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学校教育過程におけるジェンダー形成の構造

大学生の回想記述をもとに

岸澤初美

1．はじめに

たしか5年生の国語に「どろんこ祭り」というのがあった。男みたいな女の子せつちゃん

と女の子みたいな三郎が、どろんこ祭りを境に、本来の女の子らしいせつちゃんと、男の子

らしい三郎に変わるという話である。授業も終わりに近づき、本来の女の子男の子にもどっ

た二人をどう思うかということで話し合った時、大体の子は「よかった」「これからは三郎

がしっかりする」「いままでの逆で、たまにはせつちゃんが泣かされる」など、肯定する意

見ばかりだった。しかし、私はどうして本来の女の子らしいせつちゃんに戻るのが良いのか、

本来の男の子らしい三郎に戻るのが良いのかわからなかった。明るくおきゃんでおてんばで、

何をやっても上手なせつちゃん、とても魅力的だと思った。女の子はやさしく、おしとやか

で、男の子の後ろに従っていくのが良いなどと、だれが決めたのか、私は反論したくてウズ

ウズしていた。でも、あまりにも多い賛成意見に圧倒され、とうとう言えずに終わってしま

った。その時先生の一言「これでせつちゃんも「女のくせに」なんて言われなくなりますね」

という言葉と、その言葉を受けて笑った皆のことを、いまでもよく覚えている。

今では小学校の教科書から削除された「どろんこ祭り」の授業風景をこの女子学生の回想

は鮮やかに記述している。「どろんこ祭り」というテキスト自体が、男の子の視点から語ら

れ（関1995)、男は男らしく、女は女らしくあるべき「正しい」性認識をすべきというイデ

オロギーが脈々と流れている（伊東1991)教材であるが故に、教師は子どもにセクシズムを

伝達しがちである。だが、この回想記述の日常的な授業風景からは、教師と子ども、そして

子と・も同志の相互的な影響と作用が、ジェンダー規範に反発を持つ子どもをいかに封じ込め

ているかを物語っている。

生物学的性別に還元せずに、社会的文化的な性の違いをジェンダーと定義すると、子ども

の発達における自己形成において、ジェンダーはいかにして形成されていくのか、その要因

とメカニズムが問題となってくる。ジェンダー形成の規定要因が家庭・学校・メディアとい

う所与の条件であることに着目し、各々がジェンダーの規定に関わるシステムと作用を明ら

かにするのが本研究の目的である。

誕生以来の子どもは、家族の養育によって既に「男の子・女の子」というラベリングを

｢学習」し、かつ、今日的マスメディアの家庭への浸透によって男女の差異化メッセージを

(きしざわ・はつみ）

75



子ども社会研究2号

大量に浴びて育っていく。平等理念を根幹とする学校教育はどうか、これも関与を免れない

ことは、これまでの教育社会学、学校社会学、女性学等の知見の蓄積により明らかとなって

いる。（神田他1985,森1985,1992、天野1988、木村1990、亀田温子・舘かおる1987,1990

その他多数）

学校教育においては、子どものジェンダーはどのように形成、維持されているのだろうか。

既にミクロな視点から観察、分析する「解釈的アプローチ」による森1989,1995、宮崎1991

の研究は性別の処遇が集団統制のストラテジーとして行われている幼稚園や小学校の現実状

況を鮮やかに抽出している。また文化的再生産論の立場から、マリー・デュリューベラ

(1994)はフランスの学校教育における成績の男女差の形成過程を進路決定の連鎖として読

み解いた。発達心理学やセクシユアリテイ形成論のアプローチからも（柏木1995、池谷1993)

学校教育のジェンダー再生産機能について言及がなされている。このように「ブラックボッ

クス視されてきた学校の内部過程」（天野1988)におけるジェンダーの社会化や再生産のメカ

ニズム解明の端緒が開かれ、日常的な自明と見える教師の実践活動に焦点が当てられている。

ところで、ジェンダーの形成は自己形成同様、子どもの生活世界における共時的な空間の

ファクターと通時的な成長過程が相関する関係にあると考える。学校の内部過程における教

師と子どもの相互作用は、学校教育の段階の各過程によって相関の諸相を変化させて行くに

違いない。従ってジェンダー形成のメカニズム解明には、学校空間における性別社会化の媒

介要因と共に、相関する「ジェンダー意識」化のプロセスに注目し、その位相を明らかにす

ることが重要となってくる。本稿は、この点に立脚し、ジェンダー再生産装置としての学校

を問題にする。就学前から大学時代に至るまでの、「学校」の全過程において、「かくれたカ

リキュラム」を網羅的に析出し、その「子ども」に対する作用の形態と変化、及び冒頭の事

例のような、作用に「反発する」子どもの存在を詳らかにすることによって、ジェンダー形

成に関わる学校教育の関与のメカニズムを明らかにしたい。

2．方法について

学校教育の連鎖過程にジェンダー形成の位相を見る為には、調査の対象者として「リアル

タイムの子ども自身」よりも「子どもという当事者であった」者（大学生）を選び、「意識

化のプロセス」をクロノロジックに回想するという方法をとった。ジェンダーの社会化や意

識化のプロセスは、当事者の過去の感情や考えを含む個的な「経験」の連続であると見倣す

為であり、調査の方法も測定を仮定した質問項目を設定することは予測の押しつけとなる懸

念から、自由記述法が有効ではないかと考えた。しかし、対象者の年齢を絞ることは、結果

において一定の年代、及び世代的な限定性を持たざるを得ない。

本研究では、調査対象者を関東圏所在の女子短大生97名、男子学生89名とし、1992年と

1993年にレポートによる詳細な記述という形式で調査を行った。その際、回想を喚起する手

立てとして、区分と参照項目を提示してある。

・回想区分

A.就学前時代B.小学校時代C・中学校時代
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B.高校時代D'．浪人時代E・大学・短大時代

