
1.  はじめに

　文部科学省の問題行動・不登校調査（2019a）では、
2018 年度に自殺した小中学生・高校生は 332 人に上
り、成人を含む自殺者全体に占める割合は少ないもの
の三年連続増加している。さらに注目すべき点として、
子どもの自殺者の背景状況のうち、「不明」が 194 人

（58.4%）と最も多く、周囲の大人や本人も気づかない
要因や背景状況などの影響も予想される。非常に繊細
な問題であり、背景究明の困難さもあるが、遺族の悲
しみや再発防止の観点から、でき得る対応策を早期に
学校教育の中で考慮、整備することが重要である。太
刀川（2019）によると欧米では、自殺リスクに関する
心理教育やコニュニケーションスキルを高める各種プ
ログラムが実施され効果を上げている。そこで、精神
医学面の知識、心理教育など、若者が取り入れられる
メンタルヘルスの正確な情報提供・予防教育が「原因
不明」数の減少につながるのではないかとの仮説のも

と、若い世代が自らのメンタルヘルスについて学び、
不調の際にヘルプを出すきっかけとなる予防教育の整
備を喫緊の課題として取り上げた。加えて 2018 年の
和歌山県の自殺率が全国ワースト 1 位であることも、
地域の重要な解決課題である。
　子どもの自殺予防教育は、2006 年の自殺対策基本
法の制定を契機に、文部科学省は「児童生徒の自殺予
防に向けた取組に関する検討会」を設置し、2009 年

「教師が知っておきたい子どもの自殺予防マニュアル・
リーフレット」、2010 年「子供の自殺が起きたときの
緊急対応の手引き」、2014 年「子供に伝えたい自殺予
防－学校における自殺予防教育導入の手引－」を順次
作成し、全国に配布している。さらに、2016 年「自
殺対策基本法の一部改正」が施行され、2017 年「改
訂自殺予防総合対策要綱」において、重点施策とし
て子ども・若者の自殺対策として、『SOS の出し方に
関する教育の推進』が明確に示された。そこで、文部
科学省（2018）は「児童生徒の自殺予防に向けた困難
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な事態、強い心理的負担を受けた場合などにおける対
処の仕方を身につける等のための教育の推進について

（通知）」を発出し、より具体的な自殺予防教育の在り
方を示している。これを踏まえ、各都道府県や市町村
教育委員会では、各学校における自殺予防教育につい
て検討し、資料や教材の開発が行われている。
　和歌山県の自殺予防教育については、和歌山県
教育委員会を中心に検討されているところである。
また、2020 年 9 月に開催された学生団体 WAKA
× YAMA 注 1） が主催する自殺予防やメンタルヘ
ルス対策を考案するワークショップ「WAKA ×
YAMA SUMMER IDEATHON 2020 ～ 和 歌 山 県 民
のメンタルヘルスを改善せよ～」（以降、「SUMMER 
IDEATHON 2020」と略す）に参加した高校生が「SOS
教育プログラム－和歌山モデル」（以降、「和歌山モデ
ル」と略す）を考案し、行政や関係機関から注目され
ている。
　そこで本研究では、学校教育現場の自殺予防教育の
取り組み状況を把握し比較検討するとともに、和歌山
県の高校生が同年代のメンタルヘルス向上のため独自
に考案した「和歌山モデル」について検討することを
目的とする。

2.  方法

　自殺予防に関連した既存の SOS 教育に関する文献
調査を行い、次いで和歌山県の高校生が考案したオリ
ジナルのプログラムについて質的に分析する。

2. 1.  文献調査
2. 1. 1.  学校における SOS 教育
　各都道府県教育委員会のホームページを閲覧し、令
和 2 年 10 月現在の学校における自殺予防教育に関連
する掲載記事から、SOS の出し方に関する教育（以降、

「SOS 教育」とする）の推進状況を把握する。

2. 1. 2.  自殺予防を目的とした教育プログラム
　「学校」「自殺予防教育」「メンタルヘルス教育」を
キーワードにインターネットを検索し、関連書籍を精
読した。そのうち、メンタルヘルスに関連した SOS
教育プログラムについて詳細情報の記載があり、自殺
対策基本法が制定された 2006 年以降に実施している
自殺予防を目的とした SOS 教育プログラムを抽出し
た。さらに、様々な地域で実施され、地域性の影響を
受けていないプログラム 4 件を選定し、比較検討した。

