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１．ハイティーン会議とは 

 

「ハイティーン会議」は、中野区が子どもの参画推進事業の一環として行っている、子ど

もの意見表明権を尊重する事業です。 

中学生・高校生が毎日の生活のなかで、気になっていることや関心のあるテーマについて、

メンバー全員がワークショップ形式※で話し合い、また関係機関を取材し、より詳しく調べ

て会議を進めていきます。最後の会では、区民にメンバーの意見を発表します。 

 

※ワークショップ 

誰もが自由に意見を言いやすく、グループの創造性と合意形成に焦点をおいた会議のこと。 

 

 

２．今年度の活動状況 

 ハイティーン会議は今年度で１３年目を迎え、２２名の中学生・高校生が活動してきまし

た。 

ファシリテーター※として、工学院大学准教授の安部芳絵先生と早稲田大学卒の大原俊さ

んを招き、サポーターの江藤あやめさんや早稲田大学の学生の方、その他にもたくさんの

方々が活動を支援してくれました。 

今年度は、「憲法・法律」「アミューズメント」をテーマに、およそ１０か月間かけてワ

ークショップや取材を行い、最後の回にはテーマについてまとめたことを区長や区民の方々

に発表します。 

 

※ファシリテーター 

会議やミーティングなどで、発言や参加を促したり、話の流れを整理するなどして集団活

動がスムーズに進むよう支援する人のこと。 

 

「ハイティーン会議を支援してくれた方々」Ｐ３２参照
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（１）２０１５年度ハイティーン会議活動記録 

  日 時 場 所 内 容 
参加者 

人数 

1 

５月３１日（日） 

中野区役所 

第１回ワークショップ 

17 
１０時～１１時半 ・自己紹介 ・テーマの検討等 

2 

６月２１日（日） 

中野区役所 

第２回ワークショップ 

15 
１０時～１２時 ・テーマの検討 

3 

６月２８日（日） 

中野区役所 

第３回ワークショップ 

17 
１４時～１６時 ・テーマの確定 ・取材先候補の検討 

4 

７月１２日（日） 

中野区役所 

第４回ワークショップ 

15 
１４時半～１６時半 ・取材先の確認 ・質問事項の検討 

5 

７月２７日（月） 

中野区役所 

第５回ワークショップ（アミューズメント） 

4 
１４時～１６時 ・取材依頼文の作成 ・質問事項の確定 

6 

７月３０日（木） 

中野区役所 

第５回ワークショップ（憲法・法律） 

7 
１３時半～１５時半 ・取材依頼文の作成 ・質問事項の確定 

7 

８月２４日（月） 

国土交通省 

フィールドワーク 取材１ 

11 
１３時半～１５時 ・道路交通法の改正に伴う道路事情などを取材 

8 

８月２５日（火） 

日本弁護士連合会 

フィールドワーク 取材２ 

9 
１０時～１１時 

・憲法と法律の違いなどを弁護士へ取材  

・憲政記念館見学 

9 

８月２５日（火） 

株式会社ナムコ 

フィールドワーク 取材３ 

10 
１４時～１５時 ・ナンジャタウンについて取材 

10 

８月２６日（水） 

ＫＣＪ ＧＲＯＵＰ株式会社 

フィールドワーク 取材４ 

10 
１５時～１６時 ・キッザニア東京について取材 

11 

８月２９日（土） 

中野区役所 

第６回ワークショップ 

11 
１４時～１６時 ・取材の報告、まとめ、感想の共有 
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12 