・回想喚起項目

子どもの時から現在に到るまで(A～E)まで、自分のジェンダー（｢男（の子)」

「女（の子)」意識の形成に次の事柄がどんな影響を与えたと思いますか？

Iおもちゃ、遊び、絵本、童話、雑誌、テレビ番組、映画、ビデオ、歌、音楽、絵、

ファッション、その他

Ⅱ学校（保育園、幼稚園～大学）生活全般、教科書、クラブ活動、先生の言動、当

番、制服、行事、受験、その他

Ⅲ親の言動、手伝い、行儀、習い事、趣味、その他

Ⅳ同性、異性の友だちとの交流、規制、その他

本稿は、Ⅱの学校に関する事柄から回顧された記述を拾い上げ、資料集（第一次データ）

として整理したものについて分析類推したものである。回想記述という性質上、数量的統計

処理は行っていない。調査対象者である学生は、20歳前後であり、おおよそ1980年代に子ど

も時代を過ごしている。出身地域は不問だが、関東を中心とする全国的な分布状況が記述か

ら窺えた。

3．結果と考察

学校がジェンダー意識の形成に与えた影響という問いに対し、学生たちは、「このときに

｢女の子jを強く意識させられた」「男の子はこういうものだ、女の子はこういうものだとい

うことを教えられた」或いは「この頃から私には男の子らしさというものが出てきた」「男

らしさとは何であるかということを教えられた」というような直裁的な言葉で応答し、ジェ

ンダーを「括弧付きの女の子」或いは「男らしさ」として表現している。冒頭の事例のよう

なエピソード描写を通して回想場面が切り取られたり、事実所感が述べられたりしている。

これらの記述を回想区分毎に収集し直し、コメント内容によって詳細に分類し項目を立てた。

例えばCの中学校時代の女子に見られる項目は、「男女に分けられたこと、制服、身だしな

みについての校則、服装、持ち物検査、髪形、靴下、名簿、カバン、ロッカー、体育、ダン

ス、水泳、着替え、ブルマー、身体検査、性教育、技術・家庭科（女を意識、抵抗なし)、

家庭科の先生、技術科をやりたかった、理科、その他の授業、教師の言動、生徒指導、体罰、

体育祭、遠足、キャンプ、音楽会、マラソン大会、生徒会、保健委員、日直当番、掃除、部

活動、休み時間、給食、トイレ、進路指導、女子中学校など」である。

(1)ジェンダー分化装置としての学校

i学校教育における性別カテゴリー化の諸制度

細分化した記述データの集積から、数値的統計処理はしないものの帰納的に抽出される

｢ジェンダー分化」の装置は、就学前を含む学校全過程における性別カテゴリー化の「諸制

度」であった。即ち「男女に分ける」という学校慣行の多用と蔓延が、回想者によって指摘

されているのである。

ワワ
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「性別カテゴリー化」の諸制度は、色分け、形分け、イメージ分け、場所分け、能力分け、

