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教育プログラムによる子どもの認識変容に関する基礎的研究

-CAPう°ログラムの事例を通して－

森田司郎

1．問題の設定

本研究の目的は、教育プログラムによる子どもの認識変容を明らかにするために、CAP

(ChildAssaultPrevention)プログラムによる子どもの学習を、「一般化された他者」の形成によ

る「他者性」の獲得に焦点づけて分析することである。

近年、子どもたちの自己中心的な振る舞いが引き起こす人間関係の問題が深刻化してきて

おり、学校教育の場における対策が緊急に必要とされている。現代の子どもに見られる人間

関係の問題点を克服するものとして、人間関係の技能を習得させる目的をもつ各種の教育プ

ログラムが注目されている。本研究で取りあげるCAPプログラム（以下CAP)は、小学校段

階の子どもを主な対象とする「子どもが暴力から自分を守るための教育プログラム」である。

この種の教育プログラムの多くは、欧米の専門家により開発され、その効果が確かめられて
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しかし、本研究では教育プログラムの有効性を、遊びの変容など、生活環境が変化した現

在の子どもの、他者に対する認識を変容させる側面に見出そうとする。ここで問題となるの

は、これらの教育プログラムが前提としている技能重視主義である。即ち、教育プログラム

の多くは行動心理学の立場から開発されたもので、この立場は子どもの技能習得による行動

変容に注目するものである(2)。例えば、現在、いじめ防止の教育プログラムには一定の効果

があるということは知られている。しかし、多くの場合、こうした教育プログラムの有効性

は、いじめの件数や問題行動の減少といった数的なデータによって確かめられている(3)。確

かに、子どもの行動の変化を把握するためには、こうした数的なデータは意義をもつ。しか

し、筆者は、数的なデータによってのみでは教育プログラムの効果を正確に把握することは

難しいと考える。

なぜならば、子どもが実際に人間関係の技能を用いるためには、技能を使用するべき状況

を理解することが不可欠であるからだ。たとえ、「いやな事はいやだ」と言う技能を学習し

た子どもも、「いや」と言うべき状況を理解しなければ、技能は有効性を発揮しない。子ど

もがどんな状況でも「いや」と言い続けるのであれば、「いや」の技能は人間関係を改悪し

てしまう。子どもの行動変容に注目する技能重視主義の立場からは、技能を使用するべき状

況を子どもが認識する過程を明らかにすることは難しい。このように考えると、子どもが技
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能を習得するためには、必要な技能を学習するだけでなく、技能を使用すべき状況を規定す

ることが必要である。筆者は、教育プログラムによって、子どもの状況認識が変容している

のではないかという仮説をもって、CAPの事例を試論的に分析していく。

それでは、教育プログラムのどのような過程において、子どもの状況認識が変容するのか。

本研究ではこの過程を明らかにするために、子どもの状況認識の変容を「場」と｢他者」に

分けて考察する。

まず、子どもの「場」に対する認識の変容を捉えるために、本研究では、子どもの社会化

の過程を論じたG.H.ミード(1934)の理論を検討する。そしてミードの理論の中でもとりわ

け「一般化された他者」(generalizedother)の形成に注目する。本研究では、この「一般化き

れた他者」が、技能を使用すべき「場」を規定するものであると捉える。ミードは、「一般

化された他者」の視点は「共同体全体の規範」を表すと述べている(4)。そうであれば、子とﾞ

もは｢一般化された他者」の視点に従って、技能を使うべき「場」を規定できるようになる

と考えられる。例えば、子どもが「非暴力」という共同体の規範を身につけたならば、暴力

回避の技能は、「非暴力」の前提を脅かす暴力的な「場」において使用されるべきことが明

確に規定される。

次に、「場」に現れる「他者」に対する、子どもの認識の変容を考察するために、子ども

の｢他者性」の獲得に注目する。ここでいう「他者性」は、「他者に見られている自己の側面」

を表す。「他者性」を獲得するということは、他者が自己をどのように眺めているのかを認

識することである。教育プログラムにおいて、子どもによって技能が学習されても、誰に対

してそれを使用すべきかが理解されなければ意味がない。例えば、子どもが「性的虐待」さ

れる「場」を経験し、共同体の態度である「権利意識」に基づいて｢誰かに相談する」とし

ても、自己を性的対象として見ている大人に相談するのでは、その技能の効果は見込めない。

他者が自己をどのように眺めているのかを認識することは、誰に対して技能を使用すべきか

を規定するために不可欠な要素である。

以上の問題意識に基づき、本研究の目的を達成するため以下の課題を設定する。

課題1.子どもが技能を使用すべき｢場」を規定するためには、子と・もの中に「一般化された

他者」が形成される必要があることを明らかにする。

課題2．「場」において、子どもが技能を使用する相手を規定するためには、「他者性」の獲

得が必要であることを明らかにする。

課題3.CAPの事例を通して、子どもが技能を使用すべき状況を規定するための認識をもつ

ようになる過程を明らかにする。

2．分析の枠組

(1)｢一般化された他者」の形成による｢場」の規定

ミードによれば、子どもと他者との関係の発達段階は「プレイ段階」と「ゲーム段階」の

二つに分けられる。プレイ段階では、子どもは、母親のように親密な関係にある「意味ある

他者」(significantother)との相互行為を通じ、役割取得(roletaking)により自己意識を形成す
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る。次のケーム段階で、子どもは多様な他者の視点を組織化して自己の中に取り込み、「一

