
研究論文子と．も社会研究8号J(ﾉ""l(ﾉﾉ〃C77"dS"dy,VoL8,June,2002:53-64

園生活におけるジェンダー形成の多重構造

佐藤和順・田中亨胤

｜問題の所在

学校は家庭と並んで現代社会における人的資本の側面から社会を再生産する重要な機関で

あり，当該社会の生産力に応じた能力と資質を有した労働力を養成し，当該社会の生産関係

を反映した社会的関係を形成する。現行の社会システムが労働力一般として男女を均質化す

るとともに，異質なものとして差異化するに伴って，学校教育も同じように男女を均質化す

ると同時に差異化している。こうした矛盾する二つの原則を基盤として，現行の社会や学校

は文化的再生産を繰り返しているのである。つまり学校教育には，ジェンダーおよび不平等

なジェンダー．リレーションを再生産する機能があり，一見男女平等にみえる学校文化には，

みえない側面が組み込まれているのである。

問題となるのは現在のセクシズムが，戦前の「みえる」あからさまな性差別制度ではなく，

市場を介した「自由な選択ないしは選好」(1)を通じてのセクシズム再生産システムとして確

立されていることである。片岡(1987)によると,1970年代末から80年代の教育におけるセ

クシズムに関する研究の多くは，学校文化の中の隠れたカリキュラムがセクシズム・イデオ

ロギーを伝達する機能を果たしていることを指摘してきた(2)。また森(1995)は，教育とジ

ェンダーをめく．る諸研究を概観すると「教師や教材に潜むセクシズムの告発」に終始してい

るものが多く，どのようにしてその「セクシズム」が教師や子どもの「現実」となっていく

のかというメカニズムについては，ほとんど解明されていないと指摘している(3)。必要とな

るのはジェンダー再生産がおこなわれる時期と，その具体的形成過程をみていくことである。

従来学校文化におけるセクシズムを論じる際に，幼・小．中．高と学校教育をひとまとめ

にして考えがちである。木村(1999)は，ひとくちに学校といっても，学校段階によって組

織や運営のあり方，文化は異なるとしている｡現代日本の学校教育をジェンダーの観点から

学校段階ごとに概観すると，次のような流れに整理することができる。まず，幼児教育段階

ではカテゴライズによる性別分離の基礎が築かれ，小学校では幼児教育段階の性別カテゴリ

ーを引き継ぎつつも，男女均質化の原則が強く支配する。しかし，中学校に進学する段階で，

性別の差異を強調する文化が，思春期という子どもの発達段階ともあいまって展開される。

高校段階では，中学校において生じた性別分化のプロセスが学校.学科選択によって本格的

に展開し，さらに卒業時点での高等教育機関への進学の有遜と進学先の選択によって，最終

(さとう・かずゆき兵庫教育大学連合大学院）（たなか・ゆきたれ兵庫教育大学）
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的な性別分化が完成する(4)。

