
はじめに

教員を目指す大学生向けの教科書として、Next 教科書シリーズ『発達と
学習』を刊行してから 4年が経った。このたび全面的に改訂する機会をい
ただき、『発達と学習（第 2版）』を発刊することとなった。
この間、教職課程の大きな改正があり、「教育の基礎的理解に関する科目」
の中で、発達や学習に関する心理学的な理解を図る科目として「幼児、児
童及び生徒の心身の発達及び学習の過程」と「特別の支援を必要とする幼
児、児童及び生徒に対する理解」が規定された。教員となったときに幼児・
児童・生徒等の教育を担う場面を考えると、成長過程にある幼児・児童・
生徒の心理的特徴をよく理解したうえで指導を行う必要があり、発達の理
解は欠かせない。また、授業や指導を行う中で効果的な学習を目指すため
には、心理学で研究されてきた学習、記憶、動機づけ、知能等の科学的研
究の成果を理解したうえで、授業法や評価の工夫を行っていくことが求め
られる。さらに、発達障害を中心として、支援を必要とする子どもへの理
解と対応は、教員として必ず知っておくべきことと位置付けられ、先輩教
員や心理専門職等の助力を受けながら、発達障害等がある子どもの学習活
動や社会的活動への支援を適切に行っていくことが求められている。
本書では、このような教員として必要な心理学的な知識を習得できるよ

うに、「発達」、「学習」、「発達障害」の 3 本柱を 12 章に分けて構成した。
そのうえで、発達（第Ⅰ編：第 1～4章）および学習（第Ⅱ編：第 5～10 章）につ
いては、授業内で取り扱う事項だけでなく、自己学習を図るための内容を
細部にわたって検討し、教員を目指す大学生にぜひ学んでほしい事項を追
加することで内容を充実させた。また、発達障害に関する章（第Ⅲ編：第
11～12 章）では、発達障害の基本的理解を図るとともに教育の場での具体的
な理解や対応のイメージがつかみやすい内容にするべく大きく改訂を行っ
た。初版に引き続き、第 2版も教員を目指す大学生への授業や日々の学習
に役立てば幸いである。
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1 ピアジェの発達理論

A 認知の発達とは
私たちは目や耳などの感覚受容器を通して、体外にある刺激を体内に取

り入れている。たとえば、耳の場合、環境中にある空気の揺れを、鼓膜に
よって受け止め、その先にある耳小骨という骨に振動が伝わっていく。し
かし物理的な振動のままでは、脳はその意味を理解することはできない。
振動は、聴神経によって電気信号に変換されて、神経細胞によって脳に信
号として届けられる。こうした信号はすべての感覚受容器を通して瞬時に
大量の信号として脳に届き、これらの信号から、私たちは自分の周囲で起
きていることを理解している。このように、外界にあるものを知覚して、
それを知識体系として蓄積し、環境を理解することを認知という。
子どもと大人の認知は同じではない。たとえば小さな子どもは、目の前

で細長く伸ばした粘土を見て、粘土が増えたと思ってしまうが、大人はそ
のようには思わない。粘土をはじめとしてモノの量が勝手に増えることな
どないことを知っているからである。
このように目の前で同じことが起きても、認知の仕方は子どもと大人と

では異なっており、認知が年齢とともに発達していくことがわかる。それ
では認知は、年齢とともにどのように変化していくのだろうか。

B ピアジェの認知発達理論
ピアジェ（Piaget, J.）の認知発達理論は、量的というよりも質的に子ども

の認知構造が変化していくと説明した。子どもが知的好奇心を原動力にし
て環境に対して能動的に働きかけ、それに対して他者も含めた環境が反作
用として応答する、という相互作用によって、認知の構造は変化してゆく。
ピアジェは、操作という基本的概念を打ち出し、操作の水準によって認

