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（３）メンバー募集のチラシ

（４）ハイティーン会議交流会宣伝チラシ

※今年度の活動について

今年度のハイティーン会議は、コロナウイルス感染拡大の影響により、３月の活動が中止となりました。

そのため、今年度のテーマに関するまとめ（結論・考察）や、発表報告会を行うことが出来ませんでした。

しかし、メンバーが１年間を通して行った活動は、活気があり、大変充実したものとなりました。

この報告書で、その活動の様子を感じ取っていただけましたら幸いです。
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１．ハイティーン会議について

疑問

交流

訪問

疑問解決のために、実際に企業を訪問してインタビューします!
テーマに関する疑問について、専門の方に質問をするために、関係機関へ訪問して取材を
行います。取材先は、一般企業・行政機関・大学などがあり、テーマについて詳しく学ぶこと
ができます。また、社会人の方から様々な分野の専門知識や仕事内容を教えていただき、
今後の進路の参考になることもあります。

中野区に在住・在学している中学生・高校生が、毎日の生活のなかで気になっていることや疑問に思うことの中から
テーマを設け、ワークショップ形式で話し合い、また必要に応じて関係機関への取材などを行いながら意見を深めて
いく会議です。
今年度で 17年目を迎え、２１名の中高生が「校則」「行列と心理」をテーマに活動してきました。

（１）ハイティーン会議ってなに？

（２）ハイティーン会議の３つの特徴

様々なメンバーが集まります!
今年度は、1１の学校の中学 1年生から高校 3年生が集まりました。バラバラの学年が
同じテーブルで議論することは、学校では中々出来ない経験です。また、学生同士の交流
だけでなく、地域の方と意見を交わす交流会も行います。他世代交流の場として、様々な
方と意見を交わすことができ、毎年時間を忘れるほど白熱しています。

身近な疑問（テーマ）を１年かけて調べます!
「なぜ、勉強をしなければならないんだろう…？」（2017年度テーマ）
「貿易が止まったら日本はどうなるのだろう…？」（2018年度テーマ）
毎年、参加したメンバーの中で話し合い、調べたい・深掘りしてみたいテーマを決定します。
議論は活発に進むときもあれば、停滞することもあります。時間ギリギリまで何度も議論し、
納得するまで話し合うことで、１年間を通してメンバーたちが成長していきます。
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（３）支えるスタッフ
中高生メンバーたちの議論を補佐する立場として、

毎年、”ファシリテーター”と”サポーター”にご協力いただいております。

ファシリテーター
ハイティーン会議にて、ワークショップの進行を補佐します。

答えを与えず、ヒントとなるようなキーワードを投げかけることで、

メンバーに気づかせることを大切にしています。

サポーター
ファシリテーターと共に、より近い立場でメンバーに接して、

助言や事務作業を行います。

大学生～社会人のボランティアスタッフです。

（4）ハイティーン会議の 1年の流れ（例）

６～７月

８月

９～１０月

１１月

１２～３月

テーマ決め
取材先・質問内容検討

関係機関への取材

テーマの考察

意見交流会

まとめ・発表報告会
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１年生 ２年生 ３年生 合計

中学生 １名 １名 ６名 ８名

高校生 ７名 ４名 ２名 １３名

ハイティーン会議は様々な学校からメンバーが集まります。初めて参加するメンバーもいれば、５年も継続して参加してくれる
メンバーもいます。今年度は、1１の学校の中学1年生から高校 3年生が集まりました。

●参加者の内訳

（５）２０１９年度 中高生メンバー

【２０１９年度メンバー ２３名】

●参加者の学校内訳

＜区 立 中 学 校＞
第五中学校、中野東中学校

＜国 ・ 都 立 学 校＞ （５０音順）
東京大学教育学部附属中等教育学校
東京都立井草高等学校、東京都立国際高等学校、
東京都立新宿高等学校、東京都立豊多摩高等学校
東京都立練馬高等学校、東京都立芦花高等学校

＜私 立 学 校＞ （５０音順）
大妻中野中学校・高等学校、明治大学付属中野中学・高等学校
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２．今年度のテーマ
テーマ① 校則
メンバー １０人
取材先 東京大学大学院 教育学研究科教授

文部科学省 初等中等教育局

【テーマを選んだ理由】
・校則に不満があったから
・メンバーが通っている学校での校則の違いがあったから
・校則の決められ方に興味があったから 等
【校則の当初のイメージ】
・堅っ苦しいもので、絶対的
・学校側が生徒を統率するためのもの
・集団行動するためのルール。社会人がスーツを着ている
のと同じで、学生も制服着なきゃいけない
・悪いイメージはない。理由があれば（正当な）校則は
あっていいと思う
・学校ごとで大きな違いがあり、基準があやふや 等

テーマ② 行列と心理
メンバー １１人
取材先 一般社団法人 日本メンタルアップ支援機構

公益社団法人 日本マーケティング協会

【テーマを選んだ理由】
・行列に並ぶ心理は、どのようものか知りたかったから
・お店が心理を利用して行列を作っているのか気になっ
たから
・日本人にとって特有の文化なのか知りたかったから 等
【行列の当初のイメージ】
・並ぶことで安心感、自慢できる
・人とつながりたいために行列にならぶ
・店側が行列を意図的に作っている
・単純に人気があるから、インスタ映えなどいろいろな
理由があってみんな並ぶ 等

第 1回会議で出た
今年度のテーマ候補
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ハイティーン会議は、毎年多くの「人」がメンバーと関わり、交流を深めております。ハイティーン会議に関わる人にとって、
「ハイティーン会議の魅力」とは一体何なのか？この１年間、ハイティーン会議に関わって下さった、様々な方の声を
ご紹介します。

①ハイティーン会議の印象は
いかがでしょうか。
1)素敵だなと思ったことは、共通の
テーマに一緒に取り組んでいるが決
して迎合していないと感じることがで
きたこと。 『和して同せず』

2)一人ひとりが、共通のテーマ以外に自身の課題意識を
もっていることが素晴らしいと思います。
3)交流会等で、今の若者の持つ力の素晴らしさを感じ、
素敵な個性を持った方々の集まりという印象を持ちました。

②今後のハイティーン会議に望むことはどのようなこと
でしょうか。
課題解決だけでなく、その後、行動・発信があるといいなと
感じます。テーマによっては、同じテーマで、次の年も続ける
ことがあってもよいのではと思います。いずれにしても、集まっ
たメンバーの中で終わってしまわずに、各区学校での報告
や、番組で取り上げるなどして発信する機会を持つことで、
広げることも必要かと思います。

（No.２) 中野区教育長 入野 貴美子

（No.１) 中野区長 酒井 直人

３．ハイティーン会議の魅力を語る

③中高生時代の思い出をご紹介ください。
中高一貫校でしたので、６年間書道三昧。夜中に起き出
し、書をする時間は没頭できました。高校３年生の時は、
大学受験勉強とともに取り組んだ、卒業制作の風炉先屏
風、唐の太宗書の臨書４幅は、様々な思い出があります。
帰宅後、全てを済まして就寝する、という毎日でした。

④お仕事の中で、自分と考えや年齢が違う人お話され
るときに心がけていることは、どのようなことでしょうか。
その方の話をまず、「聞く」ことです。話されていることの背景
などを考えながら、共感的に聞くようにしております。私自身
の課題意識などに照らし合わせて話は聞くようにしていて、
気付かせていただいたことなどをメモするようにしています。

⑤メンバーへのエールをお願いします。
これからの生き方の中で、今回の経験（いろいろな年代の
方との協働、専門家などの方々との交流、自分の考えをま
とめ、他の人たちに問うことなど）が生きることを願っていま
す。交流会などで感じたように、これからも一人ひとりが輝い
てほしいと思います。

①ハイティーン会議の印象は
いかがでしょうか。
ハイティーン会議では、様々な学校
の中学1年生から高校３年生ま
でが集まり、地域の方々と同じテー
ブルで議論を行いますが、それは

メンバーにとって、大変刺激的な機会だと思います。これか
らも自らの意見を主張し、相手の意見を受け入れることで
大きく成長できる、そんな場所で会って欲しいと思います。

②今後のハイティーン会議に望むことはどのようなこと
でしょうか。
区内の大学・専門学校の学生との関わりも増えるといいと
思います。上の世代も巻き込んだ意見交換会等を行い、
若者同士で協働し、大いに活気ある交流をしてください。

また、地域団体と同じテーマで語り合うなど、地元に根付い
た活動に触れる機会も増やし、「地元とつながるハイティーン
会議」を目指しましょう。

④お仕事の中で、自分と考えや年齢が違う人お話され
るときに心がけていることは、どのようなことでしょうか。
一人ひとりの意見が違うことは当たり前です。まずは多様性
を受け入れ、相手の意見をしっかり聞くことを大切にしていま
す。ハイティーン会議でも、メンバーそれぞれの意見を受けと
め、互いに認め合うことを大切にしてください。

⑤メンバーへのエールをお願いします。
どんどんチャレンジする機会を増やして下さい。そのためにも、
ハイティーン会議で得たことを忘れないでください。仲間・経
験・成長など、今後の社会を歩んでいく上で、大きな財産と
なるはずです。
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①メンバーの活動についてどのように感じましたか。

・メンバーからの熱意を感じました。
・短時間の間に、これだけ内容を掘り下げいて、本当に感心致しました。
・中高生のパワーを発揮させて、問題解決の場を積極的に作っていくことの大切さがよく分かり、楽しかったです。
・取材をされて発表の場へ！！そして意見交換でまとめる、とてもよいプロセスですね！！

②交流会の印象はいかがでしたでしょうか。

・若い生徒さんとの意見交換が楽しくて、毎年来ています。
・高校生と触れあう機会が持てて嬉しいし、どんなことを考えているのかお互いに話せて楽しかったです！
・横のつながりをつくるのにとても良い機会だと思います。