子と．もたちにとって，その後何年にもわたって続くことになる学校教育の入り口にあたる

ものが，幼稚園･保育所である。幼児教育の段階では，性別によって入園が制限されること

は考えられない。保育においてもその他の活動においても，場を男女が共有しており，そこ

では男女平等の原則が支配的であるようにみえる。しかし，男女で共有される場の内部では，

性別が基礎的なカテゴリーとして多用されている。初めて男女別にグルーピングされるのは

幼稚園・保育所なのである。保育活動を展開する際に，「男の子」もしくは「女の子」とし

てカテゴライズされた集団にあてはまるものとしてそれぞれに指示を受ける。「男の子は青，

女の子は赤」というように，それぞれの性別にステレオタイプ的に色やシンボルをあてはめ

る行為が日常的に繰り返されている。幼稚園や保育所は，その後の教育システムを通り抜け

ていく子どもたちの認識枠組みのベースを作る場となっている。アップル(1986)によると，

イデオロギーの浸透は，幼少の頃になされるほど効果的であり、学齢期の間でも早期に行わ

れるほど浸透がはかられるのである(5)。男女の区別が，基礎カテゴリーとして幼稚園におい

て内面化されることの意味は大きい。幼児期におけるジェンダーのカテゴライズを，学校教

育による現行社会の安定を支える思想や理念形成の原点と捉えることができる。

そこでジェンダーの締め付けが学校教育の中でもゆるいということと，ジェンダー・バイ

アスがはじめてかかる集団という観点から，幼稚園におけるジェンダーの再生産の過程を具

体的に検討していくことは，今日のジェンダーの再生産論を考える上で有用である。

|｜研究の目的

幼稚園におけるジェンダーの再生産には，教育実践に二つの構造があるとする文脈と同様

に’二つの構造があると考えられる。一つは表層構造であり，容易に観察することのできる

ものである。もう一つは深層構造であり，容易に観察することができないものである。表層

構造は制服，教材，遊具，教師行動，座席配置，教師のことばがけ等のハード面での教育環

境であり,目にみえるストラテジーとして捉えることができる。一方，深層構造は表層構造

を規定するものであり教育活動自体，あるいは教師の教育観児童観，発達観などの目にみ

えない考え方や教育理念としてのイデオロギー等がこれにあたる。とかく教育研究の特徴は，

表層構造において表出するので表層構造のみを研究対象とする傾向にある。これまでのジェ

ンダー研究も，ジェンダー・フリー教育の実践にも現れているように，制服，名簿の順序等

の表層構造に関するものを対象として取り上げられることが一般的であった。下部構造にあ

たる，教師の教育理念としてのイデオロギー等の深層構造に着目している森(1989)の研究(6)

等はあるものの，深層構造と表層構造の両構造を関連づける研究は少ないように思われる。

教師の教育に対する考え方，あるいは性役割意識が，どのような過程でジェンダー再生産と

して表出するかを取り扱った先行研究は見受けられない。二つの構造を関連づけて教育活動

を捉えることは，教育研究の現実的な態度であると考えられる。深層構造は表層構造を規定

するものであり,深層構造にこそイデオロギー等の教育実践の特徴をみることができると思
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われる。

本研究では，第一に教師の性役割観に着目する。これは幼稚園におけるジェンダー再生産

の二重構造体の深層構造を成すものであると考える。性役割観は「男は仕事，女は家庭」的

な性による役割規範の違いに注目をするものである。それを尺度化することにより，単に性

差による社会的行動のあり方の違いを表出させるだけでなく，保育における教育実践の理念

としても捉えることが可能になる。

そして第二には，教師の性別による指導方法の変化，男女別の制服整列の方法に着目を

する。教師は，子どもの性差によって指導方法を変えるのか。男女別の制服や整列の方法を，

どのように考えているのか。これらの事柄に対する共感度をもって，教育実践の表層構造と

する。さらには，教師の性役割観の違いが，性別による指導方法の変化，男女別の制服，整

列の方法の認識といかなる関係にあるのかについても明らかにするものである。このような

研究態度は，ジェンダー再生産に関わる表層構造と深層構造との関連を捉えるものであり，

教育実践の改善にも有用であると考える。

1ll研究の方法

対象：広島県内および岡山県内の学校法人立私立幼稚園の教員

(16園･198名）

方法：質問紙調査

時期:2001年5月下旬～6月上旬

配布と回収の状況：表1

表l:質問紙の配布と回収の状況
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IV調査結果の分析

1）回答者の性別

回答者の性別については，表2に示す通りである。

表2：件別

男件女性合計

6.1(12)93.9(186)100.0(198)

※表中の単位は％（）内は人数。以下同じ
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2）性役割観尺度の作成