般化された他者」を形成する(5)。

本研究は、現在の子どもの生活環境からミードのいうゲーム段階が消失しているという問

題に注目する。子と、もの生活環境の変化を、子と、もの仲間集団に注目して分析した研究では、

現在の子どもの仲間集団が「縮小化と喪失化」していることが指摘されている。即ち、子とﾞ

も同士が接触する機会が減少したことにより、子と・もが集まって一緒に遊ぶことが難しい

(減少化）か、集まったとしても少数の仲間でしかない（縮小化）という(6)。こうした環境の

変化がもたらした現象として、子どもの人間関係の「私事化」現象が考えられる。子どもの

人間関係にも、社会に見られる私事化現象のように「人々の態度形成のパターンの中でも、

とりわけ人間関係の結びつきが弱く、集団への関わりも弱い｣(7)という特徴が見られる。こ

のため、本来はケーム段階で行われるはずの「一般化され･た他者」の形成が、現在の子と．も

の生活では行われ難くなっている。

自己の中に｢一般化された他者」が形成されれば、自己と他者とが相互行為を行っている

｢場」を規定することができるようになる。例えば、駅のホームで平気でタバコの吸殻を捨

てる人間には、駅のホームとはどういう「場」であるのかが認識されていない。駅という

｢場」には自分以外にも多くの他者が存在している。従って、自己は、複数の他者の視点を

組織化した｢一般化された他者」の視点から駅という「場」を規定し、タバコを捨てる行為を

すべきかどうか判断する必要がある。この例のように多くの行為にはそれにふさわしい場が

あるように、教育プログラムで学習する技能にもそれを使用すべき｢場」がある。この｢場」

を規定するのが｢一般化きれた他者」の視点である。

しかし、「一般化された他者」の形成が難しい生活環境にある現在の子どもは、人間関係

の技能を使用すべき｢場」を規定する明確な視点をもっているとはいい難い。従って、子とﾞ

もがその｢場」を規定するためには、教育プログラム自体が｢一般化された他者」を子どもの

中に形成する必要がある。そこで、本研究ではCAPが子どもの中に｢一般化された他者」を

形成する過程を分析する必要があると考える。

ここで注目したいのは、「共同体全体の態度」という「一般化された他者」の性質である。

CAPにおいて子どもの中に「一般化された他者」が形成されているとすれば、それは子ども

が属する共同体全体の態度を表していなければならない。また、「一般化された他者」は他

者との関わりによって形成されるものである(8)。

従って、CAPでの｢一般化された他者」の形成過程を分析する際に焦点づけなければなら

ないのは、どのような他者が、子どもに共同体全体の態度を示して｢一般化された他者」を

形成するのかという点である。

CAPは、「権利」学習を通して子どもに人間関係に関する技能を身につけさせる特徴をも

つ(9)。本研究では、特に、CAPにおいて子どもがどのような他者と関わりながら｢権利意

識」を形成していくのかという側面に焦点づけて分析を行う。

(2)｢他者性」の獲得による技能を使用すべき相手の規定

従来の研究は、他者性を、自己のものとは異なる｢異和的な志向作用の可能性」として捉
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え、自己が理解、接近できない他者の性質を論じてきた(10)。これに対し本研究では、他者