１０月４日（日） 

中野区役所 

第７回ワークショップ 

9 
１４時～１６時 ・意見交換 ・さらなる考察についての検討 

13 

１０月１８日（日） 

中野区立中央図書館 

第８回ワークショップ（憲法・法律） 

7 
１４時～１６時 ・資料による調査 

14 

１１月１日（日） 

中野区役所 

第８回ワークショップ（アミューズメント） 

3 
１０時～１２時 ・アンケート（アミューズメント）の作成 

15 

１１月１５日（日） 

中野区役所 

第９回ワークショップ 

12 
１０時～１２時 ・考察 ・アンケート（アミューズメント）の集計 

16 

１２月１３日（日） 

中野区役所 

第１０回ワークショップ 

12 
１０時～１２時 ・アンケートの検討 ・集計結果による考察 

17 

１月１７日（日） 

中野区役所 

第１１回ワークショップ 

8 
１４時～１６時 ・アンケートの再考 ・発表会に向けた準備 

18 

２月７日（日） 

中野区役所 

第１２回ワークショップ 

8 
１４時半～１６時 ・アンケートの集計 ・発表会に向けた準備 

19 

２月２８日（日） 

中野区役所 

第１３回ワークショップ 

10 
１４時～１６時 ・発表会に向けた準備、資料作成 

20 

３月５日（土） 

中野区役所 

第１４回ワークショップ 

12 
１４時～１６時 ・発表会用資料、展示物等の作成 

21 

３月１２日（土） 

中野区役所 

第１５回ワークショップ 

 16 
１０時～（随時） ・発表会の進行確認、最終調整 

22 

３月１３日（日） 

中野区立中野中学校 

当日リハーサル 

 19 
１４時～１６時 発表会 
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（３）フィールドワークの報告 

フィールドワーク 取材１ 

「国土交通省」 道路交通法などについてお話を聞きました。 

 

日 時：平成２７年８月２４日（月）午後１時３０分～３時 

訪 問 先：国土交通省 

参加メンバー： 

薄井さん、横田さん、石井くん 

森田くん、野間くん、齋藤くん 

保科さん、岡田さん、光藤くん 

田所さん、田中くん 

 

 

 

取材内容（質問項目一覧） 

（１）今後の道路整備計画について 

① 自転車走行環境の整備など歩行者・自転車の安全のためにどんなことを行っています

か。 

② 道路交通法の変更によって受けた影響などはありますか。 

（２）最近の防災事情 

① 最新の災害予測技術について教えてください。 

② ドローンなどがどのように活用されているのか教えてください。 

（３）大陸棚について 

① 大陸棚、排他的経済水域について教えてください。 

② 大陸棚の確保をするためにどんな取り組みを行っていますか。 

③ 沖ノ鳥島（北小島）のような排他的経済水域に関わる小さな島を守るためにどんな取

り組みをしていますか。また、どれくらいの費用が掛かっていますか。 

④ 沖ノ鳥島には郵便番号がありますが、手紙を送ったら届きますか。 
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◆取材で印象に残ったこと、取材でわかったこと 

○自転車に関して 日本の道は他国と比べて狭いため事故が起きやすい 

○基本・知らなかったこと→具体例にしてまとめる（例 国道⇔都道府県道の違いなど） 

○部類、職種が多岐に渡るため発表時に注意したい 

○「グローカル」（グローバル、ローカルの合わせた造語） 

 

◆感 想 

【取材】 

○いろいろな日本の中央機関が見えて、日本の中央だなーと思った。 

○写真を撮ってもらったとき、ここで会見をしているのだなと思います。 

○道の駅って意外と多かったし、そんなしっかり決まりがあった！ 

○海上保安庁って一部なんだ 

 

【屋上庭園見学】 

○霞ヶ関の蚊がどこから来ているのか発見しました！ 

○屋上庭園→れんがやタイルを軽くする工夫が素晴らしいと思った。 

○屋上庭園に行って道にあるレンガなどが軽く設計されていて、工夫がされているなと思い

ました。 

  

国土交通省の皆様、ありがとうございました。 
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フィールドワーク 取材２ 

「日本弁護士連合会」 弁護士 山中 眞人さんにお話を聞きました。 

 

日 時：平成２７年８月２５日（火）午前１０時～１１時 

訪 問 先：日本弁護士連合会 

参加メンバー： 

石井くん、森田くん、齋藤くん 

保科さん、岡田さん、野間くん 

光藤くん、高山さん、田中くん 

 

 

 

 

 

 

 

 

取材内容（質問項目一覧） 

（１）憲法と法律の違いを教えてください。 

（２）法律ができるまでの過程を教えてください。 

（３）国際化が進むなかで、日本の法律はどう見られているのですか。世界にどう評価されて

いるのですか。 

（４）人権を守るための法的な取り決めの現状を教えてください。また、今後の展開はどうな

ると思いますか。（法整備の現状、渋谷区のパートナーシップ条例 など） 

（５）ドローンの規制は今後、どうなると思いますか。 

（６）法律・憲法という土台があるなかで、私たちは社会でどうあるべきだと思いますか。（改

憲、改法に対する意識など） 

 

