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Ⅲ 継続した取り組みから

「コーヒーハウス」「喫茶わいがや」
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１ 若者の「生きづらさ」と「自信回復場所」

―東京都国立市公民館「喫茶わいがや」における働き、学び、遊ぶ実践から―

 

島本優子（青年室・喫茶わいがやスタッフ） 

 
＜構成＞ 
１ 「大人になること」の困難：現代の若者をめぐる

状況 
２ 当事者からの発信：「生きづらさ」と「居場所」

をめぐる議論 
３ 障害者とともに働き、学び、遊ぶ場：東京都国立

市公民館「喫茶わいがや」の歴史と概要 
４ 「自信回復場所」：「喫茶わいがや」の実践の現代

における意味と可能性 
５ 今後の展開 
 
１ 「大人になること」の困難：現代の若者をめぐる

状況 
日本においては、1990 年代後半以降、「若者が＜社

会的弱者＞に転落する」事態が生じてきた。その背景

にあるのは、1991 年のバブル経済崩壊による不景気

が続く中で、1995 年に日経連が方針として掲げた「新

時代の『日本的経営』」を皮切りとする経済・社会の

構造的変化であった。終身雇用制、年功序列賃金制、

企業別労働組合に代表されるこれまでの「日本的経営」

は、グローバリゼーションのもとでは国際競争の妨げ

とされ、より「柔軟な」労働力の活用が求められると

ともに新自由主義的な構造改革が進められた。 
その結果、労働市場から排除され、福祉的なサービ

スからもこぼれ落ちていく人びとが増加していく。と

りわけ若者の就職難は深刻で、非正規雇用や低賃金労

働等の不安定就労が増加している。同時に、労働環境

の悪化が進み、正社員が安泰というわけではなく、長

時間労働や過労死、過労自殺等が社会問題となってい

る。 
このように、若者が「働く」ことをめぐる環境は大

きく変化しており、これまで当たり前のこととされて

いた、「学校を卒業して就職し、普通に働く」ことが

できない状況が生じている。そのことは、「働く」こ

とだけにとどまらず、親元から自立して家族をつくり、

社会と関わりながら暮らしていくというライフコー

スを難しくしている。つまり、これまで当たり前のこ

ととされていた「大人になること」は、現代社会にお

いては大変困難なこととなっていると言えよう。 
また、2000 年代以降、こうした「大人になること」

が困難になる状況を反映して、若者をめぐる問題化の

視点は、「不登校」から「ひきこもり」、「ニート」へ

と広がっている。つまり、学校から社会への移行が難

しくなる中で、「不登校」という学校教育を受ける期

間の問題だけではなく、より幅広く長い期間にわたっ

ての問題となってきているのである。「不登校」とし

て問題化されていた頃は、フリースクール等、学校へ

のアンチテーゼを含んだオルタナティブ教育が模索

され、「不登校」の子の居場所づくりが盛んに行われ

た。一方、「ひきこもり」、「ニート」の問題が焦点化

された 2000 年代以降、行政や NPO 等による若者支

援が行われているが、その内容は医療・福祉的な支援

や就労支援が中心となっている。そのため、例えば、

その中間に位置するような一般就労にまでいかない

若者に対する「中間的就労」や、幅広く他者と関わる

ことができる「居場所」等の支援は少なく、当事者へ

の支援には限界がある状況である。 
こうした若者を取り巻く状況は、2000 年代以降に

知られ、語られ始めるようになる。例えば、「ロスト

ジェネレーション」という言葉は、2007 年の朝日新

聞の連載記事をきっかけとして広まっている。また、

同じ 2007 年には、赤木智弘による「『丸山眞男』を

ひっぱたきたい―三一歳フリーター。希望は、戦争。」

が『論座』に掲載され、話題となった。更に、藤野（2007）
によると「生きづらさ」という言葉は 1981 年に地域

で生活する精神障害者の困難についての学会報告で

登場したとされているが、この言葉は 2000 年代以降

には障害の分野をこえて広く使われ始める。不登校や

ひきこもり、貧困、性的マイノリティ等、多様な分野

において生きることの困難を表す言葉として用いら

れており、「生きづらさ」を抱える若者という文脈で

使われることも多くなっている。 
このように、若者の状況は知られるようになってき

ているが、その一方で、いまだに若者バッシングや若

者を怠け者ととらえる見方、一面的な「自立」を求め

る論調もあるのが現状であり、「生きづらさ」という

言葉で表される若者の状況は十分に理解されている

とはいいがたい。 
 
２ 当事者からの発信：「生きづらさ」と「居場所」

をめぐる議論 
その一方で、若者を中心とする「生きづらさ」を抱

える当事者が自らの置かれた状況や思いを、自らの言

葉で、声をあげて発信していく動きも生じてきている。 
例えば、現在、労働条件を問わず個人加入が可能な

フリーター全般労働組合や首都圏青年ユニオン等に

よる「新しい労働運動」や、「反貧困」を掲げる運動

等の様々な運動が生じている。これらの運動は、労働

や貧困問題の解決だけではなく、若者の「生きづらさ」

の問題にも向き合い、職場や社会の理不尽さや不当さ

にともに声を上げていく「仲間」と、その拠点となる

「居場所」を作り出しているところに大きな特徴があ

る。例えば、「反貧困」運動に長く携わってきた湯浅

誠は、「居場所」の重要性を指摘し、「社会に向けて発
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言ができたり、ただその場にいるだけでもお互いが尊

重される安心感・信頼感を感じられる空間としての

“居場所”が大事」（湯浅、河添編, 2008：178）と述

べている。 
また、病や障害のある当事者による「当事者研究」

という試みも広がっている。これは、病や障害のある

当事者が、専門家や研究者にその治療や解決を委ねる

のではなく、自らの困難に「研究」という姿勢で向き

合い、病や障害と同居していく方法を仲間とともに探

るとともに、自らの言葉で語っていく実践のことであ

る。北海道浦河町「べてるの家」で精神障害のある当

事者やその支援者により生み出され、今では精神障害

の枠を越えた実践がなされている。例えば、発達障害

と脳性まひというそれぞれの障害によって、世界や他

者との「つながり」に困難を抱えて生きてきた綾屋紗

月と熊谷晋一郎は、当事者研究の実践を通して「互い

の違いを認めた上でなお、つながるために必要な条件

とは何か」という問いに取り組んでいる（綾屋、熊谷, 
2008）。 

こうした労働や貧困問題に関する運動と当事者研

究の動きを、「生きづらさ」を抱える当事者による発

信であるとひとくくりにまとめることはできない。し

かし、若者の「生きづらさ」について考えていくとき、

これらの活動から重要なことが学べるのもまた確か

である。それは、「自らが苦しい状況に置かれ、『生き

づらさ』を感じざるをえないようなとき、『居場所』

となるような場があり、そこにある様々な他者との人

間関係や『仲間』のうちに身を置くことは、そのつら

さを少しだけ減じることにつながる」ということであ

る。 
こうした当事者による実践や、それを可能にする

「仲間」や「居場所」は少しずつであるが広がってい

っており、「生きづらさ」を感じている当事者が、自

らの言葉で語り、声をあげ、ゆるやかにつながってい

くという「希望」もまた生まれ始めているのである。 
 
３ 障害者とともに働き、学び、遊ぶ場：東京都国立

市公民館「喫茶わいがや」の歴史と概要 
こうした状況を踏まえ、障害者とともに働き、学び、

遊ぶことを 35 年間続けてきた、東京都国立市公民館

「喫茶わいがや」の実践の意味を改めて考えてみたい。 
現在、「喫茶わいがや」は、市民団体「障害をこえ

てともに自立する会」によって、公民館の青年事業と

関わりあいを持ちながらも、公民館からは独立する形

で運営がなされている。火曜日～日曜日の 12：00～
18：00 で営業を行い、10～30 歳代を中心とする、学

生、会社員、主婦等の他に本業を持つスタッフ約 15
名が活動している。1 日の平均売上は 6,000 円程度で、

平均時給は 100～500 円となっており、「喫茶わいが

や」の収入で生計をたてている専従スタッフはいない。

また、隣接する「青年室」で行われている「しょうが

いしゃ青年教室」の「喫茶実習」コースの実習の場と

して、毎年 5～6 名の障害のある実習生を受け入れて

いる。 
過去の歴史をひもとくと、国立市公民館が開館した

のは 1955 年。1960 年には、現在の「しょうがいしゃ

青年教室」の原型となる「商工青年学級」が開講し、

1967 年には、活動の拠点となる「青年学級室」が開

設された。その後青年学級は停滞するが、1970 年代

後半には自由な「たまり場」活動が構想され、「コー

ヒーハウス」という名称での活動が始まった。そして、

この活動には、たまたま障害のある若者も参加するよ

うになる。 
1979 年に公民館が改築によって新しくなり、「青年

学級室」は「青年室」と改称された。このとき、新し

い公民館に出来た 1 階ロビーに、喫茶コーナーをつく

る計画が持ち上がる。これは、障害のある若者の「経

済的に自立したい」、「同じ若者なのに障害者には働く

場がない」という声を受け、「コーヒーハウス」の活

動の中で自由に飲んでいたコーヒーから着想を得た

ものであった。職員と若者達は話し合いを重ねた末、

親の会のバックアップも得て障害者青年学級と喫茶

コーナーを作り、障害者青年学級の喫茶実習の場とし

て喫茶コーナーを位置づけることになった。 
1980 年に「障害者青年学級」（現在の「しょうがい

しゃ青年教室」）が開設され、日曜日だけ「喫茶コー

ナー」が開かれるようになる。翌年の 1981 年には、

喫茶コーナー「わいがや」がオープンした。 
ただし、出来上がった喫茶コーナーは、障害のある

若者の純粋な「働く場」となったわけではない。確か

に、「喫茶わいがや」は、障害のある人もサービスす

る側に回ることができ、障害のある人が働く姿を街の

人に見てもらうことができるという「就労の場」を目

指してつくられた。しかし、その一方で、障害のある

若者とない若者が、利用者と職員という関係にならな

いように、ともに余暇の時間をつかって運営する「実

習の場」にもなったのである。35 年の歴史の中のそ

の時々で、また関わる人それぞれによって、どちらの

側面がより強いかは異なっているが、その両方の性格

を持ちながら「喫茶わいがや」は現在まで多くの若者

の手によって受け継がれてきている。

こうした「喫茶わいがや」の性格を言い換えると、

障害者とともに「働き、学ぶ場」であると言える。し

かし、それだけではなく、「喫茶わいがや」には「遊

ぶ場」と言えるような要素も存在している。前述のよ

うに、「喫茶わいがや」は他に本業を持つスタッフが

余暇の時間を使って運営しており、多くのスタッフは

活動を楽しみに店に集っている。そこでは、運営につ

いて真面目に議論を交わすことももちろんあるが、時

には笑いがあり、くだらないことがあり、無駄なこと

がある。「喫茶わいがや」は、「働き、学ぶ場」である

だけではなく、「働き、学び、遊ぶ」、それぞれの要素

があわさって成立している場なのである。

 
４ 「自信回復場所」：「喫茶わいがや」の実践の現代

における意味と可能性 
このように、「喫茶わいがや」は、障害の有無にか

かわらず若者が「喫茶という活動を通して働き、学び、

遊ぶ場」として受け継がれてきている。そこに、2009
年頃から、「ひきこもり」や「不登校」の体験、病を
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抱える若者の参加が見られ始めている。 
こうした若者の事例から、「喫茶わいがや」には、

若者が「様々な背景を持つ人びととの人間関係の中で、

受けとめられ、自信や自己肯定感を育んでいく／取り

戻していく場」としての側面があることが伺える（島

本,2014）。ここでは、その機能を「自信回復場所」と

名づけたい。このように、「喫茶わいがや」の活動を

通して自信を回復していっているのは、「ひきこもり」

等の体験を持つ若者だけではない。「喫茶わいがや」

を設立した当初に関わっていた障害のあるスタッフ、

現在も活動の中心を担っているスタッフ等、関わる年

代や背景の異なる人びとが同様の経験をしている。前

述のように、若者を取り巻く社会構造が変わり、「大

人になること」が困難になってきている中、どのよう

な若者にとっても、こうした「自信回復場所」の機能

は重要なものとなってきている。 
それでは、こうした「自信回復場所」の側面は、ど

のようにして可能になるのだろうか。つまり、「喫茶

わいがや」の活動の中のどの部分が、自信や自己肯定

感を育んだり、取り戻したりすることを後押しするの

か。 
それは、「喫茶わいがや」の「働く」形態をとった

活動そのもの、そしてそこでの仲間や人間関係である。

「喫茶わいがや」で「働く」ことで、わずかな額では

あるが自分で稼いだお金が得られる。そして、それだ

けでなく、様々なお客さんと接し、仲間から頼りにさ

れ、また自分も他の人を頼ることをとおして人間関係

が育まれ、小さい「社会」とつながっていく。こうし

た様々なつながりの中で、そこで活動することができ

ている自分を肯定し、自信を育んで／取り戻していく

ことができるのである。 
以上は実践に基づく仮説であるが、今後は、「喫茶

わいがや」に関わるスタッフ等へのインタビューや、

これまでに蓄積された資料等（非言語的な素材を含む）

から仮説を検証していくこととする。そして、こうし

た実証の作業を通して、現代において「生きづらさ」

を感じざるをえない若者が、他者とゆるやかにつなが

りながら、「生きづらさ」を減じ、自己肯定感を抱い

て生きられる社会のあり方とはどのようなものであ

るかを模索する。 
 
５ 今後の展開 

ここまでの内容は、筆者の「研究ノート」（島本,2014）
を更に発展させた論文を書くにあたっての研究計画

である。研究ノートにおいては、その当時の活動にお

いて重要と思われる事項や概念を中心に記述し、現代

における「喫茶わいがや」と「青年室」の意味を解き

明かすことに取り組んだ。そこでは、「喫茶わいがや」

と「青年室」の現代的な意味と可能性の一端を明らか

にしつつ、しかし、いくつかの課題が残されていた。 
一点目は、これまで「喫茶わいがや」や「青年室」

について論じられてきた多くの蓄積や、また、「若者」、

「生きづらさ」、「居場所」等についての他分野におけ

る議論を十分に踏まえることができなかったことで

ある。 

二点目は、「喫茶わいがや」の活動において言える

ことと、「青年室」の活動において言えることとが入

り交じってしまっていたことである。 
三点目は、「喫茶わいがや」と「青年室」の活動に

おける良い面にのみしぼった記述となり、活動の課題

や困難さ等を十分に論じきることができなかったこ

とである。 
以上の残された課題を踏まえ、今後はこれまでの蓄

積や様々な議論等を参照しながら、ひとまずは「喫茶

わいがや」の活動にしぼって、活動の課題も含めて研

究を進めていきたいと考えている。 
 

このように研究を進めていく際、新たに資料として

用いることができるのが、「青年室」における「ゼミ

ナール・コーヒーハウス」という活動の中で行われて

いるインタビューである。「ゼミナール・コーヒーハ

ウス」とは、「『喫茶わいがや』、『しょうがいしゃ青年

教室』等、『青年室』での活動を皆で振り返り、学び

合い、語り合う中で、自分たちの言葉を見つけていく

（記述していく）」という趣旨で、2012 年から続けて

いる自主活動のことである。活動は、特定の内容に限

定されておらず、社会教育研究全国集会や研修会等の

報告、他の団体や活動の見学等、様々である。 
この「ゼミナール・コーヒーハウス」において、2014

年から「喫茶わいがや」と「青年室」のスタッフに対

するインタビューを不定期に行ってきている。こうし

たインタビューは、「ゼミナール・コーヒーハウス」

において続けられてきた、様々なスタッフやメンバー

が職員とともに自らの言葉で活動を振り返り、語り、

実践の意味を解き明かそうとする「当事者活動」とも

言うべき試みを、更に深めるために開始された。一人

一人のスタッフやメンバーの活動への考えや思いを、

時間をかけて個別に聞き取り、関わる当事者の言葉か

ら「喫茶わいがや」や「青年室」の実践の意味や可能

性を解き明かすことを目的としている。インタビュー

を通して、それぞれのスタッフの活動への考えや思い

だけではなく、例えば、人生の中での障害者との出会

い等、日頃の活動の中では中々語られる機会がないよ

うな内容も語られている。また、それと同時に、この

インタビューは、語り手と聞き手の一対一の聞き取り

ではなく、同じ空間に集まった複数の参加者が一緒に

話を聞き、質問を投げかけるという形式にも特徴があ

る。 
こうしたインタビューの一部は、本報告書に生デー

タとして掲載されているが、今後は、更に多くのスタ

ッフやメンバーにインタビューを重ね、そのデータを

分析していきたい。その際、これまで述べてきたよう

に、「ゼミナール・コーヒーハウス」の実践を踏まえ

て、若者自身の手による、仲間とともに行う「当事者

研究」という視点を引き続き意識しながら研究を進め

たい。 
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２ 街に出るという生き方 

―「コーヒーハウス」に集う「青年」たちの多様性に関する考察― 

 
入山頌（青年室・喫茶わいがやスタッフ／首都大学東京大学院） 

 
＜構成＞ 
１ 「彼らは何者か」から、「なぜ我々は集うのだ 
ろうか」へ 
１－１ 「彼らは何者か」という問い 
１－２ 「なぜ我々は集うのだろうか」という問 
     い 
１－３ オートエスノグラフィー的回想 

 
２ 「コーヒーハウス」と「ストリートの思想」 
２－１ 「コーヒーハウス」に「偶然」かかわる 
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２－２ 「ストリート（の思想）」としての「コ 

ーヒーハウス」 
 
３ オーガナイザーによる「コーヒーハウス」 
３－１ 平林正夫「昏迷の空白期」、「コーヒーハ 

ウス 5年史―試論」 
３－２ 兼松忠雄「座敷牢と現代社会」、「メニュ 

ーはぶらさがっているけれど」 
 
４ 座談会からみる「コーヒーハウス」 
４－１ 平林がオーガナイズした時期の座談会 

『コーヒーハウス 41号』から（1984年） 
４－２ 2000年代の座談会『コーヒーハウス 64 

号』から（2009年） 
４－３ 2010年代の座談会『コーヒーハウス 67 

号』から（2012年） 
 
５ 「ストリート（の思想）」の日常性を掘り下げ 
  る 
５－１ 多様性と混淆性、そしてローカリティへ 
５－２ 障害者と引き合わせる、関係性を取り結 

ぶことを可能にする場として 
 
６ 街に出るという生き方 
 
 
１ 「彼らは何者か」から、「なぜ我々は集うのだろ

うか」へ 
 筆者が国立市公民館における「コーヒーハウス」1の

                                                  
1 本稿の中心となる対象「コーヒーハウス」の成り立
ちについて、島本優子による簡潔明瞭な整理がある

[島本 2014:17-18]。以上を参考に簡単に注記しておき
たい。その歴史は 1955年の国立市公民館開館から 5
年後、「商工青年学級」が開講された 1960年を始まり
とする。そこは高度経済成長期の集団就職によって東

京に集った青年たちが、仕事終わりに学習活動へ勤し

み、交流を深める場として構想された。1967年には、

活動に関わり始めてから 2 年半が過ぎようとしてい
る。この間、「コーヒーハウス」の活動内容や、それ

そのものが果たしている役割について省察し、人にき

いてもらう機会に何度か恵まれた。2014 年に国分寺
市で行われた「東京都公民館研究大会」2や、川崎市

での「青年教室活動報告」3、「社会教育研究全国集会」
4などがそれである。今原稿を読み返してみると、当

時「コーヒーハウス」を通して考えていた事が少し見

えてきた。しかし当時といっても、実は発表するごと

にその関心も内容も変わっていて、「コーヒーハウス」

に対して考えていたことが必ずしも一貫していない

こともわかってきた。 
 今回このような冊子に、文章を寄せる機会をいただ

いた。原稿を書き進めていく内に、自らが一人の「青

年」5として、「コーヒーハウス」とどのように関わっ

てきたのかを改めて振り返るような手順が、本稿に必

要なのではないかと感じるようになった。いささか客

観性は損なわれるが、本稿で立てる問いは、筆者自身

も無関係ではないのである。 
 その為本稿の問いを提起するにあたり、出発点をこ

れまで筆者自身が一人の「青年」として経験してきた

「コーヒーハウス」の活動に求める。 
 本稿で立てる問いとは、「青年」たちはなぜ「コー

ヒーハウス」に集うのか、そして、集うことによって

共有されてきた「コーヒーハウス」的性質とは何か、

というものである。 
                                                                                  
拠点となる「青年学級室」が開設される。しかし 60
年代も後半になると、進学率の向上により集団就職者

たちの後期中等教育を補完する場としての「青年学級

室」はその役割を失っていく。1974年、再建を図っ
た当時の公民館職員である平林正夫は、目標設定に基

づく計画的な学習の場であった従来の「青年学級室」

を、青年たちが自由に語り合う「たまり場」として再

構成していく。この「たまり場」の名称こそが、「コ

ーヒーハウス」であった。 
2 2014年 1月 18日「障がいをもつ市民の学びの場に
ついて」第 51回東京都公民館研究大会「公民館の魅
力を探る」第二課題別集会（於：国分寺 Lホール） 
3 2014年 3月 8日「課題研修」（第 4回）、「障がい者