中西（1998）は，長い間業績主義が支配する場とみなされてきた学校もまた，「性」という

属性に基づく非対称的な知識が伝達される場であり，さまざまな性役割の社会化プロセスが

進行する場であると指摘している(7)。幼稚園においては，子どもが教師・友人とさまざまな

相互作用を営みながらジェンダーを形成していく。特に指導的立場にある教師がジェンダー

形成に大きな影響を与えていると思われる。本研究においては，ジェンダー再生産の深層構

造を成すものとして教師の性役割観に着目をするものである。性役割観は，単に性差による

社会的行動のあり方の違いを表出させるだけのものではなく，その人のライフスタイルを映

し出す生活や思考の全般に影響を与えうるものである。

教師が内面化していると思われる性役割観を，公的および私的領域における男女の役割分

担についての一般認識を問う五つの質問項目を合成して作成した質問紙を用いて尺度化を試

みた(8)。

具体的には「家族の重要な決定は最終的には夫がするほうがよい｣，「妻が外で働き，夫が

家事・育児を行う夫婦が増えてもよい｣，「女性はいざというときには仕事よりも家庭を優先

したほうがよい｣，「実力が同じでも，女性より男性のほうが上役に向いている｣，「今まで男

性に向くといわれた職業でも，女性はどんどん進出したほうがよい」等の質問に，「とても

そう思う」，「ややそう思う」，「どちらでもない｣，「あまりそう思わない｣，「まったくそう思

わない」の5つの選択肢を設け，各選択肢に得点を付した。

作成した尺度を用いて有効回答者198人の性役割観スコアを算出し，その分布状態から得

点の高いもの約40％を「伝統的な性役割観を内面化しているもの｣，反対に得点の低いもの

約40%を「流動的な性役割観を内面化しているもの｣，両者の中間に位置するもの約20%を

「中間的性役割観を内面化するもの」として分類した。「伝統的性役割観を内面化するもの」

（以下，「伝統的｣）とは，男性には公的領

表3：性役割観尺度による分類域 に お け る 職 業 達 成 を 期 待 し ， 女 性 に

は私的領域における母役割・妻役割を
伝統的42．4（84）

中間 的18.2(36) 期待する傾向の高いものである。「流動

流動的39．4（78） 的性役割観を内面化するもの」（以下，
合計100.0(198)

｢流動的｣）とは，逆にその傾向の低いも

のである。「中間的性役割観を内面化す※伝統的性役割得点：’0～0のである。｜中間的性役割観を内面化す
男性には公的 領 域 に お け る 職 業 達 成 を

るもの」（以下，「中間的｣）はその中間に
期待し，女性には私的領域における母

役割・妻役割 を 期 待 す る 傾 向 の 高 い も 位置するものである。それぞれの内訳
の

は，表3に示す通りである。
※中間的性役割得点；‐1～･2

「伝統的」はジェンダーを容認する伝統的性役割観を内面化しているもの

と流動的性役割観を内面化しているも 方向性が強く，男女の差を当然のもの
の と の 中 間に位置するもの

であると考え，性差による行動様式や※流動的性役割得点：‐3～－10

男性には公的領域における職業達成を思考様式，生活のあり方の差異を自然
期待し，女性には私的領域における母

なものとして受けとめ，性差別等のジ
役割・妻役割 を 期 待 す る 傾 向 の 低 い も

のエンダーに関する問題意識は低い傾向
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にあると考えられる。一方，「流動的」は「伝統的」よりジェンダーを否定的に捉え，男女

が同じスタンスに立つことが重要であり，性差別やジェンダーに関する問題意識も高い傾向

にあると考えられる。「中間的」は，両者の中間に位置するものと捉えることができる。

3）性役割観尺度とライフスタイルの関係

尺度化した性役割観を，具体的場面や事柄との関係において捉えるために，性役割観尺度

と回答者のライフスタイルの関連性を検証した。多くの女性にとっては就職と結婚・出産が，

男性以上にその人生において大きな転換点になると考えられる。本調査の回答者は93.9％が

女性である。このことから，ライフスタイルを二つの軸から想定することにした。一つは，

結婚・出産をしても職業継続を「希望する｣，「希望しない」という軸である。他方は，家庭

生活と職業生活を両立をする場合，どちらを自らの生活の優先項目にするかという軸である。

これら二つの軸からライフスタイルを四つに分類した。（図l)