性別役割分業分け、男子優先分け、隔離分けに類別することができる。男女を色・形・イメ

ージ・場所で分けるというのは就学前や初等教育から多用される。周知の如く、「赤と黒の

ランドセル」に象徴されるように実際には学校が制定していないものも含めて、制服や持ち

物、ロッカー等のシールに至るものまで「男の色と女の色」で峻別されている。色は同一で

あっても、スカートとズボン、帽子といった制服の形で分けたり、幼稚園などでは「男は強

く、女は弱い」といったステレオタイプ°イメージを物に転移させ、花vs乗り物、ライオンvs

うさぎ等を男女に当てはめてジェンダーのシンボル記号が教え込まれる。男女を分けないト

イレを就学前に使っていた者は、小学校で明確に「場所」が分離されることにより、初めて

境界を越えてはならないタブーと、タブーに誘因される「いじめ」や「からかい」を学ぶ。

小学校以降になると、運動会の男女別種目（騎馬戦・棒倒しvsダンス）、応援団対チアガー

ル、指揮者は男の子、伴奏は女の子といった「イメージ分け」が固定されていく。運動能力

の「性差」を理由に、体育や課外活動を男女別にする「能力分け」や、調査対象者達の学校

時代における技術・家庭科の男女別修や高校家庭科女子のみ必修、教科外活動等での男女別

活動割当等の「性別役割分業分け｣、また、一方の性を際立たせて男女別化する「男子優先

分け」と「女子隔離分け」も看過できない「制度」である。男女別出席簿から習慣的に確立

された男子優先は、中学校時代まで続き、性教育の初潮指導を契機とする「女子のみ」とい

う隔離は小学校から高校時代まで続いている。それぞれ男子の「優位」の固定化と女子の

｢身体性」の焦点化を強化している。

これらの性別化「諸制度」が、ラベリングやステレオタイピングの装置となって、「ジェ

ンダーの分化及び社会化」に関与していることが窺える。だが、「色・形・イメージ・場所」

分けが、子どもの管理と指導、掌握と統制を目的とした教師の数あるストラテジーの有効な

一つとして使われているであろうことも、推測可能である。男女の「能力分け」は、男女

各々の能力向上のための「効率的」な手段であり、女子のみ「隔離」という秘密主義も、女

子の「心情」への「教育的配慮」であると説明付けられるのかもしれない。しかし、キャン

プや移動教室などの校外学習で、女子には料理、男子には火おこし、テント張りなどを割り

ふるような「性別役割分業分け」の場合は、生徒統制のための機能主義的結果というよりも、

教師の持つステレオタイプなジェンダー観が前面に出てきていると言えよう。性別カテゴリ

－多用の背景には、子と．もの「取締り」

教師の確信的なメッセージや、性別の類

上の有効性だけではない ｢指導上の配慮」という、

型的概念の直接的摘要 も十分に組み込まれていると

見るべきではないか。次に本調査の対象者が、この性別分化装置の具現者である教師の言動

をどのように回想しているか見てみよう。

ii教師によるジェンダー言説の構造

回想記述データの教師の言動に関する項目には、教師の、ジェンダーに関する言説が具体

的な言葉で語られている。それらは、①「らしさ」という「男女の特性」に関する言説、②

男子の優位を維持しようとする言説、③性別役割分業を当然視する言説、④セクシュアリテ

ィー（性的）のタブーに関する言説に類別することができる。例えば、①の「特性論」の場

合、幼稚園などでは、男の子に対して「男の子は強いんでしよ、泣いちゃだめ」「男の子は
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弱い女の子をいじめちゃだめでしよ」、女の子に対しては「女の子なんだから男の子を泣か