③今後のハイティーン会議について、期待することはありますか。

・せっかく良い交流の場なので、多くの人に参加して欲しいです。
・公立中学校の参加が少ないのがもったいないです。

④メンバーへのエールをお願いします。

・このような経験は必ずみなさんの今後の大きなパワーとなります。これは保証します。
・若い皆さんのエネルギーをより活用していってください。
・皆様が真剣に取り組んでいる様子、素晴らしいと思います。ぜひこれからの活動に
生かして何か成果につなげていただきたいです。

学生の皆さまの取材時もさることながら、発表に対する熱心な姿勢に感銘を受けました。楽しいひと時でした。
※交流会に参加した際の感想 （一般社団法人 日本メンタルアップ支援機構 大野萌子 先生）

生徒とサポーターの皆様にとって、何かしらのプラスになりましたら、幸甚でございます。
ハイティーン会議の取り組みは大変に素晴らしいと思いますので、今後も継続されることを期待致します。
※取材後の感想（公益社団法人 日本マーケティング協会 河野 様）

（No.３) 取材先の方々

（No.４) 交流会参加者の方々
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（No.５) メンバー＆スタッフの声

●最初の一歩、始めはみんなここから・・・？
・話したことがない人とディスカッションをすることが不安でした。
・社交的な性格でないので、当初は意見を言うことは出来ませんでした。
・答えのない問いに挑んだ１年間でした。

●今年の活動に向け決意したメンバー
・今年は「チャンスがあったら自分から話す」という目標を立ててみました。
・今は最年長組の高校３年生で、唯一の５年目としてのプレッシャーがありました。
・メンバーとしての最後の年ということで今まで以上に気合いを入れて臨んだ一年でした。

●ハイティーン会議の魅力！ 出会いの楽しさ、語り合うことの楽しさ
話すのって楽しい
・疑問を自分たちで決めて皆で話し合っていくのはとても楽しかった。
・話し合いの内容が深くなっていく過程がとても良いなと思いました。
・自分と違う考え方の人や少し年が離れた中学生と
意見を交換することがとても楽しくなりました。
・交流会までの準備が遅く、焦りと不安がありましたが、
前日の追い上げで交流会の完成度は高かった。
・交流会で、色んな年齢層の方々と話し合いができて、
楽しかったです。

●自らの成長を実感！
・年齢、性別関係なく話し合いができる環境に身を置くことで
コミュニケーション力を高めていけるのも魅力の一つだと感じます。
・以前より確実に、自分の言いたいこと・思っていることを伝えられるようになりました。
・まだまだ積極的に皆を引っ張れるほどにはなれていませんが、自分の成長を
感じられました。
・大人の意見を知り、それまでの自分たちの考えを新たな視点から見つめなおすことが
できました。
・自分の意見と真逆の立場になって考えることができました。
・会議や取材が、進路選択という大きな悩みをもう一度
見直す機会となりました。

答
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な
い
問
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に
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し
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。

（
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ー
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思
っ
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こ
と
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え
ら
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る
よ
う
に
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り
ま
し
た
。（
高
１
）
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●今後に向けて、新しい目標もできました
・来年度以降は先輩方のように発言しつつも
グループをまとめていけるような人になりたいです。
・ハイティーン会議での経験をこれからも様々な場面で生かし、
積極的に発言しディスカッションに参加していきたい。

・これからも、何らかの形で携われたらいいなと思います。
また、ハイティーン会議のことを知ってもらう機会が増えて参加してくれる
中高生が増えてくれたら嬉しいなと思っています（高３）

●サポーターに感謝 メンバーの意見を引き出す！頼もしい人たち
・サポーターの方々が考えてくださったアイスブレイクも、メンバー同士の仲を深めるきっか
けになり、グループ内で馴染めるようになりました。
・グループの中で考えが行き詰った時に、引っ張ったり、メンバーの意見を引き出したりで
きればいいな、と思っていましたがなかなか難しく、サポーターさんのすごさとありがたさを
感じる一年間でした。
・継続メンバーやファシリテーター、サポーター、職員の方がたくさんフォローしてくださって、

とても安心して会議に出席することが出来ました。

●サポーターからメンバーへのエール
サポーターもメンバーと一緒にワクワクして
ました
・自分の考えを話すことができ、他の人の考えもまっすぐ
受け入れられる、「自由な場所」なのだと感じました。

・調べたり人の話を聞き、ただそれをまとめるのではなく、それらを材料として自分たちで
考え、結論を出すことの難しさと、納得のいく考えが導き出せたときの達成感を、間近で
感じることができました。
・得られる経験は、ここだけのものではなく、この先中高生にとって大きな、
とても有意義な能力になっていきます。
・停滞や失敗も、すべてを経験として積み上げ、省察することで学びにする。
これは中高生にとって極めて重要な学びの場となります。

こ
の
４
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間
で
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識
と
経
験
は
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っ
と

大
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入
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路
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す
。（
高
３
）

私
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ち
大
人
は
、
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の
会
議
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場
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場
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と
し
て
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し
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う
。

（
サ
ポ
ー
タ
ー
）

●ファシリテーターの先生から、ハイティーン会議の魅力を語っていただきました
・子どもたちの多様な関わり方、楽しみ方を許容してくれる場であることが、ハイティーン
会議の一番の魅力だと考えています。
・ハイティーン会議の役割について考えてみると、家庭や学校以外の居心地よい場
所、いわゆる「サードプレイス」に、評価や利害の伴わない、ゆるやかな人間関係を
持っておくことはとても大切であり、ハイティーン会議は、まさにそのような場としての役
割を果たしてきた面があると感じています。

今年度で卒業する
高３メンバーの
メッセージ！

今年度で卒業する
高３メンバーの
メッセージ！
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４．１年間の活動紹介

記念すべき第 1回。まずは、サポーターがリード
する交流ゲームで、初めて出会う仲間と交流！
最初は緊張していたメンバーも次第に打ち解け
ていき、初日から笑顔が絶えませんでした。

第 1回 交流ゲーム
日 時：6月 2日（日）10:00～13:00
会 場：中野区役所 第 5・6 会議室
メンバ－：14名
スタッフ：8名

第 2回 テーマの検討
日 時：６月16日（日）10:00～12:00
会 場：中野区役所 第 5・6会議室
メンバ－：13名
スタッフ：6名

今年度調べてみたい疑問（テーマ）について、
少人数のグループに分かれて議論を行いました。
様々な意見が飛び交います。その結果、今年の
テーマは「校則」「行列と心理」に決定しました。
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第３回 取材先の決定
日 時：7月 14日（日）10:00～12:00
会 場：中野区役所 教育委員会室
メンバ－：14名
スタッフ：7名

テーマに関する疑問について、専門の方に質問
をするため、テーマ毎に取材先を検討しました。
”誰に質問をすれば回答してもらえるだろう？”
取材先を絞り込むのは、毎年苦労しています。

第４回 取材先への質問内容検討
日 時：８月４日（日）10:00～12:00
会 場：中野区役所 教育委員会室
メンバ－：15名
スタッフ：7名

取材先決定後は、具体的にどのような質問をする
か考えます。本当に必要な情報を引き出していく
ためには、質問する順番や内容も大切です。
また、依頼文もメンバーが自ら書いて取材先の方
へ送ります。
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番外編 取材（8/9、8/23、8/26）

文部科学省

初等中等教育局

8 月 23日

東京大学 本郷キャンパス

（東京大学大学院教授 本田 由紀 先生）

8月 9日

夏休みを利用して、関係機関に取材に行きます。連日猛暑の中でしたが、様々な分野で活躍されている
方に話を聞くことができ、メンバーもとても満足げでした。また、取材先で社会科見学も行いました。

赤門前で
はいチーズ！

見学中は
テンション MAX

本日２カ所目の
取材先です

３５度越え！
暑い．．．

※詳細は 17ページ

※詳細は 19ページ
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公益社団法人

日本マーケティング協会

8月 26日

一般社団法人 日本メンタルアップ支援機構

（大野 萌子 先生）

8 月 23日

心理の話は
すごく面白い！

気になることは
しっかりメモ地下鉄で

次の取材先へ

マーケティング
奥が深い！

※詳細は 18ページ

※詳細は 20 ページ
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第５回 取材先の振り返り
日 時：9月 1日（日）10:00～12:00
会 場：中野区役所 教育委員会室
メンバ－：13名
スタッフ：3名

取材終了後、メンバーは２つのテーマグループ毎に
分かれ、取材先で聞いたことを、ふせんを使いなが
ら１つ１つ振り返りました。
取材前に想定をしていたことが、取材後に大きく
変わってしまったことが多々あり、そして、そこからも
さらに新しい疑問が生ました。

第６回 テーマの考察①
日 時：9月 15日（日）10:00～12:00
会 場：中野区役所 教育委員会室
メンバ－：12名
スタッフ：2名

新しい疑問についてグループ内に、議論を行います。
しかし、どんなに議論しても一向にまとまりません。
この時期から、沈黙の時間も増えていきます。
時には話がまとまらず、ジグザグ迷路へ迷い込んで
しまいます。

第７回 テーマの考察②
日 時：10月 27日（日）10:00～12:00
会 場：中野区役所 教育委員会室
メンバ－：12名
スタッフ：6名

メンバーの議論が停滞し、迷路に入ってしまった時
には、ファシリテーターとサポーターの出番です。
ただ答えを与えるのではなく、メンバーに問いかけて
徐々に話を広げ、メンバーの議論を活性化させて
いくことで、ナビゲートしてくれる頼れる存在です。
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第８回 交流会の準備①
日 時：11月 3日（日）10:00～12:00
会 場：中野区役所 教育委員会室
メンバ－：8名
スタッフ：3名

交流会で、今まで調べ、考えてきたことについての
中間発表するため、「発表パワポ」を作成します。
交流会では参加者の意見を聞いてまとめの参考
にします。そのため、“伝えたいこと”を分かりやすく
発信するためのプロセスを意識して作成をします。