  

23



 

 

 

◆取材で印象に残ったこと、取材でわかったこと 

○ヘイトスピーチに関して差別的な表現を規制することを目的とする法律は「差別的な表現」

という曖昧な表現を使うことになり、国家権力に濫用されやすくなる。⇒作らない方がい

い。世論に頼るしかない。 

○今の社会の中で起こっていること（集団的自衛権や憲法改正など）についてもわかりやす

く説明してくれた。 

○「私たちは社会でどうあるべきか」（質問６）に対する答え 

・選挙に行く 

・憲法と法律の違いをはっきりさせる 

・９７条、１２条について学ぶこと」 

 

◆感 想 

○弁護士によって考えが違うことに着目 

○自分の考えることと大きく違っていておもしろかった。（ドローンとか） 

○同じ弁護士なのにいろいろな考え方を持った人がいるんだなぁと思った。 

 国民主権は選挙に行こう！ 

 ぼくは自由です。 

○国民が憲法を守る義務を負っていない（憲法９９条）のを知って驚いた。 

 

◆これから改めて考えたいこと 

○どこまで法は必要だろうか 

○国に介入する必要性があるのはどこまで？（常に二面性を持つ法、憲法を新しく作るとし

たらどこまで受け入れるべきか） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

山中 眞人様、日本弁護士連合会の皆様、ありがとうございました。 
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フィールドワーク 取材３ 

「株式会社 ナムコ」 “ナンジャタウン”についてお話を聞きました。 
 

日 時：平成２７年８月２５日（火）午後２時～３時 

訪 問 先：株式会社 ナムコ 

参加メンバー：石井くん、齋藤くん、保科さん、政木くん、山本くん、毒島さん、光藤くん、

田所さん、高山さん、田中くん 

 

取材内容（質問項目一覧） 

（１）ナンジャタウンの概要 

① 作ったきっかけを教えてください。 

② アピールポイントを教えてください。 

③ 客層はどのようになっていますか。 

④ どのようにして３つのエリアを作りましたか。 

⑤ 働いている人の年齢層を教えてください。 

（２）工夫していること 

① 他の施設にはないオリジナリティを出すためにしている工夫はありますか。 

② リピーターを増やすための工夫、あるいは新規のお客さんを増やすためのキャンペー

ン等にはどんなものがありますか。 

③ どのような流れで新しいアトラクションを作っていますか。作る際のターゲット層に

よってどのような点に注意していますか。 

④ アトラクションの位置や場所で工夫していることはありますか。 

⑤ 安全面の工夫として、どんな点検をどれくらいの頻度でしていますか。 

（３）今後の展開について 

① 今後、ナンジャタウンがお客さんにとって、どのような存在であってほしいですか。

また、これからどんな施設にしていきたいですか。 
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◆取材で印象に残ったこと、取材でわかったこと 

○印象に残った言葉（キーワード） 

・変化と深さ、つながり（リピーターを増やす工夫） 

・テーマとストーリー（ナンジャタウン、ひいてはテーマパークにおけるキーワード） 

・オリジナリティ（お客さんを増やす工夫） 

○商業戦略が多様（純粋な欲望が根幹にあることを中心に）なので、その方面でまとめると

発表しやすいのではないかと思った。 

○テーマパークって定義があったんだ！ 

○ナンジャタウンとＪ－ｗｏｒｌｄ Ｔｏｋｙｏに分けたことによって、逆にナンジャタウ

ンでジャンプのキャラクターとのコラボができなくなってしまったことが欠点だなと思

った。 

 

◆感 想 

○ナムコでは、話してくれた人が楽しくわかりやすく説明してくれた。 

○ナンジャタウンに行きたいと思った。オフィスの作りが良かった。 

 

◆いま取材するとしたら聞きたいことは？ 

○決められている敷地の中でこれからどうやってアトラクションを増やしていこうと思っ

ているのか。 

 

◆これから改めて考えたいこと 

○少数派の客層に対して、どのような対策を行うのか。自分たちなりに考えてみる。 

 

株式会社ナムコの皆様、ありがとうございました。 
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フィールドワーク 取材４ 

