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｢ジェンダーと教育」研究の推移と動向にみる

「子どもとジェンダー」

ジェンダー形成のアジェンダ

望月重信

1はじめに

ジェンダーと教育の問題が学会やマスコミで取り上げられるようになったのはここ10年の

あいだである。たしかに1970年代以降、結婚して主婦になるという女性の典型的な役割パタ

ーンがもはや自明なものでなくなってきたこととも関連があるかもしれない。父親不在、非

婚時代、シングルライフなどマスコミのキャッチフレーズになる「ジェンダー・イッシュー」

は家族社会学に対して新しいインパクトを与えつつある。

このインパクトは「家族を自明なまとまりととらえるのではなく、それをいったん個人に

分解してその個人、特に男女の力学の結果として描き出す」(1)(瀬地山角、1996)ものであ

る。そしてこの力学の行きつく先はジェンダーの正義ともいわれる「両性の対等な関係を志

向する理念的方向性」である。ジェンダーと教育はこの理念を受け継ぐものである。

学会の動向をみると、日本教育学会「教育学研究」は「男女平等」(1982)を特集し、日

本教育社会学会「教育社会学研究」で「女性と教育」(1985)、女性学研究会では「女性学研

究第1号」(1990)が「教育と女性学の研究の動向と課題」を取り上げた。この女性学研究で

は女性と教育をめぐる研究にとってこれからの課題は膨大であり教育思想上のセクシズム分

析と学校や家庭におけるセクシズムの分析はざらに深められねばならないと訴えている。女

性学のアプローチとしての一つの整理といえよう。

ざらに日本教育社会学会の「教育社会学研究、第50集記念」(1991)で「ジェンダーと教

育」の総括的展望が提起されたことも記憶に新しい。

以上のようにわが国において学会等がジェンダー研究を取り上げる根拠として、「性」が

生物学的、生理学的に決定されたものだという「自明性」の中に教育がこれを促進し価値づ

けてきたという認識がある。この自明性を不可視に維持し続けてきた現実構成を相対化する

一つの作業が本稿のねらいである。そしてそのような根拠がとられた背景には世界的な動き

を無視できない。

国連では、1967年に「婦人差別撤廃宣言」が唱導され、8年後には「世界行動計画」そし

て1979年に「女子に対するあらゆる形態の差別撤廃に関する条約」が批准され、「国連婦人

の10年」目にあたる1985年に「婦人の地位向上のための将来戦略」（ナイロビ世界会議）が

(もちづき・しげのぶ明治学院大学）
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確認された。また、1995年に「第4回世界女性会議」（北京会議）とNGOフォーラムが開催さ