第９回 交流会の準備②
日 時：11月 9日（土）14:00～17:00
会 場：中野区役所 教育委員会室
メンバ－：17名
スタッフ：5名

交流会前日、当日会場である産業振興センター
で作業を行いました。発表の準備は、時間ギリギリ
まで何度も何度も修正を重ねて進めて行きます。
「どのように伝えれば理解してもらえるのか・・・」
発表リハーサルを行ったときにも、サポーターから、
ありがたいダメ出しをいただきながら最後まで悩み
ぬき、より良い発表を目指しました。
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交流会（11/10)

発表
各テーマ毎に、テーマを選んだ経緯や取材を踏ま
えたメンバーの考察などについて、発表しました。
ただ発表するだけでなく、来場者に問いかけたり、
説明の順序やパワポのデザインを工夫することで、
来場の方に内容が伝わりやすい発表にしました。

地域の幅広い年齢層の方が来庁し、メンバーと交流を行いました。テーマに関して疑問を共有し、メンバーとは異なる視点で
意見を交していただきました。育成団体・学校の先生・取材先の方など、様々な分野の方との交流は、大変有意義でした。

意見交換会
メンバーと来場者は 6 つの班に分かれ、各テーマに
ついての意見交換を行いました。
幅広い年齢層の組み合わせにも関わらず、それぞれ
のグループからは、笑い声があふれていました。時間
ギリギリまで話しており、大変盛り上がりました。

区長懇談会
交流会の終了後、酒井区長・入野教育長・小田
子ども家庭支援担当部長との懇談会を開催しました。
今年度のハイティーン会議に参加をしたきっかけや、
区と関わる中で感じたことについてのメンバーの思いを
伝えるなど、区長と意見を交わすことができました。
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第10回 交流会の振り返り
日 時：１2月 15日（日）10:00～12:00
会 場：中野区役所 教育委員会室
メンバ－：11名
スタッフ：5名

第 1１回 テーマ考察
日 時：１月 19日（日）10:00～12:00
会 場：中野区役所 教育委員会室
メンバ－：14名
スタッフ：３名

第1２回 発表報告会準備①
日 時：２月２日（日）10:00～12:00
会 場：中野区役所 教育委員会室
メンバ－：13名
スタッフ：7名

交流会で様々な方から聞いた意見を振り返り、メンバーの意見と相対化していきながら、最終的なまとめを進めて行きました。
６月から交流会までの間で、調べてきたこと・感じたことなどをテーマグループ毎に共有していきます。

第 1３回 発表報告会準備②
日 時：3月 15日（日）10:00～12:00
会 場：中野区役所 教育委員会室
メンバ－：名
スタッフ：名

第 13回ハイティーン会議につきましては新型コロナウイルス感染拡大の影響のため、中止となりました。
メンバーも楽しみにしておりましたが、残念な結果となりました。しかし、メンバーが 1年間話し合った
各テーマについての話し合いは、充実したものとなりました。この報告書では、メンバーの意見をもとに

職員がまとめを作成し、掲載しております。詳しくは２３ページを御覧下さい。

第 13回ハイティーン会議につきましては
新型コロナウイルス感染拡大の影響のため、

中止となりました。
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（１） 本田 由紀 先生（東京大学大学院 教育学研究科教授）
日 時 令和元年８月９日（金） 10:00～11:00
訪 問 先 東京大学 本郷キャンパス
訪問理由 校則の必要性や校則が与える影響力について知りたい

。

５．取材の報告

取材内容
①教育社会学とは、どの様な学問ですか。
また、本田先生は、なぜ教育社会学者を目指されたのですか。

②校則は私たち中高生にとって、どのような必要性があると考えますか。
③私達にとって、以下の例の様に「なぜこのような校則があるのか」と思うような
校則があります。このような校則が存在する理由について、どう考えますか。
ex)アルバイト禁止・整髪料の禁止・スマホは朝に先生に預けて使用しない

お菓子の所持禁止など、どうして禁止するのかわからない校則
④校則を定める際、教育学などに詳しい専門家の意見などを参考にしています。
⑤校則は、学校によって厳格であったり、緩かったりと、学校毎で「厳しさの程度」に
違いがあると感じますが、なぜそのような違いがあると考えますか。

⑥男子校と女子校、義務教育の中学校とそうでない高校など、それぞれの学校の特性により、
校則の違いがあると感じますが、先生はどの様に考えますか。

本田先生ありがとうございました！

取材で印象に残ったこと
・本田先生の話がおもしろく、わかりやすいものだったので、今後の
この会議のビジョンが見えた気がした。
・普段自分が思わないことについて考えることができた。
・普段聞くことのできないような貴重な話を聞くことができた。

関連テーマ：校則
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（２） 大野 萌子 先生（一般社団法人 日本メンタルアップ支援機構）
日 時 令和年８月２３日（金） 10:30～11:30
訪 問 先 一般社団法人 日本メンタルアップ支援機構
訪問理由 日本人が並ぶ行列の心理や、日本人と外国人の行列への考え方の違いについて知りたい

取材内容
①「日本メンタルアップ支援機構」は、どのような仕事をしている企業ですか。
また、大野様はどのようなお仕事をしているのですか。

②行列に並ぶ人は、どのような心理状態から「行列に並びたい」という気持ちになると考えますか。
③実際に行列に並んでいる時、また行列に並んだことで目的を達成した時、
どのような心理状態になると考えますか（良い面・悪い面どちらでも構いません）。

④海外と比較して、日本は行列に並ぶ機会が多いと考えますが、
心理面から、日本人特有の行列に並ぶ理由はがあると考えますか。

⑤行列を作る側（ヒット商品を売り出す企業・人気の店）は、商品を売り出すため、
行列を利用することはあると考えますか。
ex)行列によって商品の価値観をさらに高めようとする等（バンドワゴン効果）

取材で印象に残ったこと
・行列について、気になったことなどが分かってすっきりした
・話を聞いたことによって行列のみならず、いろんな物の見方が変わった
・面接前に緊張しない方法を知れて良かった

大野先生ありがとうございました！

関連テーマ：行列と心理
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（３） 文部科学省 初等中等教育局
日 時 令和元年８月23日（金） 14:00～15:00
訪 問 先 文部科学省初等中等教育局 児童生徒課 生徒指導室 生徒指導企画係（担当：野村様）
訪問理由 校則の存在意義や歴史などについて知りたい

取材内容
①「生徒指導室 生徒指導企画係」は、どのようなお仕事をしているのですか。
また、仕事上、「校則」との関わりはありますか。

②教育の歴史（学制）の背景で「校則」が今と昔でどのように変化したと考えますか。
③学校内で各先生の指導方法・度合に違いがあると感じていますが、
学校の先生はどのように校則を捉え、各学校で生徒に指導していると考えますか。

④私達にとって、以下の例の様に「なぜこのような校則があるのか」と思うような
校則があります。このような校則が存在する理由について、どう考えますか。
ex)アルバイト禁止・整髪料の禁止・スマホは朝に先生に預けて使用しない

お菓子の所持禁止など、どうして禁止するのかわからない校則
⑤私たち中高生が、校則に対する意見を述べ、校則を変えることはできますか。

（全国での事例や、実際の制度などがありましたら教えてください）

取材で印象に残ったこと
・説明がわかりやすく、とてもおもしろかった。
・校則と文部科学省の関わりについて気になっていたので、分かって良かった。
・校則は自ら発言していけば変えることのできるものだと知った。

野村様ありがとうございました！

関連テーマ：校則
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（４） 公益社団法人 日本マーケティング協会
日 時 令和元年８月26日（月） 14:00～15:00
訪 問 先 日本マーケティング協会 東京本部（担当：白根様、河野様）
訪問理由 行列のメリット・デメリットや行列を使った企業戦略はあるかなどを知りたい

取材内容
①「日本マーケティング協会」は、どのようなお仕事している企業ですか。
また、ご担当者様はどのようなお仕事をしているのですか。

②人気の商品・サービスは、どのようなマーケティングを経て生み出されていると考えますか。
③行列を作る側（ヒット商品を売り出す企業・人気の店）は、商品を売り出すため、マーケティングの面から、
行列を利用することはあると考えますか。
ex)行列によって商品の価値観をさらに高めようとする等（バンドワゴン効果等）

④メディア・SNS と行列には関係性があると考えますが、マーケティングの面から
実際に関係性があると考えますか。
ex)ツイッターやインスタグラムによる拡散によって人気が出る等

⑤海外と比較して、日本は行列に並ぶ機会が多いと私達中高生は考えますが、マーケティング面から、
海外と日本の行列（もしくはマーケティング）にはどのような違いがあると考えますか。

取材で印象に残ったこと
・なかなかイメージしづらいマーケティングというものをわかりやすく説明していただき、
とても充実した時間になった。
・マーケティング一つでもいろいろな種類があることを知れた。
・マーケティングが身近に感じるお話をたくさんいただけた。

白根様、河野様ありがとうございました！

関連テーマ：行列と心理



21

６．交流会の報告

開 会
○あいさつ

（酒井 直人 中野区長）

（入野 貴美子 中野区教育長）

○メンバー紹介

○ファシリテーター・サポーター紹介

第１部（テーマ：校則）
○発表
○意見交換会

第１部（校則）での意見交換のテーマ

①校則に対して求めるものは何ですか？
【意見の一部】
・校則は再検討が必要。学校の権力は抑えるべき。
・理不尽な校則は、健康にも影響を及ぼす恐れがある。
・校則は子どものためにある。将来、人に迷惑をかけない大人になるために必要。
・自由な時代だからこその制限
・公立、私立の違いもある。また、保護者の思いもある。

②生徒が校則にどのように・どこまで関わって良いと考えますか？
【意見の一部】
・自分たちで決められるとよい。
・学生が校則の事について述べる「場」があってもよい。
・親、生徒、先生の 3者が関わるべきである。