2. 2.  SOS 教育プログラム－和歌山モデルの分析
　SUMMER IDEATHON 2020 で発表された資料や
考案した高校生への聞き取りにより、和歌山モデルの
内容を質的に分析し、先行文献と比較する。倫理的配

慮として研究協力者の同意を得て、個人情報保護に努
めた。本研究は、個人の不利益につながる内容を含ま
ないため、倫理審査の手続きを必要としない。

3.  結果

3. 1.  文献調査結果
3. 1. 1.  学校における SOS 教育の推進状況
　47 都道府県教育委員会のうち、学校における SOS
の出し方に関する教育の推進に関連する記事をホーム
ページ上に掲載していたのは 13 件であった。掲載内
容は、独自に作成した SOS 教育に関する教材や資料
が 11 件（内訳：教材 8 件、実践報告 1 件、児童・教
職員向け配布資料 2 件）、他の教育委員会等で作成さ
れた教材や資料が 2 件（いずれも文部科学省、北海道
教育委員会、東京都教育委員会で開発されたもの）で
あった。

3. 1. 2.  自殺予防を目的とした SOS 教育プログラム
　学校における自殺予防を目的とした SOS 教育プロ
グラム 4 件について内容を整理した（表 1 参照）。
1）足立区の SOS 教育
　プログラム開発の時代背景として、足立区の自殺率
が都内で相対的に高かったことや 2009 年から足立区
内の高校で「自分を大切にしよう」という特別授業を、
先駆的に開始したことなどがあげられる。目的は、生
徒が自己肯定感を高め、将来起きるかもしれない危機
的状況に備えて、SOS を出せるように支援すること
である。対象は、高校生から開始し、2014 年には中
学校、小学校の児童生徒へと展開した（2018 年度実績：
保健師による授業 20 校、教員による授業 26 校）。
　内容は、教師或いは保健師による出張形式で 45 ～
50 分の 1 回完結式の授業である。「自尊感情を涵養す
る」「信頼できる大人を見つけて話してみる」「信頼で
きる大人が見つからなかったら地域の相談窓口に相談
する」「SOS の出し方を身につける」の 4 点のキーメッ
セージをあげている。また、自殺に関する用語は使用
せず、「不安」「悩み」などの言葉を使用して授業を行う。
これらの決定事項に基づき、各学年に合わせた授業を
展開する。心が苦しかったときの対処方法や SOS の
具体的出し方などをパワーポイントでプレゼンを行
い、手紙の朗読、相談カードの紹介や DVD や視聴を
行う授業実施に当たり、年度当初に校長会を通じて区
教育委員会から実施意向調査を行っている。
　特徴として、少しでも生徒の自殺率を下げるため
2014 年 5 月から教員向けのゲートキーパー研修を実
施していることがあげられる。全体研修を年 2 回、個
別研修を 3 回行い、2018 年 12 月の時点で、931 名が
受講している。また、児童生徒の自殺対策を強化する
ために自殺対策戦略会議で方針を決めるなど、区教育
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委員会、学校、地域で協力しながら SOS 教育を行っ
ている。

2）立命館大学　グリッププログラム
　GRIP は「いのちの大切さ」を教育する方法とは
一線を画す、新しい自殺予防教育プログラムであり、
Gradual approach（段階的アプローチ）、Resilience（抵
抗力・回復力を身につける）、In a school setting（学
校環境の中で）、Prepare scaffolding（足場づくり；
身近な人との相互交渉による学習を可能にする環境づ
くり）の頭文字から名付けられている。
　プログラム開発の時代背景として 2006 年に自殺対
策基本法が制定され、2009 年以降、文部科学省は学
校における自殺予防対策に関連する資料や手引きを示
し、若年層を対象とした自殺対策を講じていた。これ
に並走し、川野ら（2018）の研究グループにより学校
で実施する自殺予防教育プログラム“GRIP”が開発
された。
　学級での子ども同士や子どもと大人の間の「援助の
成立」をねらいとし、自殺リスクのある生徒もそうで
ない生徒も一緒に学び、「学級で生徒と教員が支援し合
える環境をつくる」ことを目的としている。具体的に
は、実際に相談する、相談される、そして大人につなぎ、
それに大人が応えることが「起こる」こと、さらに相
談やつなぎが「期待できる」ことを目指している。
　対象は、当初、中学生としていたが、現在は小学生、
高校生、大学生へも応用されている。また中学生も対
象となる。方法および内容は、教員向けゲートキーパー
研修、5 時間の授業、クロージング・セッションがある。
教材は、パワーポイント、ワークシート、感情表現
ゲーム（KINO）、動画教材が用いられる。特徴として、
心理学的な理論・技法を応用し、本当に支援を必要と
する子どもも阻害されることなく学級全体が学習を受
け入れられるようプログラムが設計されている。辛い
ことがあった時、生徒同士で相談し、支え合う環境を
つくるだけでなく、相談できる大人との信頼関係づく
りを重視している。学級という集団の支援に視点を置
くことで、「自殺予防についての教育」を前提とせず、
より実態に即したプログラムである。
　GRIP のもう一つの特徴に、段階的アプローチがあ
る。プログラムは教員向けの研修から始まり、①自分
の内的状況の客観視、②対処行動、③相談の仕方、④
対処困難な状況での判断の 4 段階を踏んで学習を深め
る構造になっている。各段階では生徒、教員が共に取
り組むゲームやグループワークを活用し、学級や学校
が主体となって進められるよう工夫が施されている。