「ＫＣＪ ＧＲＯＵＰ 株式会社」 “キッザニア”についてお話を聞きました。 
 

日 時：平成２７年８月２６日（水）午後３時～４時 

訪 問 先：ＫＣＪ ＧＲＯＵＰ 株式会社 

参加メンバー：薄井さん、森田くん、齋藤くん、今井さん、政木くん、山本くん、毒島さん、

保科さん、光藤くん、田所さん、田中くん 

 

取材内容（質問項目一覧） 

（１）キッザニアの概要 

① 作ったきっかけを教えてください。 

② なぜ「子どもが主役」なんですか。 

③ 対象が３歳から１５歳までですが、１５歳までとした理由があれば教えてください。 

④ 会員制度がありますが、現在の会員でもっとも多い年代はどこですか。（３～５歳、

小学生低学年、高学年、中学生など） 

⑤ 街の構想で苦労したことはありますか。 

⑥ 子どもの街なのに、証券会社のような難しそうなことまでやるのですか。 

⑦ Out of KidZaniaを始めた理由を教えてください。 

（２）工夫していること・心がけていること 

① 子どもたちが楽しく過ごせるように心がけていることはなんですか。 

② 子どもたちの目を引き付けるためにしている工夫はありますか。 

③ 親と離れているため、特に気をつけていることはありますか。 

④ リピーターを増やすための工夫、あるいは新規のお客さんを増やすためのキャンペー

ン等にはどんなものがありますか。 

⑤ キッザニアにいろんな企業が関わっていますがどのようにして新しく入る企業を決めて

いるのですか。 

⑥ どのような流れで新しいパビリオンを作っていますか。作る際のターゲット層によっ

てどのような点に注意していますか。 

⑦ パビリオンの位置や場所で工夫していることはありますか。 

⑧ （作品作りなどが）時間内に終わらなかった場合はどうなりますか。 

⑨ 安全面の工夫として、どんな点検をどれくらいの頻度でしていますか。 

（３）今後の展開について 

これからキッザニアが、子ども達にとって

どのような存在であってほしいですか。 

また、これからどんな施設にしていきたい

ですか。 
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◆取材で印象に残ったこと、取材でわかったこと 

○子どものための国なので、子ども扱いしないという考えがとても印象に残った。 

○中に入れなかったのは残念だったけど、普段は入れない会議室に入って説明を聞けたので

とてもいい経験ができました。子どもを大人扱いすることや、実際の企業の制服を使用し

ていることなど、様々な工夫を知ることができてよかったです。 

○行ってみたくなった。スーパーバイザーさんはすごい。ひこうきやスポンサーの話が印象

的だった。 

○「キッゾ」（仮想通貨）が興味深かった。 

 

◆感 想 

○もう一回行きたい。もっと小さいときに行っておけばよかった。 

○キッザニアでは、説明してくれた人が元ＣＡだったのに驚いた。 

  

ＫＣＪ ＧＲＯＵＰ株式会社の皆様、ありがとうございました。 
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３．２０１５年度中野区ハイティーン会議発表会 報告 

 

１ 日  時  平成２８年３月１３日（日）午後２時～午後４時 

 

２ 会  場  中野区立中野中学校 会議室 

 

３ テ ー マ  「憲法・法律」「アミューズメント」 

 

４ 実施内容 

 【開会】 

あいさつ 

○中野区長 田中 大輔 

 ○中野区教育長 田辺 裕子 

   ○ハイティーン会議メンバー 

  

【第１部】 

○「憲法・法律」についての発表 

話題になった時事問題を起点に憲法・法律とは何か、憲法・法律と時事問題の関

わり、そして自分たちはこれから憲法・法律やそれらの問題とどう向き合っていく

べきかなど、取材やワークショップを通じて考えあってきたことを発表した。 

○「憲法・法律」に関する意見交換会、意見発表 

 

 

 

 

【第２部】 

○「アミューズメント」発表 

取材を通じて学んだ各アミューズメント施設の工夫や、アンケートによって見え

てきた“人がアミューズメントに求めるもの”の分析・考察などに基づき、自分た

ちの思う「アミューズメント」とは何かを発表した。 

○ワークショップ 「“私たちの遊園地”づくり」 及び各グループの発表 

 