日 時 令和元年 11月 10日（日）14:00～16:00
会 場 中野区産業振興センター ３階大会議室
参加者 43名
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第２部（テーマ：行列と心理）
○発表
○意見交換会

講 評
（酒井 直人 中野区長）

（入野 貴美子 中野区教育長）

閉 会

第２部（行列と心理）での意見交換のテーマ

皆さんはどのような行列に並びますか？
【意見の一部】
・好きなもの、必要なもの（電車など）、他の人と同じもの、誰よりも早く欲しいと感じるもの
・ブランド力があるもの（口コミを聞いてついつい試してみたくなる）
・ディズニーランドに並んでいると、楽しくて心に余裕があるため、行列が気にならない。
また、会話も途切れない。
・お店に人が入っていないとちょっと不安（視線が気になる）。満杯ではなくてもよいので、
少しだけでもいて欲しい
・時間がもったいないので、行列に並ばない。

☆来場者の感想

・交流会は楽しく区民と中高生が交流できる点がいいなと感じました。
・メンバーからの熱意を感じました。調べて考えて発表して、意見交換楽しかったです。
・中高生のパワーを発揮させて、問題解決の場を積極的に作っていくことの大切さがよく分かり、楽しかったです。
・高校生と触れあう機会が持てて嬉しいし、どんなことを考えているのかお互いに話せて楽しかったです！
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７．各テーマのまとめ
１年間の活動を通じて、テーマに関して様々な意見がでました。決して順風満帆ではなく、同じ話をずっと議論したり、
話し合いが進まず、ずっと黙り込んでしまったり…。そんな「答えのない問い」と向き合いながらもメンバーは議論を重ねてきました。
最後の会議が中止となり、各テーマで１つの意見にまとめることができませんでしたが、「話し合いで出た様々な意見・考察」として、
各テーマのまとめを紹介します。（このページについては職員が作成しましたが、内容は全てメンバーの話し合いの成果です）

テーマ（１） 校則 テーマを調べたメンバー:10人

①テーマを選んだきっかけ
・校則に不満があった
・メンバーが通っている学校それぞれに校則の違いがあり、
校則の決められ方に興味を持った

②当初の「校則」のイメージ
・時代にそぐわない校則がある
・生徒に対して不平等だと思う

③テーマについての取材（取材で伺った内容は、個人の見解も含まれております）

◆東京大学大学院 教育学研究科教授 本田由紀 先生

Ｑ なぜ生徒が疑問に思うような校則があるのか

Ａ 学校の秩序が乱れそうなものに対して校則を定めることで秩序を守っていた。時代や環境が変わるにつれ、

いくつかの校則は必要性が薄れてきた。しかし、見直されないまま残ってしまっている。

Ｑ 校則の在り方とは

Ａ 校則について、先生と生徒が話し合う場は必要。校則を見直すにあたり、秩序を守るために、

どのように見直すかが重要（残しておいた方が生徒にメリットがある校則もある）。

◆文部科学省 初等中等教育局 生徒指導室 生徒指導企画係 野村 様

Ｑ 文部科学省は、校則にどれほど携われるのか

Ａ 文部科学省には、行政指導の権限はあるが、

校則を取り締まる権限はない。

校則は、原則として校長の裁量に委ねられている。

Ｑ 生徒は校則にどのように関わるべきか

Ａ 学校教育で、社会的規範の遵守について

適切に指導することは教育上非常に重要。 一方で、生徒は校則の存在意義を見直すことが出来る。

④交流会での話し合い

１）校則に対して求めるものは何か？
・人に迷惑をかけないこと
・風紀を乱さないこと
・生徒が健康で安全に過ごせること

２）生徒は校則にどのように、どこまで関わって良いか
・学生が意見を言える場を作る権利がある
・学校と生徒の相互の意見交換が必要である

↑メンバー作成パワポ①

↑メンバー作成パワポ②
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⑤メンバーによる校則改革の具体案

「校則の民主主義化」が必要である

民主主義化とは…現在ある制度を問う権利、

生徒達が意見を言う権利が守られていること

１）校則を変えるための具体案

○個人規模で…

掲示板・意見箱・アンケートなどを設けて、
みんなの意見を聞く

○
月
○
日
（日
）

○クラス規模で…

クラスで話し合う
⇒保護者・地域住民も
「保護者参観」として、来校してもらい
外部の意見を聞く場にする

○
月
○
日
（
日
）

○学校規模で その１…

校則改善委員会（仮）を結成
⇒生徒の意見をまとめる
⇒地域住民の意見をまとめる
生徒/教師陣/保護者/地域住民を
仲介する委員会

○
月
○
日
（日
）

○学校規模で その２…

地域懇談会・学校行事の時に
来場者にアンケートをとり、意見を聞く
ex)文化祭など

○
月
○
日
（
日
）

２）校則を変えるうえで障害になりそうなこと

・テストに追われ忙しい。そんな中高校生が自分の学校の校則のために時間を犠牲にするのか…いや、しない。
・外部の意見を聞く場として「保護者参観」があるが、実際に来てくれる人数が分からない。
・先生、生徒、学校、保護者（PTA）、地域、委員会、社会、みんなの意見を取り入れるのは難しい。
どう解消するか…
・最終的に決めるのは校長先生なので、頑固な人は変わらなそう。
・先生の負担が増える。

⑥メンバーそれぞれの結論・考察

・校則は、自分たちが変えようとして行動すれば変わることはある。
・校則というものは恣意的で学校の場所や環境によっても変わってくる。その中で大切なのは、生徒から積極的に声を出していくと
いうこと。しかし、その声を出せる環境がないという学校が多いと感じる。だからこそ、校則は民主主義化が必要である。民主主
義化すれば、先生と生徒が話し合える場ができ、皆が納得できる校則になるのではないか。
・一方的に決められた校則を生徒が守るのではなく、校則の意義などを一から示し、生徒の意見も反映させることが大切だと思
う。
・校則は生徒を守るためのものである。しかし、生徒を必要以上に縛り付けるような時代にそぐわない校則もある。その校則に意
義を唱え、変えていけるのが理想的。先生と生徒や保護者、地域の人たちと話し合える場も必要である。
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テーマ（２） 行列と心理 テーマを調べたメンバー:11人

①テーマを選んだきっかけ
・並ぶ人はどのような心理で並んでいるのか疑問に感じた
・お店はわざと行列を作っているのか気になった

②当初の「行列と心理」のイメージ
・インスタなど SNS で自慢するためにならぶ
・日本人特有の文化だと思う

③テーマについての取材（取材で伺った内容は、個人の見解も含まれております）

◆一般社団法人 日本メンタルアップ支援機構

Ｑ どうして人は行列に並びたいと思うのか

Ａ 同調快感を得られやすいというのが行列の 1 つの要素である。並ぶことで、他の人と同じであるという安心感がある。

人は何かを選択するとき、「間違えたくない」という意識が働いて、多くの人が支持するものを選んでしまう。

Ｑ 並んで目的を果たした時、得られるものはあるか

Ａ 並んで目的を果たすことで、「並んだこと」への達成感を感じる。ただ、人間はつじつまが合わないと残念に感じるので、

仮に飲食店に並んだ場合、多少まずくても、「おいしい」と感じやすくなる。

◆公益社団法人 日本マーケティング協会

Ｑ お店はマーケティング面から、行列を利用することはあるか

Ａ 利用するのは個人経営店くらい。大手企業などは、あえて行列をつくることは、あまり良くはないと考える。

そもそもマーケティングにとって、行列を作ることは目的・手段ではない。良い商品・サービスを提供することで、

結果として行列が生まれているだけである。

Ｑ 海外と比較して、日本は行列に並ぶ機会が多いのか

Ａ 日本人の国民性は関係ないと思われる。国を問わず、行列は SNS の普及の影響が大きい。

④テーマについて調べたこと

１）待ち時間の原則
人は、以下の状況のときは、待ち時間を長く感じる。
・何もしないで過ごすとき
・不安があるとき
・一人で待つとき 等

２）ディズニーランドの行列の工夫
ディズニーは、行列を飽きさせない工夫をしている
・待ち時間の表示する
・ファストパスを利用できる
・並ぶ場所の装飾やアトラクションが楽しめる 等

⑤交流会での話し合い
○みなさんはどのような行列に並びますか？

・期間限定のもの、流行のもの、好きなもの
・一人だと並ばないけれど、友達となら並べる。
・並びたくない。時間がもったいない

・確定申告など、誰も並びたくないものについて、
楽しく並べる工夫があるとよい。
・予約、オンラインなどで並ぶ、「仮想行列（見えない行列）
が増えている。

↑メンバー作成パワポ
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⑥メンバーの意見をもとに作成した行列の仕分け図

行列は悪いイメージ…？
当初、行列はストレスが溜まり、みんな並びたくないというイメージが大半だった。
しかし、行列を分析することで、ストレスの大小にも違いがあると考え始めた。そこで、様々な観点で行列を分析することにした。

Ａ 並べるがストレスは大きい

孤独の行列：一人で並んでいて、周りとの同調快感
などを感じない行列。個の集まりで構成されている。
ex)ピーク時のラーメン屋（一人用）
ミーハーの行列：口コミや SNS などで触発された人た
ちで構成される行列。話題性が並ぶ衝動になっている
が、人気店であればあるほど行列が長く、ストレスも
比例する。 ex)テレビで紹介された飲食店

Ｃ 並びたくなくて、ストレスも大きい

義務の行列：社会的義務を果たすために作られる行列。
並びたくない、やらなければならない、という心理状態。

ex)確定申告の順番待ち
審判の行列：自分の不安な状態を解明するために待つ
行列。自分の状態にいい評価をしてほしいが、どうなるか
不明。ex)病院の診察待ち

Ｂ 並べて、ストレスは小さい

プレミア感のある行列：限定品や特別イベントなどの
希少価値の高い商品を欲求する集まり。期待感と欲
求の強さが特徴。ただし、何に価値を感じるかは人そ
れぞれ。
オタクの行列：共通の趣味が集まって、その趣味に
関する商品を訴求する行列。
ex)コミックマーケット