性の中でも特に、自己を映し出す鏡としての役割をもつ他者の性質に着目する(11)。従って

ここでは、他者によって眺められる自己の側面、とりわけそれまで自己自身が認識していな

かった側面を「他者性」として規定し直す。

本研究では、子どもが｢他者性」を獲得すれば、人間関係の技能を使用すべき相手を規定

できると考える。ここであえて｢他者性」の獲得に注目するのは、他者が自己をどう見てい

るかを子どもが認識する場合、思い込みによる誤解が生じやすいからである。例えば、誘拐

などの多くは、意図的に子どもに誤解させることで達成される犯罪である。いじめにおいて

も、いじめられている子どもは、周囲の子どもが自己を｢友達」として眺めているのか、「い

じめの対象」として眺めているのか、その認識ができずに苦しむ。これと同様に、技能を使

用すべき相手を規定する場合にも、他者が自己をどう眺めているのかを正確に認識すること

は難しい。

従って、教育プログラムでは、他者が自己をどう眺めているのかを、思い込みによる誤解

を排除して正確に子どもに認識させる必要がある。CAPの事例に即していえば、子どもが、

親密な他者に｢権利」を奪われるのを防ぐために、子どもの他者認識を変容させる必要があ

ると考えられる。この認識変容は、子どもが、親密な他者に対しても「権利」を守るための

技能を使用すべきだと規定できるようになることで達成される。本研究では、CAPの事例を

子どもの「他者性」の獲得に焦点づけて分析し、子どもがどのような認識をもつことで、親

密な他者をも技能を使用すべき相手として規定できるようになるのかを明らかにする。

3.CAPの事例分析

(1)対象と方法

まず、分析の対象であるCAPについて説明する(12)｡CAPは、米国「レイプ救援センター

(WomanAgamstRape,通称WAR)」によって開発された、子どもが自分自身の権利について理

解し、その権利を奪おうとするあらゆる暴力に対抗できるようになるための予防教育プログ

ラムである。子どもは、「子どもワークショッフ°」で、ロールプレイング（役割劇）を通して

自分自身の権利を守る方法を学習す~る。子どもは、誰もが「安心する権利」「自信をもつ権

利」「自由に行動する権利」をもつことを学び、その三つの権利を奪おうとする暴力に対し

ては、自信をもって「NO」と言って行動する、その場から立ち去る「GO｣、誰かに相談

｢TELL」する力を身につける。また、大人に対しても、子どもの虐待を理解し、その関わり

方を考える「大人ワークショップ」を行う。これらのワークショップは、CAPスペシャリス

ト養成講座で研修を受け、認可されたスタッフにより運営される。

我が国のCAPは、就学前の子ども、小学生、さらに中学生を対象とする。なお、本研究

では小学校高学年対象のCAPを対象とする。CAPの流れは以下である。

｢小学生高学年用プログラム』（所要時間約1時間）

1.導入一自己紹介権利とは安,L､・自信・自由の三つの権利

2．「いじめ」のロールフ°レイング
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a失敗例b友達と一緒に成功例c子どもが参加して成功例

＊「チクリ」と「相談」の違い

3．「知らないおじさん」ロールプレイング（誘拐）

a失敗例b護身術と特別な叫び声c友達と一緒に成功例

。子どもが参加して成功例＊安全な距離．逃げる・話す

4．「知っている大人」ロールプレイング（性的虐待）

a失敗例b成功例＊秘密の二つの意味

5．「信頼できる大人に話す」ロールプレイング

6.まとめ特別な叫び声の練習

次に、CAPを調査の対象として選定した理由について説明したい。一点目に、CAPの対

象は9～12歳の小学校高学年の児童である。子どもの発達理論によれば、この年齢は、思

考が具体的対象に縛られた「具体的操作」の段階から、具体的対象から自由になり抽象的な

観念を扱えるようになる「形式的操作」の段階へと移行する時期に当たる('3）。従って、具

体的な「意味ある他者」との関係性だけでなく抽象的な「一般化された他者」との関係性に

ついても扱えるようになる年齢の児童を対象とするCAPは、分析の対象として妥当である

と考えられる。

二点目に、CAPは権利意識の育成による「NO･GO･TELL」の技能の習得を、ロール

プレイングを通して展開する教育プログラムであることが挙げられる。CAPにおけるロール

プレイングにおいて、子どもは｢権利意識」に従って自己の行為を決定する。ここでのロー

ルプレイングは、「自分が属している集団との関係づけを通して自分自身を決めていく」('4）

ゲーム段階の役割をもち、「権利意識」は｢一般化された他者」の性質をもつと考えることが

できる。

さらに三点目に、CAPが｢性的虐待」を扱っている点が挙げられる。「性的虐待」は、子ど

もと親しい大人によって行われる場合が多い。「性的虐待」を回避する技能を習得するため

には、子どもが、親しい大人の｢他者性」を獲得し、「権利」を奪う相手として規定する必要

がある。即ち、子どもは、CAPの「性的虐待」に関する学習の中で、他者に対する認識を変

容していると考えられる。

次に、CAPに対する調査の概要について述べる。本研究では、1998年11月に千葉県公立

N小学校の高学年児童（30名）対象のCAPにおいて、児童に対する質問紙調査を行った。ま

た、同年11月、12月に茨城県公立T小学校の高学年児童対象のCAPにおいて、児童(11月

は34名、12月は23名）に対する質問紙調査(15)を行った。回収部数は、N小学校から28部

（回収率93％)、T小学校の11月のクラスから33部（回収率97%)で、全体で61部（回収率

95％）であった。さらに、それぞれのワークシヨツプに対する観察調査および関係者に対す

る聞き取り調査も併せて行った。なお、調査結果は特別な断りがない限り全ての結果を総合

して分析に用いる。特別な場合は、参考にした調査の方法を適宜明記する。

f)CAPの事例分析

(2)-1「権利意識」としての｢一般化された他者」の形成
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ここでは、CAPの示す｢権利意識」が、誰との関わりによって子どもの中に「一般化され

