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要旨

本授業プログラムは，平成 27 年度から開始した「生きづらさ学」構築を目指す共同研究の成果

の一つとして実施された。「生きづらさ学」とは，個々人の問題としてとらえられがちな「生きづらさ」

の問題に何らかの共通項を見出し，その「生きづらさ」の問題構造を俯瞰的にとらえ，分野横断・分

野融合的に取り扱うことができるような枠組を提供する学問であり，「生きづらさの本質」の抽出を可

能にすることを目指している。「生きづらさの可視化」を目指した初年度（平成 27 年度）に続き，生

きづらさの個別性を尊重しながらも，「個人責任」にのみ押し付けられることを避けるためには，具

体的かつ適切に「測定」することのできる「評価モデル」を確立することを視野に入れた。その「評価

モデル」を授業で実践したのが，今回の授業プログラム（平成 29 年 1 月 25 日（水）と 2 月 1 日

（水）の 2 回）である

キーワード： 生きづらさ学，生きづらさの可視化，生きづらさ評価シート，関係性，

領域の広がり 

０．はじめに（現在までの経緯）

本授業プログラムは，平成 27 年度から開始した「生きづらさ学」構築を目指す共同研究（研究代

表者：岐阜大学流域圏科学研究センター准教授 小山 真紀）の平成 28 年度の研究成果の一つ

として実施されたものである。「生きづらさ学」構築自体は小山が他の研究メンバーと京都で開始し
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たものであるが 「ワークショップと実践，生きづらさの共有」に重点を置く京都での「生きづらさ学研

究」と差別化する意味もあり，この共同研究は「生きづらさ学の理論構築と教科書出版」を重点的に

進めてきた。

 この共同研究における最大の課題は，個々人の問題としてとらえられがちな「生きづらさ」の問題

に何らかの共通項を見出し，その「生きづらさ」の問題構造を俯瞰的にとらえ，分野横断・分野融合

的に取り扱っていくことである。そして，それを可能にするような枠組みの構築が，この共同研究の

目的「生きづらさ学」の構築であり，それは「生きづらさの本質」の抽出を可能にするのである。

共同研究の初年度（平成 27 年度）は，各共同研究メンバーが個々の専門を中心に研究を進め

ると同時にワークショップ開催を通じて，「生きづらさ」の定義（本人が「生きづらい」と感じていれば，

それは「生きづらさ」であると認定する）と，「生きづらさの可視化」という研究の方向性を確認した。

「生きづらさの可視化」については，「個人に由来する」がゆえに，「個人の責任に帰されて」しまい

がちな生きづらさを，学問として「共有」し分析俎上にあげるためには，ある程度「ものさし」が必要

である，という考えからである。共同研究の 2 年目は，「生きづらさの評価モデル」を確立することを

目指した。生きづらさの個別性を尊重しながらも，「個人責任」にのみ押し付けられることを避けるた

めには，具体的かつ適切に「測定」することのできる「評価モデル」を確立することを視野に入れ，

質的研究・実践研究の視点と量的研究，問題解決手法の導入の視点で議論した。その「評価モデ

ル」を授業実践として実施したのが，今回の授業プログラム（平成 29 年 1 月 25 日（水）と 2 月 1 日

（水）の 2 回（1 限×2 回））であり，本報告でその概要を紹介し，最後に分析を加えたいと思う。

１．授業実践内容

授業紹介（学生向けの授業解説） 

「学生のココが悩みどころ！？―「生きやすい」学生生活を送る「ヒント」 
大学時代は，人間的にも成長し，人間関係も広がる大事な時期です。その一方で，友達関係，

恋愛関係，研究関係，勉強などに取り組んでいるとき，だれもが問題に行き詰ったり，自分の生活

のバランスをとったりすることに難しさを感じる時があります。今回は学生が直面することの多い課

題を，ワークショップ形式で共有することで，生きづらいと感じた時に役立つ「ヒント」を見つけてみ

ましょう。

実施プログラム紹介

平成 29 年 1 月 25 日（水）8：45-10：15（90 分） 
― 導入とアイスブレイクおよびグルーピング（20 分） 
― 「生きづらさ学」の考え方の説明と 2 回分の講義の進行説明（10 分） 
【説明】本授業 2 回でのゴールは，生きづらさの拡がり・構造を知ること。一つの視点だけでは解決