3）北海道教育大学の SOS 教育
　プログラム開発の時代背景として、19 歳以下の自
殺者の減少が認められないこと、学校における自殺予

防プログラムの実施率は 1.8 パーセント以下（文部科
学省、厚生労働省、2017）であることから「SOS の
出し方に関する教育」授業開発、実践、効果測定を行
うため、2018 年、足立区の方針を参考に、生徒が信
頼できる人に SOS を発信する方法や家族・友達・周
りの人たちとの共有体験により、自尊感情が培われる
ことに着目し、作成された（2012 年度から「いのち
を大切にする教育」も推進）。
　対象は、小学生から高校生であるが、効果測定調査
は中学生へのワークによって実施された。方法および
内容は、一回完結式（50 分授業）の二回シリーズで
あり、教師主導（保健師も協力）で DVD「つみきの
いえ」を視聴後、自分の共有体験を振り返る。また、

「SOS の出し方教育」や命の教育 Yes/No カードを用
いたクイズ形式の学習を行う。特徴としては、自尊感
情を高めるワークと SOS の出し方を教えるワークの
二部構成になっている点である。中学生への授業後の
感想の分析では、SOS の出し方に関する項目で有意
な増加傾向が見られた（井門ら 2019）。

4）阪中順子氏による「生徒向け自殺予防プログラム
（いのちの授業）」　

　阪中（2015）は自殺予防教育を進めていくうえで核
になるものとして、「援助希求（助けを求める）」と「心
の危機理解（心の危機に気づく）」の促進をあげている。
また、実施の前提として教員や保護者が自殺予防の正
しい理解と知識を身につけることが必要であり、実施
にあたっては、①関係者の合意形成、②適切な教育内
容、③ハイリスクな生徒のスクリーニングとフォロー
アップが不可欠としている。
　目標は、生徒がいのちに関わる危機的状況に陥った
ときに孤立することなく、自分自身で危機を乗り越え
る力や危機的状況にある友人に気づいたときにサポー
トし、信頼できる大人へつなぐことができる力を育む
ことである。
　対象は、中学生であるが高校生にも応用可能である。
プログラムは 3 つのステップで構成（全 10 時間）さ
れており、担任による授業以外に助産師などの専門家
とのチームティーチングによる授業が展開される。ス
テップ 1 は、下地づくりの授業と位置づけ、「生と死」
を中心テーマに身近な生や死を通していのちについて
考える内容となっている。このステップでは、自分自
身の誕生、生命の誕生と性、死から生、絵本「葉っぱ
のフレディ」から死を考える、悩み苦しみの中でもい
のちを支える 3 つの柱（時間：夢や希望、関係：つな
がり、自律：自己決定）を授業テーマとしている。
　次にステップ 2 は、核となる授業と位置づけ、「大
切ないのちを守るために」を中心テーマに、いのちの
危機への対応を考える内容となっている。このステッ
プでは、心の危機の理解や自殺予防の正しい知識の習
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得、援助希求の重要性、地域の援助機関の把握を授業
テーマとしている。例えば、援助希求については「教
室（きようしつ）」（き：気づいて、よ：寄り添い、う：
受けとめて、し：信頼できる大人に、つ：繋げよう）
をキーワードとし、実践できるよう教えている。
　最後にステップ 3 は、まとめの授業と位置づけ、「今
を生きる」を中心テーマに生と死を具体的にイメージ
する内容となっている。このステップでは、支えられ
たいのち、いのちのダイヤモンドランキング（大切な
ものの順位づけ）を授業テーマとしている。
　特徴として、いのちの大切さを一方的に押しつける
のではなく、五感を通じて考える機会となるよう工夫
されている。グループワークやロールプレイ、ゲスト
ティーチャーの招待、精神科クリニックなどの関係機
関へのインタビュー（質問項目を生徒たちが考え、結
果を文化祭などで発表）などを積極的に取り入れ、相
互交流や直接的なコミュニケーションの中で多様性を
認め合い、つながりの強化や問題解決力の向上、自己
の気づき（メンタルヘルスの理解など）の促進を重視
している。