ボランティア研修」川崎市教育委員会 青年教室活動

報告 2013（於：川崎市中原市民館） 
4 2014年 8月 24日「国立市公民館青年室における学
びあいの営みとその展開」第 54回社会教育研究全国

集会（山中湖集会）（於：山中湖畔荘 ホテル清渓） 
5 本稿では字義どおりの意味も含んではいるが、「コ
ーヒーハウス」が一般に「青年学級」と呼ばれる学習

活動であるということから、そこに関わりを持つ人々

を「青年」と呼ぶ。 
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 この問いは、とりもなおさず「青年」としての筆者

を「コーヒーハウス」に位置づけることによって提起

される。ある特定の集まり、グループとかサークルと

俗に呼び習わされているものは、ややもすると集うこ

とそれ自体が自明のこととして認識され、活動を通し

て共有されている場や時間を内省的に捉えることが

困難になりがちである。本稿の目的は、「コーヒーハ

ウス」に集う「青年」たちによって共有されてきた場

や時間を事例に基づいて俯瞰し、そうした自明の脈絡

を捉え直すための枠組みがどのようなものであり得

るかを示すことである。 
ここでは目的に先立って、注の 1から 3に挙げた筆
者の発表経験を材料に6、そこで何が問いとされ、何

を伝えようとしていたのかをまとめ、時系列でどのよ

うな変化がみられるのかをまず示す。筆者が「コーヒ

ーハウス」にとってのよそ者であった時期から、「青

年」として密に関わるようになるまでの過程を端的に

述べ、本稿全体で用いる視点を示すものである。 
 
１－１ 「彼らは何者か」という問い 

 以降序論にあたる１では、筆者が「コーヒーハウス」

について何を問いにし、どういった答えを見つけよう

としてきたのかを時系列で整理する。期間にして 7か
月程度ではあるが、それは「青年」たちが「コーヒー

ハウス」に集うことの意味を考える中で、筆者自身に

与えられてきた示唆を省察する、重要な材料となって

いる。 
 ここで扱うのは、2014年の 1月と 3月に筆者が行
った発表の原稿である（注 2 と 3）。これら二つには
同じ原稿が用いられている。そこで立てられた問いは

いうなれば、「彼らは何者か」であった。「彼ら」とは

つまり、よそ者としての筆者から見た「コーヒーハウ

ス」の「青年」たちであり、とりわけて障害当事者の

Sさんをイメージしたものである。 
 筆者は当初、「コーヒーハウス」の一環である「喫

茶わいがや」（以下、「わいがや」）7を中心に関わって

いた。Sさんも、「わいがや」に関わる人物の一人だ。
注 2と 3の発表内容は、「わいがや」が「コーヒーハ
ウス」の学習活動として展開している「喫茶実習」（以

下、「実習」）8での出来事が中心として組み立てられ

ている。以下注 2と 3の発表で用いられた事柄を参考
に、当時筆者が「コーヒーハウス」について考えてい

                                                  
6 なお、発表原稿から引用をする場合、当該箇所は『』
で括る。 
7 国立市公民館半地下のスペースを占める喫茶店の
名称。「障害をこえて共に自立する会」と呼ばれる市

民有志の団体によって運営されているほか、「コーヒ

ーハウス」の事業である「喫茶実習」の開講も担う。 
8 「しょうがいしゃ青年教室」事業のコースの一つ。
障害を持つ市民を、喫茶店の営業を担う店員として受

け入れる。参加する障害当事者は「実習生」と呼ばれ、

喫茶店の営業に関わる業務（接客、食品提供など）を

指定時間の範囲内において行う。普段の営業を担って

いる健常者のスタッフが原則として付き、「実習」中

の様子を「実習ノート」に記す習わしがある。 

た事を整理する。 
 「実習」は「わいがや」を運営するスタッフと、「実

習生」としての障害当事者によって成り立っている。

当時筆者は、「実習生」である障害当事者の Sさんと、
毎週土曜日の午前 11時半から午後 15時までの 3時間
半の間「実習」に臨んでいた。ただし Sさんは、予定
の時間よりも早く「わいがや」へ行き、開店準備を始

める習慣がある為、実際は 11 時半よりも前から「実
習」をしていることになる。 
 Sさんには、自身の中で決まっている物事の順序が
あり、それをとりわけて重要視している。例えば彼女

が「実習」中、ご飯を食べる時間は決まって 11 時半
である。その為、彼女は予定の時間よりも早く「わい

がや」へ着くようにし、それまでに開店準備を行おう

とする。 
しかし11時半とは、同時に開店の30分前でもある。
開店の時間に合わせてコーヒーの準備をすることに

拘っていた筆者は、「実習」中の Sさんとの関わりあ
いに折り合いの悪さを感じるようになっていく。結果、

Sさんのペースに（「実習」予定時間よりも早く来て
準備を始めるという点などからうまく彼女本来の自

発性を汲み取ることができず）合わせることなく、「わ

いがや」の営業をすべて一人でこなそうとするように

なる。本稿でこのことを述べるにあたっては、発表原

稿の、『酷い時には、Sさんがなにもしないままに実
習時間が終わってしまって、そのまま帰ってしまった

ことも』あるという箇所や、『Sさんにやる気がない
なら、もう放って置けばいいのかなあとも考えた』と

いう箇所を引いておく。 
 筆者が Sさんに対して抱いていた折り合いの悪さ
は、「実習ノート」9に強く表れた。そしていつしか、

『他の人はどう Sさんと付き合っているんだろう、と
一度ノートをじっくり読んで』みるようになる。そこ

には、『仕事をさぼっているＳさんなんて全然書かれ

て』おらず、『「今日はコーヒーを沢山淹れてもらいま

した」とか「開店準備いつもありがとうございます」

とか、そうゆうことが書いてあった』ことに気が付く。

ノートに描かれた Sさんの姿に触れ、やがて『僕の方
が Sさんに認められていないのかもしれない』と思う
ようになっていく。そして、以下のように結論付ける。

※（）内は筆者加筆。 
 

『（「実習」をやっていると）健常者と障害者の間

にありそうな違いというか、我々が抱きがちな障

害者に対するイメージだとかいうものが、実は必

要ないことに気付かされる。実習を通じてやって

いること、つまり実習で個々が負っている役割と

いうのは、健常者と障がい者を区別していないん

です』…略…『この場合、一緒になってなにかを
やる、というのが何より大切なのであって、そこ

には「介護」だとか、「介助」だとかいう言葉は

出てきません』 
                                                  
9 「実習」中の「実習生」の様子を書き留めるノート。
「実習生」と共に営業に入るスタッフのほか、公民館

職員、「実習生」のヘルパー、保護者が回覧する。 

２ と ３

２ と ３

２ と ３
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 以上には、Ｓさんは一通り「わいがや」の営業に関

わる作業を行えるが、筆者が彼女のペースに合わせて

営業しようとせずにすべて一人でこなそうと思った

結果、折り合いの悪さを感じるようになったというこ

と。また、他のスタッフの「実習ノート」を読んだ結

果、筆者がＳさんに対して感じていた折り合いの悪さ

は筋違いだったことに気づかされたということ。少な

くとも「実習」の過程にあっては、健常者と障害者を

隔てるもの（一般に介助と呼ばれるようなもの）など

ないという当該発表の主張が表れている。 
 筆者は、「コーヒーハウス」の活動に参加するまで

障害者との関わりを特に持っていたわけではなかっ

た。また、福祉的職能を持たず、一般に介助と呼ばれ

るような事柄に関しては素人であった。しかし、Ｓさ

んとの「実習」経験によって、筆者の障害者に対する

考えはドラスティックに塗り替えられていく。いわば、

「彼ら」障害者に対する理解に無関心で、「何者か」

を全く知らなかった筆者は、「コーヒーハウス」での

経験を通してその態度を改めていくことになったの

である。以上のことは、以降の発表内容に強い影響を

与えることになる。 
 
１－２ 「なぜ我々は集うのだろうか」という問い 

 注の 4で挙げた発表で、筆者は「青年」たちが「コ
ーヒーハウス」に集うことの重要さを強調する。そこ

では、障害当事者Ｈさんを中心とした出来事から発表

内容を組み立てた。Ｈさんは、「コーヒーハウス」で

企画されたあるイベントに参加できず、寂しい思いを

していた。企画の継続と開催を望むＨさんは、折に触

れて「次はいつやるんですか？」とスタッフにきいて

回る。また、彼は自分が好ましいと思うスタッフに対

して愛着を示す傾向があり、「今日は何某さんいない

んですか？」とスタッフに尋ねることもしばしばあっ

た。しかし当時は企画を立て、運営を行うスタッフが

不足しており、継続的な開催は難しいとされていた。

以上の点から、Ｈさんには「コーヒーハウス」を訪れ

る際に意識をしている人が必ずおり、その人に会うた

めに企画の開催を求めるのだ、という仮説を筆者は立

てる。そして、会いたい人と会い、そこに集った「青

年」たちの間で好きなことを企画していくという「コ

ーヒーハウス」の一側面を見出していく。 
 以上に表れていることは、それまで障害者と意識的

に関わる機会を持たず、また関心も低かった筆者が、

ＳさんやＨさんと出会うことによって、自らの考え方

をドラスティックに変えていった過程である。それは、

筆者が「コーヒーハウス」のよそ者であった時期から、

一人の「青年」として密に関わるようになるまでの過

程と同期している。前者では「彼は何者か」という問

いからＳさんとの関係性に折り合いの悪さを感じて

いたのに対して、後者では一人の「青年」として、企

画を立てたり、運営を自発的に行っていくことの重要

性を強調している。つまり、「コーヒーハウス」に関

わる一人の「青年」として、「なぜ我々は集うのだろ

うか」という観点から発表内容を組み立てるようにな

っていったのである。「コーヒーハウス」に関わるこ

とを通して起きた筆者にとってのドラスティックな

変化は、自身が活動に対して抱く問いそのものにも影

響を与えた。見知らぬ他者である障害者に対して抱い

ていた問いは、いつしか筆者自身をも巻き込んだ問い

へと変化していったのである。 
 
１－３ オートエスノグラフィー的回想 

 以上は、書き手自身による個人的な経験や憶測を含

む独白である。１においては、一先ず書かれたものと

しての客観性を脇に置くこととした。本稿を書くにあ

たっての問いやフレームワークは、筆者自身による

「青年」としての経験や憶測を無しには構想しえなか

ったからである。１を書くにあたりイメージしたこと

は、ある特定の現場を描く方法論としてあるエスノグ

ラフィー、ことにオートエスノグラフィー10と呼ばれ

るものである。 
 以降では、１で確認した本稿全体の問いに対する回

答を、「コーヒーハウス」が持つ性質の側面から提出

することを試みる。即ち、障害者と健常者との出会い

や、彼らと共に集うことの意味を考えることが、「コ

ーヒーハウス」の持つ性質とどのように結びついてい

くのかを、事例に基づいて考察するものである。 
  
２ 「コーヒーハウス」と「ストリート(の思想）」 
 とはいえ確認しておかなければならないのは、そも

そも「コーヒーハウス」に集う「青年」たちがどのよ

うな契機をもって活動に参加しはじめたのかである。

２では、「コーヒーハウス」を中心として集う「青年」

たちが、どのような文脈で活動に関わり始めたのかを

先行研究に基づいて整理する。その上で「コーヒーハ

ウス」が持つ性質の一側面を確認し、それを包括的に

捉える為の枠組みを提案する。具体的には、島本が

2014年にまとめた「コーヒーハウス」に関する論考11

を中心に、「青年」たちの多様性や活動に関わるよう

になったきっかけを確認し、その上で、多様な「青年」

                                                  
10 民族誌的記述の方法論としてあるオートエスノグ
ラフィーは、文中に一人称で語る「私」を登場させ、

突き詰められた客観性によって構成された現場の真

実そのものを一度解体する。人類学者である井本由紀

は、B.K.マリノウスキ―による手記『厳密な意味での
日記』出版（1967年）が当時の文化人類学者にもた
らした影響を引き合いに出す。「エスノグラフィーに

現れるのは、限られた、つくられた真実であることが

明らかになった」とし、「その後、調査者の個人的経

験は裏話としてではなく、学問の対象としても徐々に

扱われるようになっていった」と整理する。そして、

ある特定の現場を描くエスノグラフィーの前提は、

「文化は調査者のポジショナリティとは無関係に客

観的に捉えられるものではなく、調査者との対話や相

互関係の中で生成されていく」というものにシフトし

ていったと述べる[井本 2013:106]。 
11 島本優子 2014「「青年室」と「喫茶わいがや」
のいま：他者と出会う場所・共にある時間」『国立

市公民館・平成 25年度「自立に課題を抱える若者
の社会参加支援事業」中間報告書』 15-33 
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の集まりとしての「コーヒーハウス」を、毛利嘉孝が

提言する「ストリート（の思想）」に見立てる。以上

の手続きを経て、以降には「ストリート（の思想）」

に設けられた命題に沿い、「青年」たちがなぜ「コー

ヒーハウス」に集うのかを分析する。 
 
２－１ 「コーヒーハウス」に「偶然」かかわるよ

うになった「素人」たち 
 ここでは、「コーヒーハウス」に関わる「青年」

たちの中でも、とりわけて活動に関わり始めるまで

障害者と意識的に関わっておらず、また関心も低か

った人々について触れておきたい。実のところ「コ

ーヒーハウス」に参加している「青年」の内、そう

いった人は少なくはない。島本は、「コーヒーハウ

ス」に参加している「青年」たちの関わり始めたき

っかけに注目し、その多くが「たまたま」でありま

た、「何となく」であることを指摘する[島本
2014:21]。また加えて参考にしておきたいのは、「コ
ーヒーハウス」に関わる多数の「青年」が、福祉的

職能を持たない素人であるという点である。島本は

スタッフへのインタビューを回想しながら、「外の

世界と同じ、どこにでもいるような多様な素人が集

まって、素人の感覚で、障害を持つ人と接し、楽し

んだり、悩んだり」している状況を、「コーヒーハ

ウス」から見出している。 
無論、「コーヒーハウス」に関わる人の中には、

障害者問題に関心があり、また福祉的な職能を持っ

ている人もいる。しかしここで重要なのは、そうし

た素人でさえも活動に関わり、福祉的職能の有無を

こえて活動が展開されている「コーヒーハウス」の

多様性である。この多様性と、それを日々担保せし

めている要素こそ、「コーヒーハウス」の特徴であ

るといえる。以降にはかかる要素や、「コーヒーハ

ウス」にみられるその他の特徴を整理しつつ、毛利

が提言する「ストリート（の思想）」に基づいた分

析枠組みを示す。ここではそれにさしあたり、「青

年」たちが「コーヒーハウス」に関わり始めた入り

口の多様性を先んじて確認した。「ストリート（の

思想）」にあってそこに集う人々が多様であること

は、何よりも重要な事柄だと思われるからである。 
 
２－２ 「ストリート（の思想）」としての「コーヒ

ーハウス」 
本稿では、「コーヒーハウス」に人々が集い、関わ

りあうことで生まれてきた多様性や、そこで問われて

いる「集うことの意味」を包括的に捉えるための枠組

みを、毛利が提言する「ストリート（の思想）」12に求

                                                  
12 毛利嘉孝によれば、日本における伝統的左翼は 80
年代からゼロ年代にかけての 20年のうちに敗北した
という。マルクス主義における「階級」は日本の産業

構造の変化に伴ってその実体を失い、また体制批判と

して機能してきたイデオロギー論争も、ポスト・モダ

ニティにあって絶対的な真理を失い、そのすべてが相

対的なものでしかありえなくなった。そのような中に

あって、ゼロ年代から「左翼的なるもの」、ないし従

める。その為に以降の構成を以下のように組み立てた。

まず３では、「コーヒーハウス」を形作ってきたオー

ガナイザーと彼らの思想にふれることを目的とする。

具体的には、かつて「コーヒーハウス」の中心的人物

であった平林正夫と、兼松忠雄が『コーヒーハウス』
13に寄せた文章から、彼らのオーガナイザーとしての

意図を探る。４では、「コーヒーハウス」に集う青年

たちの多様性と、それを担保している要素を確認する。

具体的には、『コーヒーハウス』に度々組まれてきた

「青年室」の利用意識に関する座談会である。この座

談会は本稿で確認した限り、平林がオーガナイズした

時期の二回（41号、42号）、2000年代の三回（62号、
64号、65号）、2010年代に催された一回(67号)の記
録がある。５では、20世紀末からゼロ年代にかけて
のカウンターカルチャーを多く汲む「ストリート（の

思想）」を、より日常的で、非運動的なところまで掘

り下げていくことを試みる。毛利による「ストリート

（の思想）」を「コーヒーハウス」へそのまま当ては

めてしまっては、３、４で確認するオーガナイザーた

ちの意図や、多様性を担保している要素をうまくとら

えることができないからである。「コーヒーハウス」

で日々展開されている活動は、その歴史の中で複数の

オーガナイザーを擁立し、多様な人々の関わりの中で

生まれてきたものの考え方によって裏打ちされては

いるが、それは必ずしも政治的な意図や左翼的な思想

そのものとは直接関係していないのである。 
 ６では、以上をまとめ、「ストリート（の思想）」と

して敷衍され得る「コーヒーハウス」の特徴について

改めて整理を行う。 
 結論を先取れば、「コーヒーハウス」とは街に出る

という生き方を選択した多様な人々が門戸を叩く一

                                                                                  
来の伝統的左翼からはこぼれてきた新しい思想の萌

芽が認められるという。毛利は、そのような「新しい

左翼」を「ストリート」に引き受けさせる。そこでは、

従来の伝統的左翼が希求してきたようなイデオロギ

ーの正しさではなく、面白さや楽しさが求められる。

毛利が定める「ストリート（の思想）」には四つの定

義がある。第一に、「ストリート（の思想）」は多様な

人間がホームである点（ex.家、学校、大学、会社）
に留まらず、移動を繰り返すことによって結び付けら

れる線の思想であるということ、第二に、「ストリー

ト（の思想）」は啓蒙的な、トップダウン式の思想で

はなく、移動によって結び付けられた多様な人々の実

践によって形成されるボトムアップ式の思想である

ということ。また、「ストリート（の思想）」は多様な

人々によってボトムアップされるが故に様々なオー

ガナイザーによる複数の思想を擁立しているという

こと。そして最後に「ストリート（の思想）」とはそ

の発信媒体を多様に内包する。音楽や映像、漫画など

のサブカルチャーを排除しない思想である[毛利
2009]。 
13 「コーヒーハウス」における機関紙で、現在 69号
まで発刊されている。年度ごとにおける活動内容の紹

介や報告、参加する「青年」たちのエッセイや座談会

などが掲載されている。 
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つの「ストリート」である。そこは、障害者、健常者、

福祉的職能を持つ人、持たない人、研究者、大学生、

教員など、多様な人々が日々集う現場である。と同時

に、日々多様な人々が問題に向き合い、様々な意見を

動員しながら折衝することによるボトムアップ式の

思想が生まれている現場でもある。また、「コーヒー

ハウス」は設立当初から複数のオーガナイザーを抱え、

彼らの実践にかき回されてきた。彼らの思想をなしに、

「コーヒーハウス」を論じることは難しい。これらの

諸要素を、「ストリート（の思想）」なるものとしてど

う捉えうるのか。次には「コーヒーハウス」のオーガ

ナイザーが折に触れて「青年」たちに伝えてきた言葉

の数々から、彼らの意図を分析する。 
 
３ オーガナイザーによる「コーヒーハウス」 
「コーヒーハウス」を巡って度々言及されているよ

うに、その立案者は平林正夫という人物である。社会

教育研究者の津田英二によれば、平林による「コーヒ

ーハウス」のオーガナイズははじめから「障害者」へ

の施策が考えられてなされたわけではなく、1970年
代当時の青年学級室に対する逼迫した思いからだと

いう[津田 1996:210-211]。※以下引用。（）内は筆者
による。 
 
  （1970年代当時、高校や大学への進学率が高ま
り、後期中等教育の補完としての役割を持ってい

た青年学級室が衰退していく中で）その再建には

何らかの強力な理念を必要としていた。そういっ

た状況の中で平林氏を捉えていたのが、「たまり

場」という考え方であった。彼はこの「たまり場」

という言葉に「意識的―無意識的行動がからまり

あいながら、気づき、学び、交流の連鎖の中でそ

れぞれが自分の存在を確認していく」場という意

味を与えた。教育の為にあるのではなく、参加者

全員の意図や意識がぶつかりながら形成される

場を想像すること、これが彼の構想だったのであ

る。／「コーヒーハウス」は、無目的な集まりの

中から次第に青年自身の意欲が生じ、それを糧に

して地域での活動に入っていくという発展をみ

ていくわけだが、その過程において偶然、障害を

持った青年たちの参加を得たことが、大きな転機

となっていく 
 
 本稿の見解では、平林によるこの「たまり場」構想

こそ、「コーヒーハウス」の性質と「ストリート（の

思想）」を繋ぎ止める重要な要素である。平林が「コ

ーヒーハウス」に集う「青年」たちに期待したものは、

活動そのものの自発的運営であった。「たまり場」で

は、そこに集う人々の自発性や折衝が、ある種予定調

和の内に埋め込まれているのである。しかし一方で平

林は、この自発性そのものが自身の管理下に置かれた

ものであるということを自覚していた。この事実が、

平林のオーガナイザーとしての戦略を揺るがしてい

くのである。 
 
 