できない事を知る。それぞれが今後就職して，誰かの，あるいは社会の問題解決に関わる時，

俯瞰的な視点でその問題を見られるようになる。
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― 自分の生きづらさの書き出し（5 分）。共同研究で考え

たシート（下記スライド参照）で，自分の社会的役割と

生きづらさを書き出す。 
― ペアになってもらってお互いの生きづらさについて紹

介する（10 分：5 分×2）。状況がイメージできるように

具体的な例をあげながら説明する。 
― 2 つのペアが組になって，ペアごとに，相手の生きづら

さを，別のペアに説明する（20 分：5 分×4）。 
― 2ペアのグループで，掘り下げたい生きづらさを一つ選

ぶ（5 分）      写真１：授業風景（グループワーク） 

― 生きづらさの共有（15 分）。全 8 グループのうち 4 グループに，メンバーそれぞれどんな生きづ

らさがあり，グループとして何を選んだかとその理由を他のグループに紹介する。 
― 次回（2/1）へのつなぎ（5 分）。次回は発表しなかった 4 グループから発表してもらうところから

始める。今日の作業シートは記名して提出する。（次週返却するため） 
 
授業で使用したスライド（平成 29 年 1 月 25 日）抜粋 

スライド１（左上）：授業で使用したスライド 
 
スライド２（右上）：グループワークの基本ルール

説明 
 
スライド３（左）：共同研究で開発した「生きづら

さ見える化シート」の使用例

（拡大図は以下参照） 
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［生きづらさ見える化シート拡大図］

 

図１：発達障害のある学生の「生きづらさ見える化シート」 モデルケース 

 

 
図２：岐阜大学に親元から通う大学生の「生きづらさ見える化シート」モデルケース 

「生きづらさ学」構築にむけた授業実践

160



平成 29 年 2 月 1 日（水）8：45-10：15（90 分） 
― 先週の振り返りと残りの 4 グループの発表（15

分：冒頭 5 分で先週をふりかえりながら発表準

備。10 分で 4 グループの発表） 
― 今日の作業説明（5 分） 
― 4 人で選んだ生きづらさのテーマについて，関

係する分野を選択する（5 分）。シート（下記ス

ライド参照）には，あらかじめ「法学・経済学・

社会学／ジェンダー・政治学・心理学・教育

学」の 6 分野が記入されている。その中から関

連しそうな分野を選び，さらに，空欄に入りそう

な別の分野があるかどうか考える。    写真２：授業風景（各グループ発表） 
― それぞれの分野について，なぜ関係するのかについて具体的な説明を書き入れる（10 分）。 
― 具体的なそれぞれの説明について，それぞれの中で解決できること，関係性の問題，仕組み

の問題に仕分け・整理する（10 分）。 
― それぞれのまとめについて発表する（10 分） 
― ケーススタディ（30 分）架空の人物について，生きづらさの課題を分析して，同じようにシートに

書き出し，分野的広がりと空間的広がりを整理する。（4 人グループ） 
― おわりに（5 分） 

スライド４：共同研究で開発した「生きづらさ領域可視化シート」の使用例（拡大図は以下参照） 
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［生きづらさ領域可視化シート拡大図］ 

 

図３：発達障害のある学生の「生きづらさ領域可視化シート」 モデルケース 

 

 

図４：岐阜大学に親元から通う大学生の「生きづらさ領域可視化シート」モデルケース 
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授業で使用したスライド（平成 29 年 2 月 1 日）抜粋 