た他者」の視点として形成されるのかを明らかにしていく。

このために、CAPスタッフと子どもの関係性に注目することは有益である。CAPは学校

外で研究、開発されたプログラムであることは既に述べた。ここで特筆すべきことは、CAP

スタッフのほとんどが主婦などの地域の住民によって構成されており、学校教育と直接のつ

ながりをもたない点である。つまり、CAPは学校の場で実施されるが、基本的には学校教職

員以外の者が行う教育活動である。このために、CAPは学校における教師と子どもの関係性

とは異なる独自の関係性を、子どもとの間に築いていると考えることができる。この点は、

以下のCAPスタッフ養成トレーニング（スペシャリスト養成講座）の特徴に表れている。

【スペシャリスト養成講座の内容】

3日間の講義、演習形式のトレーニングである。この中で、防止教育の思想と理論、子ど

も虐待問題の基礎知識、子とゞも・大人ワークショッフ°の内容についての講義とロールプレイ

ングの演習、トークタイム（子と・もワークシヨップ後に設ける、子と．もとの相談の時間）の演習な

どが行われる。

【CAPスタッフの条件】

CAPは地域中心の市民活動であるので、教員や教育現場の人間をスタッフとして認可する

ことは避けている。例外的に教員や教育現場の人間がスタッフとして活動する場合にも、彼

らが関係をもっている学区内での活動は固く禁止されている。同様に、子どもの保護者が自

分の子どもの生活区域で活動することも禁止されている。これらの規制は、児童虐待の多く

が、子どもに身近な大人によって行われるという危険性を考慮したものである。こうして、

対象の子どもの生活に直接関わりをもたないスタッフによってCAPが実施されることが徹

底される。

CAPは、う。ログラム進行中にもスタッフと子どもの関係性を規定する構造をもつ。例えば、

スタッフは子どもに自分の名前を紹介するだけでその他の情報は一切提供しない。さらに、

自分たちが「先生」ではないことを明言する。また、子どもワークショップを大人が見学す

る場合は、基本的に2名以上の見学者は認められていない。このために、CAPは完全に学校

外のスタッフによって運営され、保護者や教師は基本的には大人ワークショップに参加でき

るだけである。

以上のことが、スタッフの存在を「外部からやってきた保護者とも教師とも異なる何者か」

として規定している。さらに、CAPはその実施に際して子どもの「権利」を尊重し、「安心、

自信、自由の権利」を奪うことがないように慎重に計画されている。つまり、子どもにとっ

てCAP自体が「権利」意識を具現化した｢他者」として現れるのである。これは以下の特徴

からも伺える。

・子どものプライバシーを絶対に守る姿勢。これは観察者、調査者への厳しい規制にも表れ

ている。この点は、本研究の調査に対しても厳しく要請された。

･CAP開始時に子どもの名前やあだなを確認して、ロールプレイングの中で実在の子ども

を連想させるような名前が使われることを防いでいる点。こうしたCAPの態度に接するこ
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とによって、子どもは自己を｢権利主体」として眺めるCAPの視点を認識する。

次に、本研究ではCAPに実施に関わった保護者の活動に注目した。これを茨城県T小学

校の事例に沿って述べていく。この事例の特徴は、CAPの実施に携わったPTAの活動の活

発さである。本研究で調査を行ったのは、1998年末に実施されたCAPであったが、同校の

PTAは既に前年1997年からCAPを学校において実施していた。具体的な経緯は以下である。

1997年5月の新聞記事でCAPを知った保護者が、同校でのCAP実施をPTA運営委員会

に提案した。この提案を受けて同年10月に実験的にCAPが実施された。実施後にPTAが行

った保護者に対するアンケートの結果は好評であった。1998年度に入学した1年生の保護者

に対するアンケートの結果、実施の継続がPTA運営委員会で決定される。同年1l、12月に

CAPを実施（本研究の対象)。さらに12月に実施された大人ワークショップに、PTAの勧め

で学校教職員のほぼ全員が参加したと同時に、近隣の小中学校から保護者の代表者が参加し

た。

PTAの活動の中心となった保護者が「CAPを同校で実施するまでの全ての仕事は保護者た

ちの手によって行われた」と述べているように、教職員の組織とは独立したPTAがCAP実

施に関する全ての仕事を行った。このような事例は非常に珍しいものと思われるが、同校の

事例は「一般化された他者」が形成される側面を明らかにするために有用な示唆を与える。

また、ここでは触れないが、調査を行ったもう一方のN小学校の事例も、CAP実施のため

に地域教育の推進団体が学校とは独立して自主的にCAPに依頼し、実施までに活発な活動

を行っている。

それでは、子どもにとって保護者はどのような存在なのであろうか。T小学校でCAPに参

加した子どもの中で、33名中25名が「何か（権利が奪われそうになったりして）困ったときに

相談する相手」として「親」を挙げている（自由記述式)。子どもは、「困ったとき」には相談

者である保護者のもつ規範意識に照らして、自己のとるべき行為を判断しようとしていると

考えることができる。

このように、保護者の態度は子どもが生活する当該の集団における規範となっている。即

ち、保護者は「意味ある他者」の中でもガースらがいうような「権威ある他者」である('6)。

従って、保護者がCAPを実施する際に積極的に活動し、自らもCAPに参加することは、

CAPの示す「権利意識」の視点が「権威ある他者」である保護者によって共有されることを

子どもに示す効果があると考えられる。即ち、保護者自らの活動によって、CAPの視点が承

認されたことになる。ここまで、「一般化された他者」の形成過程を明らかにするために、

CAPと子ども、保護者と子どもについて、それぞれの関係性を明らかにしてきた。次に、こ

れに関する具体的なCAPの内容を明らかにしていく。

CAPで行われる3種類のロールプレイングについて注目すべき点は、これらに登場する人

が「子ども同士」「子どもと知らない大人」「子どもと知っている大人」である点である。

CAPはロールプレイングを通して、子どもに、「権利」はどこでも誰に対しても守られるべ

きであることを理解させている。

CAPスタッフはそれぞれのロールプレイングが終わるごとに、劇の中で「権利」を奪われ

た子どもは「安心していたと思う？」「自信をもっていたと思う？」「自由だったと思う？」
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と質問している。こうすることで、子どもに、相互行為場面における関係性にはとらわれず