Ｄ 並びたくないが、ストレスは小さい

失敗したくない行列：失敗したり、間違えたりするのを
恐れて並ぶ行列。並ぶことで、みんなと同じであるという
安心感を得られる。
ex)食べログでみんなに評価されているお店

↑メンバー作成の図
左のようにまとめました

【Ａ～Ｄに共通していること】
行列は秩序を保つ効果がある（行列の「正」の面）→ 行列＝平等であるという意識。
・行列は安心感や指標になるが、長いとストレスがたまる。

⑦メンバーそれぞれの結論・考察

・「社会の秩序を守る」「平等性がある」など、一見デメリットしかないように見える行列にも、多くのメリットがある。
・行列に並ぶ＝目的のものが手に入る等の利点があるため、決して悪いものではない。
・行列に並ぶ心理は、ストレスの大小によって分けることが出来ると考えた。ストレスが大きいのは、義務的なものが多く、外的要
因によって並ぶとき、ストレスが小さいのは、並ぶことによって満足感や同調快感、達成感、秩序が保たれることなど、自分にとっ
て、何かかプラスのことが作用する時や、自分が求めて並ぶときだとわかった。この２つの心理により行列に並ぶのではと考えた。

・人はみんなと同じような行動をとることによって、一体感や安心感が生まれるので、その影響でも行列ができると考えられる。
・人の心理が行列を作り出すこともあり、また行列が人の心理に働きかけることがあると思った。お店側がお客のニーズに応えるよう
なものを提供すれば、自ずと行列が生まれるのだと思う。そして、そこで初めて行列を利用できるのではないか。
・行列は意図して作られてなくて、結果として行列が出来るだけだった。だからあくまでも行列は副産物である。
・行列に並ぶのは、ＳＮＳ等を通じて様々な人と共有出来るという利点があるから。
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中学１年生

中学２年生

中学３年生

中学３年生

楽しい雰囲気で行きやすいと思いました。また、幅広い年齢の方々がいるため、いろいろ
な意見に触れられ、勉強になることが多かったです。

今回初めて参加しましたが、近い年代の人と話し合うことがあまりないので楽しかったです。
私は校則チームだったのですが、他の学校の校則はどうなのかがよく知れました。”校則”という身
近にあっても詳しくは知らなかったことを、ハイティ－ン会議の中で学べました。夏の取材では、普
通に過ごしていれば聞けないようなお話を聞けてとても興味深かったです。
これまでの１年間を振り返ると、あまり意見を言えなかったり、他のメンバーに任せてしまった

所があったので、もっと活発に話し合いに参加できたらよかったなと思います。しかし、このハイ
ティーン会議で今までよりも意見が出るように成長できました。そしてとても楽しかったです。ありが
とうございました。

何か疑問を自分たちで決めて皆で話し合っていくのはとても楽しかったと思いました。
他の学年の人や大人の方などと話し合うことで、より詳しく、様々な視点で話が広が
っていくことがとても面白かったです。また、色々な所へ取材に行かせていただくこと
で、知らなかったことを知ることができ、さらに話し合いの内容が深くなっていく過程がと
ても良いなと思いました。

自分はあまり社交的な性格ではないので、当初はそれほど意見を言うことは出来
ませんでした。しかし、このハイティーン会議を通じて少しずつ自分の意見を述べる事が
できるようになり、また、人前で発表などのすることが楽しくなっていきました。この１
年間充実できて良かったです。

８．参加者コメント～私にとってのハイティーン会議～
ハイティーン会議に参加したメンバーに１年間を振り返ってもらい、印象に残ったことについてコメントをもらいました。
１年間の中で、成長したこと・上手く出来ずに悔しい思いをしたことなど、メンバーの様々な気持ちが読み取れます。
各学年や、ハイティーン会議の参加年数に注目しながら御覧下さい。

初参加

（１）中高生メンバー

初参加

初参加

初参加
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高校１年生

高校１年生

高校１年生

高校１年生

１年間ハイティーン会議に参加させていただいて、自分自身を成長させることができ
たと思います。私は今年度は取材に参加することが出来なかったので、少し残念に思
っています。会議の話し合いの中で、以前より確実に、自分の言いたいこと・思ってい
ることを伝えられるようになりました。テーマ決めの時にもそれぞれ興味のあるものを挙
げて、それについてみんなで濃く話し合えたのが、良かったと思います。
発表の準備のときに私たちの意見に耳を傾けながらパワーポイントを作成してくださっ
たサポーターの方に感謝しています。
交流会当日は、発表を練習通りに円滑に進められたと思います。発表するときも、
グループに分かれて話し合うときも緊張しましたが、この交流会を通して実際に語り合
うことで、一人一人のリアルな生の声が聴けたと思いました。
ハイティーン会議のメンバー・サポーターの方々、地域の方々に深く感謝します。あり
がとうございました。

今年は交流会までの準備が遅く、本番当日まで焦りと不安があったが、校
則班は前日の追い上げによって交流会の完成度は高かったように思う。今
年度の反省として、本番前の熱量を初めから出せていればもっと充実な発
表が出来るのかなと思う。

３年目

２年目

今回のハイティーン会議は２年目で、前回のハイティーン会議よりは発
言できて、新しく入ってきた人達もしっかりと自分の意見を言えていたので、
交流会での発表はすごく上手くいったと思いました。この会議で相手の意見
を聞くことやコミュニケーションをとることの大切さを実感しました。とても充実
していて楽しかったです。

ハイティーン会議は今年で２年目の参加となりました。今年は新たにメンバーが増え、更に白熱し
た会議になったなと感じました。中学生から高校生まで幅広くいるメンバーに隔たりはなく、誰とでも
フランクに話ができたと思います。真面目に話し合いながらもたまにはふざけたりそんなワイワイした
雰囲気が印象に残っています。
今年のテーマは「校則」と「行列と心理」の２つで、どちらも自分たちの生活と深く関わりのある内容

でした。特に校則は中高生である自分たちが考え、意見することが大切だなと改めて思いました。
今まで長い間この会議を支えてくださった先輩方も今年で最後となり、寂しさや不安があります。こ

の２年間で発言することは増えましたがまだ僕には全体をまとめる力がありません。なので、来年度以
降は先輩方のような発言しつつもグループをまとめていけるような人になりたいです。このハイティーン会
議に参加し沢山の友達と出会えて本当に良かったです。１年間、貴重な経験をさせていただきありが
とうございました。

２年目

２年目
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高校１年生

高校１年生

高校１年生

私は今年初めての参加だったが、経験者の人が色々と教えてくださり、とても話
しやすい環境だった。また、サポーターの方々が考えてくださったアイスブレイクも、メン
バー同士の仲を深めるきっかけになり、グループ内で馴染めるようになった。
私は「行列と心理」のテーマを選んだが、取材先ではテーマについてだけでなく、
個人的にこれからも役立つ知識も知ることができ、とても有意義な時間を過ごせ
た。
ハイティーン会議で普段経験できないことが多くあり、とてもよかったと思う。

僕は昨年から継続して二回目の参加でしたが、昨年度は受験のため後半ほぼ参加で
きず、参加できても人見知りの僕は毎回ほとんど言葉を発さずに帰っていました。そこで今
年は「チャンスがあったら自分から話す」という目標を立ててみました。すると少しずつです
が喋れるようになってきて、まだまだ積極的に皆を引っ張れるほどにはなれていません
が、自分の成長を感じられました。ハイティーン会議は気になることを自分たちで調査し
考えを深める場ですが、年齢性別関係なく話し合いができる環境に身を置くことでコミ
ュニケーション力を高めていけるのも魅力の一つだと感じます。
今年のテーマは“校則”と“行列と心理”ということで、例年に比べるとより中高生に身近な
テーマに感じました。しかし、取材を終える毎に疑問は深まり、身近であるからこそ逆に気
付かなかった部分、価値観の違いなどが出てきて、答えのない問いを追うことの楽しさ
が溢れるテーマになったと個人的に思います。僕が参加した行列の方では取材で予想
していたものと違う回答が得られて逆に詰まってしまった部分もありましたが、それによっ
て結論が別の方向に進むのも話し合いの楽しみだなと会議の度に思っていました。二
年目のハイティーン会議も楽しんで参加できました。ありがとうございました。

私は、中学生の頃から、「校則」についてとても関心があったので、こうして様々な学校の
人々と話し合い、取材にも行けたことが本当にいい経験になったと思います。
交流会でも、色んな年齢層の方々と話し合いができて、楽しかったです。

初参加

２年目

初参加
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高校２年生

高校２年生

高校２年生

今年はテーマが「校則」と「行列」でどちらも私たちにとって身近なものであり、比較的メンバーの意
見が出しやすかったと思います。校則のグループで一年間ワークショップに参加する中で、今まで縛
られていて不必要なものだと思っていた校則にはたくさんの大人の思いが込められていることを学
び、また取材ではもっと校則は自由でいい、といった新しい校則の在り方について考えることができま
した。
交流会では、校則についてどう思っているのか考えを聞いたり校則の在り方や存在意義について

意見を交換したりする中、普段あまり深く話すことのない校則というテーマに対する大人の意見を知
り、それまでの自分たちの考えを新たな視点から見つめなおすことができました。
校則について考えていく中で、校則を変えることは簡単じゃないけれど、よりよい学校にするた

めにもっと良い校則の在り方があると感じ、学校は時代や年齢にあった校則を作っていくべきだと
思いました。
会議に参加するのが４年目ということもあり、グループの中で考えが行き詰ったときに引っ張った
り、メンバーの意見を引き出したりできればいいな、と思っていましたがなかなか難しく、サポータ
ーさんのすごさとありがたさを感じる一年間でした。