スライド５（左）・６（右）：生きづらさモデルケース（アラフォー公務員）説明 

スライド７（左）：岐阜市の家賃例      スライド８（右）：アラフォー公務員の平均年収 

スライド９（左）：年齢別平均年収    スライド１０（右）：平均年収の経年変化 
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スライド１１（左）：分析順序   スライド１２（右）：平均年収の経年変化 

スライド１３（左）：生きづらさの整理    スライド１４（右）：レポートのまとめ方 
 
２．実施後の効果，および改善点 

  
まず初めに，授業実施の効果的だった点と改善を要する点を項目としてまとめ，その後，考察で

平成 29 年 6 月 3 日（土）に実施した共同研究研究成果報告会でのコメントも含めながら，考察を

加えたいと思う。 
 

効果的だった点 

― 生きづらさの書き出し（個人作業）に関しては，比較的書きやすいようだった。回収したシートを

見ても，本当に困っていることを書いているようだ。 
― 学部に偏り（医学部の学生が半数近く）があり，あえて，同じ学部でグルーピングしたのが，生き

づらさの共有に効果的だった。例えば医学部生は，将来の不安（就職）よりも，大学を卒業する

までの不安（単位をとれるのかどうか）が非常に大きいことがわかるが，文系の学生には共感で
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きなかったかもしれない。 
― 2 人で紹介から，4 人に紹介させたのが効果的だったかと思われる。いきなり 4 人で話すと，そ

れぞれの「生きづらさ」に引きずられるかもしれないが，まず 2 人でそれぞれの生きづらさを共有

したうえで 4 人に移行すると，相手ペアの「生きづらさ」を聞きつつ，自分たちの共有した「生き

づらさ」を議論できたようだ。 
 
改善を要する点 

― 個人のシートには「生きづらそうな内容」が書いてあっても，グループワークシートや発表段階ま

で出てこない。例えば，個人のシートにはかなりの割合で，「コミュニケーション上の困難」が出

てきているが，グループシートには，「バイト」「部活」「顔と名前が覚えられない」という問題に「す

り替えられて」いる。 
例）個人シートでみられるコミュニケーション上の困難 

「あんまり仲良くない人と仲良くするのが大変」「コミュ障」「自分から一歩踏み出す勇気がない」

「グループでの会話に入るのが苦手」「新しいところに飛び込んでいくのが苦手」「先輩とうまくい

かない」「コミュニケーションがとりづらい（［自分に］「話しかけないで」オーラを［自分が］放って

いる）」 
実際に発表やグループワークシートに出てくる問題 
「バイト」「人の名前と顔を覚えるのに時間がかかる」など。 

― 「金欠」や「バスが不便」など物質的な問題が多い。架空の人物のケーススタディでは，圧倒的

に「（本人ではなく）周りが悪い」という意見であり，自分自身（の考え方）の問題である可能性に

は触れられなかった。（目的の一つである俯瞰的視野が学ばれていない。） 
― 作業がわかりやすいように示した例題だったが，どうしてもその後の個人の作業が例題の内容

に引き寄せられる。例題で示すわかりやすさよりも，時間をかけて自分の中から出てくるものを

引き出すやり方のほうが良いかもしれない。 
― 個人シートの後のグループシートぐらいまではまだスムーズだが，最後のまとめ作業（A4 の白

紙に項目ごとにまとめる）になるとつまずくことが多かった。 
 
３．考察 
 
今回の大学での授業におけるプログラム実践から得られた結果を分析すると，次のようにまとめ

られる。 
 
１．生きづらさの「領域の広がり」と，個人レベルと社会レベルの「生きづらさ」の分離に

ついて 

共同研究における個々の研究の積み重ね，およびワークショップの成果を受けて，生きづらさの

問題構造はおおむね，「領域の拡がり」と「関係性」の 2 つの切り口で整理することができるという仮
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説を得た。これに基づいて，生きづらさ分析用の個人作業シート（「生きづらさ見える化シート」），