しちゃだめよ」「女の子なんだからもっと優しくしなくちゃ」等の「言葉かけ」が、当人達

の気持ちに構いなしに発せられる。小学校以降高校まで、“男は強者、女は弱者”というこ

の原則は、教師の叱ﾛ毛や体罰に明白に反映され、女の子には甘く「一度も手を上げない」が、

男の子には厳しく体罰がなされる。「女の子だからピンク」「もっとかわいいものを」という

｢らしさ」への期待は、女子中学や女子高校となると「‘|真み」や「清楚さ」を「口うるさく」

求め、「～は女がすることではない」「男の子（先生）が見ている」といった非難や干渉に転
1．－戸b，ノ

レL v 4 、 o

“強い男の子”に、「優位性」を維持させるには、まず教師は男の子の悪戯を大目にみる。

幼稚園の洗濯機に落ち葉とゴミを全部捨てても「男の子だったら、いたずらぐらいするよう

でなきゃ」という園長の言葉に男子学生は「そんなものかなあと考えていた」と回想する。

小学校に入ると男女両方の教師が、「男なのにそんなことも言えないのか」「女の子に負ける

なんてだらしがないぞ」と、男の優位性を鼓舞し、強い女の子へは、「女のくせに」と攻撃

する。それは運動能力に秀でた中学生女子への「からかい」へと転移する。中学時代の受験

指導では、「男の子は入試本番に強い」「男の子は高校になってから成績が伸びる」からなとﾞ

と言って、「女の子はAではな<Bレベルの高校へ」と勧める。

教師たちの性別役割分業観は、どのように回想記述されているか。性別分業観は、特性論

的な言い回しで表現される。「先生が何気なく言うこと」で「掃除は女の子の方がうまい」

とか「男の子はこういうこと（雑巾縫い）が苦手なの」とか言われると「そういうものかと

納得する」が、中学校時代となると、“押しつけ”に変わり、「女の子はこれ位の料理はでき

なければいけません｣、「それでも女の子ですか」と「罵られる｣。高校の進路指導となると、

男子には「浪人も覚悟で」と言いながら、女子には「結婚もあるし」と、短大を勧める。

セクシユアリテイに関する教師のメッセージは、女子の身体への「特別な」眼差しから始

まる。就学前から、教師は、女の子の身体の保護に努め、言われても意味が不明な女の子に

向かい、「気をつけて、女の子はやけどをしたらダメよ」と配膳時の注意をしたり、小学校

では衣服一枚でいると「下着を着ていない」と大騒ぎをしたりする。“安全”の為に、放課

後は「女の子は危ないから早く帰っていいぞ」と女の子は性的被害者、弱者であることを初

潮前から鳴く。女の子の“性的な”身体への教師の眼差しは、保護からタブーへと変化し、

スカートめくりをした男の子よりも、男の子のズボンを下ろした女の子の方が「定規でお尻

を叩かれ」「エッチなことを言った女の子」は、「男の子のように笑って済まされずに白い目

で見られ、顔から火が出るほど恥ずかしい」制裁を与えられる。中学以降になると、女子は

男性教師から“異性”としての扱いを受けるようになる。第2次性徴期の身体の発達への眼

差しが無神経に口にされたり、男は狼だとばかりに「校外で男の人に話しかけられても無視

しなさい」と、男への警戒が教えられたりする。

以上のような教師の言動は、セクシズムを強く持つ教師に回想者が出会った、偶然的な例

であろうか。勿論、「男女全く区別のなかった幼稚園」や「男女の区別なく扱った先生」に

ついての記述も見かけなくはない。問題はこれらの教師の言説が持つ意味と子どもへの影響

である。個別の教師が持つ伝統的イデオロギーの発露のように見えながら、その表明につい
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ては、①や②の「男女特性論」や「男子優位性の維持」に関しては、叱U宅、非難禁止とい

う「指導形態」がとられる。③の「性別役割分業論」においては、褒章や強制であり、④の

｢性的タブー」については、禁止及び強迫である。これらの「言動」は、学校現場での子とﾞ

もの「指導」という目的を持った発話であり、善意に満ちた「教育の手立て」の行使でもあ

るが、それ故にこそ子どものジェンダーヘの規範的作用の影響は大きい。

性別カテゴリー化の「諸制度」と「男女特性論」を初めとする四種の教師のジェンダー差

異化言説は、前者の持つ“男女分別”主義と後者の持つ“男女別二重規範”主義が相互に補

完しながら規範的メッセージによって子どもを囲い込み、「ジェンダー規範」を再生産して

いく。

(2)学校教育過程とジェンダー形成の位相

学校慣行としての男女別制度は、性別カテゴリー化の装置として機能するだけでなく、教

師の「指導」という意識で発話される男女別対応や、男女別期待の言説と補完構造を成し、

男女児童及び生徒にジェンダー規範のメッセージを送っていることが明らかとなった。しか

しこの一方的な作用に対し、子どもは「受け身な存在ではない」（柏木1995）のであって、

もう一方の子どもの側の作用にも注目する必要がある。こうした学校教育過程における「制

度」や「言説」と男女児童・生徒の側が発するメッセージの相互作用こそが「ジェンダー形

成」「ジェンダーヘの社会化」のプロセスに他ならない。この相互作用過程は、子どもの側

からの、メッセージへの肯定、受容、反発、否定、逆発信や無関心という様々な「反応」と

｢対応」が繰り返されながら進行していくことが予想される。就学前からの「学校空間」を

通して一人の男児や女児は、どのようなダイナミックな「ジェンダー・アイデンティティ」

形成の変遷を経て一人の「男」「女」を自認していくようになるのか。このような「ジェン

ダーシークエンス」（望月1994）とも言うべきジェンダーの位相解明の基礎として、大量の

回想データから記述を組み立て、「物語」の描出を試みる。「」内は、全て記述データからの

引用である。この「物語」は、ジェンダーの社会化を促す「潜在的カリキュラム」と子ども

の相互作用を可視化した実相描写でもある。データの解読と組み立ての過程で、区分した各

｢時代」に顕著な、或いは共通な、ジェンダーの社会化の「契機」となるもの、また「誰に

言われるのでもなく、決まっていた」というような子ども間で獲得される「コード」(code)

などが析出された。「ジェンダー意識」化のファクターであるこれらをく＞で表した。

A,就学前時代

「男女別のない保育園」や「制服もズボンで」「全て男女同じだった」という幼稚園につ

いての記述もあるが、多くは、色分け、形分け、イメージ分け、場所分けというような様々

な「ラベリング」によって「はっきりと目に見える形で男女を区別させられ、はじめて男の

子と違うということ」を教えられたと述べる。ピンクとブルーのスモック、赤と黒のカバン、

帽子の形、箸や弁当箱、布団に至るまで男女別の色や形を持つ。さらに特徴的なのが「花」

と「自転車｣、「ネコ」と「トラ」という男の子と女の子の「イメージ」記号である。「シー

ル」や「プレゼント」「クッキー作り」「お遊戯会」といった物やイベントを通し、男女で対

比的なイメージをもつ「記号」を繰り返し与えられることによって、「男は強い」「女はかわ
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いい、弱い」といった「意味」の解釈を「自然に」理解する。従って「先生が間違えて女の