2019 年春、私は数年間ハイティーン会議に参加していた友人に勧誘され初回の集まりに
参加した。とても緊張し、これまで話したことがない人とディスカッションをすることを不安に思って
いた。しかし、会議を重ね、アイスブレイクを行うにつれ、グループで発言をすることに対する
不安や緊張は薄れていき、今ではタメ口で意見を伝えることができるようになった。
「校則」と「行列」という２つのテーマに対する知識も深まり、他の意見に耳を傾けるうちに、

自分では思いつかなかった案や視点を知ることができた。
大学生の方々やファシリテーターの先生、中野区職員さんからのフォローもあり、スムーズに進

行したため、普通は話をお聞きできないような方とも出会うことができ、とても良い経験になっ
た。ハイティーン会議での経験をこれからも様々な場面で生かし、積極的に発言しディスカッショ
ンに参加していきたい。

４年目

私がハイティーン会議を通して学んだ事は沢山ありますが、その一つとして「自分の意見と
真逆の立場になって考える」ということを学びました。
今回の話し合いのテーマは「校則」についてで、校則の意義やどうすればより良い校則が

作れるか、などを議論しました。私は元々あまり校則に対し疑問を持ったことがなかったので、
正直初めはあまり話し合いに参加出来ませんでした。ですが、話し合いを重ねていく上で、よ
り良い校則とは何か、より多くの生徒が満足できる校則とは何か、と、校則に疑問を持って
いる生徒のことを考えて話し合いに参加してみようと思い、発言をしました。実際自分がど
れだけグループに貢献できたかはわかりませんが、自分は良い経験ができたと思っています。
このようなことに気づかせてくれたメンバーやそれを支えてくださったスタッフの方々、またこの

ような機会を設けてくださった中野区役所の職員の方々には感謝でいっぱいです。ありがとう
ございました。

初参加

初参加
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高校２年生

高校３年生

高校３年生

私は中野区報で「ハイティーン会議」を知りました。部活動を退部し、土日に時間が出来
たこともあり、ずっと長くハイティーンを続けてきた子と、私と同じく初めて参加する子といて、誰
でも参加できるとても良い環境だと思いました。何回もハイティーン会議に参加することで、
自分と違う考え方の子と話し合うことが出来たり、少し年が離れていた中学生の子と意見
を交換することがとても楽しくなりました。私も中野区の小中学校に通っていたので、もっと
早くハイティーン会議のことを知っていれば友達を誘って参加することも出来たのになぁ、と
思います。
私は今年の春から高校３年生になり、受験を控えているので、来年度のハイティーン会議

に参加できるか分かりませんが、知り合いにハイティーン会議を進めてみようと思っています。
とても楽しい１年間でした。

５年目

中学２年生のときに始めましたが、今は最年長組の高校３年生で、経験したことも増え、
唯一の５年目としてのプレッシャーがありました。受験生だったこともあり、会議には中々顔を
出すことが出来ませんでした。顔を出せた頃にはすでに後半に入っていて、新しく入ってきてくれた
メンバーも打ち解けていて、この中に入って年上として発言したり、リードしていくのは少し気まずい
なぁ、と思っていました。それでも、継続メンバーやファシリテーター、サポーター、職員の方にたくさ
んフォローしてくださって、とても安心して会議に出席することが出来ました。
ハイティーン会議は自分たちでテーマを決めたはずなのに、交流会でいざまとめて発表しようとす
ると、とても難しくて、「なんでこのテーマにしたんだっけ？」ということが多々あります。ですが、振り
返ったり、まとめたりしていくと、今回のメンバーならではの意見などがあって、自分としても新し
い発見や知識を増やすことが出来て楽しかったです。メンバーとしての参加は今年度で最後で
すが、どの年も成長できたかなぁ、と感じます。
これからも、何らかの形で携われたらいいなと思います。また、ハイティーン会議のことを知って
もらう機会が増えて、参加してくれる中高生が増えてくれたら嬉しいなと思っています☺ ５年
間ありがとうございました！

今年度は受験もありなかなか参加できませんでしたが、メンバーとしての最後の年ということで今まで以
上に気合いを入れて臨んだ一年でした。今年度に限らずハイティーン会議は回数を重ねるごとに新しい
発見ができる場所として、知見を広げる場所として重宝させていただきました。今回は特にその収穫が
大きく、自分自身、進路選択という大きな悩みが目の前にあった当時は、会議や取材がそれをもう一
度見直す機会となり、トピックについて調べて疑問を投げかけること以外の会議の可能性を感じること
ができたと思います。
校則というテーマでは、この会議自体が文化触変の場であることを改めて思い知らされ、行列というテ

ーマでは町中の今まで興味も示さなかった行列を見て悩んだり、研究して得た行列の区分を自分の生
活に当てはめてみたりと会議内容の汎用性を感じさせられました。今年はそのようなことに気付く機会も
多く、今ではこの 4年間で得た知識と経験はきっと大学入学以降の進路でも役に立つのだろうと、きっ
と自分の興味の範囲を広げてくれるのだろうと確信しています。
今年度も爆弾製造マシーンとして、何かを発見する、もしくは発想する起爆剤として佐竹が機能したこ

とがあればそれはもう最年長冥利に尽きると考えています。最後の感想記入ということで念入りに書かせて
いただきました。長くて申し訳ないです。
最後になりますが、今までお世話になりました中野区職員の方々、ファシリテーター・サポーターの方々、

そして今まで何度も意見をぶつけ続けたメンバーの皆、本当にお世話になりました。ありがとうございました。

初参加

４年目
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【早稲田大学教育・総合科学学術院 講師（非常勤）
（公財）荒川区自治総合研究所 研究員 松山 鮎子 先生】

ハイティーン会議の魅力と役割―感想に代えて

今年度のハイティーン会議は、新型ウイルスによるパンデミックの発生という未曾有の事態によって、最終報告会の開催
が叶わず終了となってしまいました。皆で今日まで積み重ねてきた成果を披露する機会をもてなかったことは、大変残念で
したが子どもたちや学生スタッフにとって最善の方法を模索し、ご決断くださった区の職員の方々には、心より御礼申し上げ
たいと思います。
ファシリテーターとして関わらせていただき、2年目となるハイティーン会議を終え、あらためて今年度の活動全体を振り

返ってみたときに最初に思い出されたのは、メンバーの一人（ここでは、仮に A さんとします）が、夏の終わり頃に実施した
中間アンケートで書いた、ある言葉でした。
A さんは、話し合いの場では他の子に比べて口数が少なく、控えめな印象でした。そのような様子から私は最初の時期

本人がこの場を楽しく過ごすには、物怖じせずに自分の意見を言えるようになる必要があるのではないかと考え、無理強い
しない程度にできるだけ発言を促すようにしていました。そのような A さんが、中間アンケートに、ここまでの活動の感想とし
て概ね以下のようなことを書いていました。「会議では、他の子のようになかなかうまく意見が出せないので、今のところあまり
貢献できていません。でも、毎回参加するのは楽しいです」。
この回答を読んで意外だと思ったのは、子どもたちの中には、「話せなくても楽しい」、つまり、話し合いに加われなくても

居心地が良いと思って、この場に参加している子がいるということでした。よくよく考えれば当たり前のことなのかもしれません
が、話し合いではなるべく皆が平等に、積極的に意見を言い合える方が良いと思っていた私にとって、A さんの言葉はとて
も新鮮で、それ以来、これまでよりも広い視野でハイティーン会議の場の在り方を考えられるようになったと感じています。
それに加えて、その後、A さんの様子を会議で見ていた中で気がついたこともありました。A さんは、他の子が発言してい

るときはその子のことを見て、しっかり話を聞いており、また、話の内容にときどき相槌をうったり、ニコッと笑ったり、声は出さず
とも積極的にコミュニケーションをとり、話し手が話しやすい気持になるよう促すことで、会議の場に貢献していたのです。そ
の子自身は、「意見を出さなければ、貢献したことにはならない」と感じていたのかもしれません。ですが、私は A さんのその
姿から、言葉を伴わない「沈黙」のコミュニケーションが、話し合いの場の雰囲気づくりに大切な役割を果たすということを教
えてもらいました。
ところで、今日、学校や社会で求められる「コミュニケーション能力」というのは、どちらかというと当初私が考えていたよう

な、積極的に自分の意見を表明できる力を指すことの方が多いのではないでしょうか。たしかに、いわゆる「コミュニケーショ
ン能力」が高く、自分の意見を上手に伝えられる子、仲間の中でリーダーシップを発揮できる子がいると、物事がスムーズに
進み、そのような子と関わることで自分の成長意欲がかき立てられるという面はあると思います。今年度のハイティーン会議
でも、積極的に意見を出してくれる子がいたことで助けられた場面は何度もありました。
しかし、たとえば深く傷ついた人にとって、慰めの言葉をかけられるよりもむしろ、何も言わずにただそばに居てくれることの

方が救いになることがあるように、声なき心の触れ合いが、人と人との関係において優れた力を発揮することもあると感じま
す。その意味では、言葉を発せずとも相手を心地よくさせてくれるような「コミュニケーション能力」というのも、積極的な意見
表明の力と同等に大切なのではないでしょうか。そして、私自身は、ここで挙げた例のように、子どもたちの多様な関わり
方、楽しみ方を許容してくれる場であることが、ハイティーン会議の一番の魅力だと考えています。

（２）ファシリテーター
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また、そうしたハイティーン会議の魅力に加えて、その役割について考えてみると、自分自身の経験を振り返ってみてもそ
うですが、思春期の時期に、たとえば学校の成績や容姿、性格いろいろなところで友達と自分を比べて自信をなくしたり、
親や教師にはもちろん、友達にも言えないデリケートな悩みを抱えたりする中で、家庭や学校、友人関係の中に居場所を
見出せず、苦しい思いをしている子は少なくないと思います。そのような子どもたちにとって、家庭や学校以外の居心地よい
場所、いわゆる「サードプレイス」［注１］に、評価や利害の伴わない、ゆるやかな人間関係を持っておくことはとても大切で
あり、ハイティーン会議は、まさにそのような場としての役割を果たしてきた面があると感じています。
今年度のハイティーン会議では、以上のようなことを、子どもたちをはじめ皆さんから学ばせていただきました。こうした魅