に「安心、自信、自由」というシンプルな「権利」意識に照らして、他者の行為を意味づけ

させている('7)。子どもも「今日教えてもらったことはと．ういう時に役に立つか？」という

質問に対して、場所に関しては「学校」から「帰り道」または「塾の帰り」など、相手は

｢変な人｣、「年上の人」や「知っている大人｣、「ともだち」などにわたっており、どこにい

ても誰からも「権利」は守られるべきだという理解がなされている（自由記述式)。

CAPでは｢安心、自信、自由」の権利を、必要な時に｢食べる」「トイレに行く」｢寝る」な

どの日常的な場面に置き換えて子どもに理解させている。ここでのねらいは、子どもが「権

利という言葉を理解し、自分の権利の具体例を挙げることができる」ようになることである。

子どもは「権利」を、自分たちが生きていく上で欠く事のできないものとして、具体的な形

で理解する。

しかし、これだけでは子どもの内面に「一般化された他者」が形成されていることにはな

らない。なぜならば、この時点では子どもはまだ「意味ある他者」との関係性を基準にして

｢権利」について考えているからである。このことはCAPの導入部分や、いじめロールプレ

イング後の会話に現れている。なお、以降参照する場面では、CAPスタッフは「CAP」子とﾞ

もは「子、子達」と記述する。場面中の（）内は筆者による補足である。

【CAPの導入部分】

CAP:「今日はどんな話をするか、何か聞いてる？」

子：「聞いてる。知らない人に誘われて一緒に来る？とか言われた時

【太郎君が上級生の桜井君に荷物をもたされるいじめロールプレイングの後】

CAP:「じゃあ、桜井君のような自信のもち方はどう思う？」

子達：「いやだ｡」「バカだと思う｡」「よくないと思う｡」

CAP:「よくないと思う？どうしてよくないと思う？」

子達：「いじわるだから｡」「暴力ふるってるから｡」

CAP:「いじわるだから？暴力だから？」

子達：「上級生だからいばってるから｡」「下級生いじめてるから｡」

｡」

子どもはこの時点では、「権利」を、「知らない人」や｢上級生」などの自己と親密な関係

性にない他者によって奪われるものと理解している。

次の段階で、CAPは「権利」を人間同士がお互いに守るべきものとして子どもに伝える。

即ち、子どもに「権利の双方向性」に注目させ、「権利」は自分たちが生活する共同体のも

つ態度であることを理解させている(18)。これで｢権利」は、共同体全体の態度である｢一般

化された他者」としての性質をもつようになる。この一面は、以下の場面やCAP進行中で

のスタッフの発言などに表れている。

【太郎君が桜井君にむりやり荷物をもたされるいじめロールプレイングの後】

CAP:「じゃあ、太郎君（いじめられっ子役）はどうしたら良かったと思う？」

23



子ども社会研究6号

子：「頭突きする」（さらに「いやだと言う」「断る」「逃げる」等の意見が出る）

CAP:「さっき、ちょっと聞こえたの。頭突きを食らわすって聞こえたの。じゃあさ－、さ

っき言ってくれたように太郎君がやっつけちゃえばいいのにって思った子いる？」（10

名の子どもが手を挙げる）

CAP:「いるよねえ、そういう気持ちになるよねえ。じゃあ、本当に太郎君が桜井君（いじ

めっ子役）をやっつけちゃったらと､うなると思う？」

（子どもがしばらく話し合う）

CAP:「みんな考えて。桜井君にはご飯を食べたり、トイレに行く権利ある？」

子達：「ある｡」

CAP:「あるんだよね、この安心、自信、自由の権利は誰にだってあるの。だから、太郎君

は、自分の権利を守るために桜井君の権利を取るようなことしちゃいけないの。誰か人

の権利を取らないで自分の権利を守る、その時にとっても役に立つことがさっきみんな

が教えてくれた、断るって言うこと、いやって言うことなの｡」

【CAP進行中に子どもが騒ぎ、スタッフが話ができない状態になったとき】

CAP:「みんな聞いてくれる？みんなには安心、自信、自由の権利があるけど、私にもおん

なじ権利があるよね？」

子達：「ある｡」

CAP:「じゃあ、みんなが私のお話を聞いてくれない時に、私には安心、自信、自由の権利

があると思う？」

子達：「……」

CAPはこのような場面を通して、子どもに「権利」は自分だけが守るものではなく、全て

の人間が相互に守るべきだと理解させる。質問紙からも、「自分には安心、自信、自由の権

利があると同時に、他の友達にも同様の権利がある」ことを48名が「よく」理解しており、

｢だいたい」を含めると61名全員が理解していたことが分かった。

CAPはまず、子どもがこれまで自覚していなかった｢権利主体」としての自己の側面を提

示した。次に、子どもによって、「権利」は自分が属する共同体全体の態度であることが理

解された。そして、ロールプレイングによる具体的な場面を通して、子どもに「権利」とい

う「場」を認識させている。次に、子どもが、「権利」という「場」において、親しい他者

に対しても技能を使用できるように認識を変容させていく側面を明らかにしていく。

(2)－2「他者性」の獲得による親密な他者の再規定

ここまで、CAPによって子どもに「権利」という「場」が認識される過程を明らかにして

きた。子どもは、自分の「権利」が奪われそうな「場」においては、他者に対して技能を使

用することで自分の「権利」を守るべきだと認識している。

次に明らかにすべきは、子どもが、どのような認識をもてば、「権利」という「場」におい

て技能を使用すべき相手を規定できるようになるのかという点である。子どもが相手を規定

するためには、相手の「他者性」を獲得し、相手が自己をどのように眺めているのかを正確
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に認識することが必要であった。これから、CAPにおいて、子どもが思い込みを排除して、