れた。そして国連を中心とした世界的動向は当然わが国の「人権」と女性の権利の動向をつ

き動かした。1980年に「女子差別条約署名｣、1984年「国籍法改正｣、1985年「女子差別撤廃

条約批准｣、そして1986年には「男女雇用機会均等法」が施行された。

このような動きの中で「教育」及び子どもにかかわる動きについてみると、国連において

｢子とﾐもの権利に関する条約」が採択されたこと、そして同年、「学習指導要領改訂」があり、

中学高校における家庭科の男女共修、武道、ダンスの選択制が議論され、1994年に高校の家

庭科が男女共修になったことは記憶に新しい。

しかしそのような動きにあっても連続的、総合的にジェンダーの視点から子どもの問題構

制を具体的に取り上げて教育問題として議論されてきたかというと必ずしもそのようには思

われない。むろん「子ども社会研究」第2号(1996)ですでにジェンダーに関連する論文が2

編(2)（藤田由美子、岸澤初美）登場していることは画期的なことであるが。

さて、本稿においてジェンダーから子どもを捉えたときどんな教育問題つまり人間形成の

問題が提起されるか考えてみる。これをアジェンダとして提起してみたい。しかもまだ早い

総括的展望であることは承知したうえでなおかつ概念上の定義と今後の「子どもとジェンダ

ー研究」の課題のための地平を切りひらく意義はあるものと確信する。ジェンダー形成のア

ジェンダとしてジェンダーと教育の研究の動向という全体的な概観を試み、ジェンダー形成

のエージェントとして家族及び学校において何がジェンダー・イッシューであるのか考えて

みる。ジェンダー形成のアジェンダづくりをとおして課題と展望を立ててみたい。

2わが国の「ジェンダー研究と教育」の基本的枠組み

わが国独自の「ジェンダー研究と子ども研究」の交流が今まさに求められているなかで何

を問題の焦点とするかが問われていると思われるのである。従来の子ども研究では「性差」

の問題がセクシズム及びジェンダー・アイデンティティ論として展開されてこなかったのは

それなりの理由がある。

私たちは子どもという概念を「発達lとか「社会化」という理論枠組みで考えてきた。こ

の場合に男の子とか女の子という表現を使うがその表現の中に「ジェンダー関係」といった

現実構成や性を媒介にした相互依存と支配と従属といった関係の実態をおさえずに、「社会

的事実」として性を自明視してきた。

ここで森繁男の実証的研究の指摘(3)は重要である。教育とジェンダーをめぐる1970年代以

降の欧米の諸研究は教師や教材にひそむセクシズムの指摘と告発そして批判というもうすで

に〈構造化されたジェンダー〉のマクロな権力を相対化する方向で展開されたという指摘が

ある。しかし問題はそのセクシズムが「自明化されたもの」になる過程である。森繁男は解

釈的アプローチによる教師と子ども、子どもと子ども、そして教師と教師との相互作用の

〈現実構成〉の解明を主張した(4)がその方法意識はパーソンズの学級システム論にみる「性は

教育達成における重要な変数ではない」という言説に対する批判を含んでいたのである。

教師は学級の内外でかくれたカリキュラムの実践を行っている。この交渉過程はく性別ス
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テレオタイピング〉に満ちている。性別秩序形成の舞台になっている保育園、幼稚園、そし

て小学校中学校で「ジェンダー・ブラックボックス」にメスを入れるということは、森繁男

の次の基本的認識にその意義を読みとれる(5)。

「学校教育過程における性別分化が子どもたちの動機づけ構造の差や全体社会の性別分業

構造に対応した教育内容によるばかりでなく「教室」ないし「授業」における相互作用に由

来するところの教師と生徒の「交渉」の特質によって「構成」される｣。

1980年代後半以降のジェンダーと教育の研究はほぼこの前提に立っていると考えることが

できる。つまり、スループット研究が対応理論として舞台の主役である「教師と生徒」の固

有のジェンダー再生産過程で教師のセクシズムの呈示の現実を相対化しようというものであ

る。生徒はどんな「ジェンダーヘの社会化」をこうむるのか。その実証的研究は従来、手つ

かずであった。スループットの研究は、性平等の達成を得るために教育は何をしているのか

ということ、男女平等教育は学校現場でいかに行われているかを相対化したといえる。

さて、森繁男の指摘をうけて<性役割規範の内面化〉過程に注目することは子ども社会の

中のジェンダー問題を考察するうえで重要である。次にジェンダーヘの社会化について素描

してみる。

3ジェンダーヘの社会化

人間は誕生とともに乳幼児期から始まる社会化の過程で、歴史、社会的に形成伝達されて

きた文化様式の一エレメントとしての性役割を内面化してゆく（天野正子、1988)(6)。そし

て内面化の結果、男の子は男性であることをさほど意識することなく業績本位の価値体系に

支配された学校文化を内面化していく。女の子はその学校文化と期待される女性役割との

｢葛藤」と「錯綜」を意識させられる現実を生きることになる（天野正子、1988)。

しかしその葛藤は可視にされずにまして具体的なアファーマテイヴアクションにつながら

ない。なぜであろうか。家庭や学校で性別役割分業観を背景にして子どもを<女らしく〉

<男らしく＞社会化しようとする傾向がまだ根強くあるからである。次の図の国際比較を見

てもわかるように、男の子は男らしく、女の子は女らしくといった性別秩序観の根強い国は

日本（46％）と韓国（55％）である(7)。

男の子は学校文化に適応でき、教育は必須の手段として学年が上がるにつれて意味あるも

のとみなすようになり、女の子は「葛藤」を生きる。なぜであろうか。このジェンダー葛藤

の分析はジェンダーヘの社会化のひとつの重要な課題である。教育とはまさに性別による不

平等のみえにくい「平等幻想」が支配する強い領域といえる（天野正子、1988)。

しかし、よく考えてみればこの教育観念はパラドックスでもある。学校教育制度が社会化

の機能をもつと同時に社会的な選抜と配分機能を荷わされているが後者の選抜と配分機能に

インプリシツトにかつダイナミックに性役割規範とジェンダー関係の<非対称性〉の「社会

的期待」を持たせられるのはなぜか。この問いは加野芳正が指摘した近代の教育関係を考え

るうえでの最大のアポリア、つまり「拘束（依存)」と「自律」の問題である(8)。

教育が不平等の規定要因であるとともに平等化の達成手段でもあるということは重要な戦
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図l子と．もの育て方(国際比較,女'性,1992年）
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略的変数といえるが、子どもたちの世界は葛藤と錯綜が構造化されていて家族の文化資本と