【閉会】 

講評 

   ○中野区長 田中 大輔 

   ○中野区教育長 田辺 裕子 

閉会のことば 

   ○ハイティーン会議メンバー 
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５ 来場者  

計 ５８名 

【内訳】 

 区長 

 教育長 

 子ども教育部長 

 区議会議員１名 

区内育成団体関係者１３名 

 学校関係者３名 

 区職員４名 

他自治体職員２名 

メンバー家族 １６名 

 その他来場者１３名（一般来場者６名・学生等７名） 

  

 報道関係者 ３名  

(株）ジェイコム中野、週刊とうきょう、時事通信社  

  

６ ハイティーン会議参加者・事務局 

 計 ２６名 

【内訳】 

ハイティーン会議メンバー １９名 

（区立中２年生４名・３年生７名、私立中３年生１名、都立校１年生１名・２年生

１名、私立校２年生４名・３年生１名） 

ファシリテーター２名（安部芳絵先生、大原俊さん） 

子育て支援分野従事者５名（永田副参事・関口係長・中曽根・山口・津村） 

 

７ 区長との懇談 

発表会終了後、区長とハイティーン会議メンバーとで、会議に参加した感想やフリ

ートークを交えた懇談会を実施 
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４．２０１５年度ハイティーン会議メンバー 

  

1 斎藤 大気 中野区立中野中学校 3 年 

2 保科 真悠子 中野区立中野中学校 3 年 

3 野間 翔介 中野区立第三中学校 3 年 

4 今井 八彩 中野区立第五中学校 3 年 

5 薄井 多空見 東京都立戸山高等学校 １年 

6 薄井 鈴香 中野区立第十中学校 2 年 

7 森田 馨 中野区立第十中学校 2 年 

8 八坂 ゆう 中野区立第七中学校 3 年 

9 山本 真人 明治大学付属中野中学校 3年 

10 澤田 倫 明治大学付属中野中学校 3年 

11 岡田 ひかり 中野区立緑野中学校 3 年 

12 佐藤 竜聖 明治大学付属中野中学校 3年 

13 政木 ひかる 明治大学付属中野中学校 3年 

14 光藤 陸巨 明治大学付属中野高等学校 2 年 

15 横田 百香 中野区立南中野中学校 2年 

16 松岡 美樹 大妻中野高等学校 3年 

17 毒島 美泉 中野区立緑野中学校 3 年 

18 田所 茜 大妻中野高等学校 2年 

19 高橋 里奈 大妻中野高等学校 2年 

20 髙山 菜々子 東京都立北園高等学校 2年 

21 田中 寿弥 明治大学付属中野高等学校 2 年 

22 石井 颯 中野区立中野中学校 2 年 
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５．ハイティーン会議を支援してくれた方々 

 

ハイティーン会議では、会議の進行を支援する役割として、ファシリテーター及び学生

サポーターの協力を頂いております。 

今年度も早稲田大学の安部芳絵先生をはじめ、サポーターにご協力いただきました。 

ハイティーン会議に携わった皆様のことばをご紹介します。 

 

 

○ファシリテーターからのことば 

 

 

【工学院大学 基礎・教養教育部門 准教授 

早稲田大学総合人文科学研究センター招聘研究員 安部 芳絵】 

 

社会の担い手としての力をつける場 

 

2015 年、選挙権年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられた。少子

高齢化に伴う人口減少により 10代をはじめとする若者たちが社会

の担い手となることが期待される一方で、若者の投票率の低さが

深刻な問題となっている。これを受け、日本各地で中高生による

模擬投票が行われ始めているが、それだけでいいのだろうか。求

められているのは、「選挙」を体験してみることではなく、子ども

若者が「社会」に興味関心をもち自ら考え動き「社会」の担い手

となるための力量をつけていくことではないか。ハイティーン会議のメンバーをみてい

ると、その力が確かに身についていることを実感する。 

 10 代が自分たちの興味関心で社会に向き合うプロセスを支える－これが、中野区ハイ

ティーン会議が 13 年間にわたって行ってきたことである。そのプロセスには、子ども

支援の専門性が必要である。そこで、各回のワークショップは子ども支援を学ぶ大学生

に支えてもらった。この機会に、自ら考え、動き出そうとする 10 代の声に、耳を傾け

ていただければと思う。 
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【早稲田大学文化構想学部 卒業 大原 俊】 

