り、６カ月を通して、やはりＫさんにとって決定的

だったのは「仲間との出会い」でした。同じ体験を

持った仲間に出会い、「僕一人じゃない」という思い

を持つことができた。彼らは、情報からも孤立して

生きていますから、「こんな状態の情けない自分とい

うのは自分一人だ」と思っているんですよね。

ところが、「自分は多くの同世代の時代状況の中の

一人であったんだ」ということにだんだん気づいて

いくことによって救われていく。しかし、救われて

「これでいいんだ」と思って安住するとそこから次に

出ていけない。それを揺さぶりながら、一緒に次の

出ていくべき世界を「学び直して、発見していく」

という作業になると思いますが、Ｋさんは「逃げて

きた」ということを、「人間関係、就職、勉強、どれ

だけ逃げてきたか思い出せないぐらい逃げてきまし

た」と、このへんの語りを本には書いてあります。

「この『逃げる』という習性が原因で、困難に立ち

向かい、達成感を得る機会が少なく、その結果とし

て、自信を持つことはできませんでした。…(自信が

ないから）〝話し掛けないでくれ"というオーラを張

ります。なぜなら、話すと、自分の未熟さが浮き彫

りになるからです。社会のどこにも所属してないこ

とへの不安や焦りが大きく（以下略)…。」

「存在論的不安」と言うんでしょうか、「自分自身

が今どこにいるのか分からない」という不安の中に

若者はいると思いますが、それはひとまずこの共同

性の中に入っていくことによってその共同体のアイ

デンティティに自分を重ねていき、そしてそのアイ

デンティティから再び脱していきながら自らのアイ

デンティティを作り上げていく、「脱アイデンティ

ティ」のプロセスが学びのプロセスになると思いま

す。

「納得がいくまで話し合い協力をしてきました。そ

の結果、仲間の絆も強まり、完全燃焼することがで

きました。…人を見る目が変わりました。人は完璧

などではなく、デコボコしていて、得意不得意があっ

て当たり前です。私はこれに気づくのに多大な時間

を要しました。大分気が楽になりました。…行動を

起こしながら、次のことを考えていこうと思ってい

ます。まず「やってもいいかな」「嫌じゃないかな」

と思える仕事からやってみたい。」

なかなか仕事探しに向かっていけないのは、怖い

からなんですが、同時に若者たが「こういう仕事が

したい」と過剰に思っているところがあり、就くの

にハードルの高い職種への希望が仕事に就く阻害要

因になっている。それは自分でも分かっていて、自

分が立ち止まっている言い訳に使っているところも

あるわけで、「何でもいいからやれることからやって

みよう」と勧めてみても「やれるかもしれない」と

いう希望が生まれてこないと、「やれることからやっ

てみようかな」というふうになっていかないのだと

思います。そういう意味ではＫさんが動き出せたの

は希望が生まれてきたことを表しているのだと思い

ます。

○事例２：次のＵさんは19歳ですが、ある日、パン

の生地をこねてパンにする成形作業に携わったこと

で働く誇りを感じられ、そのことで大きく変わって

いくことができた青年です。何カ月かパン屋の仕事

にかかわりながらも、「どうせこんなもの、共同作業

所の、障害者用の研修のパン屋だろう」ぐらいにし

か思ってなかったのが、自分もかかわって作ったパ

ンが焼き上がり、お客さんがそれを買って帰ってく

れたという「リアルな仕事の場」を通して、「案外、

自分はやれるかもしれない」、「お客さんの笑顔のた

めなら頑張れるかもしれない」と思うようになって

いった。Ｕさんは高校時代にパティシエになろうか

一応ぼやっとして考えていたものの、卒業しても何

もしないで引きこもっていましたが、この研修を終

えて今年の春からパティシエの学校に行っていま

す。

○事例３：それから、最後にＭさんについて紹介を

させていただきます。Ｍさんはかなり成績のいい人

だったかもしれませんが、高校時代に不登校になり

ます。そして５年間ぐらいひきこもっていたんです

が、私たちのところにやってきて、大手スーパーさ
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んがやってくれている職業トレーニングとしての研

修に、１カ月参加します。十何人か参加したんです

けど、みんな１日、１週間で脱落してしまい、彼と

３人ほどが最後に残りました。そのＭさんが、１カ

月の研修を終え、社会の中に自分の生きる場がある

かもしれないと思えるようになりました。しかしな

がらＭさんはスーパーでの研修をやり遂げてもやは

り自信が持てずなかなか次には進んでいけませんで

した。研修後に就いた市役所の緊急雇用の仕事（ア

ルバイト）で、一緒にそこで採用された女の子から、

「あなたは仕事が遅い」と言われているように思え

「もう行けません」という形で私たちの担当相談員の

ところに相談に来た。その時、「そうなの？ でもま

た次があるかもしない。また一緒に考えない？」と

いう形で彼の苦悩を受け止め、その一方で彼の職場

に連絡して、「彼は「もうやれない」と言ってきてい

るけど」と、職場で彼が信頼できそうな職員さんに

電話した。そうしたら「次の日会ってお話ししよう」

と言ってくれた。次の日、その人は公休を取ってＭ

さんに付き合ってくれた。そういう経過を経ながら

その職場での６カ月の勤務もやりきって、そして今、

役所の仕事体験から公務員になろうと思い立ち、公

務員試験を受けたんですが、最終試験まで行ったん

ですが落ちたので、またもう一度挑戦を決意して勉

強しているところです。

若者は、自分も参加する場、関係性の中からの承

認によって人とのつながりの中で「生きることがで

きるかもしれない」、「みんなの中で働けるかもしれ

ない」という希望を見いだすことができる。他者へ

の基本的信頼への気づきを梃（てこ）にして、社会

への信頼を、そして自分自身への信頼を回復してい

く。生きて働くことの方向性感覚というものが醸成

される。これが生まれてこないと次のステップには

行けないだろうと思います。

若者が主体になって、
共に乗り越える社会に

最後になりますが、若者支援ということについて

整理しておきたいと思います。若者支援というのは、

まず若者たちが、人間関係や働く能力を学び直し、

身につけていく条件を保障していく制度的、福祉的

な取り組みだと言うことです。そこで、おさえてお

かなければならないポイントは、彼らの学び直し支

援が「上からの支援」であってはならないというこ

とです。そうではなくて、支援スタッフと被支援者

という関係を超えて、共に現代の課題を克服するた

めに肩を並べ学び合っていく関係を築けるかだと思

います。

当事者だった若者たち自身が若者支援活動の主体

になっていく流れが生まれています。全国のいろい

ろな支援現場では被支援者だった人たちが当事者と

しての経験を生かしながら、苦難の経験から身につ

けた他者への共感性みたいなものを力として、ピ

ア・スタッフとして活動している若いスタッフがた

くさんいます。われわれの支援現場にも多くの若い

そういう新しいスタッフも生まれてきています。こ

のように当事者だった若者が支援活動を通して自分

の負の経験を乗り越えていくという形で学びがつく

り出されていっているということも付け加えておき

たいと思います。ありがとうございました。（拍手）
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