３－１ 平林正夫「昏迷の空白期」、「コーヒーハウ

ス 5年史―試論」 
 それはどういうことだろうか。平林のオーガナイザ

ーとしての葛藤は、「昏迷の空白期」[平林 1977:35-36]
という文章に強く表れている。※以下引用。下線は筆

者による。 
 
  仕事がら私は仕事をもたずぶらぶらしている青

年たちに出逢うことが多い。そういう青年たちに

対して、「そろそろ仕事でもしたらどうだ」「そん

なくだらんことをやっても意味がない」とかいう。

…略…だがしかし、反面、そのように声をかける

ことは「私の立場」上しかたがないのではないか

とも思う。そういう時、私はふと青年教室の担当

者っていったい何だろうと考える。自分も一人の

青年としての感性を大切にする必要があるし、ま

た職員として、あるいは管理者としての役割も持

たねばならない。この両者が必ずしも両立しない

からたちが悪い。青年の自主的な活動といいなが 
ら、自分もその手伝（ママ）をしながら、結果的

には青年たちを管理しているのではないかと思

うとぞっとする 
 
 「青年」たちの管理を巡る平林のジレンマは、「た

まり場」構想の核である無目的さと相まって、一度限

界を迎えることになる。同氏による「コーヒーハウス

5年史―試論」[平林 1980:66-68]には、当時のことが
以下のように記されている。※以下引用。（）内、下

線は筆者による。 
 
  （「コーヒーハウス」の無目的さに限界が出てき

たことについて）集団としての形成が充分できな

いまま、個々が集まる場として設定しても、話し

合う必然性が大へん希薄になる。毎回、毎回の話

し合いが低調になっていく。新しい人が来てもな

かなか定着せず、結局、古いメンバーが残るとい

ったパターンに陥ってしまう。そうすると古いメ

ンバーもやる気がなくなってしまう。…略…／コ

ーヒーハウスの活動は定例日以外にも集まって、

なぜ青年室が必要なのか、他の地域では青年館や

社会教育施設がどうなっているのかを研究しあ

った。…略…／このような改築の議論の中で後述

する障害を持つ青年も一緒に使用していくとい

うことがかなり有利に作用したように思う 
 
 以上のような経緯を経て、「コーヒーハウス」は新

たな展開を迎える。障害を持つ市民の参加である。平

林は手をつなぐ親の会によって要請されていた障害

者青年学級の開設を、「コーヒーハウス」の中に組み

込む。障害を持つ青年と接する際には、「親と子ども、

先生と生徒というような縦の関係ではなく、友人とし

て横のつながりの中でお互いの信頼関係を深めてい

くことを主眼」とした[平林 1980:70]。「コーヒーハウ
ス」が障害を持つ市民を受け入れていった過程を、同

氏は「これまでのなまぬるいワイワイガヤガヤ集団か

らはっきり目的を持った集団に変貌」した契機と捉え
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る[平林 1980:73]。 
 管理を巡る平林のジレンマは、かくして障害を持つ

市民が「コーヒーハウス」に参加するという経緯、即

ち「障害者青年学級」の設立と共に一度解消されたと

いえる。それは、無目的さを追求するあまりに却って

相対化されていった「たまり場」の目的が、一つの形

を成した瞬間でもあった。それは同氏による次の言葉

に収れんされる。「私たちは障害者だけを対象とする

のではなく、障害者と健常者が地域でどうすれば共に

生活していけるのかを中心テーマとして掲げること

にした」[平林 1980:68-69]。 
 
３－２ 兼松忠雄「座敷牢と現代社会」、「メニュー

はぶらさがっているけれど」 
 平林の後任についたのが、兼松忠雄という人物であ

る。同氏が『コーヒーハウス』に寄せた「座敷牢と現

代社会」は、「コーヒーハウス」に提起された障害者

にまつわる示唆を考察するにあたって重要である。同

氏は「日常的に障害者と出会ったり、付き合う機にめ

ぐまれない人は、より一層「障害者」を特別視したり、

「彼岸化」したりしてしまう傾向にある」と指摘し、

障害者が当たり前の地域で暮らすことの困難さを、次

のように表現する[兼松 1978:28]。※以下引用。 
 
  「座敷牢に入れられて飼い殺されていた頃に較べ、

なんと障害者は自由になったのだろう」という人

がいる。しかし実際はといえば、座敷牢を出たか

らといって、座敷が家や施設、地域に変っただけ

であり、根本的には何も変わってはいない。／…

略…労働力として使えない「障害者」にいたって

は、丁重に自然環境のよい、人里離れた山奥へと

送りこまれる現実が横たわっている。／健全者の

ためにできた「社会の歯車」は、それほどたやす

く、「障害者」の歯車を受け入れはしない。気の

遠くなるような作業だけれど、「障害者」があた

りまえに町なかを往き来できる構造をつくって

いくしかないだろう。「座敷牢」の壁は予想以上

に硬いのだから 
 
 この「座敷牢」という表現と、そこから脱し、障害

者が当たり前に街を行き来するという構造の縮図を、

「コーヒーハウス」へ位置付けることは、３－１で確

認した平林による「たまり場」構想の再構築からみて

そう不自然ではないだろう。つまり、障害者が地域を

当たり前に行き来する為の「座敷牢」の解体は、平林

がオーガナイズした「コーヒーハウス」の延長線上に

生まれた一つの目標である。そして兼松は、平林の「た

まり場」構想を意識してかせずか、「メニューはぶら

さがっているけれど」という文章において読み手にこ

う呼びかける[兼松 1987:34]。※以下引用。下線は筆
者による。 
 
  少し休んで考える場所と、いろんな考え方や立場、

学生や社会人（それは、会社員だったり、教員だ

ったり、施設職員だったりするが）がいて、話相

手や相談にも乗ってくれるなんて、そうざらにあ

るもんじゃない。／…略…要は、行政の施設だか

ら、行政のいうことを、ただただ聞いているので

はなく、自分たちにとって使いやすいようにする

にはどうしたらよいかを、真剣に考えればよいの

だ。／…略…公民館って、使っていると自分のこ

とが見えてきたり、そばの人のことが気になりだ

したり、町のこと少し考えるようになるって、と

にかく、一度来てみるにこしたことはない 
 
 兼松が構想した「コーヒーハウス」と、平林の構想

した「コーヒーハウス」の類似は、多様な人々が集い、

意見を折衝させていくという自発性を、予定調和的に

「たまり場」へと組み込んでいる点に表れている。平

林から兼松へと渡された「障害者青年学級」としての

「コーヒーハウス」構想のバトンは、「座敷牢の解体」

というキーワードによって敷衍された。以上に確認し

た平林、兼松の文章は、「ストリート（の思想）」に複

数のオーガナイザーが存在するのと同じく、彼らの少

なからぬ意図によって「コーヒーハウス」がつくられ

てきたことを示している。 
 ３ではこのように、「コーヒーハウス」のオーガナ

イザーによって発せられた意図や、異なるオーガナイ

ザー同士の連続性を、彼らが著した文章から抽出する

ことを試みた。以上から確認されたように、当初無目

的さの保存と「青年」たちの自発性による運営が期待

された「コーヒーハウス」は、オーガナイザーの抱え

るジレンマや意図によって多分に改鋳されてきた経

緯を持っている。管理を巡るジレンマを抱えた平林は、

「青年」たちの「たまり場」の中にできる限り多様性

や意見の折衝、自発的な運営を予定調和的に組み込む

ための策を練り、「障害者青年学級」の開設にその着

想を得る。やがてオーガナイズのバトンは兼松の手へ

と渡り、彼は「コーヒーハウス」を通じて障害者が当

たり前のように地域へ出ていける社会を構想する。い

ずれも、多様な人々をの集いとして「コーヒーハウス」

を見出し、その中に「青年」の多様性や自発的な運営、

意見の折衝を織り込み済みのものとして組み込もう

とした点に、共通項が見いだせるだろう。「ストリー

ト（の思想）」がそうであるように、「コーヒーハウス」

もまた、複数のオーガナイザーによる意図を少なから

ず内包しているのである。 
 それでは、複数のオーガナイザーによって内包され

た意図は、そこに集う人々とどのように結びついてい

くのだろうか。 
 
４ 座談会からみる「コーヒーハウス」 
 ここでは、３で確認した「コーヒーハウス」に内包

されたオーガナイザーの意図が、そこに集う「青年」

たちとどのような文脈によって結びついていくのか

を考察する。具体的な材料となるのは、『コーヒーハ

ウス』に度々組まれてきた「青年室」の利用意識に関

する座談会である。この座談会は本稿で確認した限り、

平林がオーガナイズした時期の二回（41号、42号）、
2000年代の三回（62号、64号、65号）、2010年代
に催された一回(67号)の記録がある。ここから、オー
ガナイザーによって内包された「コーヒーハウス」の

後任
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多様性や「青年」たちによる自発的な運営、意見の折

衝などがある程度みてとれる。しかしながら一方で、

「青年」たちによって提出される意見は時として多様

性に関して無意識的であったり、排他的であったりす

る。４ではこのように必ずしもオーガナイザーによる

意図とは一致しない、またそのような意味では真に

「たまり場」であるところの「コーヒーハウス」の青

年たちが、どのような文脈で多様性を捉え、また自発

性や意見の折衝を行っているのかをみる。紙面の都合

上、その全てをここに展開することはできない為、平

林がオーガナイズした時期の一回（41号）と、2000
年代の一回（64号）、2010年代から一回（67号）の
座談会を引用する。 
 
４－１ 平林がオーガナイズした時期の座談会『コ

ーヒーハウス 41号』から（1984年） 
 1984年発刊の『コーヒーハウス 41号』には、「た
まり場」に対する「青年」たちの意識を確認するため

の座談会の記録が掲載されている。当時の中心的人物

であった平林から度々確認されたのは、障害者と共に

活動しているという状況について、「青年」たちがど

のような印象を抱いているかであった。※以下[コー
ヒーハウス 1984:11-12]より引用14。 
 
平林：この部屋と「わいがや」の喫茶店の関係なんて

どう見えるかな。 
Ａ ：同類にみえちゃうね。感覚的に。 
平林：いやそうじゃなくて、ここのメンバーが喫茶店

を運営しているとか、障害をもったメンバーと

一緒に活動しているという方向性があるわけ

だけど、そういうものに対してどうだろう。 
Ａ ：それは、人にはギターを弾いているのが楽しい

という人もいるだろうし、障害をもったメンバ

ーと一緒に活動するのが楽しいと思っている

人もいるだろうし、その一環として喫茶店をや

っているようにしか見えないけれど……。 
  …略… 
平林：障害をもったメンバーなんか意識するかな。 
Ｂ ：いいえ。してるつもりはありません。正直言っ

て、最初はどういう考え方をしているかわから

ないし、今までそういう人に接していなくて抵

抗があったわけです。実際に話していくうちに

そういう人達も意識しなくなった。障害をもっ

た人たちも僕に対し意識しないで語ってくれ

たかもしれませんが。 
 
 当該座談会からは、「コーヒーハウス」に集う「青

年」たちが、障害者と共に活動をしている状況を、特

別に意識していないという点を抜き出した。それは間

違っても、障害者を排除するような状況ではない。し

                                                  
14 以降『コーヒーハウス』の座談会から引用する場合
に限り、以下のような凡例をもうける。①出典は[コ
ーヒーハウス 発刊年 ページ数]とする。②オーガ
ナイザー以外の発言者はアルファベット表記とする。

③引用部分は本文より一行空けとする。 

かし平林の意図とは裏腹に、「青年」たちは障害者も

一緒になっているという「コーヒーハウス」の状況に

対して、必ずしも意識的ではなかったことがうかがえ

る。 
 
４－２ 2000年代の座談会『コーヒーハウス 64

号』から（2009年） 
 2000年代に入り、座談会の面々も一新される。「わ
いがや新米三人娘 先輩達が聞いたら何言われるだ

ろう座談会」では、障害者と関わることについての戸

惑いと、「コーヒーハウス」で感じたギャップについ

て、「青年」たちの率直な驚きを目にすることができ

る。※以下[コーヒーハウス 2009:49]より引用。 
 
Ｃ：なんか一番すごいなと思ったのは最近なんですけ

ど、喫茶実習の人が来るじゃないですか。そのと

きにこの前すごい大雨のときがあって。で、実習

中止にしたほうがいいんじゃないかと思って、そ

のときは結局雨がやんだから、そのまま実習あっ

たんだけど、それ終わったあとに職員とか他の先

輩のスタッフさんに、もしそういう事故とかあっ

たりしたら責任が問われるから、そういうのって

どうなんですかねって聞いたときに、ここは実習

生の人たちも私たちとおんなじ大人として扱って

るから、だからそこも自分の責任で来ること選ぶ

のも自分の責任だし、なんかあったときも自分の

責任だしっていうのを聞いたときに、なんかすご

いびっくりして…略…今まで福祉関係の仕事とか

してきて、しょうがいとかハンディキャップを持

っている人を、どこかこう庇護しなきゃいけない

っていうか、そういう意識がどうしてもあったん

ですね。 
 
 ここから確認できるのは、「青年」たちが周囲の職

員や先輩スタッフの助言から、「わいがや」特有の多

様性のあり方について認識し、それを受け入れていく

過程である。Ｎさんは障害をもつ実習生を自分たちと

同じ大人として認識し、接していくという「わいがや」

のあり方に驚きを感じながらも、「すごいなと思」う

こととして受け入れていく。 
 
４－３ 2010年代の座談会『コーヒーハウス 67

号』から（2012年） 
 最後に、2010年代の座談会を確認する。ここでは、
「青年」のDさんとEさんの間で、「コーヒーハウス」
の排他性について言及されている。※[コーヒーハウ
ス 2012:26]より引用。 
 
Ｄ：（職場の人を活動に誘うことはしないのかとい

う質問に対し）イベントの時とかは誘ったりは

するんですけど、あまり僕自身がそういうの好

きじゃなくて。…略…相手の方から興味があっ

てって言われたら、「じゃあ行ってみる？」と

か言うけど、自分から進めた（ママ）ことはな

いですね。興味があって、自分からやっぱり来

もらった方がいいのかな。 
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  …略… 
Ｅ：排他的なんじゃないかと思って。自分たちが。

本当に誰の何もつながりのない人が来て、本当

にすごい楽しいって、１回目で思ってもらえな

いと定着しないじゃないですか。だからどうや

ってそれを思ってもらえるように。でも毎回そ

んな楽しいことばっかり、そんなすごいそのレ

ベルを保てないじゃないですか。さすがに。だ

から難しいなと思って。どうしたらいいのかな

っていう感じ。 
 
 しかしこれは、誰か特定の人物を「コーヒーハウ

ス」から追い出した、という意味や経験による排他

性では決してない。そうではなく、ここで言及され

ている「排他性」とは、「コーヒーハウス」内で共

有されている楽しさを、新しく来た人に対してうま

く伝えることができず、「どうしたらいいのかなっ

ていう感じ」とＥさんを悩ませた末の言葉である。

実のところ、「コーヒーハウス」の「青年」たちは

意識、無意識の次元に関係なく、ある特有の多様性

を共有している。それは、４－１で確認した要素で

は「（障害者と話をしていくうちにそれまで感じて

いた抵抗を）意識しなくなった」というＢさんの発

言、また４－２で確認した、障害者を、健常者と同

じ大人という次元で扱うという「わいがや」の方針

を、驚きながらも「すごいなと思」うこととして受

け入れていくＣさんの発言、最後に、仲間内で共有

されている楽しさをうまく新しく来た人に伝えら

れないもどかしさを、「排他的」と表現したＥさん

の発言によって確認される。つまり、いずれも「コ

ーヒーハウス」に参加する自分自身を問い直した時

に実感することが可能となるような多様性である

ということである。Ｂさんは、平林に「障害をもっ

たメンバーなんか意識するかな」ときかれ、今まで

障害者に対して感じていた抵抗を自覚しながら「実

際に話していくうちにそういう人達も意識しなく

なった」と、障害者を意識しなくなった自分を認識

し、相対化していく。Ｃさんは、今までにない「わ

いがや」ならではの障害者の捉え方を職員や先輩ス

タッフから示され、率直に驚き、「すごいなと思」

うことを通して、「今まで今まで福祉関係の仕事と

かしてきて、しょうがいとかハンディキャップを持

っている人を、どこかこう庇護しなきゃいけないっ

ていうか、そういう意識がどうしてもあった」自己

を相対化していく。Ｅさんは、「コーヒーハウス」

で感じている楽しさをうまく伝わえることができ

ないというもどかしさを通じて、新しく来た人たち

をそこで共有されているものの外に相対化してい

く。 
 「コーヒーハウス」でしか共有されないものと、

その性質が持つ排他性を「ストリート（の思想）」

に敷衍するとき、毛利の述べる次の言葉が参考にな

る[毛利 2009:242]。 
 
  しかし、ストリートはただちにあらゆる人に開

かれているわけではない。重要なのは、実際に

時間と場所を共有することである。共有すると

いっても、すぐに合意が形成されるわけではな

い。そこには、さまざまな矛盾や齟齬、論争や

不合意が存在するだろう 
 
 「コーヒーハウス」で「青年」たちが共有した時

間や場所は、その過程で閉じたローカリティを生む。

しかし一方で、その閉じたローカリティに自覚的に

なる時、そこに多様性を内包した一つの「ストリー

ト」が現れてくるのである。 
 
５ 「ストリート（の思想）」の日常性を掘り下げ     
   る 
 「コーヒーハウス」の多様性を担保しているもの

は、「青年」たちによって共有されている時間や場

所そのものに他ならない。以上に確認した「コーヒ

ーハウス」の「ストリート（の思想）」的要素を、

５ではさらに掘り下げて確認をする。つまるところ

「ストリート（の思想）」は、本来その性質にカル

チュラル・スタディーズのディシプリンを持ち、政

治的思想を分析する為の枠組みとして提出された

概念である為、「コーヒーハウス」で共有されてき

たような文脈とはいささかの齟齬を持っているの

である。つまり、「コーヒーハウス」での活動や、

オーガナイザーによる意図、共有されている多様性

やそれを担保している「青年」個々人の閉じたロー

カリティは、ある特定の政治的真理とされているも

のや、社会を取り巻く状況を相手取っての反発の文

脈を必ずしも持っているわけではない。ここに際し

て必要なのは、「コーヒーハウス」における「スト

リート（の思想）」的性質を、より日常的な文脈ま

で掘り下げていくことであろう。 
 
５－１ 多様性と混交性、そしてローカリティへ 

 まずは多様性が織りなすローカリティという部分

を、日常的な文脈から捉えなおす。哲学者である鷲田

清一によれば、都市におけるローカリティとは普遍性

を媒介としてそこに「異種混淆」が起こった際に生じ

るものだという[鷲田 2009=2010:234]。 
 
  真のローカリティは普遍性を媒介としてはじめ

て生まれると、わたしはおもっている。／住人が

それぞれに引きずっている故郷の文化に、結婚と

いうハイブリッドな出来事をきっかけとして「異

種混淆」が起こり、その過程で参照軸としてのそ

れまでの京風というのも採り入れてゆくうち、な

んとなく「京風」、「京式」というのが更新されて

ゆく……。そこにしか「京都」は存在しないとお

もう。／…略…その普遍の色合いが地区によって、

階層によって、趣味によって異なるのである。複

数の普遍があるという逆説、それが都市をかたち

づくっている 
 
 普遍性とは、どこにでもあるということ、異種混淆

とは、異なるものが混ざり合うということである。「ど

こにでもある」という日常性の中に、ある多様性によ
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る「異種混淆」が起きた時、そこにローカリティは発