知発達を区分した。ピアジェによる「操作できるということ」はどのよう
な意味だろうか。たとえば 2つのりんごがあり、そこにもう 1つりんごを
持ってきたら、何個になるかという足し算で考えてみよう。
実際にりんごを持ってきて、数えてみれば答えがわかるが、頭の中で考
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えるだけでは答えが導けないようなときには、思考の中に「足し算」とい
う手続き自体がまだ成立していない。「足し算」という手続きがわかって
いるということは、実際のりんごがなくても、思考だけで答えを導くこと
ができることを指しており、これを内化という。さらに、内化された行為
を操作というには、3個のりんごと 1個のりんごの足し算と、4個のりんご
から 1個のりんごをとれば、もとの 3個に戻る、ということの関係性がわ
かっている必要がある。また、4個のりんごを 2個ずつに分けても 1個と
3 個に分けても、合わせて 4個であるということは変わらないことも理解
している必要がある。そして、こうした「足し算」という手続きは、「かけ
算」などの手続きと無関係にあるのではなく、両者とも論理的に整合性を
持っているという意味で 1つのシステムをなしていることが理解されると
き、「操作できる」と呼ぶことができる。このような操作ができるようにな
るまでの発達は 4つに分類されている。

C 子どもの認知発達とその特徴
［1］感覚 -運動期
誕生から 2歳頃までを感覚 -運動期という。赤ちゃんは、生まれもって

原始反射と呼ばれる、自動的な運動のしくみを持って生まれてくる。この
運動は、赤ちゃんの意志ではなく、不随意に生じる動きだが、赤ちゃんに
とっては、それによって偶然にも環境に働きかける経験になる。このよう
な反射をきっかけとして、そこから複雑な行動様式を身につけるとともに、
赤ちゃんは自分から対象に働きかけて、その対象に対する働きかけとその
結果の関係を学んでいく。
生後 8か月を過ぎる頃、それまで偶然にまかされていたものが、徐々に

赤ちゃんが意志をもって対象に働きかけるように変化してくる。やがて、
目的が達成できないときには、別の方法で働きかけるなどの工夫がみられ
るようになり、2歳に近づくと心の中でその働きかけとその結果について
思いを巡らして、どうしたらよいのかを考え、ごく短期間のものではある
が先を見通すことが徐々にできるようになる。逆にいえば、赤ちゃんは先
を見通す力は最初はなく、その場その時のみを生きており、2歳になるま
でに思考の萌芽が見られるようになるのである。

1 ピアジェの発達理論 21



［2］前操作期
2 歳から 7 歳頃までは前操作期に当たる。2 歳頃、子どもは言葉を話し

始める。たとえば「りんご」という言葉は、そこにりんごがなくても、頭
の中で「りんご」を思い浮かべて、それらのイメージ全体を代表させて「り
んご」という言葉に置き換えられたものである。このように子どもの心の
中で、目の前にないものでもそのイメージを思い浮かべる表象ができ、表
象を別のもので代わりにあらわす象徴機能が獲得されていることが前操作
期の特徴である。
具体的には、積み木を電車に見立てて遊ぶ子どもを想像してみよう。積

み木はあくまで積み木だが、その子どもは「電車」というイメージのまと
まりである表象を心の中に持っており、本当は電車ではないとわかってい
るが、電車の代わりに積み木を使って遊んでいるので、象徴機能を持って
いるということになる。これは象徴遊びや見立て遊びといわれる。
昨日テレビで見た芸能人のマネをすることができるのは、そのテレビが

映っていなくても子どもが芸能人の様子を心の中に思い浮かべて、それと
同じような行動をとることができるようになっていることを意味しており、
遅延模倣と呼ばれている。この遅延模倣は、象徴機能のあらわれである。
このようにイメージを持つ、という点では前操作期は感覚 -運動期より

も思考ができるようになったといえる一方で、その思考には大人のような
柔軟性や論理性はまだない。図 2-1の上段の丸と下段の丸について、この
時期の子どもに「どっちが多い？」と問うと、上段の方が多いと捉えてし
まうこともある。それはこの時期には、イメージが少しずつ概念に変化し
はじめ、それまでよりも操作可能なものになっていくものの、まだ見た目
に影響されて理解してしまう直観的思考が優勢だからである。5つの丸は
どのように配置されても、5つであるということは変わらないのだが、見
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た目の幅が広く配置されていることに引きずられて、上段の方が多いと判
断してしまうのである。
幼児は、電話で話をしている最中に、自分が書いた絵を持って、「これが