学校選択による業績達成としての文化資本に依存しながら構造化する構造主体を生きている

と考えることができないだろうか。

フェミニズムの影響をうけてジェンダーと教育の思想はエンパワーメントの必要性を説き

(藤原千賀、猪飼美恵子、1995)(9)、両性を含み込んだ（ジェンダーインクルーシイヴ）平等

なカリキュラムにすることを目標とし、GIST(女子を科学技術分野へ）のプロジェクトを組

むイギリス社会の営み(Whyte,Deemet.a1,1989)(10)やジェンダーフリーのための教育実践を

促す教師用ガイドラインの作成(ll)によってジェンダー．バイアスを排除する試みと実践が

始まっている。

そのジェンダー・バイアスがもっとも基本的に創成される家族に焦点を合わせよう。

4家族の中のジェンダー形成

ジェンダーと教育の研究のパースペクテイヴは男女平等教育の実現のための前提として、

教科内容や学校組織そのもののジェンダー・バイアスを可視にして性別役割分業へと収れん

される男女不平等を相対化する作業を促進することにある（伊東良徳他、1991;伊藤洋子、

1977;マイラ＆デイヴイッド・サドカー、1996)(12)。

女性の役割と学校化社会に根づく学校文化とのあいだの葛藤と錯綜について指摘しておい

たが、子どもが学校社会に入る前にもうすでに家族の中でジェンダー分化を経験してしまう

ことは誰もが認めることである。この経験は葛藤の根本動機でもある。ジェンダー形成の核

としての根拠地つまり家族は子どもにとっても親にとっても重要なエージェントである。

さて、第一波フェミニズム運動は女性の家庭的役割を批判するというかたちをとった。そ

れが法制度の改革と顕在的な性差別の解消を求め次第に沈静化していった。その後、約半世
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紀にわたって公民権運動に触発されながら第二波フェミニズム運動が起きたわけであるが、