生するのである。 
 
５－２ 障害者と引き合わせる、関係性を取り結ぶ

ことを可能にする場として 
 次に、政治的意図に基づく運動や思想の共有などを

持たない、日常的な空間としてのストリートがどのよ

うな文脈によって捉えられるのかを確認する。文化人

類学者である猪瀬浩平は、P.M.シュールによる「驚異」
を引き合いに出し、「目を見張るような」出来事と出

会いうる「無秩序」な場所として「ストリート」を設

定する[猪瀬 2010]。 
 「コーヒーハウス」は、その無目的さの中に多様な

人々同士による意見の折衝、自発的な運営が予定調和

的に組み込まれてきた。ある種秩序なき運営が、ジレ

ンマを抱えつつも「コーヒーハウス」における現在ま

での多様性が担保されてきたことを、３及び４におい

て確認してきた。そして４で挙げたＣさんの発言は、

まさしく自身が思い感じていた従来の価値観とは違

う、目を見張るようなギャップとの出会いを物語って

いる。 
 このように、日常的な空間においても「ストリート

（の思想）」は出現しうる。そこは歴史の中で複数の

オーガナイザーを擁立してきた過程を持ち、人々が

日々新しい出会いによって混ざり合っていく多様性

が担保されており、障害者と共に地域で暮らすにはど

うしたらいいかという長年の実践からなる思想を持

っている。いうなれば人生の中で街に出るという生き

方を選択し、「偶然」、「たまたま」、「コーヒーハウス」

へと足を踏み入れた青年たちは、そこで同じ場所や時

間を共有していくうちに「ストリート（の思想）」的

ローカリティを自ずと構築していったのである。 
 
６ 街に出るという生き方 
 本稿では、「コーヒーハウス」に集う「青年」たち

の多様性と、その活動の中で生成されるローカリティ

を確認し、以上の性質を「ストリート（の思想）」と

して敷衍することを試みた。２では筆者のオートエス

ノグラフィックな回想から、「青年」たちはなぜ「コ

ーヒーハウス」に集うのか、また、集うことによって

生成される「コーヒーハウス」的性質とは何か、とい

う問いを立てた。「青年」たちが「コーヒーハウス」

に集う理由を、一先ずその入り口としての「偶然性」

に求め[cf.島本 2014]、オーガナイザーによる歴史的な
意図の変遷からその契機を必然的なものとして位置

づけなおした。そして「コーヒーハウス」に集った「青

年」たちによって為されようとしていることを、『コ

ーヒーハウス』に掲載された座談会の発言から確認し

てきた。それは即ち、同じ場と時間を共有していくこ

とによって図らずも「コーヒーハウス」に多様性やロ

ーカリティが自覚され、また生まれていくような現象

である。以上のような要素を、毛利が提起した「スト

リート（の思想）」に求めた。加えて、政治的文脈を

前提としている「ストリート（の思想）」を、より日

常的な次元によって捉えなおした。これにより「コー

ヒーハウス」本来の文脈による「ストリート（の思想）」

を構想した。 
 ここで明らかにしたかった事柄は、ややもすれば集

うことそのものが自明のこととされがちな「コーヒー

ハウス」の性質が、どのような約束事から成り立って

いるのかであった。そしてそれは繰り返し確認してき

たように、「偶然性」を入り口としつつも、内部で共

有されている多様性やローカリティが「青年」たち自

身によって図らずも自覚されていく、「コーヒーハウ

ス」の「ストリート（の思想）」的性質であった。 
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３ 不登校「当事者」に関する一考察 

 
栁倫之（青年室・喫茶わいがやスタッフ／尚美学園大学４年生） 

 
＜構成＞ 
１ はじめに 
２ 不登校を経験した「私」 
３ 「私」と研究としての「当事者」 
４ 当事者としての「私」と「不登校」 
５ おわりに 
 
１ はじめに 
まず、この課題論文を提出するに至る経緯を記して

おく。 
私は 20 歳前後のころに心の病で大学を休学した。

将来のことなどについてあまり考えられなくなった

時期があったが、その後、病院や地元の公民館での活

動、復学した大学での経験などから、徐々に自分の進

路について考えられるようになった。 
そして、詳細については後述するが、自分自身の経

験を研究として捉えることが、当事者研究の一端とな

ると感じたのと同時に、より自分自身のことを深く知

ることができるのではないかと考え、大学院での勉学

を希望するに至っている。 
そこで、本報告書における課題論文として、研究に

向けた課題整理を書くことに決めた。以上の趣旨にも

とづいて、本論文を構成している。 
 
２ 不登校を経験した「私」 
本論を進めるにあたり、私自身の経験が深くかかわ

っているため、それについてまずは述べさせていただ

く。それは、私が当事者に対する研究について興味を

持ち始めたからである。研究そのものについては、後

述する。 
私は、20 歳前後のころに、心の病で大学を浪人そ

して休学した。当時の自分は、まさか自分が精神的な

病気にかかるとは思いもせず驚いたと記憶している。

一方、休学することで身体的な症状が出ない環境に居

られる安心を感じていた。自身のキャリアについては、

休学直後はほとんど考えられる状況ではなかった。 
その後、心療内科のデイケア施設に通い、同世代の

人たちと出会った。不登校を経験しているのは自分だ

けではないと思うと同時に、デイケアに通う理由は人

それぞれであることを肌で体験した。そこでは、様々

なプログラムを通して少しずつではあったが、他人と

関わるようになっていった。 
2012年（21歳）から、偶然読んだ「くにたち公民

館だより」がきっかけで、国立市公民館のしょうがい

者青年教室に関わり始めた。もともと障害者、社会教

育や福祉と呼ばれる分野に興味があったわけではな

かった。しかし活動を重ねていく中で、今までは関わ

りを持たなかった障害者が身近にいる生活を知って

いった。 

その後、社会教育研究全国集会1などの場で、青年

教室を代表して事例報告や自分自身について発表を

重ねた。はじめは、今まで事例発表したことのない人

に頼もうという事で話を受けた。何度かの発表の機会

を通し、自分が関わる青年教室というものを客観的に

見ることの難しさを感じ、青年教室と関わることで自

分のどこが変わったのかそしてなぜ関わり続けてい

るのかを考えることになった。2014 年 2 月に行われ
た全国喫茶コーナー交流会2では、障害者と健常者が

共に働く喫茶わいがや3の代表として話をした。 
この時の発表原稿の中に「……大人は、今までは親

と学校の先生しかいなかった。そういった関係ではな

い人と話したり遊んだりすることで様々な考え方を

知ることができたと思う。『休学してんの？ 大学な

んてやめちゃえ！』なんて言われたこともある。（中

略）新しい考え方に触れることで、より広い心の持ち

ようができるようになったのでは。……」とある。つ

まり喫茶わいがやや青年教室を、今までの関係性では

築けなかった人たちと関わりを持つことのできる場

所である、と捉えていることがわかる。そして、自分

の変化については「……自分の考え方はあまり変わっ

てはいないのだが、様々な事を経験し、わいがやの営

業のように余裕を持った振る舞いができているのか

もしれないし、普段とは違う新しいことにチャレンジ

しようという欲がわいてきたのかもしれない。……」

としている。このように、自分自身の不登校経験と公

民館での活動を地続きでとらえて語っている。このよ

うな発表を重ねていく中で、自分の不登校経験を語る

ことに対して距離をとって考えてみたくなっていっ

た。自分の発言が不登校というフィルターを通して、

私の発表を聞いた人にどのような印象を与えるのか、

ということが気になったのである。かつ、自分の不登

校経験が自分の考えや振る舞いに影響を与えている

のではと感じた。不登校を経験していたということが、

周りの対応を変え、それに合わせるように自分のふる

まい方も変化していたのではないかと考えるように

なったのである。そして、不登校とは一体どんなもの

であったのかに興味を持つようになっていく。不登校

に関する文献があり、不登校が研究の対象であること

                                                  
1 社会教育研究全国集会とは、社会教育推進全国協議
会が主催団体として年に一回開く集会。課題別学習会

や分科会などが開かれる。 
2 全国喫茶コーナー交流会とは、障害がある人たちが
ともに働く喫茶店を運営する、全国の団体や関係者の

学習・交流を目的とした集会。 
3 喫茶わいがやとは、国立市公民館内にある、他に本
業を持つ健常者と障害者が共に働く喫茶店。1981年
オープン。 
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も知った。その中で貴戸理恵の研究と出会った。 
貴戸は、小学校時代をほとんど家で過ごす不登校を

経験している。その時の様子が『不登校、選んだわけ

じゃないんだぜ！4』に描かれている。「いじめとか体

罰とか、そういう直接のきっかけはなかった。ただ『行

きたくない！』という気持ちだけが半端じゃなく強く

あった5」というように、小学校一年生のころから、

学校には通っていなかったようである。中学からは、

さぼりながらも学校へ通うようになった。大学時代に

出会った研究者の影響を受け社会学に興味を持った

貴戸は、その後大学院へ進学するなどして子どもや若

者と学校の問題について考えている。 
このような背景を持つ人が行った不登校の研究を

読み、自分も不登校について研究してみたいと思うよ

うになった。 
 
３ 「私」と研究としての「当事者」 
２で記したように、貴戸の研究に興味を持ったとい

う動機が大きいため、以下、貴戸の研究を中心に論を

進めていく。 
貴戸は、「不登校の理由を聞かれたとたんに、こち

らは、『うちの親がこういう人たちでね、わたし昔か

らこういうふうに育てられてさー』と、『心理』の言

葉で語るか、『学校って同じ年齢の人が同じ教室に集

められて同じことするでしょ。そういう学校のシステ

ムってやっぱりおかしいと想うんだよ』と、『社会』

の言葉で語るか、『その時の担任がすごく感情的に叱

る人で』『クラスにいじめがあったの』と、『教育』の

言葉で語るか、そのどれかしかなくなってしまうのだ
6」としたうえで、それらの物語で語ってしまった瞬

間に「自分の経験がものすごくウソくさく陳腐なもの

に思えてきて（中略）どんな言葉で説明しても、『わ

たしの不登校はそんなんじゃない』と思う7」と書い

ている。このことについて、貴戸の『不登校は終わら

ない』8により深く述べられている。 
『不登校は終わらない』では、「『＜当事者＞の立場

に立って』議論を蓄積してきた不登校に『肯定』的な

立場に特に着目し、その意義を評価するとともに、『選

択』の物語が持った語りの制御という側面に目を向け、

批判的に乗り越えてゆきたい9」とする立場をとった

うえで、「物語が生成される場における強制と抵抗の

政治に焦点を当てる10」としている。さらに、不登校

の物語として、不登校であると進路に影響するとした

り、不登校は自由のはき違えであるとしたりという理

由から学校に行くべきという論、または進路が狭まる

                                                  
4 貴戸理恵・常野雄次郎『不登校、選んだわけじゃな
いんだぜ！』イーストプレス，2012。 
5 前掲書 4 頁 15。 
6 前掲書 4 頁 14。 
7 前掲書 4 頁 15。 
8 貴戸理恵『不登校は終わらない』新曜社，2004。 
9 前掲書 8 頁 18。 
10 前掲書 8 頁 33。 

などの社会的不平等という不登校のマイナス面を認

めずに語られる学校に行かなくてもよいという論と

いった、既存の物語がすでに用意されていると指摘す

る。しかし、「そこでは、不登校を『肯定』するため

には『不登校によるマイナス』を認めてはならず、『不

登校によるマイナス』を認めるならば『治療』や『登

校促進』といった不登校の『否定』に至らざるをえな

い、という極めて不自由な二者択一的状況が生まれて

いる11」と主張している。 
つまり、不登校の理由をたずねられてしまうと、こ

れらの既存の物語に当てはめられてしまうもしくは

語り手自らが当てはめて語ってしまう可能性がある

ということである。そうなると貴戸は自分の言葉では

なく「ウソくさく」思ってしまうのだろう。『不登校

は終わらない』の中でも、自身の不登校経験の語り手

のうち「なぜ学校に行かなかったのか」という質問に

対して「分からない」「覚えていない」と回答した人

が半数近くいた。その上、本人の語る理由と周りが思

っている理由が違う事があった。たとえば「母親によ

れば友人関係のトラブルだが、自分は覚えていない12」

といったようなものだ。私自身、不登校経験者として

人前で自分の経験を 2014年にスピーチしたことがあ
り、その時の記憶ではあるが、不登校の具体的な理由

については触れていなかった。 
理由を語らないことについて、貴戸は、自己の不登

校というユニークな体験を用意されたストーリーの

定型の中へと押し込まれないようにするために、理由

を語らず不登校を理解してもらうことを拒絶するの

だとしている13。 
「不登校の理由を要求するのは常に＜当事者＞で

はなく周囲の大人たち14」であるからである。不登校

という問題に対してその理由を語らせることで、すで

にある物語の類型に当てはめて理解しようとする。他

人を理解しようとするのであれば、この人はこうだか

らああなのであるという、自分の知る物差しに当ては

めなければわからないのは当然である。しかし語られ

たものが物差しに当てはめられた段階で当事者の言

葉ではなくなり、今まであった物語の言葉になる。そ

れを回避するために「分からない」と言ってその場を

やり過ごすのである。学校に行かないということに対

して、その理由を求められ用意しなければならない場

合、例えばとある子供は「『つまらないから』と繰り

返しながら『いじめ』の体験を決して語らず、頑なに

学校を拒む15」と、既存の物語で認められそうな理由

を述べつつも、本当のところは伝えずに隠したままに

するのだ。 
ここで、語る側が既存の物語に沿って語ろうとして

いることがわかる。すでにある物語に則っていれば不

                                                  
11 前掲書 8 頁 99。 
12 前掲書 8 頁 248。 
13 前掲書 8 頁 251。 
14 前掲書 8 頁 253。 
15 前掲書 8 頁 253。 
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登校の理由として認められる、または則っていなけれ

ば認められないのではないかという思いから、当事者

自身のもつ理由ではなく、不登校の理由として求めら

れる理由を述べているのである。既存の物語によって、

当事者の語りが制御されてしまっていることがわか

る。つまり、非当事者が当事者を理解しようとして生

み出した物語によって、逆に理解からは遠のいてしま

う逆転現象がおきているのである。 
この現象を理解するには、以下の立場が考えられる。 
学校に行きたい人は行けばよい。学校に行かなくて

もその後の生活を元気に送っている。この二つのどち

らかを選び取る「行かない」という選択の物語には、

学校に行く人と行かない人の両方を肯定するもので

ある。しかしそこには、不登校の後「その後の生活を

元気に」送っていない人は含まれていない。『不登校

は終わらない』のなかでも、不登校と学校に行くこと

を並列に語っていたのは、親や居場所関係者、そして

不登校後に学校経験をもたない当事者だった。 
つまり「不登校によるマイナス」を被らなかった人

たちだけなのである。就職をはじめ、その後の生活を

元気に送れている人にとっては結果的に「不登校によ

るマイナス」を受けずに済んだのである。親や居場所

関係者にとっては「不登校によるマイナス」は直接自

分が受けるものではない上に、自分の子供や居場所参

加者が学校へ行っていない事に対する正当性を得る

ことができる。今まで語られてきた不登校の物語は、

政府や学校関係者、居場所関係者が作ってきたものな

のであり、そしてその論理を使って語る当事者は、明

るい不登校と称される当事者だけだったのである。

『不登校は終わらない』のインタビューを貴戸は、不

登校を選んだという人、学校は行くべきと考えている

人、不登校に大きな意味付けをしていない人、そして

不登校について考え続けている人と分類している。貴

戸も、「学校に行って学歴を得た＜当事者＞は、もは

や不登校を『選択』と呼ぶことはなかった。＜当事者

＞は、不登校に共感的な＜非当事者＞よりも、時とし

て不登校に否定的になる。彼ら・彼女らは『不登校に

よるマイナス』をみずから引き受けざるをえない立場

を共有しているのだ16」とする。不登校の後に大学に

復学している私も、先述したスピーチでも、不登校を

悪く言うだけにならないでほしいと述べている一方、

自ら進んで不登校を選んだのであると述べていない

と記憶している。この時の私も、選択の物語にはのっ

とっていないことがわかる。 
当事者にとっての不登校経験と意味づけは多様で

あることが、『不登校は終わらない』で行われたイン

タビューによって明らかになっている。かつ、理由を

問われ続けることで、不登校当時は意識していなかっ

た不登校の理由を考え生み出すこともあるとも記述

されている。 
それは、当事者の語り自体が、時間を経るにつれて

変化することを意味する。 

                                                  
16 前掲書 8 頁 263。 

不登校を語るのは、常に不登校でない人々である。

不登校という経験がどのようなものだったかという

発言は、今現在から振り返った不登校経験を語ってい

るに過ぎない。まさに不登校である時にはインタビュ

ーを受けるなどの不登校経験の発信をすることがで

きず、元不登校者になって初めて不登校を語ることが

できるという当事者自身の感じるギャップがある。こ

れは、語る当事者自身が表明しない限りはわからない

ままである。自分の当事者性について疑問を持ちなが

ら、語りを迫られ、また自身が語らない部分を生み出

しながら、今までの不登校についての語りは蓄積され

ていったということが言えるのではないだろうか。 
例えば、佐川17は、「居場所」であるフリースクール

における不登校経験の語りは、それぞれのフリースク

ールにある、語る「規範」や語らない「規範」によっ

て生み出されていくとしている。フリースクールの成

員同士の相互行為においてなりたっているのである。 
どのような場にいるかによって、生み出される語り

が変わってくるということである。このことからも、

不登校の語られ方が一枚岩ではないということがわ

かる。 
貴戸によれば、不登校の論じられ方は当事者不在の

中で進められてきたものであり、語り切れていない当

事者自身の物語をその立場から語る必要性を指摘し

ている18。 
語られない部分すなわち理解できない部分が絶対

的に存在することを認めたうえで、そんな当事者たち

がどうすればより豊かに（この豊かという言葉も、非

当事者が作り出したものであり、当事者にとっては果

たして本当に必要なものかどうかという点に留意し

た上で）過ごすことができるか、ということを考えて

いかなければならない。 
貴戸の研究の手法を鑑みると、個人のインタビュー

を集めることの目的は、今までの不登校に対する論説

だけではないという事を示すことにあった。貴戸は、

集めたインタビューをまとめて類型化を試みていた

が、当事者の語りがここにすべて当てはまるものでは

ないという事を留意しておかなければならない。すべ

ての人がこのパターンに当てはまるわけでは決して

ない、不登校経験はそれぞれの当事者にとって固有の

ものであるからである。不登校に取り組むのであれば、

『不登校は終わらない』で行われた、制御された語り

を乗り越えようとする姿勢によって明らかになった

新しい不登校の観点を大切にしなければならない。 
「『語らえない』と同時に『語らされる』＜当事者

＞は、＜非当事者＞とは共役不可能な固有の位置性を

有しているが、『＜当事者＞であればこうである』と

いう『本質』を持たない。こうした事態は、＜当事者

                                                  
17 佐川佳之「不登校経験について『語らない』という
こと：コミュニケーション空間としてのフリースクー

ルに関する一考察」2006,一橋論叢 第 135巻 第 2
号 258－278頁。 
18 前掲書 8 頁 98~100。 
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＞の言説実践のなかに、揺れや矛盾として読み取るこ