3. 2.  和歌山の高校生が考案した SOS 教育
　和歌山の高校生が自ら発案した SOS 教育について
筆者が、2020 年秋以降、研究協力や聞き取りを行なっ
た。特徴として、自殺予防やメンタルヘルス対策に関
する正しい知識やスキル、行動を仲間同士で学び合う
ピア・エデュケーション（仲間教育）および、高校 2
年生が高校 1 年生を対象に SOS 教育を行い、次年度
は進級した 2 年生が次の 1 年生を対象にワークショッ
プを行うという「屋根瓦方式」を採用している。その
内容を以下に示す。

　プログラム考案の背景として発案者自身の苦しいメ
ンタルヘルスの原体験があり、同じように苦しみや悩
みを抱える同世代がいるのではないかという疑問が契 
機となっている。
　所属校生徒 255 名を対象としたアンケートを実施
した結果、苦しいときも「そのままがんばる」「一人
で耐える」と回答した生徒が 6 割いる現状を把握し、
SOS の出し方を学ぶことの大切さを再確認し、プロ
グラム作成に至っている。
　対象は、高校生である。方法は高校１年時、2 年時
に各 1 クールずつ、50 分間のワークショップを行う。
　授業回数は一回である。生徒参加型のアクティブ
ラーニング式で、2 年生がワークショップマニュアル
を元に、1 年生に実施する。オリジナル作成したワー
クシートに生徒が記入後、グループワークを実施する。
内容は、①ストレスの原因と対処方法の発見、②自分
の心の SOS への気づき方、③ SOS の出し方、④相談
する相手の予測、⑤予防教育（相談先の情報提供）で
ある。
　発案した高校 2 年生二人がファシリテーターとな
り、発案者の所属する高校 1 年生 10 名を対象に、放
課後、ワークショップを実施した。実施後、アンケー
トで「SOS を発信できそう」と回答したのは 7 人で
あった。独自性として、ワークショップ後、学生団体
WAKA × YAMA は、高校生が発案した SOS 教育の
推進等を盛り込んだ政策提言書「若者と行政で創る～
WAKA × YAMA のメンタルヘルス 2020 ～」を、和
歌山県議会議員を通じて和歌山県、和歌山県教育委員
会へ提出した。これにより和歌山県における SOS 教
育の積極的な検討開始が促進され、地域への波及効果
が見られた。