その火付け役はベテイ．フリーダンであった（｢女性の神話｣、1963)。第二波フェミニズム

は性差別が生じる原因の追究をしたがその根底にベテイ・フリーダンの思想が伏在してい

る。

その思想は「男女両性を呪縛（あるいは自己呪縛）し、ジェンダー．バイアスを生み出す

一切の神話のベールを剥ぎ取りありのままの真相を白日のもとに顕わにしていこうとする精

神、神話の自己解体の精神」である(13)。この思想をいかにジェンダーセンシテイブヘと内面

化し家族や学校で実践できるのか。

今日、性差別はほとんど文化的、社会的に構成された性差としてのジェンダー差異にもと

づいたものだという認識が確立されてきている。そしてその根拠は尾熊治郎の次の指摘に読

みとることができる(14)o

「時代の文化的体質として染めついた男性中心主義的価値観、世界観の底に働く権力的、

抑圧的な力とその虚構性を暴露しその呪縛から解放を目指す」と。

この虚構性は家族の中でもっとも強くつくられる。その「性支配の神話」から脱却するた

めにはいままで男女両性の生物学的生理学的差異としての性（セックス）に帰一させられる

ことがあった。ジェンダー関係におけるズレや歪みに注目していくことは重要であるがさら

に家庭生活などの「私的領域」の問題的な在り方にこそ抑圧の本質的原因があるという視点

はさらに重要である。そこに江原由美子(1988)は「経験の欺臓化」を読んだ。

家族ほど「性支配の神話」を子ども世代の中に根づかせてしまうエージェントは他にない

だろう。不可視な領域として「ジェンダー神話の伝承」は家族の中で行われる。ミッチェル

は「男と女の心理が植え付けられるのは家族においてである」と述べた。また「男と女の定

義の源泉が家族にある」という(15)。

ここで重要な点はこのように家族をとおして女の子と男の子が非対称的な男と女へと性自

認していく<性支配の神話＞が「水路づけ」や「操作による社会化」によるものであるとい

うアン．オークレーの指摘である(16)o

アン．オークレーによれば「水路づけ」は次のように行われる。特定の対象（ここではま

まごとで使うおもちゃ）に注意を向けさせ、子どもたちが性別によってふりわけられたおも

ちゃで遊び、周囲のおとなはそれを褒めたたえる。この「水路づけ」を経験した子どもは将

来、おとなになったときにおもちゃと同種の等身大の対象に喜びを見い出すようになってい

く。ここに女子と男子のそれぞれの下位文化の存在を思わせる。女子は家庭中心、家族内家

事遂行と女子を家にとどめるような文化の中に育ちしかも性にもとづく文化と資本主義社会

の存立基盤とがつながる性分業の役割が反映される。性を基盤にした性格特性が個人の性向

や関心より第一義的であるという観念がこの社会で伏在している(Deem.R.,1978)(17)。

ところでおもちゃ遊びにおける性別ステレオタイピングと子どもの認識発達パターンとの

相関について興味深い指摘がある(Serbin,Lisa.,1984)(18)。

つみき、トラック、山登り用装身具などのおもちゃと遊ぶ子どもは人形遊びやままごとな

ど女の子の遊びよりもより強いく視覚一空間〉の問題解決能力があるという。おもちゃ遊びの

選択で子どもは性別ステレオタイプ化されるという仮説である。しかも子どもたちは親や教
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師から「女の子、男の子特有のおもちゃと遊ぶよう期待される」ことを学習してしまうという

のである。そしてこの傾向は仲間関係によってさらに強化されるとサービンは報告している。

こんな実験がある。

「一つの部屋に男の子と女の子がいる。男の子用と女の子用のおもちゃが混ざって置かれ

ている。女の子はヒコーキを飛ばしたりして遊んでいる。男の子はⅡいじりとか人形をさわ

ったりしている。そこに別の子どもが入って来た。前からいたその2人の子どもはそれぞれ

に「性ステレオタイプ°から外れた遊び」をしなくなったのである。あとから入室した子ども

は異なった性をもつ仲間である。子と・もたちはあらためて「性役割ステレオタイプ」を遂行

してしまうのである」

この報告はジェンダー関係の基本を示唆している。ジェンダー関係とは社会過程の一連の

セットをあらわすカテゴリーであるが、そこでは次のようなくジェンダー布置＞がある。

「人間は唯一のジェンダーになりうるもので決して他のものないし両性にはなり得ない。

男性と女性は非排除的カテゴリーとして布置されている」(19)。

このジェンダー布置は「おもちゃによるジェンダー再生産」をとおして認識される（山本

基毅、1996)(20)が子どもは社会化過程でまさにこの布置を持続的に生きるのである。子ども

はいろいろな環境の中の文化的要素～親のことばの投げかけ、おもちゃ、テレビ、絵本など

～とふれながらジェンダーの文化的定義を学習している。この学習にとって必要なのはくジ

ェンダー・スキーマ＞といえる(Lindsey,1994)(21)。

ジェンダー・スキーマとは世界の知覚を解釈するうえで役立つ子どもの認知構造である。

たとえば女の子は一度「フェミニテイの文化規範」に礼儀正しさとか親切心が含まれると学

習したとする。そのことは女の子の中でジェンダー・スキーマへと連動され、そのスキーマ

に従って行動を調整するようになる。

ジェンダー・スキーマにおいて自己概念が同化された結果、性役割の獲得が生じるのであ

ろうということ、スキーマは子どもにとって世界理解のひとつの手段であるということ、し

かもそこには個人差があって<かくれた持続＞の典型であるということである。

しかし、遊びにせよ、しぐさにせよジェンダーが何がなんでも子どもに課せられていくと

いうのではなく、子どもの発達のあらゆる諸相で自分自身女性もしくは男性にとって意味あ

る何かを構成しているという現実を見逃してはならないだろう。つまりジェンダー．スキー

マというよりジエンダー．ディベロップメントということばに端的にみる(22)ようにジエンダ

ー・アイデンティティの志向性を留保したいからである。

さて、核家族におけるジェンダー形成の核のひとつに「操作された社会化」も考えなけれ

ばならないだろう。

家庭で母親が女の子の容貌についてあれこれ言ったり、「かわいい子ね」といったことば

の投げかけは日常よく耳にする。子どもはその母親のものの見方そのままを受容するように

なるというのである。父親は男の子に対して「優柔不断にみられてはいけない」と諭す。こ

こで注目すべきことはジェンダー形成に親のジェンダー差が存在するのではないか(Jane

French,1990)ということである(23)。たとえば父親が娘に投げかけることばの中にはつねに

｢娘がもっている能力の範囲内で」という意味が込められているように。
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男の子は家計を維持すること、子育ては期待されないこと、また男の子にはエネルギッシ