とができる19」とある。『不登校は終わらない』で出て

きたインタビューにも、「もはや自分は＜当事者＞で

はない」いう感覚が表されていた。貴戸はそれを、語

れるようになってから語れなかった頃の経験を意味

づけたり、元気になった元不登校者として当事者を代

表したりすることに対する戸惑いや忌避の感情だと

する。なぜ行かないのかという問いかけに対して「不

登校によるマイナス」を被る唯一の対象に語ることを

迫り、語りえないものを生み出している。当事者とし

て物語を語り当事者として状況を定義することその

ものが、語りえない存在を一方的に表しているという。 
「本質」を持たないのは、あくまで個人の抱えたも

のがひとつの不登校というたまたま同じ形で現れた

だけということであり、それをひとくくりにひとつの

問題として扱うこと自体に無理がある可能性はない

だろうか。今までは、不登校当事者に対していくつか

のパターンを当てはめて理解しようとしていた。しか

し、そもそも理由を語られない段階で破たんしてしま

うのである。 
加えて、「語り始めたとたんに確定できなくなる＜

当事者＞という位置は、真正な＜当事者＞を同定しよ

うとすることの不毛を示している20」としたうえで、

今ある当事者像を裏切り空虚さを示すには、当事者と

して語ることが絶対的に重要なのではないかと貴戸

は言う。当事者ではない人々が生み出してきた不登校

当事者というありもしない同一性を、当事者が語るこ

とでそれを崩していくことになる。理解されるべきも

のとしての不登校当事者を解体してゆくための言説

実践として、当事者の語りがあるのではないかとして

いる。 
『不登校は終わらない』の中のインタビューについ

ても、「本書はあくまでも『語られたもの』の、それ

も非常に限られたインタビューにおいて『語られたも

の』の分析に過ぎない。いうまでもなく『＜当事者＞

にとっての不登校』は、これらを超えてどこまでもゆ

たかな広がりを持つものである21」としている。 
『不登校は終わらない』では、不登校が不利になら

ない世の中をどのように作るかという展望を述べて

いる。そのうち、「＜当事者＞による不登校対策」の

展望について記している箇所がある。インタビューし

た人々のうち、フリースクールや不登校と関わり続け

ている人の実践の様子から、「不登校後の進路」では

なく「不登校という進路」の存在を提示している。「不

登校の選択」の初発の動機には、学校への囲い込みを

拒否するという意図と効果をはらんでいたはずとし

たうえで、そうであるならばその選択の先にあるのは

そのような社会に出てゆかないという「終わらない不

登校」でなければならないだろう、と述べている。そ

うして初めて選択の物語は真に当事者のための物語

                                                  
19 前掲書 8 頁 275。 
20 前掲書 8 頁 275。 
21 前掲書 8 頁 261。 

になるのではないだろうか、と締めくくっている。 
不登校を脱却して、すなわち一般的に言われる「社

会」にでてはじめて素晴らしいとされる選択の物語で

は、不登校のままでいることは許されてはいなかった。

そうではなく、不登校の環境のままで自活して暮らせ

ることが、選択肢として許容されることが必要なので

はないだろうか。そうしてはじめて、不登校当事者が

自分自身の人生を選んだと言えるだろう。学校に行く

べきという論と学校に行かないことを選んだという

論それぞれの物語に当てはまらない物語がすでに生

み出されてはいる。今までの物語に当てはめないよう

に、それをすくい取る必要があるのではないだろうか。 
貴戸は以上のように、不登校を取り巻く人々によっ

て既につくられていた物語があるが、その物語には当

てはまらない当事者たちの語りがあることを明らか

にした。 
 
４ 当事者としての「私」と「不登校」 
３でみたように、貴戸自身も不登校経験者であり、

その経験をもとに記された本の中でのスタンスや元

不登校者のインタビューの扱い方に共感を得た。と同

時に、研究に対する興味が強まった。しかし、義務教

育期間で不登校を経験した人たちへのインタビュー

や研究はあるが、大学時代に起きた不登校に関するも

のは行われておらず、私自身が体験したことを埋めて

くれるものではなかった。 
大学の不登校に関する研究は大きく取り上げられ

ておらず22、ほとんどの人が高校、大学へと進学し就

職するという状況である23。であるならば、その前提

に立った時、その時期の不登校に関する蓄積があれ

ば、そういった経験をした人もしくは今そのような経

験をしている人が、過ごしやすい環境になるのではな

いだろうか。 
『不登校は終わらない』では、インタビューされて

いた元不登校児たちの不登校期間はおよそ中学 3 年
までに終わっている。しかし、総務省統計局の調査に

よると24、平成 25 年度の高校進学率が 98.4％、大学
進学率が 55.1％であり、かつ中学高校での就職者数の
割合はそれぞれ 0.4％と 17.8％である。つまり、ほと
んどの生徒が高校そして大学へと進学していること

が分かる。 
井出草平は、労働政策研究・研修機構のデータを引

きながら「中途退学離学をした後、正規雇用で働くの

は 7.5％に過ぎず、パートアルバイト・派遣といった
非正規雇用が 70.9％、失業・無業状態になる者は
15.0％である」、厚生労働省のひきこもり科研で得た

                                                  
22 牧野幸志「大学生の不登校に関する基礎的研究(１) 
― 大学生の不登校と退学希望の理由の探索 ―」2001,  
高松大学紀要 第36号 頁79-91。 
23総務省統計局「日本の統計 2015 第 22章 教育」 

http://www.stat.go.jp/data/nihon/22.htm（2015年 12
月 22日アクセス）。 
24 同上。 
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データからは「大学には 3.03％ （約 85 万 5 千人）
の不登校学生がいることが判明した。中学生の不登校

も毎年 3％弱で推移しており、割合としてほとんど変
わらない。不登校というと中学校や高校に目が行きが

ちであるが、現象の規模としては大学でもほとんど同

じである。」と分析している。かつ「大学の退学に、

もっとも大きな影響を及ぼしているのは、不登校やひ

きこもりといった学校への不適応の問題である。」と

したうえで、調査の結果から「1.05%の大学生がひき
こもり状態だと推定された25」とする。 
つまり、大学を退学してしまうと正規雇用という安

定した進路が得づらく、その重要な原因が不登校なの

である。そして、不登校は中学校だけではなく高校そ

して大学でも起こっている状況である。そのため、義

務教育を過ぎた後に起こる不登校についてもみてい

く必要があると考えられる。貴戸も著書『「コミュニ

ケーション能力がない」と悩むまえに26』の中で「『関

係的な生きづらさ』を追い続けるためには、不登校と

いう学校における失調だけでなく、『その後』の仕事

における失調まで広く見ていく必要がある」と述べて

いる。 
これらのことから、大学時代に不登校を経験した

人々の語りが必要なのではないかと考えられる。今ま

で見逃されていた大学時代の不登校にスポットを当

てることで、不登校の実態が明らかになるのではない

か。その語りを、当事者自身の語りとして捉えること

で、当事者のいる不登校論となるのではないかと考え

られる。 
これから必要な事は、無理やりにでも理解しようと

するための不登校論ではなく、当事者のための不登校

論なのではないだろうか。 
 
５ おわりに 
これまでを振り返ると、２では不登校の当事者とし

て研究を考えるようになった私、３では貴戸の研究に

よって明らかになった当事者不在の不登校論と不登

校を経験した人々の語りの差、４では貴戸の研究をふ

まえた今後の研究展開を、それぞれ記してきた。 
今回の本論文を通し、何も考えられなかった頃から、

大学院受験の挑戦を考えられるようになった自分の

変化の様子に気づくことができた。それと同時に、私

の求めた内容は今までの不登校論では見逃されてい

た部分であり、高校・大学期の不登校に関する研究は、

これからの不登校論に必要になるのではないかと感

じた。 
今後の研究を進めるためには、方法論の検討などが

不足していることは自覚している。今回は「私」とし

て自分の経験を客体化しようと試みたが、それをふま

                                                  
25 井出草平「大学における退学・ひきこもり・不登校
」http://synodos.jp/society/7731/（2015年12月22日
アクセス）。 
26 貴戸理恵『「コミュニケーション能力がない」と悩
むまえに』岩波書店，2014。 

えて今後は、諸研究に学びながら不登校の「当事者」

である様々な「私」をより深く考察していきたい。 
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４ インタビュー記録①（金井華） 

 

日時：2015年1月17日 

場所：国立市公民館青年室 

語り手：金井華（青年室・喫茶わいがやスタッフ） 

聞き手：島本優子（青年室・喫茶わいがやスタッフ）・井口啓太郎（国立市公民館職員）・久野千鶴（喫茶わいがや

スタッフ）・和田貴博（国立市公民館職員） 

 

 

◆生い立ち、北海道での体験 

―じゃあ、よろしくお願いします。 
 よろしくお願いします。 

―華さんは国立出身なんでしたっけ。 
 国分寺ですね。 

―北口ということですか。 
 そうです、北口です。でも小学校の６年生までは国立

に住んでたんです。 

―そうなんですね。 
 母校が二小です。 

―北口に引っ越して、国分寺市でずっと育ったという感
じですか。 
 その後、北海道に行って。 

―高校のときでしたっけ。 
 中高と北海道に行って、それで短大に通うために東京

に帰ってきたんです。 

―わかりました。ちっちゃいころとかって、しょうがい
を持った人と関わったりとか、そういったことはありま
したか。 
 小学校には特別学級がありましたが、そこで直接かか

わるということはほぼなかったですね。しょうがいを持

った方々と接する機会というのは、ほんとに成人してか

らだったと思います。短大のときの実習の時には関わり

ましたけれども、それぐらいだったかな。二十歳過ぎて

から。 

―何年生まれでしたっけ、華さんは。 
 １９８０年生まれです。 

―わかりました。小学校まで国立で、中学校を北海道に
行こうと思ったのは、何か理由があったんですか。 
 そのときは喘息がひどかったですね。それで主治医の

先生が、山村留学制度というのがあるって教えてくれて、

新潟とか北海道とかに親元から離れて自然の中で生活す

ることによって症状を改善していくという、そういうプ

ランがあるので、それにのっとって北海道に行ったらど

うかという話でした。そこで行きました。そしたら約２

年で喘息が治りました。 

―えっ、喘息が？すごいですね。今はないんですか？ 
 今はないです、全然。 

―そういうものなんですか。 
 そうです。小児ぜんそくだったので。それまでずーっ

と、アトピーだの喘息だので、ほんとに悩んできたのに、

２年で治っちゃったから、北海道ってすごいなって。 

―行くのに迷いとかはなかったんですか。 

 私はなかったです。母もなくて。でも父親がそんな小

さい、11歳だったので、その年齢で北海道に行くのはや

っぱり心配だから反対だと言いました。だから１回、母

と父と私で、３人で北海道の瓜幕に行きました。それで、

その土地を見てもらい地元の人たちと関わる中で、わか

った、こういうところだったら行ってもいいよって父が

言ってくれて、それで６年間行ってました。 

―その６年間、華さんはどんな経験だったとか、どうで
すか。 
 そうですね、東京では体験できない体験をさせてもら

いました。例えば、酪農家さんに泊まり込みで行って、

朝から牛にえさをやり、乳を搾りみたいな、そういうこ

とをやったりとか、あと、センターというのがありまし

て、全国から山村留学制度で瓜幕に来た人達の寮みたい

なところがあるんですね。そのセンターの前に荒れ地が

あったので、そこをみんなで開拓して畑にしたとか、そ

ういう体験ができたので、そのときは日常の中の一コマ

でしたが、今振り返るとすごい貴重な体験だったなと思

います。 

―高校を卒業して、そのまま北海道に残ろうとは思わな
かったんですか。 
 もう潮時だなと思って、帰ろうかなと思っていたとこ

ろに、両親も、やっぱり、帰ってきてほしいという気持

ちが強かったので、帰ってきました。高校に上がる前も、

高校は東京に戻ってきてって言われてたんですけども、

全く知らない高校に行くよりは、中学校からの高校に行

く仲間が一緒にいるから、あと３年間我慢してほしいっ

て自分で話して、親を納得させて鹿追の高校に行きまし

た。 

―短大はどこなんでしたっけ。 
 短大は埼玉の浦和短期大学というところで、社会福祉

を専攻してました。 

 

◆福祉の世界に入ったきっかけ 

―社会福祉に入ったのは、何か理由があったんですか。 
 理由はありますね。短大に入る前に、高校生のときで

すね。立川駅が、まだ今みたいに栄えていないころ、駅

から歩いたら、ハの字に階段があってバス停のところに

行く道があったんです。 

―北口？ 
 そう北口。その階段の下で車椅子の方が「私の介護を

してください」という紙を配っていたんですね。電動だ

ったのかな、普通の車椅子だったか、ちょっと覚えてい
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ないんですけど、とりあえずその紙を配られて、私はそ

の紙を受け取ったんです。でも受け取っても、私はその

人に対して、今何もできることがないって思ったんです

ね。食事だったりとか、お風呂だったりとか、お手洗い

だったりとか、全然、私が今持っているスキルでは何も

出来ない、何かこの人に、この人じゃなくても、同じよ

うな人の役に立ちたいと思って、それで社会福祉専攻を

選んだんです。 

―それはバイト募集みたいなチラシ？ 
 そうそう、バイト募集のチラシでした。そうですね、

ほんとにすごいよく覚えているんですけど、それがきっ

かけでした。 

―高校のとき、そういうことがあって、社会福祉士にな
りたいと思って。大学では福祉の勉強をしたり実習に行
ったりしたんですか？ 
 社会福祉士になるためのプランでやってたんですけど、

２週間、重度の身体しょうがいしゃ施設と、あと視覚し

ょうがいしゃの施設に２週間ずつ実習に行きました。 

―短大２年の、わいがやへ来る前に施設に実習に。 
 そうです。 

―それはどうだったんですか。 
 それは……。すごく大変でした。 

―すごく大変……。 
 まあ、夜勤から日勤から、いろいろな勤務の体系をや

ったんですけど、何か、ほんとにいろいろ思うことがあ

って、施設の中だと当たり前になってしまうことと、あ

と、自分が日々暮らしていて当たり前にしていることと

かって違うんだなと。実習に行っているときにお祭りが

あったんですけれども、そのときに、みんなで食事を外

で食べましょうみたいなときに、おかゆに、おかずとあ

んこと、全部のおかずが乗ってました。それを差し出さ

れて、えっ、こんなの食べるのという、すごい衝撃でし

たが皆さんパクパク食べてましたけど、もっとこう、別

に盛ろうよみたいな、そういう葛藤がありましたね。普

通の生活みたいなものが施設の中でもできたらいいのに

なと思いました。 

―どちらかといえば介助者の都合じゃないけど、そうい
う感じを受けたと……。 
 そうそう、そんな感じ。 

―そういう実習をしたりとかして、福祉の仕事というか、
嫌だなとか、そういうのは思わなかった？ 
 それは思わなかったですね。社会福祉士の受験資格は

取れたんですけど、ほかの資格が全くなかったので、何

か１つでも自分に資格が欲しいと思って、短大を卒業し

てからホームヘルパーの資格を取りに、富士見通りにあ

るファミリーサポートというところに行ったんです。そ

れで週に１回、学校に通いながら福祉の仕事をしてまし

た。立川にある、どこだっけな、ちょっと名前忘れちゃ

った。あおやぎ苑……。あおやぎ苑だったと思うんです

けど、そこで夜入浴の介助をしてました。 

―じゃあ、最初の就職先はそこだったんですか。 
 ううん、就職先というか、ほんとバイトで行ってまし

た。 

―バイトでそれをしながら、ヘルパーの資格を取ってい
た。 

 そうです。国立だから、あおやぎ苑だと思うんです。

階ごとに分けられていて１階がデイサービス、２階が認

知症の方で、３階がご自分で動ける方で、４階が寝たき

りの方という、そういうところでした。そこの２階でや

っていました。無事にヘルパーの資格が取れたときに、

滝乃川学園の就職が決まりました。ここら辺かな、わい

がやにかかわってたの。 

 

◆わいがやとの出会い 

―わいがやに来ようと思ったのは何でだったんですか。 
 ボランティアがしたいと思って、社会福祉協議会に行

ったんです。そしたら、ボランティアセンターのところ

にAさんがいて、いいところがあるから教えてあげるっ
て言われて、車で連れてきてもらって、着いたのがわい

がやだったんです。 

―すごい、拉致みたいな感じですね。 
 来た感じ、すごい、ああ、こんな穏やかなところがあ

るんだなって。そういうところでもボランティアができ

るんだなという気持ちはありました。あれよあれよとい

う間にここに来たけども、そういう気持ちはあったので。 

―華さんがボランティアしたいと思ったのは何でだった
んですか。 
 何でだろう。何だろう、やっぱり人の役に立ちたかっ

たのかな。何でもいいからという感じで。実習だけじゃ、

多分足りなかったんだと思います。１か月間だけだった

から、何かもっと経験がしたいなというのがあったと思

います。 

―初めてここに来たときには、お店でコーヒー飲むとか、
そういう感じだったんですか。 
 ほんとに昔のことだから覚えてなくて。でもコーヒー

は飲んだ記憶があります。それで中へ入って、コーヒー

の計り方とかも全部教えてもらって、で、活動するよう

になった。 

―講座もやってたんですか。 
 講座はやってなかったですね、そのときは。 

―学生のときはわいがやだけだったんですか。 
 わいがやだけで、後半の部分に料理講座やってたと思

います。 

―お店に入って、そのときのこと、覚えてることとかあ
りますか。 
 もう何かいっぱいいっぱいでした。 

―そのときの実習生は誰がいたんですか。 
 実習生は、誰がいたかな、B さんしか覚えていないで
す。ほかにもいたと思います。でも、何かほんにもう、

作業を覚えるのに精いっぱいでという感じだったかな。 

―そのとき、B さんとか、しょうがいを持っている人と
接して、どうだったのか覚えてます？ 
 何だろう。しょうがいを持ってる方々と、どうやって

かかわったらいいのかというのが、ほんっとにわからな

かったんです。なので、しょうがいを持った方に、自分

の恋愛相談をしてしまったんです。 

―何をしゃべったらいいかわからずしちゃったというこ
とですか。 
 多分それもあると思います。どういう話をしたらいい

のかわからなかったときに、ああ、じゃあ自分の恋愛相
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談があるからしちゃおうみたいな。ほんとに安易な気持

ちで言ってしまったのがあって、彼もすごい傷ついたと

思うし、私も傷つきました。今でも思います。それでヘ

ルパーの仕事を取り就職したので忙しくなって、１回、

ほんとに何年もここにかかわらなくなって、で、私が病

気をして仕事をやめたときに、何かここが頭に浮かんだ

んですよ。ここだったら受け入れてくれるんじゃないの

かなという。 

―言ってましたよね。 
 受け入れてくれるんじゃないのかなというのと、でも、

１回、しょうがいしゃの人を傷つけてしまった経験もあ

るので、また同じことを繰り返さないのかなという、そ

ういう気持ちもありました、ここに来たときは。 

―それがいつぐらいだったんでしたっけ。 
 それが２９ぐらいかな。２９、３０ぐらい。今から４

年か５年ぐらい前です。 

―１０年ぐらいブランクがあってという感じですか。 
 そうです。 

―でももう一回来ようと思ったのは、いっぱいいっぱい
でわいがややってたけど、もちろん楽しかったとか、そ
ういう……。 
 多分そういうのがあったと思います。楽しくなかった

ら、多分ここには、そんなポッと頭に浮かばないだろう

し。 

―昔かかわっていたときに何か楽しかったとか、そうい
うのは覚えていますか。こういうの楽しかったなーとか、
こういうのよかったなーみたいな、何か覚えていること
ありますか。 
 お客さんと接しているのがすごい楽しかった。何かお

客さんが話してくれて、こっちも話すという、そういう

キャッチボールがすごいおもしろくて、あ、いいなって

素直に思っていたときはありました。 

 

◆仕事と悩み 

―話をちょっと戻しますが、就職して、滝乃川で何年ぐ
らい働いたんですか。 
 滝乃川で８年ですね。 

―前に静岡で話ししたときに、すごい悩まない日がない
ぐらい悩んでいたって。 
 ああ、悩まない日なかったですね、ほんとに。 

―就職して最初から？ 
 就職して最初から。ほんとに。 

―仕事の内容どんなのだったんでしたっけ。 
 仕事の内容は生活支援ですね、ほんとに。お手洗いか

ら始まって、食事からお風呂から、外出支援から、もう

全部、全般なんですけど。 

―児童も成人も？ 
 私は成人のほうでやってましたね。でも先輩たちはす

ごいできるのに、私はほんとに何か、いろんなことがで

きなくて、ほんとに、でもどうしたら生活を豊かに……。

豊かって何なんだろうなということもずっと考えてたし、

これでいいのかなってずっと思ってたかな、毎日。 

―８年間ずっと。 
 ８年間というか、入ったときは全くわからなかったの

で、何かうろうろ、うろうろしてましたけれども、だん

だんみんなのことわかってくるにつれて、もう、多分７

年間ぐらいずっと悩み続けて、そしたら７年後に病気に

なっちゃったので。 

―食事とかは、さっき何かおかゆの上にと言ってました
けれども、滝乃川ではどうだったんですか。 
 滝乃川では全然別なんですよ。ご飯はご飯、おかずは

おかず、デザートはデザートって分けられてたので、あ

あ、普通の食事という。 

―その辺は普通の生活だなと。 
 そうです。でも何か、１時間ごとにお手洗いに行った

り、誘導したりとかというのがあったので、お手洗いに

誘導するだけで１日が終わってしまうみたいな、そうい

うのもありましたね。それじゃなくて、何かこう、一緒

に折り紙したりとか、一緒に歌、歌ったりとか、そうい

うことをもっとできたらよかったかなって思っています。 

―食事とかトイレとかの時間だけで終わってしまって、
何かもう少し人生を、人生というか、生活を豊かにやる
みたいなところの隙間がなかったという感じなんですか。 
 ほかの人はできてたと思うんですけれども、私は……。 

―自分にできないという。 
 私が、自分であんまりできなかったので。どうやって

……。ああでも、私、接するのは、まあ、何とかできた

んだけど、ほんとに毎日いっぱいいっぱいだった。あん

まり楽しいというか、ほんとに悩んでたところが多かっ

たかな、滝乃川は。自分の心の余裕みたいなものがなか

ったんです。 

 