力と役割を受け継ぎつつ、この取り組みがいっそう発展していけるよう、今後も新しい場づくりの試みに挑戦していきたいと
思います。末筆ながら、参加してくれた中高生メンバー、毎回話し合いのしやすい雰囲気づくりに気を配っていただいたサポ
ーター及びスタッフの皆さま、直接的・間接的に支えていただいた関係者の皆さま方へ、心より御礼申し上げます。

［注1］「サードプレイス」とは、アメリカの都市社会学者である Oldenburg（オルデンバーグ）が提唱した概念で、家庭（第1 の場）で

も職場（第 2 の場）でもない、第 3 の非公式（インフォーマル）な公共生活の場、すなわち「とびきり居心地のよい場所」を意味していま

す。サードプレイスの代表例は、イギリスのパブやフランスのカフェのようなところで、その重要な特徴として、中立性があること、社会的平等性が

担保されていること、会話が中心に存在すること、利便性があること、常連が存在すること、目立たないこと、遊び心があることなどが挙げられま

す。興味のある方は、以下の書籍をご一読ください。

Oldenburg, R. (1989) THE GREAT GOOD PLACE: Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons and

Other Hangouts at the Heart of a Community, New York: Marlowe & Company.: 忠平美幸訳（2013）『サードプレイ

ス－コミュニティの核になる「とびきり居心地よい場所」』みすず書房。

ハイティーン会議とはどのような場なのか、そしてどのような場であるべきなのかということをよく考えます。中高生が日頃気に
なったことを調べ、議論し、意見を発表する。ともすれば単なる調べ学習で終わってしまうかもしれない危うさがあります。
この会議のテーマには正解がありません。黙ってついていけば結論まで導いてくれるような存在もいません。すべて自分たち
で考え、議論し、試行錯誤の中で「自分たちなりの結論」をまとめていきます。当然そのプロセスの中では停滞することも、
後退することも、あるいは周囲とのコミュニケーションで失敗することもあるでしょう。私自身が痛感していることですが、社会
に出てから嫌というほど経験することを、今の時期に経験できているとも言えるかもしれません。
停滞や失敗も、すべてを経験として積み上げ、省察することで学びにする。これは中高生にとって極めて重要な学びの場
となります。そして、それは我々サポーターも同様です。うまくサポートできなかった、口を出しすぎてしまった、もう少し待つべ
きだった…きっとサポーター全員が何らかの反省を抱えていることでしょう。
子どもも大人も共に経験によって学んでいく場。それがハイティーン会議であり、そのような場としてあり続けるためには、私
たち大人は、この会議の場を「安心して躓ける場」として保っていく必要があるのでしょう。この会議で何かを「やらかして」し
まっても、別に大したことはないのですから。
今年のメンバーたちも、とても難しいテーマに真正面から取り組み、苦労しながらこの報告書をまとめるまでに至りました。
毎年思うことではありますが、本当に土壇場での追い上げ力は大したものです。できればもうちょっと早めにギアチェンジして
欲しかったですけどね。（笑）
立派に完走したメンバーたちと、この事業を支えてくださるすべての方に感謝します。ありがとうございました。

（３）サポーター
【社会人 大原 俊 さん】

安心して躓ける場
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【大学１年 斎藤 大気 くん】

メンバーからサポーターになって

元々メンバーとしてこのハイティーン会議に参加していましたが、今年度からサポーターとして携わらせて頂きました。今ま
でと違うサポーターという立ち位置に戸惑うことも多かったですが、同時にとても新鮮で楽しい経験でした。
サポーターとして一歩引いて会議を眺めて初めて、ハイティーン会議での発言には正解も不正解もない、という言葉の意

味を理解できました。彼らは思ったよりずっと多くのことを感じ考えていて、それを互いに共有することがハイティーン会議の本
質的な意味なのだと思います。そのために、メンバーの気づきの言語化を手伝ったり、行き詰まったときに新しい観点を伝え
るということを意識しましたが、果たして自分のやっていることが彼らの助けになっているのか、結果として自分の意見を押し
付けたようになっていないか、毎回反省することばかりでした。
テーマについて理解が深まるにつれて、自分の意見に自信を持ち活発に議論をするメンバーたちを見て、その成長に驚

き、また頼もしく思いました。自分も振り返ればそうですが、ハイティーン会議で得られる経験は、ここだけのものではなく、こ
の先中高生にとって大きな、とても有意義な能力になっていきます。来年度以降も、より多くの中高生にこのような経験を
して欲しいと思います。
高校を卒業して尚、このような形で携われたこと、お誘い頂いたこと本当に嬉しく思います。これからも微力ながら頑張ろ

うと思っております。ありがとうございました。

【大学 1年 保科 真悠子 さん】

正解のない疑問について考えること

今年は最初からサポーターとしてワークショップに参加しました。学校も学年も違う人がどうやったら話しやすい雰囲気を
作れるだろうと考え、最初の数回はワークショップの冒頭にアイスブレイクを入れてみました。そうすることで場の空気が温ま
り，少し話しやすくなったように感じました。また、ワークショップとは直接関係ないところから、メンバーのキャラクターや性格に
ついて知るきっかけにもなったように感じました。好きな食べ物や最近ハマっていることなどのさりげないトークテーマが、初めて
会った人に話しかける良い材料になることを実感しました。
今回のテーマで、私は「行列と心理」のグループに参加していました。テーマを決めたときは「タピオカ屋さんにたくさん人が

並んでいるけれど、なぜなのだろう？」といった、日常的で些細な疑問から始まりました。そこから調べたり考えたりしていき
ただ「人気があるから」並ぶのではなく「まわりと一緒のことをする安心感」があるのだということをメンバー自身が自分の経験
の中から考えられたことがよかったと思います。調べたり人の話を聞き、ただそれをまとめるのではなく、それらを材料として
自分たちで考え結論を出すことの難しさと、納得のいく考えが導き出せたときの達成感を、間近で感じる事とができました。
ハイティーン会議は「正解がない問いについて考える」場所だと思っています。だからこそ自分の考えを話せるし、他の人

の考えもまっすぐ受け入れられる、「自由な場所」なのだと感じました。ハイティーン会議がこれからも中高生にとっての自由
な場所になればよいなと思います。



35

【大学３年 田中 寿弥 くん】

サポーターチームのメンバーの多くは、子供支援がしたいとか、去年までハイティーンメンバーとして参加していて、というよ
うな動機で参加しているのではないかと思うのですが、自分は少し違っていて、大学でのゼミのゼミ長として、ファシリテートの
方法や話し合い活性化の手法などを学んで、それを自分のゼミに持ち帰ろうという、一種不純な動機によるものが最初で
した。だから、一年間を通したハイティーン会議の最初の行程である、興味のある話題についてのブレインストーミングや、メ
ンバーがそのテーマについての疑問を言語化する手助けの経験は、持ち帰ってすぐにゼミの活動でも実践していました。
そうしているなかで、気づいたことは、（この話がメインです。）中高生は大学生に比べて、汲み取らない、ということで

す。空気を読まない、ということもできると思います。大学のゼミでは、一つの話し合いが終息に向かっていれば、その空気を
みんなで共有して、その流れを助ける発言をしたりします。決まりそうな意見に同調するのもゼミではよく見かける光景で
す。しかし、ハイティーンの中高生たちは、始まっても誰もなかなか口を開かなかったり、逆に会議の終わるギリギリになって今
までにない面白い発言をしてまとまらなくなったりします。確かに、雑談が多くなったりすれば自分たちで本線に戻そうとした
り、話し合いが静かになれば誰かが言葉を繋いだりする“汲み取り力“はあると思います。でも、例えば、まとめ方の方向付
けを促してみても、まったく違う自分たちの結論を導くこともありました。ただ、やはり、そこが一番面白かったと思います。その
違いに気づけたことが、一番の収穫であり、自分からは”KY 力（空気読まない力）“ともいうべき魅力が、もはや失われて
しまったという気づきと残念さを感じたきっかけでもあります。
この力はハイティーン会議という場においてとても強力に発動すると思うし、それをメンバーたちは一年間でしてきたと思い
ます。最後に、汲み取らない中高生と、汲み取るのが役割であるサポータという、この奇妙な関係を一年間してきて思うこ
とは、歳を取りたくない、です。

【大学３年 西野内 柚希 さん】

今年度ハイティーン会議を終えて、ハイティーンのみなさんはどのようなことを学び、どのようなことを感じ取ったでしょうか。
私は今回初めてハイティーン会議に参加させていただきました。サポーターとしての参加でしたが、会議を通して本当に多

くのことを教えてもらったと感じております。新規メンバーでの会議が始まって間もないころは、みんなまだ少し緊張している様
子でしたが、回数を重ねるごとに空気があたたまり、話し合いも活発になってゆくのを間近で見ることができて、とてもわくわく
しました。「校則」と「行列」は比較的身近に感じられるテーマだったと思いますが、答えのない問いに対して自分たちで考
え、意見をまとめていくのは決して簡単なことではなかったでしょう。しかし、誰も投げ出すことなく、1 人 1人が積極的に発
言をしたり、相手のことを否定せずに耳を傾ける真剣な姿勢は本当に素敵だなと思いました。また、そのような中高生たち
を支え、応援しようというハイティーン会議のあたたかい空気感が大好きでした。
興味を持ったテーマについて約 1年間試行錯誤しながら議論し、時には自分の足で取材に行き、交流会や報告会を