Aは結婚や子育てを契機に職業継続を望まず，両立をはかる時も家庭を優先するタイプで

ある。Bは結婚や子育てをしながらの職業継続を希望しているが，仕事よりは家庭を優先す

るとするタイプである。cは結婚や子育てをしながらも職業継続を希望し，家庭よりも仕事

を優先するタイプである。Dは結婚や子育てを契機に職業継続を望まないが，両立をはかる

時は仕事を優先するタイプである。

性役割観尺度と四つのライフスタイルとの間には明らかな有意差がみられた。（表4）なお，

分析方法はクロス集計を行い，検定にはカイ2乗検定を利用した。確率は両側漸近確率であ

る。また分析はHALBAU(現代数学社）およびSPSS(SPSSInc.)を用いた。それぞれのソフ

家庭優先

B ABA

職業継続を希望する
←一一

↓一bC

伝
職業継続を希望しない

伝統的

中間的

流動的

仕事優先

図1：ライフス タ イ ル の 類 型

表4：性役割観尺度とライフスタイルのクロス表

A

32.2(27）

13.9(5)

15.4(12）

B

20.2(17）

52.7(19）

32.1(25）

C

190(16）

2.8(1)

34.6(27）

，

28.6(24）

30.6(11）

17.9（14）

合計

100.0(84）

100.0(36）

100.0(78)

合計22.2(44）30.8(61） 22.2(44）24.8(49）100.0(198）

X2=18.780df=6p.<0.001
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卜で検定を行った結果，ソフト間での検定値に誤差はほとんと認められなかった。そこで本

研究では,SPSSの出力結果を用いることとする（以下，統計処理に関しては同様)。

表4の結果に基づき，次の点が把握される。「伝統的」は，四つのライフスタイルのなかで，

A･Dのライフスタイルを希望する割合が高い。反対にB･Cのライフスタイルを希望するも

のの割合が低い。「中間的」は,Bのライフスタイルを希望するものが多い。「流動的」は，

B･Cのライフスタイルを希望する割合が高い。反対にA･Dのライフスタイルの希望をする

割合が低い。

職業継続の希望に関しては，「伝統的」は，結婚・出産退職を希望する割合が高く(A+D),

定年までの継続就業を希望する割合が低い(B+C)。これに対して，「流動的」は，定年まで

の継続就業を希望する割合が高<(B+C),結婚・出産退職を希望する割合が低い(A+D)。

家庭と職業の両立形態の希望に関しては，「伝統的」は，家庭優先(A+B)と仕事優先

(C+D)がほぼ同数である。「流動的」は，「伝統的」と同様に家庭優先(A+B)と仕事優先

(C+D)がほぼ同数である。職業継続希望に関しては性役割観の違いによる差異はみられる

が，家庭と職業の両立形態の希望に関しては差異はあまりみられない。

A･Dのライフスタイルは，わが国ではこれまで当然のことのように受けとめられて，多

くの女性がこのようなライフスタイルを選択してきた。一方B･Cは，最近の女性の社会進出

に伴い多くみられるライフスタイルの形態である。このように性役割観尺度とライフスタイ

ルの関係の面からは，「伝統的」は結果として伝統的ライフスタイルを希望する傾向にあり，

「流動的」は逆の傾向にあることが把握される。

4）ジェンダー概念の理解

学校は本来的には，男女平等という価値観を子どもに伝達することを建前とする場であり，

フォーマル・カリキュラムとしては男女平等を伝えるのが教師の職であることは自明であ

る。しかし，実際には，男女という性差を教師はどのように捉えているのであろうか。「男

の子らしさ」や「女の子らしさ」は，生物学的根拠に基づくものではなく，文化的社会的性

差であるジェンダーである。「男の子らしさ」や「女の子らしさ」があると認識していると

いうことは，ジェンダーを容認していることと同一である。ジェンダーを容認しているとい

うことは，ジェンダーの存在を認めることであり，ジェンダーの再生産にも深く関わってい

るのではないかと推測できる。そこで，ジェンダーという文化的社会的な性差に関する認識

を教師たちはどのようにもっているかということを明確にするために，『｢男の子らしさ」

｢女の子らしさ」というものがあると思いますか」という質問を行った。その回答の結果は，

表5に示す通りである。

「伝統的」は92.9％，「中間的」は72.7％，「流動的」は66.7％が，「男の子らしさ」や「女の

子らしさ」というものがあると考えているようである。性役割観尺度とジェンダー概念把握

の間には明らかな有意差がみられる。「伝統的｣，「中間的｣，「流動的」の順で，文化的社会

的性差であるジェンダーを容認しているのである。「伝統的」であるほど，ジェンダーに関

しての問題意識が薄いと考えられる。「伝統的」は，ジェンダーを当然のように考えている。

そこから，「伝統的」であればあるほど，「男の子らしさ」や「女の子らしさ」に基づく保育
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表5：「男の子らしさ」「女の子らしさ」について