表１
プログラム 背景 目的 対象 方法 教材 特徴

足立区
プログラム

年に区内の高校で
開始し、 年以降い
じめ対策と連動して区
内の小中学校へと展開

児童生徒が自己肯定
感を高め、将来起き
るかもしれない危機
的状況に備えて、

が出せる

小学生
中学生
高校生

・ 回完結式
・教師主導或いは
保健師活用

・ ～ 分

・パワーポイント
・手紙
・内閣府の
・相談窓口一覧
カード

・地域との連携
・「自殺」を用いない
・意向調査を事前に実施

立命館大学
グリッププログラム

年にパイロットス
タディを開始し、自殺の
リスクのある生徒も含め
た学級で学べるプログラ
ムを開発し、効果検証を
実施

学級で生徒と教員が
支援し合える環境を
つくる

中学生
＊小学生・
高校生、大
学生にも応
用可

・ 時間の授業
・クロージング
セッション

・パワーポイント
・ワークシート
・感情表現ゲーム
（ ）
・動画教材

・自殺リスクがある生徒も
阻害されないよう授業設計

・段階的アプローチ（ 段階）
・教員向けゲートキーパー
研修実施

北海道教育大学
プログラム

歳以下の自殺者が減
少しないことや、自殺
予防プログラムの実施
率が低いことを背景に、

年に足立区プログ
ラムを参考に開発

信頼できる人に
を発信する方法や、
家族や友だち、周り
の人たちとの共有体
験によって自尊感情
が培われることを知
る

小学生
中学生
高校生

・ 回完結式
（ 回シリーズ）

・教師主導 保健師
も協力）

・絵本活用
・ ～ 分

・ 「つみきの家
（絵本）」

・パワーポイント
・命の教育
カード学習

・自尊感情に働きかける
・ワークと の出し方を教
えるレクチャーの二つか
らなる

阪中順子氏による
プログラム

「いじめ自殺」の社会
問題化等により、近畿
圏の公立中学校におい
て自殺予防を視野に入
れた系統的な「生と死
の教育」を実施

問題を一人で背負い
込まずに乗り越えら
れる力や友人の危機
に気づき、関わり、
信頼できる大人につ
なぐ力を培う

中学生
＊高校生に
も応用可
※小学生向
け試行プロ
グラムあり

・全 時間の
「いのちの授業」

・教師と助産師、
心理士等とチー
ムティーチング

・パワーポイント
・絵本や映像
・ゲストティー
チャーの招待

・専門機関へのイ
ンタビュー

・教員向け自殺予防プログ
ラムを事前に実施

・相互交流や直接的な
コミュニケーションを重視
（グループワークやロール
プレイ等）

表 1　自殺予防と関連した SOS 教育プログラムの比較
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4.  結果・考察

　SOS 教育についてホームページ上に掲載し、推進
している都道府県教育委員会は少数であった。掲載さ
れている内容を分析したところ、SOS 教育の教材等
を独自に制作している教育委員会では、文部科学省や
他の教育委員会で開発された教材やプログラムを参考
に、工夫して取り組んでいる。今回の調査は、都道府
県教育委員会のホームページ検索に限定したため、実
際には SOS 教育を推進していても掲載されていない
可能性も考えられるため、正確な実態把握とは断言で
きない。また、若者の自殺対策としての SOS 教育の
実践の多くは、文部科学省の「子供に伝えたい自殺予
防－学校における自殺予防教育導入の手引－」の配布
前後に始まり、歴史は浅く、実践数や効果測定などの
研究も少ない。今回の研究で、学校における自殺予防
教育や SOS 教育の実践は歴史が浅く、効果を実証し
ている研究は少ないことが明らかとなった。詳細な記
述があった 4 つの SOS 教育プログラムは、いずれも
教員や保健師らが主導の授業であったが、比較した和
歌山モデルは、生徒が主導し、屋根瓦方式により後輩
へ学習を受け継ぐピア・カウンセリング、ピア・エデュ
ケーションに共通する手法が取り入れられている。今
後の課題として、各地で取り組まれている SOS 教育
を改良・推進していくために、調査対象を拡大し、詳
細な SOS 教育の実態調査が必要である。
　既存の SOS 教育プログラムは、メンタルヘルスの
専門家や教員等がファシリテーターとなり、大人が主
導・発信している。一方、和歌山モデルは、高校生自
らが発信者や学び手となり、「屋根瓦方式」で次世代
に伝授できる持続可能な学習プログラムとなってい
る。これに関連して、厚生労働省（2014）は、「健や
か親子 21（第 2 次）」において性教育においてピア・
カウンセリング、ピア・エデュケーション手法を推奨
しているが、SOS 教育での実践報告は例がない。和
歌山モデルは、ピア・カウンセリング、ピア・エデュケー
ションに共通する手法を取り入れ、若者が主体となっ
て自己効力感と自尊感情を高め、生徒同士で行動変容
を起こそうとする新規プログラムであると考える。
　コロナ禍でオンラインを駆使し、和歌山の高校生自
身がメンタルヘルスについて、同年代の声を聴き、そ
こから生じた課題発見・問題意識が盛り込まれた和歌
山モデルが小規模ながら考案・実践されたことに大き
な意義がある。SUMMER IDEATHON 2020 は、中
高生が主体となり、課題を突き詰める思考力、発想力
を耕すため、3 か月間大学生や社会人メンターから課
題解決の思考法やノウハウを学ぶことができる、まさ
に「屋根瓦方式」学習の先駆けである。さらに高校生
は、和歌山県の医療・福祉分野の多彩な専門家へのヒ
アリングによって、知識量を増し、課題を深化させ探