ママで、これがパパなの。上手？」と自分の書いた絵の説明を顔の見えな
い相手に話すことがある。電話の先にいる話し相手には、当然その絵は見
えていないのだが、前操作期では相手の視点で物事を考えることは難しく、
自分が把握していることは他の人も把握していると思っている。これは自
己中心性という前操作期の子どもの特徴であり、自分と他人の区別が不十
分というだけではなく、主観と客観、空想と現実の区別も不十分である。
自己中心性とは、「わがまま」とは異なり、環境の把握の様式が自己視点で、
他者視点をとることが難しい認知様式のことを指している。生物以外のも
のも生きており、意思や感情があると考えるアニミズムや、自分が頭の中
で考えたことや夢が実際に存在すると考える実在論も、前操作期に見られ
る認知の特徴であり、いずれも自己中心性が反映されたものである。
自己中心性に関してピアジェは、「3つの山課題」という実験を行い、4

歳から 7歳くらいまでの前操作期後半の子どもたちは、どの方向から見て
も、自分と同じように山が 3つ見えると答えてしまうことを明らかにした
（図 2-2）。このように自己中心性は、子どもの認知や思考が、大人と同じ
ように他者とコミュニケーションするような役割を担うまでにはまだ充分
に発達していないことを示している。

B

D

CA

図 2-2 3 つの山課題

［3］具体的操作期
7 歳頃から 11 歳までの、主に小学生は具体的操作期に当たる。
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ができなくても、その推論の正誤を理解するようになる（形式的推論）。

D ピアジェの認知発達理論への批判
ピアジェの認知発達理論が、心理学や教育学に与えた影響は計り知れな

い。しかしその後に多くの研究者が追試を行い、いくつかの点で修正が必
要だと考えられている。

［1］馴化 -脱馴化法による乳児の能力の見直し
従来用いられてきた選好注視法は、刺激を見つめる時間（注視時間）から、
乳児の好みや興味を把握する実験方法である。この方法では、仮に 2つの
刺激を異なるものとして認知的に区別できていたとしても、どちらの刺激
も同程度に乳児にとって好ましいものの場合には、注視時間に違いが見ら
れない可能性がある。そのため、乳児の好みを把握するための方法として
は適しているが、乳児の認知や記憶を、乳児の好みと切り離して把握する
ための方法としては問題が残る。そこで考案された馴化－脱馴化法では、
以下のような手続きが用いられる。
ある刺激が提示されると、乳児は新奇性からその刺激に注意を向け、長

く見つめる。しかしその刺激が繰り返し提示され続けると、やがて刺激に
慣れてしまい（馴化）、注視しなくなる。そこで第 2の刺激を提示したとき
に、乳児が再度注視するようになれば（脱馴化）、それは乳児が第 1の刺激
と第 2の刺激を区別していることを示しており、逆に 2つの刺激の区別が
ついていないならば注視しないままとなるはずである。
このような実験手続きによって、乳児にはピアジェが考えていたよりか

なり高い能力があることがわかってきた。
対象の永続性とは、モノは、それが見えなくなったとしてもそこに存在

し続けることを指し、ピアジェはこうした認識は生後 9か月以降にできる
ようになると説明したが、他の研究者が馴化－脱馴化の手続きを用いて実
験を行うと、3か月児でも対象の永続性が成立していることが示された。

［2］領域一般性と領域固有性
ピアジェは、形式的操作期になると、命題論理や比例の考え方がほぼ同
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時期にわかるようになると主張した。このように、ピアジェの理論では、
ある認知様式が獲得されると、それはどのような文脈や領域でも適用され
ると説明されている（領域一般性）。しかしその後の研究で、前後の文脈や
領域によって、認知様式が一様ではないことが示され、領域固有性を主張
するに至った。数の保存では、子どもに身近なストーリー性を持たせた課
題で行うと、前操作期の子どもでも保存が確認されることや、形式的操作
期の中学生や大学生でも、比例概念は課題によって判断が正確ではなくな
る場合が相当あることが示されている。

［3］「3つの山課題」の課題
ピアジェの考案した「3つの山課題」は、他者の視点を持つことが可能か

どうか、という点で考案され、それはその後、視点取得と概念化されたが、
「3つの山課題」には、メンタル・シミュレーション（自分が相手の場所に行っ
たと仮定して自分の表象を操作すること）やメンタル・ローテーション（状況全体
を自分の方に向けて対象の表象を操作すること）も含まれた課題となっているた
め、子どもがどのようにして課題解決しているのかを判別することができ
ない（子安，2005）。
このように、相手の視点や意図を理解する研究分野は、その後「心の理