伝統的

中間的

流動的

ある

92.9(78）

72.2(26）

66.7(52）

ない

7.1(6)

27.8(10）

33.3(26）

合計

100.0(84)

100.0(36）

100.0(78）

合計78.8(156）21.2(42）100.0(198）

x2=18．340df=2p.<0.001

というものを結果として展開しているのではないだろうかという仮説が生じてくるのであ

る。皮肉にも「伝統的」であることが，ジェンダーの再生産により関わっているのではない

かと考えられる。

なお，「流動的」においても66.7％がジェンダーを容認しているということも注目される結

果である。「伝統的」「中間的」「流動的」のそれぞれを合計すると,198人中156人(78.8%)

がジェンダーを容認しているのである。これは教師の大半が，ジェンダーを容認していると

いうことであり，教師にはジェンダー再生産を促すような傾向があるということを意味する

ものである。

5）「女の子らしさ」を増長する保育場面

家庭においては，両親は子どもの誕生以来，名前とともに「ぼく」「わたし」という覚え

られやすい代名詞を使うようになり，他人にも赤ちゃんに対して「男の子」として接するべ

きか，「女の子」として接するべきかを確実に分からせようとする。子どもに対する両親の

概念は，周囲のあらゆる人々に支えられて，絶え間なく子どもに「男の子」あるいは「女の

子」として重くのしかかるのである。例えば，「女の子」には「男の子」よりも多くのこと

を話しかける。青色系の服や自動車・鉄砲のおもちゃは「男の子」に，赤色系の服や人形は

｢女の子」に与えるというのはよくみられる現象である。「男の子のくせに泣くのではありま

せん」といった発言を誰もが耳にしたことがあるであろう。アスキューら(1997)は，親達

は自分が思うところの「男の子」「女の子」的性質・性格・行為を子どもたちに求めるので

あると指摘している(9)。

同様のことが，学校でもおこなわれていることは想像に難くないのである。家庭のしつけ

と同様に，ジェンダーを増長すると考えられる学校における具体的な場面，ここでは，表層

構造の一つとして教師の言葉がけに関する共感度に着目し，一つの尺度としてその関連を検

証する。

「5歳の女児が教室の床に足を広げてお人形遊びをしています。保育者が「みっともない

ですよ。足を閉じなさい｡」と言葉がけをしました。この事例に対して保育者としてどの程

度共感できますか｡」という質問に対して，「共感しない｣，「あまり共感しない｣，「どちらで

もない｣，「まあ共感する｣，「共感する」の5段階で回答を求めた。

「女の子が足を広げて座るべきではない」という考え方の根底には，女性は足を広げるも
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表6：「女の子らしさ」を増長する場面についての共感度
5合計4３21

100.0(84）

100.0(36）

100.0(78）

31.0(26）

50.0(18）

55.2(43）

33.2(28）

27.7(10）

12.8(10)

16.7(14）

5.6(2)

12.8(10）

14.3(12)

16.7(6)

14.1(11）

4.8(4)

0.0(0）

5.1(4)

伝統的

中間的

流動的

合計4.0(8)14.6(29)13.1(26)44.0(87)24.3(48)100.0(198)