究した結果、IDEATHON（アイデアソン）の名前の
由来のようにアイデアがマラソンのように繋がり、独
自のプログラムが考案された。こうした高校生の一連
の活動は、地域課題について若者が主体となり、課題
解決思考による実践を産み出し、地域包括的かつ先進
的な取り組みといえる。今後のワークショップの課題
として、SOS 教育の内容について、高校生だけで継
続検討するには限界があるため、教師や専門家による
後方支援が必要である。また、ワークショップ実施後、
生徒へのアフターケア体制を、学校内外に整備・定着
させる必要がある。また、実施回数、体験生徒数を増
やし、効果測定も行いプログラムの有用性の裏付けも
必要である。
　和歌山モデルの有効性を検討する際、大切な点は、
高校生や大学生発信の課題解決能力を過小評価せず、
持続可能な教育プログラムを構築するために、若者
の活動を応援する地域の包容力、豊かな土壌を整備す
ることである。そして、生徒のニーズに調和し、学
校、地域の現状に即した持続可能な SOS 教育プログ
ラムを引き続き追究し、学校における自殺予防教育や
SOS 教育の内容を実施可能とするリソースを学校内
外で整え、定着させることである。
　地域の専門家としては、高校生・大学生発信の課題
解決能力を、学際・学融合的に支える務めもある。和
歌山県では、学校における自殺予防教育に先駆けて、
地域の専門家や様々な支援団体の協働のもと、包括的
性教育における地域包括的連携支援体制を整備して
いる（藤田ら、2019）。和歌山の気候のように温かく
柔軟な地域支援の力を有していることを強みに、自殺
予防教育システムに関連するセーフティーネットを構
築するための継続的な研究が求められる。しかし、今
回の高校生のアンケート調査結果にあるように、「し
んどい時にひとりで耐える」と答えた若者の多さが、
SOS 教育の大きな壁となることは想像に難くない。
また、太刀川（2019）の指摘にあるように、自傷経験
などリスクのある生徒や日頃から気になる生徒も含め
た集団の中で、SOS 教育をどのような方法、内容で
実施するか慎重に吟味する必要がある。
　青木（2016）は、「『柔らかな枠』と名付けた人間関
係の絆、柔らかく受け止める網、人間関係が放射状に
ゆるやかに張られ、青年が自由に動くことのできる、
青年の納得を大切にする、青年を傷めずに癒してくれ
る」繋がりを模索し、可能な限り長い期間、ゆるやか
に維持することが重要であると述べ（pp.185-194）、ま
た、「誰かに助けを求めるという行為は無防備で危険
であり、ときに屈辱的」と松本（2019）の指摘もある
ほど文化的背景、生育歴などの影響も受けやすい（p.2）。
もちろん、子どもと大人との関係においては、基本的
信頼、対等で安心・安全な人間関係が望まれるが、関
係性の構築は容易ではない。これらの複合的な困難さ
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を理解することが、「SOS 教育」改良につながるに違
いない。そのため、SOS 教育に取り組む専門家は繊細
な感覚を持ち、「助けて」と気楽に発する難しさを実
感している若者が、どのように「SOS 教育」を受け止
めているかを把握し、充分な対話と相互の主体的な学
び合いによって若者たちとの信頼関係を構築し、若者
たちとともに対応策を探求していきたいと考える。

5.  おわりに

　今後、様々な地域において SOS 教育を実践し、普
及させていくためには、地域や学校におけるメンタル
ヘルスの現状や課題を把握し、学校内外の専門家が協
働するだけでなく、若者が中心となって SOS 教育に
取り組むことが可能な、地域の包容力および地域包括
的連携支援体制を構築することが急務である。そして、
様々な学校、地域による実践を集約し、日本全国規模
で情報共有が可能なネットワーク整備が必要である。
また、既に実践した学校においては、実践の蓄積とプ
ログラム受講生の声を反映させ、方法や内容の整備が
急がれるであろう。

注１）学生団体 WAKA × YAMA は、和歌山にゆかりのある

大学生によって 2018 年に創設された。「若（WAKA）者のアイ

デアで病（YAMA）いをなくす」をモットーに、和歌山の様々

な課題解決へのアイデアを中高生と創出し、地域にイノベー

ションを起こしている。また、若者と行政が協働し、中長期的

な対策を構築していく仕組みづくりを目指し、2020 年 9 月メン

タルヘルスの改善に向けた政策提言書を和歌山県、和歌山県教

育委員会に提出し、自殺対策への若者の参画が始まった。
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