およびグループシート（「生きづらさ領域可視化シート」）を試作し，大学生を対象とした分析を試み

た結果，「領域の広がり」については，自分の抱える問題の多重性と領域の拡がり，解決に向けた

問題の対象の整理と見える化が可能となることが確認された。個人シートでも，先に引用したもの

や，「性格が後ろ向きで楽観視できない」「優柔不断」「すぐ人の言いなりになってしまう」などと，自

分の性格上の困難を指摘したコメントが見られた。 
 
２．「自分の生きづらさ」から「関係性の問題」を抽出する難しさ 

一方，「自分自身の問題」と「関係性の問題」との分離に関する生きづらさの分析の点では不十

分な面もあった。「個人」と「社会」という「生きづらさの 2 レベル」は，比較的理解しやすく，学生の

回答からもその分離がされている印象がある。（「金欠」という「自分の状態の問題」と，それを解決

するための手段である「バイト」は，「社会の問題」に分類されているなど。）しかし，この「生きづらさ

学」の共同研究の大きな課題である，「関係性の問題」の認識には十分に有効であるとは言えない

結果となった。自分の問題が実は，他人の価値を反映した結果の「生きづらさ」である可能性につ

いて本人が気づかなければ，生きづらさの根本的解決には至らないと考えられる。つまり，「個人」

と「関係性（他者との関係での問題）」の分離（問題構造の認識）がうまくいかなければ，「自分自身

の問題としての掘り下げ」，すなわち，「自分自身の価値観で判断していると思っていることが，いか

に社会的（あるいは他者が共有している価値観）に決められているか」という点を認識するに至らな

いのではないだろうか。例えば，「親に縛られている」というコメントがあったが，「成人年齢を 18 歳

以上にする（社会的な解決）」への言及はあったが，それが「関係の問題」である（つまり，親と子ど

もという「他の関係とは違う特殊な関係」から派生する問題）という認識には至っていないようだった。

「親に縛られている」のは，「親の価値観を押し付けられるから（親の問題）」なのか，「親に気を使っ

て自分の言いたいことが言えないから（自分の問題）」なのか，という考察に至らなければ，「親に縛

られている」という自分の生きづらさが，どこから派生しているかについての「問題構造の認識」には

至らず，それが複数の階層（個人・関係性・社会）にまたがっているということが「見える化」できない。

人間にとって，ある問題が「自分のせいだ」あるいは「社会のせいだ」と認めることは，比較的簡単な

行為である。しかし，自分の信じている「価値」が「他者の関係性から成り立っている」と認めることは

非常に難しい。この場合であれば，もしかしたら，親には逆らってはいけない」という一般的通念

（社会の多くの人が正しいと思っていること）にただ迎合しているだけかもしれない。そして，それが

自分の価値観と違うと認められれば，この生きづらさは解決するかもしれないのである。しかし，そ

れを認められないからこそ生きづらいのかもしれないし，同じようなケースが多くあると考えられる。

その点を，この共同研究が構築を目指す「生きづらさ学」でうまく「見える化」しなければ，学問の一

分野としての社会への貢献が不十分になると思われる。 
しかし，関係性の問題の見える化に至るようなコメントも，少ないながらもあったことを報告してお

く。結婚に関するケーススタディへのコメントには，「結婚しなくてもよいのではないか？」「結婚しな

いといけない？」「結婚への迷いがあるのが悪い」「心のつながりがあれば，法律上・戸籍上のつな
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がりはいらない」などという，関係性の問題（他者の価値観を自分の価値観として受け入れているこ