論」や共感性の研究に発展し、理論の精緻化が行われる中で、課題の不十
分さが指摘されるようになっている。

2 言語発達

A 言語機能の発達
言語の機能には、伝達機能、思考機能、行動調節機能があるが、ここで

は、これらの言語機能の発達をみてゆく。
子どもは、およそ 1歳から 1歳半頃に、意味を持った言葉を発するよう

になるが、言葉を発する以前から言葉の獲得に向けた準備が行われている。
言葉が発される前の時期を前言語期といい、主に伝達機能、すなわちコミ
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E ひきこもりとその支援
近年は、ひきこもり問題もあらためてクローズアップされている。ひき

こもり状態にあることで、キャリア形成上も社会的にも非常に不利な立場
におかれ、それが社会復帰をますます困難にしている。さらに、ひきこも
り問題は家庭生活や社会生活に影響を及ぼし、また、介護や福祉などの問
題と複雑にからみあったり、最悪の場合には、当事者とその周囲の人々の
間で犯罪や自殺にいたったりすることもあり、社会全体での対策が喫緊の
課題である。
ひきこもりは非精神病性の現象と考えられており、さまざまな要因の結

果として、①就学・就労や交遊などの社会参加を原則 6か月以上回避して
いて、②概ね家庭にとどまり続けている状態（外出しても他者とは交わらない
場合も含む）であり（厚生労働省，2010）、2018 年時点で推計 61.3 万人がひきこ
もり状態にあるといわれている（内閣府，2019）。従来は、不登校の問題との
関連性が指摘されていたが、この調査によると、ひきこもりは、それだけ
ではなく、退職、職場や就労上の問題、家庭生活など多様なきっかけで生
じ、どの年齢層にも、どのような立場の者にもみられる現象である（図 4-
1）。ひきこもりの半数近くが 7年以上その状態を継続させており、長期化
も深刻な問題となっている（図 4-2）。
さて、不登校を、慌ただしく過ぎていく学校生活の中で、ふと立ち止ま

って自分の生き方を見つめ直す機会として捉え直す立場がある（鶴田，2001）。
そうであれば、ひきこもりも同様に、忙しなく駆け抜けるような生活を自
分自身に問い、自己を再体制化させる機会であると考えることもできる。
したがって、ひきこもり支援には、カウンセラーやケースワーカー、福祉、
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100％0 20 40 60 80
■ 10～19 歳　■ 20～29 歳　■ 30～39 歳　■ 40～49 歳
■ 50～59 歳　■ 60～64 歳　■ 無回答　

図 4-1 初めてひきこもり状態になった年齢（内閣府，2019）



医療従事者の他、各専門機関が連携し、当事者本人やその家族に対して、
就労や生活面だけでなく、さまざまな側面からアプローチする相談体制の
整備が急務である。また、支援にあたっては、アウトリーチ（支援機関の方
から当事者にアクセスする形）も特に重要である。

3 青年期の社会性

A 青年期の親子関係
自我同一性を確立させようとする青年は、親に依存していた状態からの

自立を目指す。親に決めてもらい、指示されるのではなく、自分で判断し、
主体的に行動しようとする。ホリングワース（Hollingworth, L. S.）は、このよ
うな青年期の欲求を乳児期の物理的な離乳と対比させて、心理的離乳と呼
んだ。親元を離れて一人暮らしをしたり、家族からのお小遣いではなくア
ルバイトをして収入を得たりするのは、その表れである。
親の庇護から離れて主体的に行動しようとすると、親の保護者としての

行動は必然的に過干渉や束縛のように感じられるようになり、親の意見を
拒否して自分の意思決定を通し、自由に行動しようとする。これが第二次
反抗期であり、幼児期の第一次反抗期とは異なる明確な反対・反抗の意思
表明である。親の「勉強しなさい」に対しては、「自分でやろうと思ってい
たところだったのに、言われたから、やる気がなくなった」と主体性を表
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100％0 20 40 60 80
■ 半年～1年
■ 5～7年
■ 25～30 年