ュになってもらいたいからたくさん食べてもらわなければならないと期待される。一方で女

の子は「太ってしまう」から食べるのはほどほどでいい。こうしたジェンダー言説の中に

｢ジェンダー加減」がいつもつきまとう。女の子の寝不足は美容によくないといったジェン

ダー言説をはじめ、この「操作による社会化」はのちの学校教育でさらに拍車がかかる

(MainaBrowne&Pauline,1989)(24)。

家族の中の不可視の領域でジェンダー形成が間断なく続けられていることが今までに指摘

されてきたことから想像するに難しくない。以下簡潔にまとめよう。

性別分業の再生産に家族が与える影響は教育制度の影響より大きい。親とくに母親は家事

労働を行う者として自己を規定している（せざるを得ない)。この「自己定義」が子どもた

ちに伝承されるだろうということ、しかも親のジェンダー関係による「自己定義」に差異が

あり、子どもはみずからジェンダー・スキーマ化し、より根深いジェンダー・バイアスへと

深化されていく。

まさに「家族は子育てと家事労働の遂行のための女子の計||練所」(IvanReid,1989)であ

り(25)、「生物学的性から文化的性別へと置きかえられる機制が子どもの認知過程に置かれる」

エージェントといえる(26)。

5学校教育とジェンダー形成をめぐる社会的背景

学校教育とジェンダー形成の基本前提は、デイームの指摘に読みとれる(Deem,1978)。

つまり「教育は家族がもうすでに着手したもののうえに構築される」ということである(27)。

学校教育はカリキュラムや女子生徒の成績、資格、技能、結婚、卒業後の動向など〈性分化

に影響を及ぼす〉算段をもっている。

ところで教育制度は「個々人の自覚、志望、社会的階層意識を社会的分業の必要に適合す

るよう」（ポールズ／ギンタス、1986)(28)求める。ここにジェンダーが学校教育制度に強く

算入する根拠がある。これにかかわって「学校教育とジェンダー」の問題構制は、ほぼ以下

のように論及されてきた。

すでに指摘されたようにジェンダーは1970年代半ばよりフェミニストや女性学研究者及び

行政のあいだで性差(sex)の生理生物学的次元を超えたコンセプトとして用いられた。その

後1985年に「女子差別撤廃条約」が批准されてからはジェンダーというタームを用いること

で不可視な領域を暴露する分析概念として広がった。世界女性会議(1995年9月、北京）で

採択された「行動綱領」に性差別を析出するキーワードとなったことは周知の事実である。

わが国ではすでに指摘したように日本教育学会「教育学研究」(1982)で日本の教育学研

究における性差別認識の欠落が指摘された（安川寿之輔、1982)(29)。そこでは日本の教育学

研究へととり入れる課題として性差の視座による近代社会のとらえ直しと女性の経済学的自

立の進展状況を教育学はどのように問題視するのか問われた。しかしこの問いはあくまでも

研究レベルでの問題提起であって、教育学研究の方法の問題へと発展しなかったことは残念

なことである｡その後5年後にフェミニズムが提起した教育におけるセクシズムの問題に着
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目する必要がある。亀田温子(30)は、教育学がフェミニズム教育学の視点にたってノンセクシ