他者が眺める自己の姿を正確に認識する過程を明らかにしていく。

この過程を端的に示す一つ目は「安全な距離」の学習である。「安全な距離」とは、伸ば

した腕二本分くらいの距離であり、そこからは相手に捕まれる恐れがない。同時に、この距

離からも相手との会話は可能であり、相手に失礼にはならない。「安全な距離」は、知らな

い人の権利を奪うことなく（相手に失礼でない)、相手が自分をどう眺めているかを調べる方

法として学習されるのである。即ち、「安全な距離」は｢他者性」を獲得するための一つの方

法であると考えられる。

二つ目は｢性的虐待ロールプレイング」の事例である。まず、「親戚のお兄さんによる性的

虐待のロールプレイング（子と．もが被害に会う場面)」直後の子どもの他者認識は、以下のよう

に極めて直感的、感覚的なものであった。

【｢性的虐待のロールプレイング」で、太郎君が親戚のお兄さんにキスされた場面の直後】

CAP:「今、太郎君はどんな気持ちしてると思う？」

子達：「やだ｡」「不潔｡」「気持ち悪い｡」「太郎君は女？」

CAP:(子どもの質問に答えて）「太郎君は男の子｡」

子：「大学生のお兄ちゃんの方は？」

CAP:「お兄ちゃんも男の人｡」

子達：「え !」（驚きの様子）

この会話から、子どもに「性的虐待は男の大人が女の子に対して行うものである」という

思い込みがあったことが伺えた。しかしロールプレイングの設定は、その思い込みに反して

｢男の大人」対「男の子」であった。子どもは、自分たちの思い込みにとらわれて直感的、

感覚的に他者を理解しようとしていた。このために、「男」対「男」という関係性の出現に

よって「お兄さん」の行為の意味を理解することが困難になっていた。

しかし、次にCAPは子どもに｢お兄さん」との関係性を「権利」に照らして規定し直すよ

うに学習を進める。ここで注目されるのが｢悪い秘密」である。以下は上の会話の続きであ

る。

CAP:「太郎君の安心、自信、自由の権利あった？」

子達：「な－い｡」

CAP:「ないよね。お兄ちゃんが最後に言った言葉は何？」

子：「誰にも言うな｡」

CAP:「そう、誰にも言うなよ、二人だけの秘密だぞって言ったよね。みんなのお父さんお

母さんがみんなを抱きしめたり、赤ちやんのほっぺにチュってキスした時に、この事は

誰にも言っちゃいけないぞ、二人だけの秘密だぞって言う？」

子達：「言わな－い｡」

CAP:「言わないよね、普通言わないよね。安心できる触り方や、安心できるキスは秘密に

25



子ども社会研究6号

することないね。今、太郎君は安心してないよね、この事を秘密にって言われたんだけ

ど、これは良い秘密、悪い秘密、どっち？」

子達：「悪い秘密｡」

CAP:「悪い秘密だよね。この悪い秘密、太郎君は守らなきゃいけない？」

子達：「守らなくていい｡」

子どもは、「権利」に照らすことで「お兄さん」から性的対象として見られている自己の

側面を認識する。性的対象としての側面を自己の中に取り込むことは、「権利主体」である

子どもにとっては｢安心、自信、自由」を奪うことである。従ってCAPは、「お兄さん」か

ら獲得した性的対象としての｢他者性」を｢悪い秘密」に置き換えて考えさせ、「お兄さん」

を｢権利」を奪う者として再規定させている。即ち、ここで子どもは親密な他者の行為を｢一

般化された他者」の視点に照らすことで「他者性」を獲得していた。この会話は以下のよう

に続いていく。

CAP:「そう、これ、守っちゃいけないの。太郎君は誰に言ったらいいと思う？」

子達：「おばさん」（おばさんの家という設定で劇が行われた）「お母さん」

CAP:「じゃあ、太郎君はお母さんに話をしました。でも、そしたらね、お母さんは、何言

ってるの、お兄ちゃんはそんなことするわけないじゃないって、信じてくれなかったら、

太郎君と§んな気持ちになるかな？」

子：「だめ｡」

CAP:「太郎君どうしたらいいと思う？」

（中略：この後、「教育相談室に電話する」や「警察に行く」等の意見が出る）

CAP:「大事なのはねえ、ちゃんと彼の話を信じて、太郎君を助けてくれる人に出会うまで

繰り返し信頼できそうな人に話すことです。教育相談室の人でもいいし警察でもいいの。

お母さんがだめだったらお父さんでもいい、おじいちゃんおばあちゃんでもいい先生で

もいい。とにかく信じてくれる人に出会うまで何とか相談すること｡」

「お兄さん」が自己を性的対象として見ていることを認識した子どもは、「権利」を奪う者

として｢お兄さん」を再規定する。この場面を通して、子どもは｢お兄さん」を｢相談(TELL)」

の技能を使用すべき相手として理解するようになる。

CAPは続いて「いたずらされたことを学校の先生に相談する」ロールプレイングを設けて

いる。ここでは実際に学校の教師が先生役で登場する。このようにして、CAPは、子どもが

｢権利意識」に従って技能を使用すべき相手を規定することを、子どもにとって「信頼でき

る大人」である教師との関係性を用いることで保証しているのである。

4．結
今