子のロッカーに自転車のシールをはってしまったりすると一大事で、みんなに『わ－い、○

○ちゃんは男の子だ、男の子だぞ！」と言われてしまうくらい」になる。この結果は、「お

姫さま」や「ちようちよ」の役に選ばれることは「女の子らしくて」「うれしかった」と言

い、「ピンク」や「リボン」を纏うと「女の子でよかった」と思う。だが男子学生の中には、

｢お遊戯の時間は外でサッカーをして遊んでいた」という記述もある。ラベリングやタイピ

ングを受容しても、未分化なこの「時代」は、「王子様の役をやりたがった女の子」や「桃

太郎の役を女の子にとられた」男の子も存在するわけで、当時の「反発」や、「疑問」を覚

えている学生もいる。青の紙が欲しいと言ってもピンクの紙を渡され「残念に思った」り、

「どうして女の子は男の子を泣かしちゃいけないのかな」と疑義を抱いたりするが「この年

齢じゃ考え込むことはなく」「ごめんなさいと言って、それで済んでしまった」と子ども心

を述懐している。

性的なアイデンティティの認知に関しても、未だ混沌としているこの頃は、水泳や身体検

査、着替え等が男女一緒に行われるため、「抵抗もなく」「あまり意識したことはない」とい

う無意識派と、「何で女の子は胸まで隠れる水着なんだろう」という疑問派、裸になって男

の子と一緒にプールに入ることを「とても恥ずかしかった」という意識派に別れている。興

味深いのは、トイレが男女別でないことに気にも留めない一方で、男の子が覗きにくると

｢のぞかれる女の子はすごく怒らなくてはならないようなので」「いつの間にか気持ちは怒っ

ていないのに怒って」いたという女子学生の回想から、性的タブー意識の「学習」が窺える

ことである。

B.小学校時代

「小学校に入ると幼稚園より男と女の区別ははっきり見られ｣、「学校生活の中で男女の区

別があった事は数えきれないくらい」あったが、「出席簿」に対する不満のコメントよりも

並びかたや座席について、その「隣合わせの男女」「女の列、男の列」という区別が指摘さ

れている。「同じ教室にいても、右の列と左の列は全然違うんだ、と感じさせるあの分けか

た」は、人数を「早く数えるために使われたのかもしれないが」入学式の時から「自分が男

子ではない女子なんだなあ」と思ったという。持ち物やロッカーなどの色分けは、就学前時

代の延長であり、「違和感もなく、ごく自然に受け入れ」るようになる。ランドセルの色も

学校が強制しなくとも「赤と黒というのが普通」であり、むしろ、赤い色が「うれしかった

し、女の子であることを意識」するようになる。「黒のほうがカッコイイ」と思っていた

｢女の子」の存在がある一方で、実際に一人だけ「黒いランドセルをしている子」は「男の

子たちにいじめられ」「結局赤いランドセルをしてくるように」なってしまう。だが「他人

と違ったことをするのは、かなり勇気のいること」で、「女の子なのに水色の絵の具箱を注

文した友だち」を「尊敬の目で見ていた」という女子学生のコメントとともに、赤でも黒で

もない「緑色のランドセルだった」者が「なぜみんな色を揃えているのだろう」と客観視し

ていたことも「色分け」への順応が一枚岩ではないことを示唆している。

〈二項対立構図＞

低学年のときから、「班長は男の子、副班長は女の子」「男の子が委員長で女の子は副委員
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長」という「決まり」があると女子学生は回顧する。男女で同じ委員になっても「誰に言わ

れるのでもなく、男の子が司会、女の子が黒板」という機能分担をも含む男女の二項対立

(男：女＝正：副）関係である。班長や地区長の経験をして「男の子が言うことを聞いてく

れない」と感じたり、「小学生は女の子の方がしっかりしている」と思いながら「女の子に

は会長などという大役は務まらないのでは」と一歩引いてしまう“消極派”に対し、「名を

連ねるのはたいてい男子」でも「その仕事とされることは、ほとんどが副班長の女の子」が

やっているのだからと立候補してみる積極派は、教師の対応にたじろぐ。「○○君は会長に、

○○さんは副会長になってもらったら.．.」「前例に女の子がいない議長より、副や書記の方

が女の子はなりやすい」などと助言され、「大ごとにとらえる」教師を見て「やっぱり女の

子は上に立つよりも、支える立場」が普通だと感じてしまう。女の子の“脱・二項対立”の

悩みに対し、男の子は肯定的で自己との乖離がない。学級委員をやり続けた男子学生は、

｢自分が好むと好まざるにかかわらず引き受けた仕事は文句を言わずに最後までやり抜くこ

と、これが男らしさなのかなと意識した最初だった」と述懐している。

〈男女比率の固定化＞

クラブ活動や係、委員会活動などでは、その選択において男女の偏りが見られたことを女

子学生が回想している。サッカーや野球クラブ、体育委員会は男子だけ、手芸や料理クラブ、

保健委員や花係は女の子だけという実態を「決めつけられているわけではないが、習慣みた

いなもの」で、「イメージ的に」別れてしまうという。男の子は「女でなくて男なのだから」

｢野球やサッカーなど男らしいスポーツを」と既に「地域のチーム」に入って活動し、「男と

して女性にはできないことをしているのだという気持ち」まで持っている。女の子は、好き

でなくとも「ピアノやエレクトーンを習っていて」「ピアノが弾けるというだけで“女の子”