ズム教育を行っていくこと、そのために理論化と実践化が必要であると主張したのである。

この主張は文部省と教育委員会をはじめとする教育行政機関の教育計画に変革を求め、可

能な限りノンセクシズム教育の実践を迫る動きを予想させるものがあった。今日、「ジェン

ダーフリーの教育実践」「女性学の教育実践」「ジェンダー文化の学習戦略」そして「教育要

請プログラムにジェンダーの視点を入れる要請」は、この主張に通底するものである。

さて、今日の学校教育は「男女特性教育」を推進してきたといえる。女子教育は独特の校

風をもって中高一貫教育を進めてきた。良妻賢母型の女子教育は潜在カリキュラムとしてま

だ推進されていることは想像に難くないが、男女平等教育に関して教員のあいだでかなりの

平等意識が芽生えてはいるものの教科書の記述について男女の役割の固定化を助長するもの

があると答える教員は2割にすぎないし教科書の記述にセクシズムの危機意識を持っていな

い教員が多いという指摘がある（碓井知鶴子、1994)(31)｡

教育の現場では「男らしさ」「女らしさ」の定型化された固定観念を男女の生まれながら

の特性としてみなす「自明性」が存在しており、教科書においては性別役割分担を固定的、

普遍的なものとしてとらえている。男は大学、女は短大という暗黙のジェンダー言説は今日

ではかなり崩れてきたものの中等教育、高等教育の能力形成が労働市場における〈性の固定

化〉と連動していることはよく指摘される(32)。

「女であること」が進路におけるアスピレーションをクーリングアウトしてしまう機能を

問題視することが重要である（神田道子、1985)(33)｡

知識配分の研究によれば、学校内過程分析をとおして大学進学アスピレーションにおけ

る「押し下げ」が女子に強く、学校タイプや学年成績が作用しているという（石戸教嗣、

1982)(34)。

今日の学校教育とジェンダー研究を特徴づけてみよう。

女性をめぐる諸状況を社会化過程の中でとらえたとき、女性が女性になっていく過程、

つまりフェミニンソーシャライゼーションの指向性に女子の葛藤の存在を認めざるを得な

い(35)。しかも進学アスピレーシヨンのクーリングアウトの結果であるということ。またこの

葛藤は女子の自己定義と自己決定の「資源」であるということ。これからの女子教育を考え

るうえでこの認識はジェンダー．アイデンティティ確立のために重要である。

1980年代中半から1990年代前半までは「女性と教育」研究の時代の幕あけであるといわれ

る。そこでは「女性の生き方を狭めてきた「性別役割規範」が職業世界のみならず、教育制

度や教育過程、社会化過程にまで浸透している」という現実が指摘され、これを暴露しよう

という（森繁男、1992)(36)認識がある。そしてそこでは「役割としてのジェンダー」が資本

主義や父権制のなかでく水路づけ〉られるという不可視の領域の持続がジェンダー分析で明

らかにされつつある。

6性別分業イデオロギーとジェンダートラッキング

伝統的な性別分業イデオロギーとしての「女は文化系、男は理数系が得意」という能力観
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や「女は優しい、男はたくましい」といった特性概念の形成が学校で強化され、相補性にも

とづいて〈優位一劣位>、〈独立一依存〉そしてく支配一従属〉の関係が構築される。女性の

生と性、生殖をトータルに問う「いのち」や「からだ」そして「はたらきかた」のレベルで

自立や解放を問い直すといった問題意識に立って、近代労働観の呪縛を如何に解いていくか

が今後の学校教育とジエンダー分析の大きな課題である(37)。

この問題意識は学校教育に対するマクロなジェンダー分析であるが私たちは「不可視な領

域」を明らかにするために基本的な理論枠組みを検討しなければならない。

ポールズとギンタスの指摘をまつまでもなく、学校はヒエラルキーのなかで地位を占める

にふさわしい人格的な特質を生産し、評価を与え分析するという機能をもっている。この機

能は男女平等とジェンダー中立を参入させることで不可視な領域をつくってしまう。そのメ

カニズムは初等教育の段階では性差を捨象し、男女の同質性を教育目標として掲げ、男女の

特性を生かした学校目標をもつ。このことによって子どものジェンダー社会化の中に現実社

会に存在する性差別や男性中心的な構造を反映ないし複製させることができる。

生徒たちを性差別的な構造へと社会化させるというのはこのメカニズムをさしている(38)。

ジェンダー中立が学校教育制度に構造化されるということは「労働力としての男女の配置替

えのフレキシビリティを確保するため」（39)に必要である。男女が人間として同質であること

を前提として、特性による性分業を確立するために構築された巧妙なメカニズムを明らかに

していくことが今日のジェンダーからみた学校教育制度批判のメルクマールである。そのた

めに私たちに課せられているものは何か。

ひとつは教師の「ジェンダー教育言説」に注目し続けることである。教室でジェンダーを

｢自明性」の分類カテゴリーとする認識枠組みをもつ教師の実践を問うていくことである。

この枠組みはセクシズムの浸透を容易にするものであるが、ざらにここに特記すべきは、教

師が男性性、女性性を再生産するというよりも〈男性化作用>(masculinizing)とく女性化作

用>(feminizing)をとおして男性性と女性性を再生産するということである(40)。むろんこの

教師の働きかけは教室でのセクシズム言説のみによるものではない。つまりこの働きかけ

(実践）は学校組織文化の中の進路分化のメカニズムとも関連しているのである。

学校組織に学業達成とならんで「学校がもつ進路規定構造（アカデミックトラックと呼ぶ)」

と「生徒の進路選択の機会と範囲を制約する」ジェンダーに関する進路分化メカニズム（ジ

エンダートラッキングと呼ぶ）が質的に違いはあれ、作用しているという仮説は興味深い(41)。

子どもたちがどこの学校に入学するかによってその後の進路選択の機会と範囲がおのずと

決まってくるという現実が今日のわが国の受験体制を支える教師や親の「思惑」によって構

成されていることは確かである。この受験体制つまり「テスト社会」をジェンダーで読んだ

亀田温子(1994)(42)は性別役割観が学習の内容や入試問題などに今まで含まれていなかった

か問う。学校教育過程での学習やテストをとおして生徒たちが学び獲得した知識にジェンダ

ーの偏りを指摘してみせた。ここでも固定されたジェンダーに．よる学習内容や進路指導をう

ち破るジェンダー戦略が提起される。

自分の子どもの所属する学校がアカデミックトラックとジェンダートラック双方のどこに

位置するか先験的に親は進路選択行動を取るものと予測できる（耳塚寛明、1955)。そこで
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は親と子どもの〈心理制約メカニズム〉が働いているだろう。このメカニズムが引き起こす、