◆休養の日  々

―やめてからはどんな生活を送っているわけですか。 
 やめてからは、心療内科の先生に言われたのは、外界

と関係を絶ってくださいと言われてたので、自分の家に

いて、ご飯を三食しっかり食べて、家から出るなと言わ

れてたので、全然、誰ともメールとかもしなかったし、

もちろん電話もしないですけども、ほんとに、誰かに手

紙を書くぐらいしかしなかった。ほんとにほかの世界が

わからないぐらい、家の中でずーっとこうやってやって

た。 

―へえー。その期間、どれくらい続いたんですか。 
 それは結構長かった。１年ぐらいかな。それで太っち

ゃったんだけど。１年ぐらいそれが続いて、じゃあ、ま

た夜とかに散歩に出ていいですよみたいな許可が出て、

母と一緒に夜散歩したりとかしてました。 

―へえー。その間、家でボーっとしてたということです
か。本読んだりとか。 
 ほんとに音楽聞いたりとかしてたけど、でも、とりあ

えず体を休めることが今あなたには大事なんですって言

われてて、食べてないとき横になったりとか、ほんとに

何か、編み物をずーっとひたすらやり続けて、長くばー

っとなったりとかしてて、すごい、マフラー何個もつく

ってた。 

―そういうときって、どういうこと考えてたんですか。 
 何かこの生活を、この生活がいつまで続くんだろうと

か、早く外に出たいって思ってました。 

―体も休まったけども、外に出れないストレスというか。 
 ありましたね。何で外に出ちゃいけなかったんだろう
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って、先生が考えていることはよくわからないけど、で

もまあ、今は休むときなんだなーって、自分で自分を納

得させているしかなかったかなー。もうあのときには戻

りたくない。 

―それは戻りたくないですよね。 
 戻りたくない。 

―病気だと気付いたのは自分だったんですか？ 
 ううん。ほかの人が気づいたの。何か、私はちゃんと

食べてるつもりだったんだけど、どんどん、やせていっ

て、ものを持ち上げるときに、ウワッ、重いって思った

んです。例えば掃除機だったりとか、すごい重く感じた

りとかして、でも何か変だな、変だなと思ってたけど、

でも自分に病気というのはわからなくて、でも、そした

ら何か、私がどんどんやせていくのを、科長が気づいて

くれて、副施設長が私の家まで来てくれたんです。それ

で、ちゃんと食べてるって言われて、ああ、食べてます

よ、大丈夫、大丈夫とかって言ってたけど、もうそのと

きは多分だめだったんです。それで、お医者さんに行き

なさいって副施設長から言われて、で、行ったら病名が

ついて、外に出ることはだめですって言われて。 

―ご家族とかはあんまり気づかなかった……。 
 そのときはもう、全然、家と連絡を絶ってたんですよ。 

―ああそうかそうか、ひとり暮らししていた。 
 ひとり暮らししてたんで。でも、それでもう診断書が

出たので、副施設長が家族に連絡をして、家族がすごい

心配して飛んできて、もう家に帰ろうといって、家に帰

ったんです。実家に。 

家に帰って。もう何か、何も心配することないんだって。

ひとりで頑張ること、ひとりで……。ずっと会いたかっ

た両親に会えたし、ひとりで悩むことも、しばらくはな

いんだろうなと思って、すごい安心した記憶があります。 

―ひとり暮らしの期間はどのくらいだったんですか。 
 ひとり暮らし、結構長かったんですよ。５年ぐらいか

な。３年ぐらい、学園の中の寮があるんですけど、寮に

いて、ちょっと離れたところに２年ぐらいいて。 

―じゃあ家に帰って、１年間家にこもる生活があって、
夜、外出できるようになって、それからはどうなったん
ですか。 
 それから、夜、外出できるようになって、昼間も出て

いいですよみたいな感じの許可がおりたときに、ああ、

じゃあわいがや行きたいと思って、それで、来たときに、

島本さんが声をかけてくれた。すごいそれがうれしくて、

私は。何か、それだからこの中に入れたんですよ。 

 

◆わいがやに戻ってきて 

―わかりました。ちょっと話戻っちゃうんですけれども、
わいがやにかかわり始めたときに、さっき、しょうがい
のある人を傷つけちゃった自分がとか、葛藤があったみ
たいなお話ありましたけれども、それはどうだったんで
すか。 
 わいがやに再びかかわりはじめて、車椅子のCさんや
しょうがいのあるDさんを含めた４人のスタッフで水曜
日に入るってなった時に、あ、いいなって思いました。

できないところを、みんなができるところはできるとこ

ろで、できないところはできるところで補っているとい

う、そういう何というのかな、連帯感というのか、そう

いう中にできたのがよかったかなと。E さんと２人っき
りじゃなくて、みんなでできるような仲間になれた、そ

ういう行動ができるような仲間になれたんだなというの

がすごいうれしかったですね。 

―どんな分担でというか、やってたんですかね。 
 洗い物やコーヒーの準備をするのはCさんなんだけど、
車椅子だから、こうはできないから、入れるのは Fさん
か私か、接客も Fさんと私とか、３人でやったりとかし
てて、食器を下げるとか、何かほんとに、自然にできて

たかなという。何か誰かが、じゃあこれやってください、

あれやってくださいじゃなくて、何かこう、一緒に、一

緒に動くみたいな、何かそういうのがすごい好きだった

かな。 

―もう一回接するときに、どうしようという思いはあっ
たんですか。 
 ありましたね、やっぱり。でも絶対、恋愛相談はしな

いようにしようと思って。反省です。それで……。でも

何か、自然に話して、何とかだよねEさんとか言うと、
違うよとか、冗談も言えるようになり、関係は改善され

たのかなと思ったけど、私の思い込みかな。わからない

けど。 

―しょうがいを持っている人との接し方とか距離感とい
うのは、前にかかわったときはちょっとうまくわからな
かったですけど……。 
 ああ、わからなかったけど、でも滝乃川で働いて戻っ

てきたときに、少しずつでもわかってきたかなっていう

感じはぽろぽろとしたかな。 

―接し方、言葉にするとどんな感じですか。 
 え……。どうだろうね。ちゃんと聞く。話を。ちゃん

と聞く。あと優しさを持って接するとか。多分、話をち

ゃんと聞いてなかったんだと思う、私。前は。 

―それは？ 
 わからないだろうみたいな感じの先入観があったんだ

と思うんですよ。すごい恥ずかしいですけども。だけど

話をちゃんと聞いていると、わかってくることが多いな

あと思った。しょうがいがあったとしても、同じ人間と

して、感じることは感じているし、嫌なことは嫌だしと

いうのがあるんだなって、ほんと、当たり前のことかも

しれないですけど、それは思いました。今のは嫌だった

とか、そういうのも聞いたりすると、ちゃんと答えてく

れるから、じゃあ、こうこう、こうだねみたいな。何て

言ったらいいんだろう……。ちょっとわからないです。 

―理解し合えるという感じですか。 
 うん。そうかな。多分、向こうもそうやって思ってく

れてるのかな。わからないけど。 

―何か前に静岡に行ったときに、もう一回わいがやにか
かわって、仕事で悩んでいた葛藤の日々が解放されたよ
うな感じがしたということをおっしゃっていたんですけ
ど。 
 そうですね。滝乃川でいたときは、ほんとに私が支援

者で、向こうのいる人たちは、利用者さんというふうに

呼んでいたんだけど、ご飯食べてるときも、ご飯を、食

事をする支援者で、何かこう、対等な立場というか、そ

んな感じになれなかったと思うんですけど、ここに来て、
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E さんとかも、C さんとかも、かかわるようになって、
一緒に楽しめたりとかする、そういうところが、滝野川

学園ではなかったところ。学園というか、学園にいたと

きの私にはなかったことかなと思いました。一緒に楽し

むって、すごい難しく考えてたけど、実はそんなに難し

くないのかなーと思いました。 

―今はしょうがいを持ったメンバーだけじゃなくて、私、
会ったことないんですけどGさんて…。 
 そうですね、G さんは、反応はすごい薄い人ですけれ
ども、こちらが言うことはちゃんとわかってて、ちゃん

と覚えて……。覚えるのすごい速いんです。いろいろや

ってくれたりとかしてて、すごいな、何か、人間ってす

ごいなって、そういうのがわかりますね。でも何か、こ

ちらも、反応はないけど、何というのかな、わかりやす

いように説明しようみたいな、ノートをつくったんです

けど、ノートを見て、じゃあ次の日は、この日の何時何

時なので、その時間に来てくださいねーとかって、なる

たけいっぱい話をするようにしています。反応が薄いけ

ども、何か彼女が感じてくれたらいいなと思って、いろ

いろ話をしています。いつか私の名前を呼んでくれたら

うれしいなと思うけど、まあ、そこまでは、ねえ、高望

みなんであれですけど。 

 あと Fさんとか、Hさんとか、Iさん。本人のペース
がいろいろあるんですよね。だからそれを崩さないよう

に、でも、ちょっとこういうことがありました、ああい

うことがあった、ちょっとやってほしいなというときは、

しゃべりかけてますけど。 

 

◆わいがやの現在 

―前のときのスタッフと雰囲気って違います？わいがや。 
 違います。私は今のほうが好きです。 

―それは何が違う……。 
 皆さん、私よりすごい若い方なんですけども、みんな

すごい優しくて、私は今の状況がすごい好きですね。何

かやわらかい強さはあるんだけど、私は今のほうがすご

い好き。だから戻ってこれてほんとによかったと思う。 

―料理講座のほうはどうですか。 
 料理講座のほうは、もう何か知らないうちに上のほう

になっちゃって、私がずっと下だったのに、今まで。何

か、もう手伝って、ああしてください、こうしてくださ

いって言われて、ああってやってた立場だったのに、気

づいたら上になってて、すごいびっくりしたけど。でも

まあ、毎回バタバタして、ああ、こうしたらよかった、

ああしたらよかったって思うけども、でもまたやりたい

なって思うんですよね。何か、達成感みたいなのがあり

ますね、毎回。バタバタしますが。でも、まだ料理講座

のメンバーさんたちとは、どうやってコミュニケーショ

ンをとったらいいのか、あまりわからない、まだ。F さ
んに私はむきになってしまうので、そこはまずいなとい

つも思うんです。 

―そうなんですか。 
 何かよそい過ぎちゃうんですよね。よそい過ぎちゃっ

て、そこで待ったとかってやると、すごい、向こうも意

地になってやるから、意地になってやったところで私が

ダメとかって言うと、ああ、また華さんと Fさんがやっ

てるねって、青塚さんに言われたときに、ああーと思っ

た。 

―華さんが今、わいがやでも料理講座でもですけど、活
動する中で心がけていることとか、何かそういうのとか
ってありますか。 
 なれてる人でも、忘れちゃうときもあるんですけど、

なれてる人でも、私は金井華ですって言うようにしてい

る、名前を言うように。自己紹介って大事だなと。いつ

になっても。忘れちゃって、この人誰だっけみたいな感

じになるんじゃなくて、名前から入っていくと話がしや

すいかなみたいな感じにちょっと思ったりとかして、F
さんにも、私は金井華ですって言うんだけど、そしたら、

何か、金井華って、どうでもいいような感じで言われる

んだけど、でも、Gさんにも言ってるし、Iさんにも言っ
てるし、でもHさんはいつもハルカさんって呼んでくれ
る。私はハルだよって言うと、そのときはハルって言う

けど、またハルカさんに戻る。 

 名前を覚えてもらう。あとはやっぱり優しさをもって、

やわらかい気持ちで接するようにはしています。こっち

がピリピリしていて、人がいっぱい来たりとかして、ア

アーッとなってると、多分、絶対それも伝わるから、そ

ういうのもしないようにはしてます。お客さんがワーッ

と来ても、平常心、平常心みたいな。そういうのはお店

に入ってるときに、自分でも感じたし、人からも言われ

ましたね。何かピリピリしているとほかの人に伝わっち

ゃうよって言われたりとかして、言われたのもそうだし、

自分でも、何か私がピリピリしていると、H さんの表情
がちょっとかたいような気がするような気がして。だか

らゆったり、ゆったり。 

 

◆自分にとってのわいがや 

―うまく質問ができないんですけど、働くみたいなのっ
て、わいがやは、華さんにとってはどういう感じなんで
すか。働くという感じでもなくという感じですか、何と
いうか……。 
 でも、ちょっとは働くという感じもありますね。お給

料ももらってるので。自分の中でベストは尽くすように

はしてます。何かこう、どうしても体調崩しちゃったり

とか、あとどうしても抜けられない用事が入っちゃった

りとかすると断るときはあるけども、でも、なるたけ約

束した時間には来るようにはしてる。それで、何かここ

に来ることによって、お客さんともそうだし、スタッフ

ともかかわりが持てるから、何か社会とつながっている

感じがする。家にいて家事をするのもいいんだけど、そ

れだと社会とつながってないから。 

―ほかに何かありますか？ 
 そうですね。あと自分にされたら嫌なことは人にはし

ないということかな。つっけんどんに話しかけれても私

は嫌だから、優しく話しかけよう、穏やかな気持ちで話

しかけようとか、そういうことを考えながら接している

かな。あと元気かどうか。元気かどうかというのは、I
さんとか、Cさんとか、あと Jさんとか、なかなかお店
に来れない人でも、元気かなという感じで連絡したりと

かしてるけど。それでみんなから返事が返ってきて、元

気だよとか、たまに元気じゃないよとか、そういうこと
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があったりするけど、でもここを通して知り合った仲間

というのは、やっぱりどこへ行っても同じというか、ど

こにいても、どこかでつながってるよということを伝え

られたらなと思います。ひとりじゃないんだよって。か

かわることを諦めないようにしています。かかわって、

ウワッとなって、なるんだけど、でもちょっと時間を置

いてもいいし、置かなくても、じゃあ Fさん、これ、ほ
かのやろうかみたいな。ほかのことに目を向けるみたい

な。何だろうな。そこだけ一点集中しちゃうと苦しくな

っちゃうから、ほかのことに。ほかのこともありますよ

みたいな感じで言ったりとか、そういう感じかな。心が

けてること。 

―ありがとうございました。 
 

── 了 ── 

 

 

＜この企画を振り返って＞ 金井華 

恥ずかしながら、金井華の２０代から現在にかけてを

お話させていただいて、今振り返ると、激動の時期だっ

たと思います。 

当時の私は、迷いながらも、日々を一歩一歩前へ進ん

で行きたかったんだと思います。ただ、経験も知識も少

なくしょうがいを持つ方々への接し方すらもままならな

かった、でも悩むことを止めなかったのはしょうがいを

持つ方、持たない方との関係性を諦めたくなかったのだ

と思います。そして、私に「心の余裕」がなかったのだ

とも思います。現在も治療中ですが「心の余裕」はでて

きており、関わることを恐れなくなってきていると思い

ます。 

わいがやに戻ってきて、働いていた時とは違う感覚を

覚えました。働いていた時は日々迷い悩み、共に楽しむ

ことが分からなかった、支援て何なんだろう？ 笑顔で

しょうがいを持つ方々に接することが出来ない日々が続

いていました。もう、何もかもが明るく考えられず、心

の余裕なんかなかった。 

仕事を辞めわいがやに戻ってきた時、一番はホッとし

たこと、安らげたことが心の余裕に繋がっていったのだ

と思います。しょうがいを持つ方々にもピリピリせずに

接することが出来てきた。それは、こうしなければ駄目

だとか、凝り固まった自分の考えからこういう時もある

等、他のスタッフから受ける前向きな考え方や色々な体

験から自分自身の殻を破くことが出来たからだと今は思

います。 

私一人で出来たことではなく、わいがやスタッフやし

ょうがいを持ったメンバーがいたからだと思います。 

本当に感謝しています。 
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５ インタビュー記録②（青塚克海） 

 

日時：2014年12月7日 

場所：国立市公民館青年室 

語り手：青塚克海（青年室・喫茶わいがやスタッフ） 

聞き手：入山頌（青年室・喫茶わいがやスタッフ／首都大学東京大学院）・島本優子（青年室・喫茶わいが 

やスタッフ）・栁倫之（青年室・喫茶わいがやスタッフ／尚美学園大学４年生）・井口啓太郎（国

立市公民館職員） 

 

 

◆「コーヒーハウス」への関わりのきっかけ 

―今、関わって何年目ぐらいなんですか？ 
大学３年の夏休みからなので、３年ちょっとですかね。

今は社会人２年目です。 

―初めて活動のことを知ったのは？ 
大学にチラシがあったので、それでですね。それを見

て、キーワードとしては、障がい者に関わっているボラ

ンティアで探していて、スポーツがあったんで、やっぱ

りそこの部分で来てですね。 

―ほかのチラシでそういうのがあったとか、ほかに候補
があったとかは？ 
いや、多分ない。障がい者というのが、それしかなか

った。体育大なので、「児童館に行きます」、「児童支援の

ボランティアします」とか、そういうチラシはよく入っ

てくるんですけど、やっぱり障がい者関係はなくて。 

―活動したいなと思ったのはなぜか？ 
トランポリンを教えていた経験があって、子どもと障

がいを持っている人と考えてみたら、言葉は変かもしれ

ないんですけれども、障がいを持っている人に対しての

ほうが、「奉仕」しているなという感じはあったんです。

やっぱり子どもに接することって誰でもできることかも

しれないですけど、障がいを持っている子と関わってい

たという経験があるから、そういう部分に関われる人っ

てあんまりいないのかなというのもあった。ボランティ

アといったら子どもより障がい者みたいな感じですかね。 

 そのときは、教師になると考えていて。恩師の先生が、

私が障がい者と関わっている姿を見ているから、「おまえ

はそういうのが合ってるよ。せっかくそういうのをやっ

ているんだから、そっちの方面がいいんじゃない」とい

う導きがあったからというのもありましたし。 

―チラシを見て、それから公民館に連絡したというこ
と？ 
電話して、井口さんが出られて、わいがやで面接とい

うか、話し合いをしてという流れですかね。 

―そのときは、教員志望で、何か１つ経験になればみた
いな、要はまじめな印象だった。 
そのときが色々あって、トランポリンをやめました。

やめたことで、目標がなくなっちゃったんですね。だか

ら教員になりたいというやつを持っていないと、ちょっ

と自分的にモチベーションがなくて。それのために何か

色々なことをやろうということで考えていた。 

 

◆障がい者と接した経験 

―それまでに、障がい者とか、ボランティアに関わった
ことはあったんですか？ 
恩師の先生が、知的障がい者相手にトランポリンを教

えていて、高校３年生の暇な間、３カ月ぐらいそこを手

伝っていたんです。その先生の導き方が、普通の人とし

て、普通に接しているんです。なので、特に健常者、障

がい者というふうに見ていたわけではなくて、単純に指

導の勉強になったという感じですかね。 

―知的障がいの子どもだけ？ 
私の２個上ぐらいまでいますね。 

―障がい者と初めて接したのは？ 
同じ恩師の先生のクラブチームで元々トランポリンを

やっていて、そのチームに１個上に障がいを持っている

子がいたんですよ。なので、その子と先生がどういう風

に接しているかを見ていたというのがありますね。その

子がいたから自然になるようになったし、その子と出会

う前の小学校時代は、逆に偏見も持っていたというのも

あります。 

―小学校のとき偏見を持ってたというのは？ 
小学校って支援学級があるじゃないですか。１人の女

の子がつめをかんで飛ばしてくるんですよ。嫌じゃない

ですか。周りが、「気持ち悪いよね」と話す言葉を聞いて、

自分もそういう風に乗っかっちゃったという、何かちょ

っと嫌な体験もあった。でも今思えば、つめ飛ばすなん

て、私たち周りが変なことを言っているから反撃してい

るわけであって、普通に接していればそんなことはない

はずだしってもう分かるし。 

 

◆「コーヒーハウス」の活動にのめり込むきっかけ 

―最初の面接で井口さんと話してみて、どんな風に思っ
たとか覚えている？ 
話してても、やっぱり概要しかわからないので。初め

てスポーツ講座に参加したときには、まず教員志望とい

う概念で、スポーツって教えるものという気持ちがちょ

っとあったと思う。でもここのスタイルって全然違うじ

ゃないですか。だから違和感というか、こういうのもあ

るんだ、というのも分かりましたし。 

―最初に参加したのはスポーツ講座？ 
最初は夏企画（BBQ）で。夏企画の時点では、みんな
和気あいあいとやっているので、普通にすんなり入れた。

誰のヘルパーかは知らないんですけど、ヘルパーさんと
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ずっとしゃべっていた記憶がある。あと aさんとしゃべ
ってた気がする。初めて行く場所って、やってもらうよ