というイメージ化されたものを周りの人間から押しつけられた」と反発している者もいる。

〈性別役割分業意識＞

各種当番活動や家庭科の調理実習の場面などで、既に思い込んでいた“役割分業観”が回

想されている。「掃除なんて女がするものだ」という男の子と「女の子だからきれい好きで

なければ」という女の子、日直日誌は女の子が書き、司会をするのは男の子、食罐の運搬は

男子で盛りつけは女子と「分業が自然に浸透し｣、調理実習では「自分は男子よりも料理が

うまくなければならない」という「固定概念があって」「男子に指図」していたという。

〈セクシユアリテイのタブー化〉

性教育、とりわけ初潮指導のビデオ視聴が、「自分が「女の子」であることを意識させら

れたことで一番に思いつく」との指摘が多い。男女の身体の仕組みや生理、出産の話を「女

子だけ集められて」知らされることは、「男子とは違う」ことの認識に終わらない。「先生は、

女の子だけを集めたのだから｣、外でサッカーをしていた男子が内容を尋ねても「男の子に

は内緒にしておいた方がよい」と解釈し、女子の「誰一人として」口にしない。この女の子

の身体の“タブー”意識は、「見られたくない」「隠さなければいけない」という意識へと発

展していく。身体測定や、着替え時の教師たちの無神経な仕打ちに「他は男女で区別してい

るのに、こういう時は子ども扱いで暖昧」だと憤る。「発育自体が恥ずかしいこと」で、男

女一緒を嫌がり、「生理のための見学を知られたくなくて」水泳授業のために「学校を休ん
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でしまう」者も出るほどである。

C.中学校時代

中学校に入った途端、「小学校の時にはなかったような」「びっくりするほど男と女を分け」

られ、「女の子であることの意識」が「この頃からはっきりして来る｣。男子学生も「大切で

とても重要なことで、かっこよくて男らしいということに気がつく一つの重要な転機は、中

学生の頃であった」と回想している。小学校時代からの二項対立図式や、男女比率の固定化、

セクシユアリテイのタブー視や役割分業意識といった“ジェンダーの形態”は中学校時代も

続いているが、“転機”となるようなその様相の変化に焦点を当ててみる。

＜校則、まなざしによる身体の性別統制＞

女生徒の服装規定は厳しく、髪形、長さ、結び方、スカート丈、ひだ数、上着丈、下着、

靴下、持ち物、ズボン禁止等、「どうしてそこまで」と感じるほと÷「生徒手帳に女子の方が

詳しく明記されていた｣。校則規格からの逸脱は、服装・持ち物検査という“まなざし”に

よって摘発され、衆目の下で中身が晒される。このような男女中学生の身体性への監視や統

制に対し、当人たちはセックスアピールどころか「女の子の身だしなみ」「普通のこと」だ

と思っていたので、禁止の理由が不明であり大いに「不服」である。男子学生は、「体を意

識した男らしさを感じていた」ので、タバコを初めて吸った時は「男前になった」と感じ、

｢ツッパリブーム」で「太いズボン」を履いて取り上げられたと回想するが、校則への不満

は記述されていない。セーラー服や詰め襟を喜んだ者と、活動を妨げるスカートによって鉄

棒遊びもできなくなったと嘆く者もいる。しかし、女子用の更衣室を与えられたり、窓のカ

ーテンを閉めた身体検査等によって、「｢女性」と認めてくれた」「自分は「女性」になって

いるんだ」と、自己と性的な身体とを同一視するようになる。

＜男女別体育と性差（男子の体力的優位性）の認知＞

体育の授業が男女別となり、「不思議な感じ」という印象から「より自分が女性で男性と

は違うことを意識」するようになる。更に「別々 なのは男女の体力の差がありすぎるからな

のだろう」と考えるようになる。男子だけの体育を見て、「迫力の違い」「男の子の力強さ」

を「自分たち女の子には欠けている」「女子には似合わない」と感じ「体力的な男と女の違

いを認識」する。男子の肉体的優位性への認知は、男女別体育の納得へと向かい、「体力が

違うのだから」「体が違うのだから」「男女別の方がよい」となる。だが、自分たちの女子だ

けの体育には不満が多い。「激しいスポーツがない」「ダンスが多く花を持って踊るなどつま

らない」「サッカーや野球が面白そう」で「男子がうらやましかった｣。この様な不満の行間

からは、男女別体育を認知はするものの、学習内容の同一性を求める意欲が窺える。

＜部活動と男らしさの形成＞

小学校時代から男らしさの意識は記述されているが、肉体の成長と共に「自分の男らしさ

というのは、中学校時代に作られた」「中学校で私を男らしくしたもの」は「部活動ではな

いか」と回想する男子学生が目立つ。回想されている男らしさの内容は、スポーツでの「辛

い練習」に「耐える根性｣、「我慢強さ｣、キャプテン等に選ばれてチームをまとめる「責任

感」などである。「男らしく強くなりたいと思って｣、「汗だくで練習する姿に我ながら男ら

しい」と思いながら「がんばった」のであり、「試合に勝ちまくり、強く、背が高くて後輩
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に優しい」理想の先輩像が「男らしさの理想像」であった。だが、「性格をも変えて執着す