冊

二
二
口

子どもが教育プログラムによって技能を習得するためには、技能を使用すべき状況の規定

26



教育プログラムによる子どもの認識変容に関する基礎的研究：森田

が必要であった。そこで本研究は、CAPの事例を子と．もの｢場」と｢他者」に対する認識変容

の側面に焦点づけて分析した。この結果明らかになった、状況規定に必要な子どもの認識変

容の過程は次の三つである。①「権利意識」が子どもの中に「一般化された他者」として形

成される。この際に、子と．もにとって「他者」であるCAPに提示された「権利」という視

点が、「権威ある他者」である保護者によって承認されるという過程が見られた。ここまで

で「権利」という「場」が規定された。②子どもは、「お兄さん」の行為を「権利意識」に

照らすことで、それまで親密な関係にあった「お兄さん」が、自分を性的対象として眺めて

いることを認識する。子どもは、「お兄さん」の「他者性」を獲得することで、「お兄さん」

が自分の「権利」を奪う他者であると規定する。ここまでで、「権利」という「場」におい

て、「お兄さん」が自己の「権利」を奪う他者であることが規定された。③①、②を経て、

子と今もは「信頼できる大人」に「相談(TELL)」するという技能を使用すべき状況を規定し

た。

CAPの有効性は次の二点に集約できる。①子どもを囲む他者との関係性を権利学習の場に

取り込み、「権利意識」という「一般化された他者」を形成する点、②子どもに「権利意識」

に照らして「他者性」を獲得させ、「NO･GO･TELL」の技能を使用すべき状況を規定で

きるように認識を変容させている点である。特に、①においてCAPが自らを｢他者」として

規定し、保護者との関係性を子どもの権利学習に活用している点は、学校外の教育プログラ

ムであるCAP独自の有効性であると考えることができる。

最後に、今後の課題を整理して本研究の締めくくりとしたい。本研究ではCAPワークシ

ョップの事例のみを対象としたため、分析の結果明らかになった点の一般性については確か

められていない。即ち、子どもの他者認識が日常生活の中でどれだけ変容したのかを検証す

るには至っていない。また、スタッフ主導で学習が進行するワークショッフ．形式が、子ども

の学習内容を一方的に規定してはいないかという点についても検証の余地が残る。この課題

を克服するためには、CAP実施後の子どもの生活において、人間関係の経験の広がりに注目

して詳細に調査する必要がある。この際には、子ども同士に限らず、子どもと地域の人間と

の関わりにも焦点を当てて考察を行うことが有効であろう(19)。即ち、CAP等の教育プログ

ラムが、子どもの人間関係の経験に与える影響を明らかにすることで、学校外の教育プログ

ラムの有効性をより鮮明に捉えることができると考える。今後は、このための調査手法や対

象事例の選定を精綴化していきたいと考える。

注

(1)本研究で扱うCAP以外にも、WinthropR.Adkinsにより開発されたLifeSkillsProgramは、我が国で

広く知られている(Adkins,1970およびJKYB研究会,1994)。また、まだ我が国では普及していない

が、共感(Empathy)、衝動のコントロール(ImpulseControl)、怒りの調整(AngerManagement)の三

つのスキルの学習を柱とした暴力防止の教育プログラムであるSecondStepは、米国において効果が認

められている(Grossman,1997)。

(2)本研究でいう技能重視主義は、スキルの欠如が人間関係の問題を引き起こすと捉える立場を示す。

これは仁平(1995)のいう「スキル主義」に端的に見られる。

(3)オルウエーズ(1996)142～143頁

勺司

竺ノ
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(4)ミード(1934=訳1990)166頁

(5)ミード同訳書156～176頁

(6)住田(1997)72～73頁

(7)森田(1996)213～233頁

(8)ミード前掲訳書164～176頁

(9)本研究におけるCAPに関する説明は、サリー・クーパー(1997)および筆者が独自にCAP関連の

団体から入手した資料に基づいている。

(10)例えば、大澤(1994,120～121頁）は「他者性」を、我々の日常に潜在化している行為の選択性

を照出させる「異和的な志向作用の可能性」と捉えている。

(11)青柳(1997)によれば、「他者性」を、自己の中にあって自分自身を映し出す鏡として捉えていたの

は、他者の視点を取り入れた主体論を論じたミハイル・バフチンである。また、Cooley(1902)もこ

うした他者の性質に注目して"Iooking-glassself(鏡に映った自我).'という概念を用いている。

(12)本研究の調査にあたっては、CAP団体のスタッフの方々から貴重な情報をいただいた。ここに記し

て感謝したい。

(13)江口(1979)99～117頁