｢葛藤」の解決としてアカデミックトラックを照準に子どもの成績（アスピレーション水準

の序列）による選択に頼る。

この選択にブルデューの〈ハピトウス〉が機能していないだろうか。

ハビトウスとは家族のなかで社会過程をとおして身につけた行動のための原理である。実

践としての基礎と体得されたものをあらたな環境との関係の中でそれぞれ多様な経験をして

あらたなハビトウスを身につけて戦略をたてる。こう考えると女子は一番、ジェンダーハビ

トウスに敏感である筈である。アカデミックトラックの照準のなかに「男」「女」それぞれ

のコースにふり分けていくような働きをするハピトウスが存在しているのではないか(43)。

私たちはジェンダーセンシテイヴであるために子どもの中に形成されたハビトウスにどの

程度非対称的で不平等なジェンダー構造が反映されていて、また学校のジェンダートラッキ

ングとそれがいかに整合、背反していくか注目していかなければならないのである。それは

また子どもの学習上のハンディと子どもの人間形成を考える基本的な問いでもある(44)。

7ジェンダー形成のアジェンダ

なぜジェンダーなのか。ジェンダーがなぜ平等や不平等I

子に特有に利害があるのはなぜか。 ジェンダーはなにゆえ

こつながるのか。ジェンダーは女

に教育作用に影響を与えるのか。

社会のジェンダー構成に起きていることがらになぜ教育は関連あるのか。

ジェンダーに関するこれらの問いはジェンダーアジェンダを考える基本的な問いである。

しかもここで重要なことは「ジェンダーする」(doinggender)ことでジェンダー・アイデン

ティティを確立してしまうということである。

子どもは性自認を発達させていくがジェンダー規範に適応するようジェンダー．アイデン

ティティを形成する。家族の内外でおとなによって女性であること、男性であることの違い

を学んでいく過程で社会的役割・選別、嗜好、仕事上の役割を知っていく。このプロセスの

中で「ジェンダーは個人の属性ではなく、個人がコミュニケーションにおいて「する」もの

で、ジェンダーに意味があり構造があり、関係があるということはジェンダーがコミュニケ

ーションによって構築される」（中村桃子、1996)という視点は重要である(45)。

ジェンダーはコミュニケーションによって構築されるということ、そこでのジェンダー再

生産ではジェンダーシステムつまり性による二分法にもとづいて構築された支配構造が起因

している。そしてジェンダーがひとつの遂行過程であるという視点は子どもの内部に体現さ

れる一つの属性といったスタティックな見方をしりぞいてミクロとマクロのつなぎを可能に

する重要な認識である。

以上の認識を留保しながらジェンダーアジェンダを列挙してみる。

①ジェンダー不平等に学校が果たす役割と関連してジェンダー化されたカリキュラム、教

師のジェンダー・バイアスを認知していくこと。子どもの相互作用の中でセクシストたるお

となを変えるというより学校教育過程をとおして子どもを変えるという「政治的営為」を模

索していくこと。

〆〆
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②性労働分業におけるセクシストの雇用の実際と労働現場のセクシズム、セクシスト広告、