 

ハイティーン会議に関わるようになって 3年目となった。昨年度ま

ではサポーターとして、今年度からはファシリテーターとしてこの事

業に関わり、「学び」の意味を改めて考えさせられた。 

子どもたちに与えられる「学び」は多くの場合、ある一つの正解に

向かって、ある程度用意された道のりを辿るという形のものである。

しかし、この事業で中高生が辿る道のりにはそれがない。 

10ヶ月間に渡ってメンバーが考え、苦労しながら形にしてきた答え

は、もしかしたら不十分なものなのかも知れない。しかし、そこに至る過程のすべてがメ

ンバーにとって、あるいは支援してきた大人にとって重要な学びであり、そこで獲得した

力はまさに「社会で生きる力」だったのだ。このような学びの場を10年以上に渡って提供

し続けてきた中野区、メンバーを送り出して下さったご家庭や学校の方々に深く感謝した

い。また、この事業が今度も有意義な場として存在し続けられるよう、区民の方々にもご

協力いただければ幸いに思う。 

 

 

 

○サポーターからのことば 

 

【早稲田大学文化構想学部 卒業 江藤 あやめ】 

 

今年度、縁あってサポーターとして関わらせていただきました。

手探り状態の中での参加であり、メンバーやファシリテーターから

多くを学んだ１年となりました。 

「憲法」、「アミューズメント」という考えさせられるテーマの

中、各班ともお互いに疑問を共有し、活発に議論を行ってきました。

さらに、取材やアンケートで分かったことを丁寧にまとめる過程で、

より思考が深まったのではないかと思います。本日の発表も、メン

バーたちが今年度のワークショップの集大成として、力を出し合っ

て精一杯作り上げたもの。割ける時間は限られていたかもしれませんが、その分充実感を

味わうことができたのではないでしょうか。 

学校空間ではなかなかしにくいこうした体験を、学年や学校を超えて積み重ねたこと。

楽しいだけではなく、難しいと感じる場面もあったでしょう。しかし、それらもひっくる

めて今後のメンバーの糧になってくれたら、これほど嬉しいことはありません。 
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発表会投映資料

資料１
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ハイティーン会議で取り上げたテーマ 

 

２００３年度 

 「10代の子どもたちに魅力的なまちとは」 

中野区の長所や短所を考えたり子どもを取り巻く国際状況などを知る中で、中野の

活性化のために「中高生の活動場所」・「中野区の公園」・「放置自転車対策」について

課題を見つけ調査しました。 

調査するにあたり、ゆう杉並や城山ふれあいの家を見学、公園の調査、２３区の放

置自転車対策の調査などを行いました。 

  

２００４年度 

１「これからの学校」 

中野区立小中学校の再編計画について興味を持ち、子どもの視点から学校・教育に

ついて考えました。中野区立小中学校へのアンケート調査や教育委員会への取材を行

いました。 

 ２「交通安全」 

なぜ地下鉄東高円寺駅前の信号が工事され新しくなったのか、その理由を調査しま

した。東京都第三建設事務所、杉並警察署に取材を行いました。 

 

２００５年度 

  １「恋愛」 

高校生世代は恋愛と言うものをどのように考えているのかについて疑問を持ち、高

校生に対して恋愛に関するアンケートをとり、高校生世代の恋愛観について考えまし

た。 

   ２「選挙制度―未成年者への参政権―」 

法律に年齢制限が規定されている法律があること、その中でも特に選挙制度におけ

る年齢制限について疑問を持ち、区内の高校にアンケートをとるなどして調べ考えま

した。 

   ３「裁判員制度―あなたが裁判員になったとき―」 

日本で導入が検討されている(平成１７年度現在)裁判員制度の仕組みや導入目的、

基準等を調べ、考えました。東京高等検察庁へ取材を行いました。 

 

  

資 料２ 
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２００６年度 

    １「少年犯罪について」 

何故、自分たちと同世代の人たちが罪を犯してしまうのか、何故、思い止まること

ができなかったのかということに疑問を感じ、(財)矯正協会や弁護士の方への取材を

行いました。 

    ２「児童労働」 

国によっては、学校にも行けず働かされている子どもがいるということを知り衝撃

を受け、児童労働がなくならない理由や自分たちに出来ることを考えました。ＩＬＯ

駐日事務所へ取材を行いました。 

 