るものを男らしさとするなら、自分には形成されていない」と冷静に見ている記述もある。

＜技術・家庭科別修への反発＞

回想者たちの中学時代は、技術・家庭科は別学であったため、ジェンダー形成への影響が

反発を含めて言及されている。女子だけが家庭科を学ぶことは、「やはり料理や裁縫は女が

することなのか」と解釈し、「何だかとても女らしくなった気がした」と意識したり、「技術

科で機械の話をしている時など、男らしさを感じる」などと述べ、自分が女性（男性）であ

ることの自認の契機となったことを記述している。しかし、反発や否定も多く、「体育を分

けるのは納得するが、技術・家庭科を分けるのはおかしい」「どうして女だから裁縫が上手

じゃなきやいけないの？」と「妙に反抗的になっていた」者の中には、「家事は女の仕事み

たいでとてもいやでした。男女平等にして下さいと先生に言ったことも」あるという。技術

をやってみたかったという女子の記述も目立つが家庭科を望んだという男子学生の記述は見

当たらない。

＜女子中学校＞

女子中学校出身者は、「何もかも全て女の子の力によって解決しなければならなかった」

自分たちの学校生活の自律的運営を、「女の子だから出来ないだろうという考えがなくなっ

た」と評価するが、「求められる「女の子らしさ」（勤勉さ、熱心さ、丁寧さ)」或いは「清

楚かつ可憐」な生き方に疑問を持っている。ここでは、自主性と女らしさの強要が矛盾しつ

つ補完し合っている。

D.高校時代

この時代になると、既に“二項対立図式”における男子の優位性は固定化している。委員

長や団長は「男子がなるもの」女子は「学年21クラス中一人だけ｣、「女子が立候補すると男

女生徒から拍手が起こ」り、「社会全体が男性中心に出来てることに気付き始め」「女性全般

について意識した」と述べている。「主導権は男子が握って」いて、もはや「女子のやる仕

事は殆ど」無かったという。性別役割分業意識も日常化しており、清掃、日誌の記入などは

｢女子まかせ」となる。文化祭や体育祭での男女の役割分担も「男子は大工仕事、女子は服

飾」と明白に分かれる。クラブ活動での「女子マネージャー」体験を「洗濯や食事の用意を

して「女性」であることを意識させられた」が「楽しんでやっていた」と回想する者もいる。

女子マネだけでなく、女子部員が少ないところではやはり、食事の手伝いなど「女子だけが

する仕事があった」という。

＜性的身体（見る・見られる）の自覚＞

中学校以来の身体の性別統制は、髪形や服装という身体表現への執拘な“まなざし”によ

って男女生徒の身体を“規格化”し、とりわけ女子に厳格なその視線は、女生徒の身体を

"規範”に転じしめる。故に「制服を来ている時はいつも私は女性だと、思っていました」

｢セーラー服を着ているといかにも「女子高校生」という感じで」「自分が女であることに満

足」する。対照的に制服が無かったという回想者は「服装で男女の違いを感じたことはない」

と述べている。女子高生の身体は「スカートを短くしないこと」「胸のボタンを開けすぎな

いこと」「ズボンの禁止」等、規律の遵守を迫り、逸脱を取り締まる教師たちのまなざしに
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よって、規範化した“見られる身体”となり、また同時に男子の“視線”によって“性的対