■ 1～2年
■ 7～10 年
■ 30 年以上

■ 2～3年
■ 10～15 年
無回答

■ 3～5年
20～25 年

図 4-2 ひきこもり状態になってからの期間（内閣府，2019）



明し、「きちんとしなさい」「部屋を掃除しなさい」には「自分の勝手だ」
と個人の自由を主張する。このような反発は親にだけでなく、教員や学校
などの周囲の大人や権威にも向けられる。教員の教育的指導に従わなかっ
たり、教員にあだ名をつけたり、校則をわざと破ったりもする。
青年と周囲の大人との関係は、このように対立軸で考えられることが多

いが、実際の対立は、学業成績や勉強、服装や身の回りの整理整頓など、
日常生活上に限られることが多いといわれている。また青年は、自我同一
性をうまく確立できていないこと、一人前になりたいけれどもなれない矛
盾、対人関係や進路の悩みなどを抱え、イライラやモヤモヤをつのらせて、
それを周囲の大人にぶつけているという側面もある。もちろん、青年期の
初期ほど、周囲の大人とは異なる存在であることを自認し、親は親として
の意見を強調し、結果として親子関係は対立的になりやすい。しかし、反
抗こそが必然なのではなく、むしろ青年は、時として反抗しながらも、親
との結びつきや愛着を支えとして自立を目指し、その中で、お互いに存在
自体が異なるのだから、価値観も意見も違って当然だと認め、次第に大人
同士の関係性を構築していくのである（図 4-3）。なお、反抗という行動の
中には家庭内暴力や校内暴力など不適切なものも混在しており、自立の表
現の 1つであるとして周囲が甘やかした結果、青年とその周囲の関係性が
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図 4-3 親子関係の変容（平石，2008）



修復不可能な状態に陥ったり、家庭崩壊にいたってしまったりするケース
もあり、注意が必要である。

B 青年期の友人関係
学童期のいわゆるギャング・エイジにおいては、友人集団は約束やルー

ル、秘密などで結合されているに過ぎないが、青年期には部活動、共通の
趣味や関心を介して結合するチャム・グループを経て、精神的に支え合う
友人関係（ピア・グループ）が構築される。この関係性を通して、①さまざま
な悩みやストレス、不安などを共有する中で、自分だけが悩んでいるので
はないと気づき、心理的な緊張や孤独が緩和される、②自我同一性を探求
するうえで友人を行動モデルにする、③お互いに傷つき合いながらも、そ
の経験によって思いやりや配慮などの社会的スキルを学ぶ、といわれてい
る（松井，1990；宮下，1995）。
だが、この時期の関係性には、もう 1つの側面がある。前述したように、

自我同一性の拡散から自分自身を防衛するために、青年期には、異なる他
者に対して排他的、不寛容になりやすい。そこで、友人や学級の中で「浮
いた」存在にならないように、仲間外れにならないように集団でつるむの
である。集団を隠れ蓑にして、たとえば、周囲と同じ服装や容姿になるよ
う努め、話題や流行に乗り遅れないように常に関心を払い、若者だけに通
じる流行語を多用する。だが、友人集団の中で自我同一性を確立すること
はできず、かえって、集団に拘束され、埋没しているような感覚だけが強
くなっていく。そこで、同じ服装や格好の中に少しだけ自分の色や独自性
を盛り込んで、わずかな境のところで自分をなくさないように主体性を保
とうとするのである。

C 青年期の恋愛関係
第二次性徴の発現を契機に、青年はしだいに、自己の性、他者の性を意

識するようになる。年長者や先輩に対する憧れは、次第に、同年齢の他者
に向けられるようになり、告白によって友達以上の関係になることもしば
しば見られる。しかし、青年は自我同一性が不明瞭であるために、①交際
相手からの評価を求め続け、自分に対する気持ちを繰り返し確認しようと
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する。そのために、②相手の挙動に目が離せなくなり、寝ても覚めても、
勉強のときでさえも相手のことばかり考え続けるようになる。そして、③
お互いに監視し合うような関係性の中で、相手の存在を「重く」感じるよ
うになり、④結果的に交際は長続きしないことが多い。このように青年期
の恋愛には、自我同一性を補強する役割があり（大野，1995）、面倒臭さや心
理的負担から恋愛を回避しようとしたり、恋愛に自信をもてなかったりす
る青年は、概して自我の発達程度が低い。
一方で自我同一性の発達に恋愛が不可欠とは限らず、「いつかは恋人が