２００７年度 

    「いじめを無くすために」 

いじめについて、文部科学大臣あてに自殺予告の手紙が届いたという事件をきっか

けに、いじめについて考えました。文部科学省やフリースクールの関係者への取材を

行いました。 

 

２００８年度 

    １「Global warming」 

地球温暖化について小池百合子元環境大臣や、生物学者の早稲田大学池田清彦教授、

メルセデス・ベンツへ取材に行き、これからの環境問題や資源利用についての理解を

深めました。 

   ２「Education」 

ユネスコや陰山英男教授へ発展途上国での教育問題や我が国の教育の現状について

取材を行い、周囲の大人たちに求めること、また自分達ができることを考えました。 

 

２００９年度 

１「子ども、教育」 

スクールカウンセラー、モンスターペアレンツ、いじめについて、東京都教育庁や、

作家の重松清さんへ取材に行きました。 

２「裁判員裁判」 

裁判員裁判制度でより身近になった裁判について考え、獨協大学法科大学院教授の

野村武司さんにご協力いただき、模擬裁判を行いました。 

テーマとは別に「若者の投票率をアップさせるためには」という疑問があがり、中

野区選挙管理委員会へ取材を行いました。 

 

２０１０年度 

「東京都青少年健全育成条例」 

不健全図書等を対象とした東京都青少年健全育成条例改正の概要を調べるため、東

京都への取材を行いました。また、影響を受ける出版業界の声を取材し、双方の立場

の見解を比較、問題提起をしました。 
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２０１１年度 

「震災後、私たちが考えること、出来ること」 

東日本大震災を経て、今後の電力供給について資源エネルギー庁へ取材に行きまし

た。また、原子力発電所の事故をふまえ、放射線に関する知識を得るため、東大医学

部附属病院へ取材に行きました。 

 

２０１２年度 

「若者のインターネット利用」 

１ ＳＮＳ（ソーシャル・ネット・ワーキングサービス）のメリット、デメリット（危

険性・依存性）等を調査するため、サイバーエージェント・ミクシィに取材に行き

ました。また、心理学的観点からの、ＳＮＳの危険性や依存性等について、東京大

学大学院橋元良明先生に取材に行きました。 

２ 音楽やゲームファイルに係る著作権や違法ダウンロードに対する刑罰化等の詳細

を調査するため、日本レコード協会・コンピュータソフトウェア著作権協会（ＡＣ

ＣＳ）に取材に行きました。また、メンバーと同世代の若者が著作権についてどの

ような意識を持っているのか調査するため、アンケート調査を実施しました。 

  

２０１３年度 

１「なぜ流行はおこるのか」 

流行はなぜおこるのか、どうのように広がっていくのかということに疑問を持ち、

日本ファッション協会や日本流行色協会の取材を行い、ファッションの歴史や流行色

の決まり方を調べました。また、様々な世代や国籍の人々が流行をどのようにとらえ

ているのかについてのアンケート調査を行い、考察をしました。 

２「日本のサブカルチャー」 

日本のアニメーションや漫画など、いわゆる「サブカルチャー」と呼ばれるものに

ついて知るため、日本動画協会やまんだらけ中野店を取材しました。また、自分たち

と同世代の子どもたちが、「サブカルチャーにどのようなイメージを持っているのか。」

を中心にサブカルチャーの定義について自分たちの意見をまとめました。 

 

２０１４年度 

１「2020年東京オリンピック・パラリンピック」 

2020 年に開催される東京オリンピック・パラリンピックについて、東京オリンピッ

ク・パラリンピック準備局への取材や、みんながどのような意識を持っているのか～

被災地の同年代の子どもたちとの交流や身近な人からのアンケート調査で知ったこと

を交えながら、取材やワークショップを通じて考えあいました。 

２「和食」 

世界無形文化遺産に登録された「和食」について、文化庁や農林水産省への取材を

通じて学んだ定義を踏まえ、アンケートで見られた「和食」のあり様や「日本食」と

「和食」の違いなどをワークショップで考察しました。  
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