象としての身体”へと移項する。ブルマー姿は「足を出すのが嫌で｣、男女一緒の水泳授業

では「バスタオルで体を隠してキャーキヤー言いながら」、他方で「少しでも男の子に綺麗

に可愛く見られたい」と「パーマやリボン」をして「先生から怒られた｣。また中学時代に

はあれほど嫌っていた“女子のみのダンス”も、「綺麗に女らしく踊りたい」「女性らしくし

なやかに踊る」ことに「作られる女らしさを感じる」という意識に変化してくる。

＜男女別進路指導への反発と選択＞

理系・文系のクラス分けという進路指導によって、男：女＝理系：文系という図式が起き

てくる。この分化は「イメージ」であって「本当にどうかは分からない」と疑いながら、

｢物理を選択している女の子に対して、女の子なのにすごい」という気持ちを抱く。進路選

択で教師たちは、「女の子には当たり前のように」短大を勧める。理由は、「嫁入り道具とし

て」「滑り止めとして」「女の子はどうせ事務をするのだから」「がんばらなくていい」など

である。これらに対して、「腹立だし<」「古い考え」「不公平だ」「女でいることが嫌だった」

｢女は苦労しなくていいのか」なと．と反発するが、「女の子には逃げ道があっていい」「女子

の労働に対する一般的な考え方だ」と割り切る者もいる。自分から短大を選んだという理由

には「やりたいことが短大にある」「家政関係に進むのは女の子にしかできない」「倍率が低

くて入り易いから」などが挙げられている。

＜男らしさのナルシシズム＞

男子校出身者は、体育祭の感動を「勝利に向かって突き進む」「男というものはいいもの

だなあ」と回顧し、女子校出身者の「のびのびとして、むしろ男っぽかった」という記述と

対照的である。共学出身の男子は、体育祭や文化祭で「裏方の女の子に対してリーダー的な

存在」となったり、音楽系クラブなどで「女の子が多く、数少ない男」が「仕切ったり」す

ることに「男らしさを感じた」「発揮した」と書いている。ラグビー等の「痛くて汚い」ス

ポーツをしていた自分を「男らしくなれた」「男らしさの確立」「男らしさと自分らしさが重

なった」等、この時期、不安のないナルシシステイックな表現で記述しているのが特徴的で

ある。

E.短大・大学時代

女子故に短大という“コース”に反発したり悩んだりしてきたが、「実際短大に進んでみ

ると、ちゃっかり、「女の子」で助かった。男の子は大変だなあ」と感想をもらすが、女子

短大に対する学生自身の評価は肯定、否定に二分している。肯定派は「華やか」な雰囲気と

｢理想的な女性を育成するため」の「カリキュラムが組まれている」ことを利点とし、家政

学科の学問に「女性である以上」と意気込みを持つ。「異性関係に煩わされない」ことを挙

げている記述もある。否定派は自らも含めた授業中の「私語」の横行と「男の目」「人目を

気にしない行動」に「呆れる｣。また、2年間だけという「雑学的」授業内容から短大の存

在を「社会が女性が学問をすることを必要としていない」と見る。総じて女子大や家政科の

存在は、「男女で身につける事が別だという証拠」であるとして、アイデンティティを見い

だし、調理学や保育学、女性論の授業等では特に「女性であることを意識」している。

浪人時代の記述は男子学生のみであった。受験勉強一色となるこの時代は、予備校に通う
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者も多く、この“学校'’だけが唯一、部活やスポーツという“装置”を持っていない為、こ

れまでのストレートな男らしさの概念形成がズレを生み出して来る。この時期、あれほどこ

だわってきた「男らしさというものなど考えたこともなかった｣、「自分の男らしさの定義が

そこで止まってしまっている」と記述する者や、「男は力などとは余り考えなくなっていた」

りする者が出てくる。「人間の厚み」や「精神的に強靱であること」に男らしさを置き換え

始める。

大学時代になっても、男子学生は、男らしさ＝スポーツという呪縛から逃れられず、大学

生生活は、「ふぬけた生活」であり、「軟弱になって」「男らしさを失って」いるのではない

かと思い、スポーツサークルなどに向かう。「体育会は完全な男社会」で「その中で男らし

さが磨かれる」と言い、「男でいる限り」「男らしさの保持」として「スポーツをやるべきだ」

と考えるのが多数派のようにも窺える。しかし、この時代から、イメージとしての男らしさ

と「自分の男らしさ」を識別しはじめ、「自分の男らしさなど考えたこともない」という者

から「男らしさとは一体何なのだろうか」と問い、「スポーツによって安心し、隠されてい

た自分の弱さに気付く」者も出てくる。

4まとめと今後の課題

調査対象の学生達が、時系列においてはほぼ共通な、しかし各々異なった「学校」経験と

連鎖する各自の「ジェンダー意識」を重ねた回想記述の集積から、浮き彫りになってきたの

は、学校という組織空間が構造的に持つジェンダーの差異化体制であった。男女に対する教

師の「性別化」言動は、指導の名の下に意味付けられ、男女分化の「諸制度」として体制化

し、日常行動となっていくが、男子に比して女子の方が記述量も多く「ジェンダー体制」に

鋭敏であり、反発も多く見られた。これは、「隠されたカリキュラム」を作りだす教師のジ

ェンダー観に内包される、女子に対するセクシズムが起因していることが、やはり回想記述

によって明白となっている。即ちこの場合の教師のセクシズムは社会規範の反映には違いな

いが、男子の「優位」や「優先」を原則とした男女の非対称メッセージ装置は、女子への結

果的「従属」性を要求し、多くの女子は不満を抱えながらも「男女の二項対立構図」や「男

女比率の固定化」を学校過程を通して「進展」させていくことになるのであろう。学校過程

とジェンダー形成の位相の局面において、女子の身体へのタブー視やまなざしによる統制が

小学校時代から高校時代にかけて見られるが、それによって女子に対し自己の性的身体を過

度に意識させ、身体能力の性差（劣位）を「認知」させることにより、この「従属」の促進

を決定的にすると思われる。この「従属」促進と反発のプロセスこそが、「女らしさ」や性

役割形成に深く相関していくのではないだろうか。これに対して就学前から女子に対する

｢優位」のラベルを貼付された男子は、一貫して「理想の男らしさ」を追求せざるを得ない。

この理想のイメージは、スポーツ能力を絶対条件としたステレオタイプであって、部活動や

クラブでの精神的及び肉体的鍛練の体験を必要条件とする。「男らしさ」の実現には、この

体験を「イニシエーション」として通過しなければならないという「共通認識」が持たれて

いるようである。青年期となり、「男らしさへの懐疑」が開始されるまで、学校は「スポー
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シ競技」という男子のジェンダー形成の主要な装置を提供し続ける。

今回の調査で、男子学生の記述量が女子に比べて少なかったことを、男子にはジェンダー

規範と自己との乖離がない傾向の為と見倣すか、又はジェンダーの意識形成の契機について

回想喚起の方法が脆弱であったと見倣すか、いずれにしても今後の調査に残された課題であ

る。また、本稿は調査項目のⅡの「学校」について分析・構成したものであるが、他の項目

との関連も考慮していくこと、特にⅣの同性、異性の友だちとの交流を中心としたジェンダ

ー形成は、学校を介在することが予想され、両者を踏まえて検討していくことが研究の命題

に迫る考察であり、今後の課題としたいと思う。
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