ほしいが、現在は生活が充実しているから、特段に恋愛を希求していない」
という楽観的な青年は、着実に自我同一性を確立していく傾向にある（髙
坂，2013）。2010 年代、毎日の生活が充実していることから転じて、交際関
係が充実していることを「リア充（じゅう）」と揶揄する若者言葉が流行し
たが、これは、自我同一性を確立しつつある者に対する不安感の表現だっ
たのではないだろうか。
恋愛は幸せや楽しさを共有できるポジティブな体験である半面、他者の

ちょっとした言動に嫉妬し、傷つき、時として、辛い別れをひきずるよう
な苦しい経験でもある。それゆえに、束縛されることや、相手に自分のペ
ースを乱されることを嫌う青年にとって、自己本位の感情をぶつけ合うよ
うな関係性は相当な精神的負担を強いられるに違いない。それでも、生身
の人間同士のさまざまな経験を通して、彼らの価値観は大きく広がってい
く。相手のありのままの姿や気持ちを受容し、相互的で他者本位な関係性
を構築するためには、幾度にもわたる恋愛経験を乗り越えていくしかない
のである。

4 思春期の心理的理解

A 思春期の身体的発達
思春期の身体的発達を特徴づけるものに第二次（思春期）スパートと第二

次性徴がある。前者は、身長や体重などの体つきに関する急激な発達のこ
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とであり、後者は思春期以降に明確になる性差のことである。これらは、
第一次スパートおよび第一次性徴に続く顕著な発達的変化である（図 4-4）。
第二次性徴では、性ホルモンの働きが活発化し、生殖器官が発達する。男
性の場合は睾丸や陰茎が発達し、ひげや恥部への発毛がみられ、喉仏が突
出して変声し、射精（初めてのものを精通という）を経験する。女性の場合は
骨盤、卵巣や子宮、乳房などが発達し、皮下脂肪が増加し、恥部への発毛
がみられ、月経（初めてのものを初潮という）を経験する。各器官の変化は、同
じ時期に同じ速度で生じるものではないため、特に思春期の初期ほど身体
部位の発達はアンバランスで、その変化の状態に本人が戸惑いやすい。
思春期の成熟は個人差が非常に大きく、開始年齢には 5年以上の差があ

り、また、一般的に女性の方が男性に比べて 2年ほど開始が早い。男性は
その大多数が自分の成熟を当たり前のことと受け止めているが、女性は男
性に比べて否定的に捉えることが多いとされる。身体的変化には自他とも
に気づきやすいため、お互いの成熟状態を比較して、他人より成熟が早く
ても遅くても恥ずかしい思いをしたり、また、自分の容姿や体型を過剰に
気にしたりする。しかし、自分の成長や成熟をいかに受容できるかは思春
期の課題の 1つであろう。
現代はさまざまな面で生活が豊かになったことにより、特に欧米諸国や
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先進国で発達加速現象が確認されている。この現象には、前の世代と比べ
て身体が大きくなったこと（成長加速現象）（図 4-5）と、性的成熟などが早期
化したこと（成熟前傾現象）（図 4-6）の 2つの側面がある。なお、日本を含め、
先進諸国では、発達加速現象はある程度、停滞傾向にあるといわれる。
さて、生殖機能の充実に伴って性欲も増し、性的行動に関する情報に触

れたり、性的行動を経験したりする機会が多くなる。近年は、性的行動の

4 思春期の心理的理解 69

180.0

160.0

140.0

120.0

100.0
1900 1920 1940 1948 1960 1980 2000 2019（年）

男 5 歳
女 5歳
男 11 歳
女 11 歳
男 14 歳
女 14 歳
男 17 歳
女 17 歳

図 4-5 平均身長の推移（文部科学省，2019）

平
均
初
潮
年
齢

12.0

13.0

14.0
14.0

13.5

13.0

15.0

16.0

17.0

調査年
19801840 1860 1880 1900 1920

197019601950

1940 1960

スウェーデン
ノルウェイ
フィンランド
デンマーク
オランダ
イギリス
アメリカ

図 4-6 欧米諸国の初潮年齢の推移（Evereth & Tanner, 1976 より日野林，2014 作成）



低年齢化、活発化、日常化も指摘されているが、青年の性的行動は多様で、
むしろ、逸脱的行動には否定的ともいわれる（財団法人日本性教育協会，2007）。
しかし、性的行動をあおるようなメディアが一部にみられるのも事実であ
り、自我同一性を確立させる時期だからこそ、青年には、お互いの性を尊
重し合えるような、適切な性教育が望まれる。