とからくる生きづらさ）を指摘するような意見もあった。 
 
３. 物質的な「生きづらさ」を挙げてしまう傾向 

 授業中に，「こう改めて考えてみると，あまり生きづらいと感じていないということが分かった」という

学生グループのコメントがあった。そのような学生たちにとってはそもそも，「生きづらい」ということ

の意味が異なっているのかもしれない。つまり，「生きづらい」状態とは 「行くべき道に障害がある」

ことであり，「行くべき道をどう決めるか」ということはあくまでの個人の決断の問題であり，「生きづら

さ」ではない，と感じているのかもしれない。そうであれば「生きづらさ」としての，行くべき道を妨げる

「障害」は必然的に，「物質的なもの」に限定されてしまう。先述の２の問題も含め，「生きづらさ学」

の確立には，これらの課題を克服する必要がある。 
しかし，逆の視点から見れば，この「物質的な生きづらさ」は簡単に見える化ができるので，個人

の問題や関係性の問題を明らかにするには有効な作業かもしれない。例えば，学生の回答の中に

は，「一人暮らししたい」人と，「一人暮らしが大変」な人，双方の意見があった。双方の意見を持つ

人が，お互いのメリット・デメリットを話し合えば，「自分が本当に一人暮らしをしたいのか，したくな

いのか」という「生きづらさの処方箋」は簡単に見つかるであろう。 
 
４．「生きづらさ」の現在性 

今回の授業実践の成果を，共同研究者ではない外部の研究者（東京経済大学専任講師 新井

田智幸氏）に見てもらい，学生が記入した生きづらさ評価シートを含めて，経済的観点から授業実

践を分析してもらった（平成 29 年 6 月 3 日土曜日に開催された「生きづらさ学研究成果報告会

（於 岐阜大学サテライトキャンパス）」でのコメント）。その分析において，生きづらさの「時間の問

題」について言及があった。学生たちがあげた「生きづらさ」がほとんど現在の問題で，内容も似て

いるのは，「岐阜大学の 1 年生（たまたま履修学生が全員 1 年生だった）」という同質的な集団だと

いうことから派生しているだけでなく，「生きづらさというキーワードが現在進行性を想起させるから

ではないか」という指摘があった。確かに，「過去からくる生きづらさ」と言えば，身内による性的嫌

がらせや DV，PTSD（心的外傷後ストレス障害）などを想起する。それらには通常，「生きづらさ」と

いう表現は使われず，精神疾患の一つとして精神科医での診察という解決法がとられる。逆に「未

来からくる生きづらさ」といえば，不況，リストラ，社会基盤のぜい弱さからくる天災への不安（地震・

津波など）を連想する。これは通常，「生きづらさ」ではなく「国・政治・政策・社会の問題」として取り

上げられることが多く，個人では回避できないゆえに，「生きづらさ」としては認識されづらい。その

ような生きづらさの「現在性」が，岐阜大学生の 1 年生という同質性を際立たせ，同じような回答に

結びついている可能性がある。しかし，逆の発想をすれば，「精神科」でもなく「国」でもない「現在

進行形の生きづらさ」に「領域の広がり」と「関係性（この場合は過去や未来も含めて）」を指摘でき

れば，「生きづらさ学」の存在意義（精神科でも国でもない，新しい処方箋としての意義）が証明で

きるかもしれない。 
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また，「生きづらさ学」の方向性として，「生きづらさの解決」も必要であるが，より現実的には，「ど

んな『生きづらさ』なら許容できるか」という問いに対する「生きづらさ学」という可能性もあるのでは

ないか，という指摘があった。それはつまり，「生きづらさにつぶされない社会づくり」の提案であり，

「生きづらさ学」の消極的な存在意義ととらえられるかもしれないが，多様な生きづらさから共通項を

見つけ出すという「生きづらさの本質の抽出」 という目的の達成には，より近づくかもしれない。 
今回の報告は授業実践についてであるが，本共同研究は平成 29 年度も継続しており，平成 29

年 7月に日本国際文化学会全国大会での研究発表が予定されている。そこでは，領域の広がりだ

けでなく，関係性の問題からも生きづらさの分析ができるようなモデルケースを実施し，その有効性

を検証したい。 
 
※本研究は，文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシ

アティブ（連携型）」の「連携型共同研究助成制度」で助成対象研究課題となった，『研究領

域を横断する対話の場と協働に基づく「生きづらさ学」の構築』（平成 28 年度，代表：小山

真紀 岐阜大学）の研究成果である。 
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