(14)ミード前掲訳書171頁

(15)質問紙調査は、およそ以下の内容について行った。

権利意識（自分自身の権利と、友達の権利の有無）について。いやなことをされそうになったら何

ができるか（複数選択式、自由記述式)｡CAPの内容は実際と,のような場面で使用できるか（自由記

述式、複数回答)。自分が困っている時に、誰に相談しようと思うか（自由記述式、複数回答)。

本文中で触れていない質問紙調査の結果の概要は、以下である。

「いやなことをされそうになったらどんなことができるか」に対して、60/61名が「NO(いやとい

う)･GO(逃げる)･TELL(誰かに相談する)」の中の最低1項目以上を選択した。選択しなかった

1名の回答は、その他（蹴る）であった。

困っている時に相談する相手は、保護者（44)、友達（44)、教師（35)、保護者以外の家族(19)、

知り合いの大人（9）などであった（括弧内は回答者の人数)。

考慮すべき点は、この質問に対して「NO･GO･TFI.1.」ではなく、「蹴る」とのみ回答した子とﾞ

もが1名いたことである。CAPでは、「NO･GO･TFI.1,」が使えない時の緊急手段として簡単な護身術

を学習する。この子どもは、護身術があくまで緊急手段であるという点を理解していないと推測でき

た。実際に、CAP進行中のこの子どもの発言からは、この子と§もが護身術に対して非常に高い興味を

もっていたことが推測された。ここでの問題点は、CAPが暴力防止の教育プログラムであるにも関わ

らず、その内容を正確に伝えなければ、かえって暴力に対する興味を高める可能性があるという側面

である。この問題を克服するためには、特にCAP実施後の徹底した人権教育などの努力が必要であろ

う。

(16)ガースとミルズ(1953=訳1970)110頁

(17)CAPは、「権利という認識は、本来、本当にシンプルな考え方をされるべきもの」であり、「シンプ

ルなものであるからこそ、多くの異なった状況にも当てはまる」と考えている。これには、他者との

相互行為場面における複雑な関係性によって「権利」が様々に異なって捉えられることを防ぐ．という

目的がある。

(18)ミード前掲訳書163頁

(19)筆者は、市町村や区全体で学校教育に教育プログラムを導入する活動を行っている地域を対象とす

ることが有効であると考え、現在その選定を行っている。

28



教育プログラムによる子どもの認識変容に関する基礎的研究：森田

引用・参考文献

WinthropR.Adkins,1970,｡@LifeSkills:StructuredCounselingfbrtheDisadvantaged'',ThePど応0""どノα"。

G"ida"“ノリ"r"αJvo1.49,No.2,pp.108-116.

青柳悦子(1997)「デイスクールの思想家バフチンによる他者論」阿部軍治編『バフチンを読む」197~

218頁NHKブツクス日本放送出版協会

M･アーガイル/M･ヘンダーソン著吉森護編訳(1992)「人間関係のスキルとルール』北大路書房

CooIey,CH.,1902,〃以加α〃Ⅳ""どα"dIheSocjq/Oﾉ･"r,CharlesSclibner'sSons.

サリー・クーパー著、森田ゆり監訳、砂川真澄訳(1997)『｢ノー」を言える子どもに』童和館出版

DavidC.Grossman,1997,,fEffectivencssofaViolencePreventionCumculumAmongChildreninElementaly

SchooI'',Jo"ﾉ･"α/呼油EA"ze"cα〃Medi"IAF.Fockmo",vol.277,No.20,pp・'605-1611．

ガースとミルズ著古城利明・杉森創吉訳(1970)『性格と社会構造j青木書店

江口恵子(1979)「具体的操作から形式的操作へ」波多野完治編『ピアジェの発達心理学』99～117頁

国土社

JKYB研究会川畑徹朗編(1994)「学校健康教育とライフスキル』亀田ブックサーピス

森田洋司(1996)『｢不登校」現象の社会学」学文社

ジョニー･L・マトソン／トーマス･H･オレンディック著佐藤容子・佐藤正二・高山巌訳(1993)

『子どもの社会的スキル訓練』金剛出版

ミード、G.H着稲葉三千男・滝沢正樹・中野収訳(1990)「精神・自我・社会」青木書店（原著

Mead,G.H.,1934,Mmd,SeﾉfandSociefy,TheUniversityofChicagoPress)

ダン・オルウェーズ著松井寳夫・角山剛・都築幸恵訳(1996)『いじめこうすれば防げる』川島書店

大澤真幸(1994)『意味と他者性～MeaningandOthemess～」勁草書房

仁平義明(1995)「監訳者まえがき」ステイーヴ・ダック著『フレンズースキル社会の人間関係学一』

3～8頁福村出版

住田正樹(1985)『子どもの仲間集団と地域社会』九州大学出版会

(1997)「子どもの仲間集団と個性の形成」萩原元昭編著『個性の社会学」53～76頁学文社

29