通して大人に発表するといった経験はきっと大切な宝物になると思います。正直、このような経験を中高生のうちにできた
みんなが羨ましいです。私は中高生のころにこのような経験をあまりしていなかったのですが、大学生になってから急に議論
の機会が増えたので戸惑い苦労しました。議論をしたり、発表したりすることができるハイティーン会議のような場に参加で
きていたら、もっと変わっていたかもしれません。だから、ハイティーン会議に参加したみんなには自信を持ってもらいたいし、
ぜひこれからも活躍していってほしいです。
とても刺激的で多くの発見がある 1年間でした。サポーターとして関わらせていただけたことを本当に感謝しております。

ありがとうございました。

ハイティーン会議に初めて参加して

大人になってしまいました



（１）２０１９年度ハイティーン会議 活動記録

（２)ハイティーン会議で取り上げたテーマ

（３）メンバー募集チラシ

（４）ハイティーン会議交流会宣伝チラシ

・

参考資料



回 日 時 場 所 内 容 人数

1 6月 2日(日) 中野区役所 第 1回ワークショップ １４
10時～13時 交流のゲーム、テーマの検討①

2
6月 16日(日)

中野区役所
第2回ワークショップ

１３
10時～12時 テーマの検討②

3
7月 14日(日)

中野区役所
第3回ワークショップ

１４
10時～12時 取材先検討

4
8月 4日(日)

中野区役所
第4回ワークショップ

１５
10時～12時 取材先質問内容検討、依頼文作成

5
8月 9日(金) 東京大学

本郷キャンパス
フィールドワーク 取材 1

１４
10時～11時 校則の取材（本田由紀先生）

6
8月 23日(金) 日本メンタルアップ支援

機構
フィールドワーク 取材 2

１０10時 30分～
11時 30 分 行列と心理の取材（大野萌子先生）

7
8月 23日(金) 文部科学省

初等中等教育局
フィールドワーク 取材 3

１１
14 時～15 時 校則の取材

8
8月 26日(月)

日本マーケティング協会
フィールドワーク 取材 4

５
14時～15時 行列と心理の取材

9
9月 1日(日)

中野区役所
第5回ワークショップ

１３
10時～12時 取材の振り返り

10
9月 15日(日)

中野区役所
第6回ワークショップ

１２
10時～12時 テーマの考察

11
10月 27日(日)

中野区役所
第7回ワークショップ

１２
10時～12時 テーマの考察②

12
11 月 3日(日)

中野区役所
第8回ワークショップ

８
10時～12時 交流会準備①

13
11 月 9日(土)

中野区役所
第9回ワークショップ

１７
14時～17時 交流会準備②

14
11 月 10 日(日) 中野区産業振興

センター
交流会

（中間発表・意見交換会） １３
10時～18時

15
12 月 15 日(日)

中野区役所
第10回ワークショップ

１１
10時～12時 交流会振り返り

16 １月 19日(日) 中野区役所 第11回ワークショップ １４
10時～12時 テーマ考察

17
2月 2日(日)

中野区役所
第12回ワークショップ

１３
10時～12時 発表報告会準備①

18
3月１５日(日)

中野区役所
第13回ワークショップ

中止
10時～12時 発表報告会準備②

19
3月 19日(木)

中野区役所 発表報告会 中止
15時～18時

（１）２０１９年度ハイティーン会議 活動記録



（２）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。

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。

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（ＡＣＣＳ）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。



２０１５年度

１「憲法・法律」

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い

ました。

２「アミューズメント」

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”などを踏まえ、自分たちの思う「アミューズメント」とは何かをワークショップで考えました。

２０１６年度

１「理想の町づくりとは」

福祉・環境・整備の視点から“理想のまち”とはどういったものなのか、理想のまちを作る上で大切なこと、課

題となることについて調べてきました。

２「貿易の果たす役割」

“もし貿易が止まってしまったら日本はどうなってしまうのか”という疑問について取材やワークショップを

通じて考えてきました。交流会では輸入の依存度が高い「石油」「小麦粉」に着目して来場者の方と意見交

換を行いました。

２０１７年度

１「オリンピック・パラリンピック」

東京オリンピック・パラリンピックまであと３年を切りました。その時自分たちはオリンピックに対してどのよう

に関わることができるのか、どう向き合っていくべきかを考えました。

２「教育」

「なぜ勉強しなければいけないのか」という命題について、関係機関への取材やアンケート調査を行い自分達

メンバーなりの答えを考えました。また、経験という視点からボランティア活動にも目を向けボランティアと

は何かを考えました。

２０１８年度

「流行」

”流行は誰が作っているのか””私達は流行に踊らされているのではないのか”。普段の生活の中にある「流行」

とは一体何なのかについて考えました。



ハイティーン会議とは…？

中野区に在住・在学・在勤の

中学生～18 歳の方対象

（参加費無料！）

中野区 子ども教育部 育成活動推進課 育成活動支援係
℡ ０３－３２２８－５６４８ Fax ０３－３２２８－５６５９
FAXでのご応募は、裏面の申込書をご利用ください。

担当・問合せ先

2019

≪昨年度メンバーの感想≫
「住んでいる所も学校も違う、普段接する機会の少ない仲間との話し合いは、普段の友達
同士で話し合うのとは違った感覚で、次は、どんな意見が出てくるのか楽しみでした。
時には先輩ほど発言できず、悔しい思いもしました。」

第１回は６月２日（日）に開催予定（お試し参加も歓迎です！）

【応募期間】
4 月 5 日（金）～5 月 24 日（金）

★学校も学年も様々なメンバーが集まります。

また、地域の方と意見を交わす交流会も予定しています！

★疑問解決のために、実際に企業を訪問してインタビューします！

（これまで TV ディレクター・国家公務員などにも取材してきました）

★「流行って誰が作るの？(2018 テーマ)」「なぜ勉強しないといけないの？(2017 テーマ)」

中学生高校生が集まって、身近な疑問（テーマ）を１年かけて調べます！

（３）メンバー募集チラシ



ふりがな

氏 名
姓 名

住 所 〒

電話番号 （ ）

メールアドレス

学校名 学年 年齢 年生 歳

①住所 ②氏名（ふりがな） ③電話番号
④メールアドレス ⑤学校名・学年（または年齢）を明記のうえ
次のいずれかの方法で下記担当へお申し込みください。

★郵送 〒１６４－８５０１ 中野区子ども教育部育成活動支援係

★Fax ０３－３２２８－５６５９

★メール kenzen i kuse i @c i t y . tokyo-nakano . l g . j p

★応募期間 ５月２４日（金）まで ★募集人員 ２０名程度

６月～３月の放課後または土日に年間１５回程度

午前・もしくは午後の 2時間程度です

（全部に参加する必要はありません）

「ハイティーン会議メンバー」申込書（Ｆａｘ用）：０３-３２２８-５６５９

年間プログラム

６～７月 テーマ決め

８月 関係機関への取材

９～１１月 テーマ調べのまとめ

１２月 意見交流会

1～３月 報告書作成 相手に自分の意見を伝えることに悪戦苦闘！
その大切さ、面白さも知ることができました。（メンバー感想）

取材や交流会など、自分達の力で取り組んできて、
１年前の自分よりも強くなれたような気がしています。

（メンバー感想）

交流会の様子

（３）メンバー募集チラシ（裏）



中野区
（４）交流会チラシ（表）

ハイティーン会議
交流会

日時：１１月１０日（日）午後２時から４時

会場：中野区産業振興センター
３階 大会議室（下記）

(当日直接会場へお越しください)

参加無料

予約不要

コン

ビニ

６月から学校・学年・地域の枠を越えて２３名の中高生が集い、

自分達に身近な疑問をテーマに選んで、時には楽しく、熱く意見

を交わし、時には猛暑の中で、様々な人や企業に取材をしてきま

した。

そんな中高生のメンバーが、皆様と意見を交わすために交流会を

開催します。

互いに考えを披露し合い、大いに語り合えるこの日を毎年楽しみ

にしております。ぜひご来場ください。

中高生の考えをぜひ聞きにいらしてください。

「校則」

「行列ができる理由」です

今年のテーマは

中野区 子ども教育部 育成活動推進課 育成活動支援係
℡：０３－３２２８－５６４８ mail：kenzenikusei @city.tokyo-nakano.lg.jp

裏面も御覧下さい

（詳細は裏面をご覧下さい。）

昨年の交流会の様子

あっという間の楽しい時間でした。

２０１９年



b どうして行列ってできるの？

学校によって校則に違いがあるのはどうして？

中野区ハイティーン会議は、中野区内在住・在学の中高生世代が集まり、毎日の生活の中で、

気になっていることや、疑問に思うことをテーマにして、学校学年の枠を超えて話し合う場所

です。専門家への取材も行い、３月に実施する報告会に向けて考えを深めていきます。

今回の交流会では、テーマ毎に意見発表と意見交換会を行い、みなさまの意見を聞くことで、

より議論を深める機会にしたいと思っています。メンバーと一緒に交流してみませんか？

疑問

調査議論

交流会 プログラム

問い合わせ
中野区子ども教育部

育成活動推進課 育成活動支援係

電 話 ０３－３２２８－５６４８

ＦＡＸ ０３－３２２８－５６５９

メール ikuseikatudo@city.tokyo-nakano.lg.jp

○ハイティーン会議メンバーからの発表

議論してきたことや取材の経験をまとめ、

これまでの経過や私たちのテーマについての

現時点の意見を発表します。

○ご参加のみなさまとの意見交換

発表した内容などについて、中高生メンバーと

ご参加のみなさまで意見交換を行います。

年間１５回以上開催

リピーター多数！

どうしてこんな校則があるの…？

個性も大事にしたい！

商品を売り出すために行列はわざと

作られている？

行列に並ぶと安心できるかも…

８月には東京大学の教授や文部科学省など、

４つの取材先を訪問。貴重な経験が出来ました！

ハイティーン会議とは…

（４）交流会チラシ（裏）
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