B 青年期の感情
青年期における性ホルモンの分泌増大は、脳の情動機能を亢進させる。

些細なことで喜ぶが、ポジティブからネガティブな状態へ急転直下、ジェ
ットコースターのように激しく動揺し、感情のコントロールが難しい。青
年期はまさに、ホール（Hall, G. S.）が表現したような「疾風怒涛の時代」な
のである。自己像は定まらず、さまざまな劣等感を抱え、現実と理想の間
で苦悶し、自己卑下と自尊を繰り返す。学業や進路の悩み、対人関係や恋
愛の悩み、容姿の悩み、親子関係のぎこちなさなどが加わり、イライラを
つのらせていく。うっとうしい、煩わしいなどを意味する言葉から派生し
たとされる「うざい」という若者言葉は、モヤモヤとした不安感や違和感
を表現したものなのかもしれない。
情動機能の活性化の反面、前頭前野の発達は脳の中で最も遅く、青年の

判断力や意思決定、自己統制力は発達途上である。それゆえ、さまざまな
不安を抱えながらもそれを冷静に受け止めることができず、悩みは深く、
どこまでも尽きない。その半面、時にはリスキーではあるが、何事にも衝
動的かつ果敢にチャレンジできるということでもある。青年は、この時期
のさまざまな経験を糧に、一歩一歩、自分自身の人生を歩んでいく。青年
期は、人生の中でわずか十余年しかないが、自分自身の未来へ向けて踏み
出すために貴重な時期なのである。

コラム 青年の人づき合いとその諸相
近年は、ツイッター（Twitter）やライン（LINE）、インスタグラム（Insta-

gram）などの新しいソーシャルメディアが次々と登場し、携帯端末の小さ
い画面から、いつでもどこでも手軽に、世界中のあらゆる人々と一瞬にし
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てつながれる時代である。小さい頃からこのようなネット社会になじんで
いる現代青年にとって、SNS は日常生活に欠かせないツールとなっている。
SNS には、他者が掲載した情報や写真を気軽に評価する機能があり、そこ
で若者は高く評価されることを求める。「インスタ映え（ばえ）」は、自我同
一性の不安定な青年にとって簡単に承認を得るためのツールとして欠かせ
ないものとなっているのである。しかし、ネットでの評価はクリック 1回
の単純な作業であって、かりそめの評価にすぎない。その点数で自分の承
認欲求が満足されることは決してないため、評価されることにますます過
剰になっていくのではないだろうか。
さて、現代青年の友人関係のあり方は、①関係の希薄さ（対人関係からの退

却）、②見かけのノリの良さ（群れ）、③やさしさ（傷つけられる・傷つけること
への恐れ）の 3点によって特徴づけられる（岡田，2010）。青年は、自己評価で
はなく他者評価によって自我同一性を確立しようとするために、他者を過
剰に意識せざるを得ない。そこで、たとえ「道化役」であっても、周囲か
ら期待された役割を裏切らないように、ノリ良く、明るく軽く振る舞い続
けることを求められる。それが若者にとっての「コミュ力（りょく）」であ
り、どこに行くのも何をするにも友人と一緒でなければならない。「便所
飯（べんじょめし）」は、友人のいないさびしい人間だと思われないようにす
るために、1人で食事をするときの苦肉の策なのである。
そして、友人同士だからこそ、傷つけ、傷つけられることを恐れ、お互

いに場の「空気」を敏感に読み取らなければならない。もしも、そのよう
な気を遣えないならば「KY（空気を読めない）」として関係性を避け、グルー
プから「はずす」。だが、気を遣う対象は身のまわりの友人に限定され、友
人でない他者、見知らぬ他者には気が付かず無視を決め込んで、マナーに
欠けるような行為も平然と行ってしまう。青年の「やさしさ」は狭い人間
関係の中での自己中心的なものにすぎず、他者本位の「優しさ」や「気遣
い」とは限らないのではないだろうか。
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