セクシストのおもちゃ、セクシストの親、セクシストの学校教育。これらはすでに指摘され

てきたように体系的に言及されつつあるが、それがく構造＞であり〈過程＞であって女の子

と男の子の将来の生活でジェンダーに特有な人間を形成させていくものだという認識をもつ

こと。

③ジェンダーアジェンダは個人の経験や事情から構成されるということ。子どものアジェ

ンダはおとなが提供する経験によって影響をうけるという点を忘れてはならないこと。

④ジェンダーアジェンダは女の子、男の子、そして女性、男性が自分たちの性にしたがっ

て異なった仕方で反応することを要求する。男性性、女性性という主観的かつ文化的形式を

とる生理的、生物学的性差の客観的な象徴にもとづいてアジェンダは構成、再構成をくりか

えすということ(46)。

8残された課題と展望

ジェンダーアジェンダを確認し認識するだけに止まらないあり方が今後模索されなければ

ならないだろう。本稿で指摘されてきたように子どもとジェンダーに関する研究はかなり多

岐にわたって論究されてきている。しかしまだまだ「不可視な領域」を明らかにしていく作

業を続けていかなければならない。たとえば学校教育過程において女子のジェンダー分化を

促す教師のあり方を問うフェミニスト教育学の関心は、「ジェンダー関係や性間の関係が粁

余曲折的に構成されていて男性と女性、男の子、女の子の間の関係が権力と支配、従順、反

抗を含んでいることに気づき、そして教師は女の子、男の子から異なったパフォーマンスを

期待してしまう」(Davis,1987)(47)現実に向ける。この視点は重要である。

ステレオタイプのジェンダー期待を教師はどうして抱いてしまうのだろうか。とくに男性

教師にそれが顕著だとすれば、男性であることの観念に挑戦を迫まり、教師に内面化されて

いる「チャーター概念」（｢ある性をそなえた人間を作り出してもよいという「免状｣」中西

裕子、1993)を問題視して男性学のいう「男らしさ」を否定して「自分らしさ」をとり戻す

契機をつかむことが重要である。

問題はセクシズムを家族や学校教育過程から解き放つとすれば、「属性としての性別やそ

れによってまつわるさまざまな役割期待から自由にふるまうことができる」（48)ようになるこ

とである。

ジェンダーの差異は社会的、経済的に構成されているということ、自然のものでも所与の

ものでも先天的なものでもないという私たちの自覚。子どもは家族における性役割へのジェ

ンダー社会化にのみ影響を受けるというだけでなくインターパーソナルな関係からより広い

社会的、政治的な諸要因によって影響をこうむるということ。

本稿の主題はジェンダー形成のアジェンダである。そのための研究の推移と動向の概括的

展開はアジェンダにふさわしく「ジェンダーバランス、ジェンダー正義の実現を目指す綱領」

（金井淑子、1996)でなければならないだろう(49)o

ところで、子どもとジェンダーを考察する基本的視角は子どもが「ジェンダーヘの社会化」
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へと導かれる連続的、非連続的な不可視な領域を家族や学校のなかの「ジエンダー関係」に

おいて明らかにしていくことであった。社会化は達成的な社会過程である。究極には「自己

成就」的達成へと導かれるとしても、その主体は「中性的な性」では決してない。ジエンダ

ー関係、つまり女の子／男の子と女性／男性という二分法性別カテゴリーを生きる<性〉で

ある。ここに「共生への道」を探るアポリアがひそまれていると思われる。

たしかにこの達成的な社会過程は親や教師が性別に基づいて「社会的秩序形成感」や「社

会構造感覚」を身につけていくという過程であるとともに、子どもがその性別秩序を認知し

秩序形成していくことでもあったのである。

子どもとジェンダー問題は、この親と教師と子どもとの相互作用の性別カテゴリーへの

｢統制過程」の中で生じる問題なのである。子どものジェンダーヘの社会化は、子どもを性

役割にとどめることで「価値づけ」や「動機づけ」をほどこしていることでもあるが、それ

が「結果の不平等」を惹起していると本稿で理解できたと思う。

ジェンダーヘの社会化は家族にあってゲマインシャフト的ジェンダー関係である。いかに

｢自然」な形をとっていても学校という「平等主義的」かつ「業績主義的」社会で構築され

ていくジェンダーでは「ジェンダー再生産の不可視性は不可避である」という現実に私たち

は対時させられている。

かさねて指摘することであるが、問題は家族や学校という社会の中で子どもに対するセク

シズム実践を「隠す」かたちで子ども（とりわけ女の子）を社会化していくその「社会構造」

を視野に入れること。これが子ども社会へのジェンダー研究の視角である。それによってジ

ェンダー関係を視座においた「子ども間性分化」つまり、男の子、男性問題、男性学へとい

うあらたな課題意識が導かれる。

一方で、学校に対するジェンダー研究は不平等の研究と学校制度の解体と再生にいきつく

のではないかと予感している。ジェンダー研究によって男性支配の文化的創造の検証を要請

すると同時に女性の従属の創造も検証し批判していくことがいま求められていると思う(50)。

このとき本稿でも示唆されたようにジェンダー形成における子どもの「錯綜状態」から眼

を放してはいけない。「一方において「男女は平等」だといい他方において「女性は二流市

民である」という2つの相矛盾する定義を同時に受け入れるように要求されること」（江原由

美子、1988)(51)で、〈経験の欺臓化〉を生きてしまう「女の子」と「女性」の「現実構成」

にともに注視し続けていくしかないと思われる。

しかも、セクシズムによって制度化されている学校においてジェンダー関係の変革を求め

る教育を期待しようというパラドックスを背負いながら、である。
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