りやりに行くというスタンスでいくから、動くところに

いくじゃないですか。一番動いてるところ、aさんの周辺
だから。なので、メンバーは逆に食べてばっかの人が多

いから、メンバーとはあまりしゃべってない（笑）。 

―また参加しようみたいな感じで思ったりした？ 
最初の頃は、何か３か月に１回とかの参加だったと思

うんですけど。教員を志望したのと一緒ですけど、「何か

なくなったんだからやらなきゃいけない」という感覚で

最初は来てたので、そんなの続くわけないじゃないです

か。自分自身が楽しんでないんだから。だから、ちょっ

と、あまり頻繁には参加しなくて。最初、ここが楽しい

なと思ったのは、夏企画の同じ年の合宿で島本さんたち

と、夜２時ぐらいまで夢とか若者はとか話しして、スタ

ッフ同士の考え方が共有できてからです。今まで、そん

な深く語り合うことがなかったので、「そういうのが面白

いなー」と思ってからは、よく来るようにはなったかも

しれない。 

 それまでは多分スポーツだけしか行ってなかったと思

います。スポーツって、そのときは、bさんとかしかいな
かったんですよ。bさんは、障がい者福祉施設に働いてい
るので、根は持ってますよ。けど、初対面の人でそこま

で打ち上げで話すかといったら話さないし、しかもお酒

を飲まない人なので。大体スポーツって焼き肉行ったり

とか、飲みに行かないので、そういう雰囲気にもならな

くて。話題としても、アニメとか、普通のさらーな感じ

なので、まあ面白いですけど。合宿の後かはわからない

ですけど、YYW とかやっぱり参加するようになった。

YYW は何で行くきっかけになったのか覚えていないん

ですけど。 

―合宿は参加するのに抵抗なかったの？ 
 いや、ないですね。合宿は逆に、昔、スキー合宿とか、

障がい者相手に行ってたので、そういう感覚で、ちょっ

と楽しみにしていたかもしれない。 

 

◆メンバーとの関わり方 

―その合宿の前までスポーツに出たときは、メンバーと
接するのはどういう感じだったの？ 
どちらかといったら、上から言っていたかもしれない。

今もそうかもしれないですけど（笑）。その場を楽しむん

じゃなくて、この子がどう動いたら、この能力がつくん

だろうを考えちゃうというか。例えばバスケをやるとし

たら、一緒にやるんじゃなくて、「こうやったほうがいい

んじゃない」って言っちゃってたかもしれない。今もス

ポーツ講座には出てますけど、それは全然やってないで

すね。 

―そういうのが変わってきたのはいつ？ 
いつか分かんないですけど、やっぱり、ここで関わっ

ていると、島本さんの一言が大きくて。何か言われた一

言で、あっと思ったのが、普通だったら、コップ１つ洗

うのにも、自分たちも動けばいいのに、障がいのあるメ

ンバーが能力を向上させるために、その人たちを動かそ

うと思ってコップ洗いをやらせてた。それに対して、島

本さんが、「メンバー使ってるよ」みたいな感じを言って

いて。「ああそうか」と思って、ここはこういう場所じゃ

ないんだみたいな。おそらく実際には「使っている」と

いう言葉じゃないですけど、それが転機で、一緒にやる

んだというのが分かったというか、今までは教育の場所

として見ていたのが変わった。 

―今、関わっていて、どういうとき楽しい？ 
最近はアニマル部（青年室の自主的なサークル活動）

を始めたこともありますし、自分が企画したことにちゃ

んと乗ってくれるのが楽しいのも…。でも何か、普通に

接したらいいんだってわかってから、最近メンバーには

冷たいかもしれないです。 

―それは青塚さんの中で何か変わったのかな。むしろ青
塚さんって、色々なメンバーの話を丁寧に聞き取るとか、
例えば実行委員会とか特にそう、YYWでもそうだけど。
俺なんかはあんまりちゃんと聞かないというか、左から
右に流れてしまうようなときも、青塚さんは「でもさっ
きああいう風に言ってたよね」みたいな話をちゃんと聞
いているというか、そういう印象がやっぱりあるんだよ
ね。 
 それで思い出したんですけど、例えば、あるメンバー

は同じ話を繰り返しているじゃないですか。いい意味で

島本さんみたいな聞き流す能力を持っていなかったので、

今までメンバーの話を全部をため込んじゃってて。で、

多分もういらないってなっちゃったのかもしれないのか

な。 

―青塚さんの器は無限大かと、みんな思っているかもし
れない。 
いや、思ってないですよ。 

―メンバーに対する器ですよ。 
だからメンバーとスタッフとか、そういう風に見てい

ないから。同じ話し相手。 

―スタッフであっても、同じ話を凄いする人がいたら、
同じようにため込んじゃうかもしれない。 
まあでも、そういう面ではスタッフのほうがため込ま

ない。メンバーには直接言えないというのはちょっとお

かしいかもしれないですけど、入山とか、栁とか直接言

いたいこと言っちゃってるから。 

 

◆上の世代からの影響 

―青塚さんって、スタッフがそんなたくさんいるわけじ
ゃないときに参加し始めた。今みたいに、みんなの同世
代の仲間がいるという感じのスタンスじゃなかったから、
上の世代の人たちから受ける影響が結構大きかったのか
な、と。その中で、今、青塚さんの言葉が出てきている
と思うんだけど、上の人たちの影響はどうだったの？ 
スポーツ講座で、多分井口さんに「こう動いたほうが

いい、という流れがなくて、最初とまどってた」という

のを伝えたかもしれない。初めて人が来たときに、bさん
たちが、自分でこうやって講座後の反省用紙を書き始め

ちゃっているんです。けど、私からしたら、後輩がやる

ものだと思ってて。でも私がやらないで、知らないうち

にやってて、「そういう流れってないんですか」みたいな

のは言ったかもしれないです。だから、そのとき「ごめ

んね、引き継ぎできなくて」みたいな感じのことも言わ

れた。 
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 bさんから学んだことといったら、自然体で接すること
ですかね、やっぱり。むしろこう上からやってるときも

ありますけど。でも、それって何か大切なことかもしれ

ないなというときもあります。何か障がいを持っている

からって、全部こうやってやらなきゃいけないんだ、じ

ゃなくて。平等に扱うからこそ、何かちゃんとしたもの

なのかなというか、ですかね。障がいを持っているから、

こういうことができないものだろうとこっちがやってし

まうと、障がい者自身が逆に劣等感を覚えてしまうこと

もあるかなというのも思います。できないものだろうと

全部やっちゃう。でも実際できたのに、みたいな感じで、

嫌な思いをしていることもあるのかな、ということに気

づいた。 

 だから、「支えるものなんだ」という考えから、「一緒

にやるものなんだ」という考え方に変わったのは、bさん
の「障がいを持っているからって〜」みたいな、上から

の目線もあるかもしれないです。 

 

◆ 気になること：メンバー同士の問題 

―青塚さんが今、スポーツやってて大事にしているとこ
ろは？ 
もう何か楽しむだけかな、って思ってます。色々、メ

ンバー同士で仲が悪かったりすることとか、気にかける

ことはいっぱいありますけど。だから、スポーツのとき

では難しいですけど、YYWだったら、そういうのも話し
合えるかな、企画として楽しめるかなというか。 

―課題みたいなところも含めて、企画として話し合いが
できるということかな？ 
企画まではいかないですけど、話し合う時間がある。

特定の人についてそう話し合うんじゃなくて、話し合い

の中で気づけていく時間がある。スポーツだと、行動を

起こしちゃっているから話し合う場面がないので、YYW
のほうがそういうのはできそうだなというのもある。結

局、飲み会の席で、「こう思うんです」と言っても、行動

に移せないじゃないですか、色々あって。そんな感じで

すかね。 

―今、青年室に関わってて、ここはちょっと課題だな、
みたいに思うことはありますか？ 
やっぱり、お酒の席で語り合っているメンバーのそれ

ぞれの問題を、もっと変えていく時間があったらいいな

と思うんですけどね。 

 多分、各々は思っているんですよ。けど、それをやる

場がない。だからといって、企画として、１講座として

使うのは違うと思うんですよね。まあ、使ってもいいか

もしれないですけど。 

 やっぱり、さっきの障がいを持っている方への私の偏

見がメンバーがメンバーに対してもつ偏見って似てると

思うんです。あるメンバーのことを同じ質問を繰り返す、

しつこいという印象でスタッフたちが見てしまって、そ

れを他のメンバーが真似しているという流れがあるんじ

ゃないか、と bさん自身も言っていて。最近は全然しつ
こくなくなったのにもかかわらず、他のメンバーはいつ

もどおりに接している気がする。 

 

 

◆講座への関わり 

―大学４年生になって YYW に参加を始めたりとか、ス
ポーツやっていて。わいがやとかはやったんだっけ？ 
わいがやはやっていない。わいがやは卒業して１年目

です。私、cさんと栁より遅いんです。 

―お店が開かなくて、青塚さんに出てもらおうという。
わい給（わいがやの給料）がどうとかそんな議論もした
けど。 
わい給のときの話は、やりたいと思っていたのと、交

通費あるよみたいな。もともとその時期が暇だったので。 

―その他の講座は何かお手伝いとかで行ってたんだっ
け？ 
料理は何回か行ってたかもしれないですけど。クリス

マス会の実行委員が、多分わいがややる前なんですよね。

大学４年生のとき。 

―大学４年生のとき教育実習行って、でも先生にやっぱ
り…… 
いや、そのときはなりたかったんですけど。 

―試験に落ちちゃった。 
いや、それもありますし、社会人１年目で学校現場入

ってみて、自分がやりたいものと違う。子どもと接する

時間がなかったので、みたいな感じですかね。非常勤で

学校教師を３か月やってたんですけど。週に２時間だけ

の授業で、２校行ってたから４時間くらいしかなくて。 

―大学４年生のときは、いっぱい参加していたイメージ
があるんだけど。 
いや、多分４年生じゃないと思います。自分の中で一

番多かったのは、社会人１年目の年で、暇になった時期。

わいがや始めて、クラフトの主要スタッフで頑張ろうと

思ってて、途中で断念したんですけど。だから全部講座

行こうとしていたんですね、４つ。 

―クラフトを断念したというのは、どういう？ 
クラフトを断念したのは、伝達ミスなんですけど。そ

のときの主要メンバーでやろうと言っていたのが、d さ
ん、eさん、fさん、私だったんですね。そのやろうと言
ってた瞬間の前に、クラフト講座のスタッフ表みたいな、

スタッフミーティングで毎年やりますよね。スポーツ講

座はスタッフこれこれ、この人がいるよね、みたいな感

じで書くじゃないですか。それがノートで言うと、ちゃ

んと印字されている人たちなんですけど、その時点では

多分言ってなかった。スポーツと YYW は宣言していた
ので書いてあったんですけど、クラフトと料理まで宣言

しちゃうと、ちょっとやり過ぎなのかなと思っちゃって

言わなかったのか…。なので、私が外れてて。さっき言

った４人の中では固まっていたんですけど、その思いが

藤井さん（元職員）と g さんに伝わっていなくて。それ
に対して、私と藤井さんのやりとりで、何か、ん？あれ？

みたいになって、私もういいやってなっちゃったんです

よね。 
 

◆喫茶わいがやに関わる  

―色々やった中で、今はわいがやと、スポーツとYYW？ 
ですね。 

―料理とかは、そんなに…… 
料理好きじゃないですから（笑）。 
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―青塚さんにとってわいがやはどうだったの？ 
わいがやは、何か面白いですね。ほんとに hさん、い
い経験しているなと思うのが、学生の時代に会計できる

なんて、普通ないですよね。 

 わいがやって、１つの意見に対して、みんなが考えて、

結論づけてみたいな、ちゃんと流れがあって。だから、

ミーティング３時間とか４時間とかやるじゃないですか。

それが大切だな、と思って、ミーティングやっててほん

とに楽しいというか、まあ、自分の一方的なやつを通し

ているかもしれないんですけど。ミーティングは重要で

すね。営業ももちろん楽しいですけど、ミーティングを

やることによって、わいがやをつくり上げていっている

というのがわかるし。１つのわい給のことだって、わい

がやをどう営業していくかのためにわい給とかも考えま

すし、みんなで。 

―青塚さんは結構あれかな、熱いガチンコの話し合いが
結構好きというか。 
好きなんですかね。 

―スポーツやってて、YYWやってて、わいがややってて、
心の順位、ウェートとしてはどんな感じなの？円グラフ
で表すか、順位でも何でもいいんだけど。 
エーッ。いや、でも、今の中ではやっぱりわいがやが

つくり上げているという面では大きいですし。あと２つ

は順位つけたら何か言われそうなので（笑）。 

 

◆スタッフ間のつながり方の変化 

―ちょうど２年ぐらい前かな。ちょうど和田君が職員に
なって１年経ったぐらいから、青塚さん世代のスタッフ
が層として厚くなって、ぐっと増えてきたような印象が
あって。青塚さんの同世代が大分入ってくるし。それっ
て、青塚さんは社会人になる１年目…… 
多分社会人になる３か月前ぐらいが転機だと思います。

やっぱり、４年生の１２月頭の和田ジェネ１回目が大き

かったと思う。和田さん１年目。２０代で集まろうぜ、

ビリヤードやろうぜ。そのとき増えていたスタッフが根

づいたんだと思うんですよね。iさん、dさん、栁くん。 
 スタッフ間の関わり方が増えた。それやる前までは、

講座と講座の後しか関わっていなかったのが、そういう

風に関わっていて、d さんと個人的にも遊ぶようになっ
たとかもありますし。自分はそういう個人的に誘うとい

うのが苦手なので。だから個人的な場所を設けてくれて、

そこで知り合った仲間が誘ってくれる、d さんが誘って
くれたみたいな感じの流れになって。 

―そういう設定をしていったという意味では、和田くん
の登場は大きかった。 
大きいのかなと思いますね、この世代には。 

―その頃から、青年室がまた、何となく集まる場にだん
だんなる。特に用はない。別にお酒をみんな飲むわけで
もなく。上の世代とまた違うつながり方をするというか。
そういう印象はある。 
飲んでる子たちは、個人的には行ってますけど。単純

に子どもに戻ったように遊んでるじゃないですか、その

辺の物で。そこがジェネレーションギャップなのかもし

れないですけど、世代としては一緒なはずなんですけど、

jさんとかkさんとか、そのゲームに乗ってて。それが悪

いというわけじゃないんですけど、島本さんの、何とい

うんですかね、今までやっていた趣味的な問題で方向が

違うだけであって、何というんだろう……。jさんとかk
さんはゲームに乗ってくれるんですけど、だから何か島

本さんが、ここに疎外感があるみたいな感じでいうんで

すけど、それも分かりますけど、そっちの意見も私はち

ゃんと、何というんだろうな……。そういう話も面白い

ですし、むしろ、熱く語っていたときも好きですし、そ

のほうが楽しいときもある。ｆさん、こっちですよね。

もともとゲームをやっていない人が、それこそ同じ世代

だけど、mさんとかはゲームをやらないから、和田ジェ
ネには入らないんだろうなという気がするんですよね。 

―じゃあ私、m さん誘っていこう。ちょっと社会問題語
ろうみたいな。ゲームよりも社会問題のほうが面白いだ
ろう、みたいな。 
やっぱりその世代は、ゲームとかアニメの共通理解が

あったから盛り上がっているのもあって。 

 

◆教育的視点 

―そういうふうに盛り上がってきているのは、もちろん
和田くんのパーソナリティーとかもあるし、たまたま来
たとか、色々あると思う。でも、これだけみんな根づい
て楽しくやっているのは、やっぱり藤井さんとか青塚さ
んが、すごく真摯に、メンバーの気持ちを受けとめすぎ
て疲れちゃうぐらいにメンバーと向き合ってきたことが
関係していると思う。メンバーじゃなくても、ちょっと
微妙な人みたいな人が来ても、すぐさよならとせずに、
「この人はちょっと微妙だよね」と言いつつも、その人
のいるところみたいなのをきちんとつくってきたとか。
実行委員会形式に代表されるように、面倒くさいけど、
メンバー含めてちゃんと話し合ったり、向き合って一緒
にやっていくみたいなのを、ほんと地道にやってきたこ
とは少なからず影響しているんだろうなと思っています。 
 それを職員だと、藤井さんの真面目さだったりセンス
みたいなところだし、スタッフで言うと、やっぱり私は
青塚さんのスタンスみたいなのが絶対的に大きいんじゃ
ないかなと思っていて。今、青塚さんの大学３年から関
わったというのを聞いて、藤井さんと同じ年に来て、藤
井さんが実行委員会とか言ったときに、青塚さんもいろ
いろな講座に関わってて、そういう時期的な符号がある
んだなと今、改めて思ったりしたんですけど。 

元々が教育的なイメージを持ってて、「何々する、した

らこうなる」という考え方がちょっとあったから、それ

を頑張って緩めつつあるんですけど、それがあるからな

のかな。 

―教育的な意味で伸ばしていくということ？ 
そうですよね。指導の観点がやっぱり根本にはあるし。 

―学校教育と違うのは確かなんだけど、社会教育でもそ
の人の能力とか力を伸ばしていくという視点が全くない
わけではないと思うし、そういうところがないからじゃ
あ福祉かというと、でもそれもちょっと違うかなとか思
うんだけど。 
―確かに、誰かが先生みたいな教育的な視点を持って、
いわゆる指導とか何か教えるみたいな教育的な働きかけ
をするのはここでも出てこない。でも、例えば、障がい
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を持っている人が合宿の実行委員会で合宿地の決定に関
わるようになったり、主体的に参加するみたいな。そう
いう行為の中に、もしかしたら、何かが発達するとか、
何かが成長するとか、そういう契機が埋め込まれている
のかもしれないね。そういう実行委員会みたいな方法を
とったり、面倒くさい話し合いとかを積み重ねていくこ
とが、恐らくそういうことになっていくような気がする。
意識していないかもしれないけど。そういうときに、丁
寧にそこで向き合うかどうかは大きいような気がしてて、
意外と、すっ飛ばしたほうが簡単だったりするんだけど。 
―私もすごくそれに賛成。話を聞いていて思ったのは、
青塚さんがそういう教育的な視点みたいな、指導してい
くみたいなところが最初はあって、そのスタンスは変わ
っていっているんだろうけど、そういう元々持っていた
視点みたいなものが、多分ある面では凄く大事。あんま
り持っていない人も多いというか、講座の中で発揮され
ている場面は凄く多くて、大事だなと思うところがいっ
ぱいある。 
 例えばだけど、今ふと思いついたのは、この前のYYW
で流しそうめんとかしたときに、買い物行くのを分けた
ときかな。簡単に分けることもできたけど、そうはしな
くてメンバーも分かりやすいやり方で参加してもらって、
少し一工夫してちゃんと順番とか、斑分けをするみたい
な。凄くそういうのを丁寧にやっているなといつも思っ
てて。そういうのをやったりとか積み重ねるということ
は、スタッフが順番を決めるとかじゃなくて、みんな、
どうやってやったら順番決めれるかなみたいなのを考え
る力だったりとか、何かやる力みたいなのにつながって
いるんだろうなとか思って。 
 でも、YYWは、元々そういう考え方あるなというのは
分かってますね。多数決やらないとか、やっちゃうとき

もありますけど。そういうところ大事にしているのも凄

いなーと思って。だって、決めちゃったほうが楽だもの

ね。学校教育だと、先生が教えて、子どもがやるという

のが教育と言われていて、現代はその教育のせいで主体

性がなくなっているというのがあって。それって結局、

ここに関わり始めた最初の私なんだと思うんですよ。全

部与えちゃう。やることを与えちゃう。それは確かに教

育だと思うんですけど、それで与えられたものだけをや

るから、この人が本当に育っているかといったら、能力

的には育っていますけど、考える力はなくなっているん

だろうなという。いまは教育的な行動をちょっと引き気

味にやっている理由ですね。 

 

◆職業選択 

―青塚さんの進路というか、最初は教員じゃない？そこ
から子どもという対象意識はそのままだけど、児童館、
そういう領域に移っていったりしたときに、そういう影
響はあるの？ 
教員は教育しかやっていないなというのが、非常勤の

時代に見えちゃったと思うんですね。だから、これは私

がやりたいものじゃないみたいな感じです。時間が全然

なくて。結局、一人一人と関わらないと、その子がどう

思っているかもわからないですし、特に私は１時間しか

なかったので、全然できなくて。 

―児童館へ行ってどうですか？ 
元々私は学童保育をやりたかったんですけど、児童館

になってしまって。児童館っていつ誰が来るか分からな

いので、長期スパンで１人の子を見られないんですね。

だからちょっと嫌だなというのもあります。コーヒーハ

ウスで言う、企画を立てて楽しんでもらうという喜びは

確かに、児童館のほうがあるんですよ。けど、学童保育

は保育なのでそういう企画をやるというのがほとんどな

い。なので、学校で言ったら、授業をつくるみたいな達

成感はないと思うんですけど、子どもへの向き合いがあ

るから。今日、調布市の社会福祉事業団の学童の正規職

員採用試験を受けてきて、受かればいいんですけど。学

童のほうがやりたいなというのは今強いです。 

―障がい者じゃなくて児童の分野でやりたいなと。 
そうですね。志望動機にも書いたんですけど、元々調

布の社会福祉事業団は障がい者専門というわけじゃない

ですけど、誰しもが平等にやるみたいな感じのところで、

障がい者寄りになっていた事業団なんです。そこの分野

がわざわざ学童保育をやるということで。最初に戻るん

ですけど、私が小学校のときに障がい者をちょっと偏見

の目で見ていたというのは、周りがそう見ていたし、先

生たちもむしろ偏見の目で見ていたと思うんです。だけ

ど、そうじゃないのよねというのを気づかせる、気づい

てもらうためには、先生が自ら偏見を持たないでその子

たちに接している環境が必要なのかなと思って。調布市

だったら、障がい者関係の事業を元々やっていたところ

で学童をやるから、普通に入ってきても、そういう偏見

の目で見てないからという基礎はあるかなと思って、何

か面白そうだなという感じです。 

 だから教員をやりたいと思っていたときも、大学に入

った理由が違ったんです。部活をやりたいから東女（東

京女子体育大学）に行きました。東女で取れる免許は保

健体育しかない。保健体育の教員を目指すしかなかった

んですね。けど、やっぱり根本には、障がい者も住みや

くなるような感じにしたいというのはあると思う。 

 

◆障がいがテーマの会議に参加して 

―この前、障がい者がテーマか何かの会議にこの前行っ
たと聞いて。でもちょっと違ったみたいな。行こうと思
ったところと、行ってどうだったか、聞いてみたいと思
って。 
会議の中である一人の車椅子の重度の方がいて、その

方がどんな社会的偏見とか、物理的大変さとかを経験さ

れてきたのかは知らないんですけど、その人が主張して

いることは、「みんなが使う温泉に入りたい」。でも、そ

の人は重度障がいなんですよ。「入りたいのを許してくれ

ないのは何でだ」って言ってるんです。けど、私は「障

がい者だから何でもやってよ」みたいなスタンスに聞こ

えてしまったんです。どんな経験をされてきたのかはわ

からないですけど。 

 けど、それだったら一方的過ぎるから、「どうして入れ

てくれないんですか」と、向こう側の意見を聞くべきな

んじゃないかと思うんです。例えば「介助者がいないか

ら」とか、そういう事情が絶対あると思うんです。もち

ろん車椅子の方に気持ちは寄り添うんですけど、向こう
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側の意見が全然わからないので、何かおかしいなという

のがあって。 

―この前の会議がそうだった？ 
そういう風に見えて。 

 私が思う障がい者との接し方とちょっと違うんですよ。

お互いが寄り添い合うというのが本当に必要なんだと思

います。自分が熱く思うところは、ワーッと語るじゃな

いですか。最後に、「だからあなたたちの意見も聞きます

よ、お互いに頑張りましょうね」みたいな感じだったん

です。偏見かもしれないですけど、そういう風に見えち

ゃった。 

―行政に物申して、権利を主張してきているスタイルの
運動を進めている団体って、よく障がい者の当事者団体
とかにもあるからね。確かに色々な団体がいるよね。わ
いがやとか青年室は、あんまり他の障がい者団体とかと
関わりがない。障がい当事者は色々なところに関わって
るけど。社会に団体は多いんだけど、横のつながりはあ
まりつくってこなかった。 
 

◆青年室、わいがやとは 

―わいがやとか青年室を全然知らない人、初めて来る人
とかに、青年室とかわいがやのことを紹介するとしたら、
どういう風に言いますか？ 
この間の「公民館だより」の「アニマル部」の紹介そ

のままな気がします。若者だったら誰でも来ていいとこ

ろだよ、みたいな感じで、来てくれたらいいなって。障

がいを持っているからって、そういう意識はないんだよ。

でも逆に言ったら、そういうところにわざわざ来るかと

いったら、来ないかもしれないですよね。奉仕をやりた

いと考える人にとっては。だから人を増やすという考え

方で言うと、和田ジェネあたりの集落に連れてきて、そ

れで講座を勧めるやり方のほうが、人は増えるんじゃな

いかな。 

―今後はどういう関わり方をしていく？ 
今後は、出来る限りメンバーのこととかも考えつつ、

自分自身も楽しみたいな。 

―色々役割というか、責任みたいなものもあると思うん
ですけど、それを抜きにして、青塚さんにとって、青年
室が自分の居場所の１つとして、どういう感じですか？ 
居場所としては、ちゃんとした話し合う場が持てる場

所。友達って結局、うわべの友達が多いじゃないですか。

けど、ここの人たちを友達かと言ったら、友達じゃない

人。だけど、ここの場所ではちゃんと話し合える。だか

ら、仲間というのかな。だから、居場所として、そうで

すね、話し合いが行える場所という感じですかね。意見

をちゃんとみんな聞いてくれる。私も色々な人の意見も

聞きたいとも思いますし。新しい観点があるし、それを

ちゃんとさらけ出せますもの。 

―合宿でそれを青塚さんはつかんだんだね。 
そうだと思います。 

── 了 ── 
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６「第 27 回全国喫茶コーナー交流会 in くにたち」の概要と報告  

実施日：  2015 年 2 月 21 日（土）  

場所：一橋大学・国立市公民館  

栁倫之・島本優子・入山頌・幸島裕子・青塚克海・和田貴博・井口啓太郎  

 
１ 交流会の概要  
全国喫茶コーナー交流会は、障害がある人と

ともに運営する「喫茶コーナー」同士の交流、

関係者の学習を目的とする年１回開催の集会で

ある。今回の開催で 27 回を数え、東京都国立
市での開催は 24 年ぶりとなる。  
国立市公民館内には、若者の「たまり場」と

して 34 年前（1981 年）にオープンし、健常者
と障害者が共に働く喫茶コーナーの先駆けとな

った「喫茶わいがや」がある。全国に障害者就

労としての役割を持つ喫茶コーナーが拡がって

いく中、この店は現在も、障害がある若者とと

もに多様な若者が主体となる「たまり場」活動

を続けている。今回は、「コミュニティカフェ」

や「若者」といった、今まであまり取り上げら

れなかった切り口で、開催地の特徴をテーマに

した分科会を企画するなど、現在の「喫茶わい

がや」のあり方を見つめることで、改めて喫茶

コーナーの意義やこれからを問い直すことに挑

戦した。  
また、今回は国立市公民館が共催し、第１か

ら第３までの分科会は市民に開かれた公開講座

として実施した。以下、全体会と５つの分科会

での取り組みと成果を簡単に報告したい。  
（栁倫之）  

 
２ 全体会・基調講演  
 全体会は、一橋大学を会場に開催された。国

立市長の挨拶などの後、上智大学教授・小林章

夫さんによる基調講演「コーヒーハウス  ―『近
代』を造り上げた空間」が行われた。コーヒー

ハウスは一七世紀半ばから 18 世紀にかけてイ
ギリスで大流行し、社交場であっただけでなく、

近代の政治、経済、ジャーナリズムにおいても

大きな役割を果たした。今回の講演では、その

コーヒーハウスがどのような空間だったのか、

その概況と、発展から衰退に至る歴史が示され

た。その上で小林さんは、「コーヒーハウスには

、人と人とを結びつける役割があり、お茶を飲

みながら人びとが交流する現在の喫茶店の原点

である」とまとめられた。  
 実は、「喫茶わいがや」等の国立市公民館の若

者の活動は、1970 年代後半から古きロンドンに
なぞらえてコーヒーハウスという名称を用いて

いる。その「喫茶わいがや」から発展した喫茶

コーナーの原点をふり返ることのできる基調講

演となった。         （島本優子）  

３ 第１分科会 コミュニティ×ビジネス  
第１分科会のテーマは「コミュニティ×ビジ

ネス  ―地域で愛され続けるコミュニティカフ
ェとは？」である。障害者就労に必ずしもこだ

わらない、喫茶と地域を繋ぐ仕掛けそのものを

意識し、コミュニティカフェをテーマとした。

事例報告は「ＮＰＯ法人くにたち富士見台人間

環境キーステーション」（KF）を運営母体とす
る「Café ここたの」の店長、日高雅也さんであ
る。一橋大学の学生が主体となる KF の成立、
喫茶を運営するビジネス論、地域と繋がる為の

コミュニティ論、やりがいや悩み等を、店長と

しての実践経験からお話しいただいた。またそ

れらを材料に、参加者との討議、またフロア全

体での議論を通して、地域へコミットする「喫

茶の仕掛け」を、参加者と一緒に考える分科会

になった。           （入山頌）  

 
 

４ 第２分科会 若者×居場所×かかわる  
第２分科会は、「若者×居場所×かかわる  ―若

者たちが居場所にしていくカフェの可能性」が

テーマである。統廃合された埼玉県立浦和商業

高等学校定時制が舞台に描かれたドキュメンタ

リー映画『月あかりの下で』に出演していた卒

業生と元教諭が立ち上げた埼玉県桶川市にある

「ＨＩＢＩＫＩカフェ」と、最近は不登校やひ

きこもりなどの経験をもつ若者の参加も増え、

活動を通して互いに支え合う関係が生まれてい

る「喫茶わいがや」を事例に取り上げ、関わっ

ている若者から話を聞いた。助言者には、「ＨＩ

ＢＩＫＩカフェ」を立ち上げた元教諭の平野和

弘さんを迎えた。  
 全国喫茶コーナー交流会で若者をテーマにし

た分科会は初めてだったこともあり、当日は若

者を論点にした話し合いを参加者同士で充分に
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深められなかったことが課題として残る。しか

し、事例から学んだことは不登校などを始め、

生きづらさを抱える若者の問題に私たちがもっ

と敏感になる必要とともに、喫茶での仕事や仲

間などとの関わりが若者にとって自信回復や居

場所につながることを再確認できたことだ。今

後も「喫茶わいがや」では、若者にとっての居

場所の可能性や魅力について学び続けたいと思

う。             （幸島裕子）  
 
５  第３分科会 はたらく×つながる×支えあう  
 第３分科会は、「はたらく×つながる×支えあ
う  ―精神障害をもって地域で暮らすというこ
と」と題して行われた。国立市内で精神障害者

の生活から一般就労まで幅広い支援を行ってい

る「社会福祉法人多摩棕櫚亭協会」から職員と

当事者をゲストに招き、当事者の経験や思いを

中心にお話を伺った。また、同じく市内で精神

障害者の支援を行っている「デイセンター・た

まぷらねっと“わ”」は、当事者の絵や言葉、

写真等を用いた活動の紹介を行った。  
 ２つの団体の話からは、精神障害者が支援機

関につながることで孤立せず、また、仕事や活

動を通して誰かの役に立つことで、自らの存在

を確かに感じて生活することができることが伺

えた。この分科会の参加者は喫茶コーナー関係

者だけでなく、当事者、家族、支援者、一般市

民と多岐にわたっており、参加者からは「地域

の方々とも共に考える機会を作っていただき、

大変良かった」などの感想が出された。また、

当事者や家族からの発言も多く、活発な分科会

となった。           （島本優子） 
 
６ 第４分科会 珈琲×本人×楽しむ  
第４分科会「珈琲×本人×楽しむ  ―美味しい珈

琲を淹れて、みんなでおしゃべりしよう」は、

「喫茶わいがや」と青年室の会場が溢れる参加

者二七名の分科会となった。「喫茶わいがや」の

スタッフがコーディネーターとなり、障害当事

者が中心の参加者がハンドドリップでコーヒー

を淹れる体験した。ハンドドリップで淹れるの

が初めての人が多く、苦戦しながらも楽しんで

いたのが印象的だった。その後、淹れたコーヒ

ーを飲み比べながら、各団体の紹介、お店のオ

ススメの商品などを発表し、多くの団体同士が

コーヒーを通じて交流をすることができた。  
（青塚克海）  

７ 第５分科会 生活×学ぶ  
第５分科会「生活×学ぶ  ―障害者学級担当者

・スタッフ交流会」では、東京都公民館連絡協

議会の協力を得て、東京多摩地域、23 区を中心
とした障害者青年学級の担当職員、ボランティ

アスタッフが 34 名参加する交流会となった。
障害がある人・ボランティア意識のない人が一

所に活動できる場を目指し、「みんなで音楽を楽

しもう」という講座に取り組んだ西東京市と、

「みんなでつくる音楽祭 in 小平」に障害者青年
学級として参加した小平市の事例発表をメイン

にした内容であった。首都圏の障害者学級関係

者が自治体の垣根を越えて実践交流する貴重な

機会となった。近年はこうした場が失われつつ

あったが、この取り組みを通して交流の場づく

りを継続していくことが今後の課題である。  
（和田貴博）  

 
８ まとめ  
全体参加者は総勢二〇〇名を超え、例年以上

に多様な参加者を得た盛況な交流会となった。

障害がある人々の働く場として拡大した喫茶コ

ーナーではあるが、現在は決してそうした側面

だけでは語りつくせない価値・魅力が発信され

た交流会になったといえる。障害者の自立と社

会参加という役割を超えて、多様な人々が共生

する持続可能な地域づくりに向けた結節点に、

喫茶コーナーはなりうるのではないか。こうし

た可能性を来年の交流会でも議論できればと思

う。            （井口啓太郎）  
 
 
※本報告は、「喫茶わいがや」スタッフと国立市

公民館職員の７名によって執筆された『月刊社

会教育』2015 年６月号（国土社）掲載原稿を転
載している。
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1

in くにたち

－第２７回－

・・・・・ 君と同じ街に生きて ・・・・・

■主催：全国喫茶コーナー交流会実行委員会、 ■共催：国立市公民館
■後援：一橋大学大学院社会学研究科フェアレイバー研究教育センター

場 所

１,５００円 （資料代込）ただし、障害者手帳お持ちの方は、
１,０００円当日受付にてお支払いください。

参加費
ひとり

同封の申込書にて２月1２日までにお申込ください。
定員（２００人）になり次第締め切らせていただきます。

申 込

午前：一橋大学 西キャンパス本館 ２１教室
午後：国立市公民館の各部屋

（第５分科会のみ 一橋大学 西キャンパス本館22教室）

（土）21
2
１０：３０～１６：３０

（開場１０：００）

2015

当日 朝は
一橋大学 西キャンパス
本館２１教室集合です！

国立市公民館の「喫茶わいがや」から始まった喫茶コーナー。そして、
全国喫茶コーナー交流会が、ふたたび国立の街に帰ってきました。
前回の国立で開催した１９９１年から２４年の時を経て
喫茶コーナーは、いま、どのような進化を遂げたのか？
コミュニティ？ ビジネス？ 居場所？ それとも働く場？
変わったものは？ 変わらなかったものは？
変わるべきものは？ 変わってはいけないものは？

喫茶コーナーについて、「君と同じ街に生きること」について、
さまざまな視点から検証してみたいと思っています。
国立市公民館、一橋大学大学院社会学研究科フェアレイバー
研究教育センターと全国喫茶コーナー交流会実行委員会がコラボして
みなさんに贈る第２７回全国喫茶コーナー交流会。
報告、基調講演と５つの分科会、たくさんのメニューを取り揃えて
みなさまのお越しをお待ちしております。ぜひご参加ください。

■ 第３５回 アビリンピック報告

■ 基調講演

コーヒーハウスー「近代」を造り上げた空間

講師 小林章夫さん （上智大学教授）

17世紀半ばのロンドンに誕生したコーヒー・ハ
ウスはわずかの間にその店数を増加させ、18世
紀初頭には2,000軒を超えるまでになったと言わ
れています。なぜこれほどの賑わいを見せたの
か、そしてコーヒー・ハウスの果たした役割につ

いて、お話ししたいと思います。

【午前（全体会） 10:30～ 一橋大学】

①コミュニティ×ビジネス ※（国立市公民館）
地域で愛され続けるコミュニティカフェとは？

②若者×居場所×かかわる ※（国立市公民館）
若者たちが「居場所にしていく」カフェの可能性

③はたらく×つながる×支えあう ※（国立市公民館）
精神障害をもって地域で暮らすということ

④珈琲×本人×楽しむ （国立市公民館）

美味しい珈琲を淹れて、みんなでおしゃべりしよう

⑤生活×学ぶ （一橋大学）

障がい者青年学級担当者・スタッフ交流会

※①～③の分科会は、国立市公民館が主催する
オープン企画です。

【午後（5つの分科会） 13:30～】
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2

第

分科会

1
コミュニティ×ビジネス

－地域で愛され続けるコミュニティカフェとは？－

ゲスト 日高雅也さん（「Caféここたの」店長
／NPO法人くにたち富士見台人間環境キーステーション）

学生と市民が支え合い、国立市富士見台の商店街でオープン12年目
を迎える「Caféここたの」。心地良さを提供すると同時に地域活性化に
も貢献すると期待されるコミュニティカフェを長く続けるためには、何が
必要なのでしょうか。
成功事例「Caféここたの」で店長をつとめる日高さんに、どんなコミ
ュニティカフェなのか、メニューから運営方法まで、じっくりお話しいた
だきます。素敵なお店づくりのために、この分科会で語り合いましょう。

国立市公民館
地下ホール

コーディネーター 渡辺康子さん（飲食専門誌ライター）

若者×居場所×かかわる

－若者たちが「居場所にしていく」カフェの可能性－

ゲスト 藤倉直美さん（「HIBIKI Café」スタッフ）
栁 倫之さん（障害をこえてともに自立する会会長

／「喫茶わいがや」スタッフ）

この分科会では、さまざまな背景をもつ若者たちが運営に携わるカフ
ェの事例を取り上げます。さまざまな事情をもって埼玉県浦和商業高校
定時制に通っていた若者たちが元教師と共につくりあげた埼玉県桶川市
の「HIBIKI Café」。しょうがいしゃと共に活動を続けてきた若者たち
が運営する国立市公民館内の「喫茶わいがや」。それぞれのカフェは経
緯こそ違いますが、現代の若者たちが抱えざるを得ない「生きづらさ」
を越えていく「居場所」であり、社会や地域とつながる活動拠点になっ
ています。２つの場に関わる若者の話をもとに、若者たちはカフェをど
のような場にしてきたのか、その魅力や可能性についてみなさんと考え
たいと思います。

助言者 平野和弘さん（Moonlight Project代表）第

分科会

2
国立市公民館
３階講座室

今年は喫茶コーナーの位置づけ、目的をテーマに５つの分科会をご用意しま
した。う～ん、どれに参加するか迷っちゃう…。
そんな感じかもしれませんが、日頃から関心のあるテーマに参加し、いっぱ
い話して盛り上がっていきましょう。

午後の第１・２・３・５分科会は13:30～16:30まで（第4分科会のみ16:00で終了）。
※分科会終了後に全体会は開催しないため、各分科会が終了後、解散になります。
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3

第

分科会

4
珈琲×本人×楽しむ

－美味しい珈琲を淹れて、みんなでおしゃべりしよう－

「喫茶わいがや」のスタッフと一緒に、コーヒーを淹れます。
本格的なハンドドリップ式ですが、スタッフが丁寧に教えるので安心で
す。淹れる人によって変わる味をあえて楽しみましょう。
淹れ終わったら、コーヒーを飲んでお菓子を食べながら、おしゃべり
をします。自分のお店の紹介、好きな飲み物のことなど、なんでも自由
に話してみませんか？（この分科会の終了時刻は16時です）

国立市公民館
１階青年室

コーディネーター 「喫茶わいがや」スタッフ

生活×学ぶ

－障がい者青年学級担当者・スタッフ交流会－

東京都をはじめ神奈川県、埼玉県などの自治体では、障がい者の社会
教育や余暇活動を支え、地域で若者が共に活動する場として「障がい者
青年学級」の活動が行われています。
この分科会では、そうした学級・教室を運営する職員やボランティア
スタッフ、関心のある関係者が集まり、交流することを通じて活動の可
能性を探り、これからを展望する学びの場をつくります。

コーディネーター 伊佐英夫さん（西東京市柳沢公民館）
助言者 小林 繁さん（明治大学教授）第

分科会

5
一橋大学
西キャンパス
本館 22教室

ゲスト 山地圭子さん／風間頼高さん（社会福祉法人多摩棕櫚亭協会）
笠井素子さん／小林葉子さん（デイセンター・たまぷらねっと“わ”）

1987年に国立市で設立された「多摩棕櫚亭協会」は、精神障害のある人
が住み慣れた地域で暮らしていくことをめざし、生活支援から一般就労支援
まで幅広い支援を行っています。一方、同じく国立市内で2009年に設立さ
れた「たまぷらねっと」では、昨年デイセンター“わ”をオープンさせまし
た。地域の方がコーヒーを飲みながらおしゃべりをすることもあり、精神障
害のある人の日中活動の場となっています。
“働く”ことを通して、また、地域で支え合うことを通して、誰かとつな
がり暮らしていく――そんなテーマについて、一緒に考えてみませんか。

第

分科会

3
国立市公民館
３階集会室

はたらく×つながる×支えあう

－精神障害をもって地域で暮らすということ－
コーディネーター 古旗真幸さん（国立市公民館運営審議会委員）

いつものように、「ともしび工房」のパン、「スイーツいずみ」のケーキ（いずれも国分
寺市）、盛岡市「ファーム仁王」のコーヒー、水俣市「まどか園」のせんべいなどを、
国立市公民館内「喫茶わいがや」にて限定販売します。昼食に、おみやげにどうぞ。