※1共感しない2あまり共感しない3どちらでもない4まあ共感5共感する

X2=17.288df=8p.<0．027

のではないという性別ステレオタイプ°が存在する。「みっともないですよ。足を閉じなさい｡」

という言葉がけは，教師のステレオタイプを子どもに押し付けることになると考えられる。

｢女の子らしさ」への共感度の結果は，表6に示す通りである。

この質問に対して，「伝統的」は，33.2％が「共感する」と回答している。「まあ共感する」

と合計すると64.2％と共感度が高い傾向にある。この結果の背景には女の子が足を広げて座

ることに対して，女性としてなすべきことではないというジェンダーに縛られた価値観があ

ると思われる。「男の子は泣くものではない」という考え方と同様のものである。「まあ共感

する」に関して，「中間的」は50.0%,「流動的」は55.2%であり，いずれも過半数に達してい

る。このことは，「伝統的」ほどの共感度は示さないが，「女の子」として足を広げることは

みっともないことであり，足を閉じさせておくべきであると考えていることを反映するもの

である。「中間的｣，「流動的」にあっても，「女の子」に対しては思い込みジェンダーとして

の「女の子らしさ」を求めているのではないだろうか。

「みっともないから足を閉じなさい」と指導することは，教師が有している男性や女性の

動作からくるイメージを座るという身体操作に落とし込んで，教師のイメージする姿勢をと

らせていることにつながる。この女性らしい座り方を通して，子どもたちは教師の期待への

反応とジェンダー強化を同時になしえていると思われる。つまり，子どもの周りで日常的に

みられる男性・女性のステレオタイプ的な行動様式のイメージを，教師は身体操作を通じて

利用し，教師の指導に従わせるという当面の目的を達成しようとしているのである。これら

の操作は，園児をして教師への服従とジェンダーとの連結を実現せしめるものとなる。

子どもの有するステレオタイプが，教師の有する性別ステレオタイプにより強化されてい

るとみることができる。そしてその傾向は，これまでと同様に，「伝統的」に高い傾向があ

るのである。

6）幼稚園の男女別制服に関する意識

橋本（1995）は，男女別の制服は性に基づくカテゴリーの存在を可視化する機能を有する。

また，制服はほとんどが男児がズボン，女児がスカートであるから，性別ステレオタイプの

押し付けともなると指摘している('0)。学校は，その人の属性がどうであれ，その能力に応

じた報酬を与える業績主義的な場であると同時に，属性に応じた役割取得の場である。今日

の日本において制度上の属性主義は，ほとんど解消されているといえる。しかし，現在幼稚
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伝統的

中間的

流動的

1

2.4(2)

0.0(0）

7.7(6)
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表7：制服についての共感度

2

0.0(0）

5.6(2)

12.8(10）

3

21.4(18)

278(10）

35.9(28）

4

28.6(24）

27.8(10）

23.1(18）

5

47.6(40）

38.8(14）

20.5(16）

合計

100.0(84)

100.0(36）

100.0(78）

合計4.0(8)6.1(12)28.3(56)26.3(52)35.3(70)100.0(198)

※1共感しない2あまり共感しない3どちらでもない4まあ共感5共感する

X2=27.651df=8p.<0.001

園をはじめとする学校内部の性役割化は，そのようなフォーマルな側面より，インフォーマ

ルな側面における隠れたカリキュラムとして，その効力を発揮している。法制度やフォーマ

ル・カリキュラムの整備が行われたからといって，学校内部から属性主義が消えるわけでは

ない。暗黙の内に行われる性役割社会化，すなわち隠れたカリキュラムを通じた性役割の社

会化の特徴的なものの一つが，男女別制服の存在である。

「A幼稚園では男児はズボン，女児はスカートという制服を採用しています。あなたは保

育者としてどの程度共感できますか｡」という質問で回答を求めた。男女別の制服に共感す

るということは，意識している意識していないにかかわらず，教師の有している性別ステレ

オタイプを子どもに押し付けることとなる。ジェンダーの再生産にかかわっていると考える

ことができる事柄である。この質問に関する回答は，表7に示す通りである。なお，調査対

象の幼稚園では全園で，毎日制服を着て，登降園することになっている。

制服採用の共感度については，「伝統的」は，「共感する」と「まあ共感する」を合計する

と，76.2％と共感度が高いという傾向がある。反対に「共感しない」という傾向は2.4％と低

い。また「流動的」は，「どちらでもない」というものが35.9％となっており，「共感する」

と「まあ共感する」を合計すると，43.6％となっている。過半数に近いことに着目を要する。

そして，性役割観尺度と男女別の制服のあり方については有意差がみられ，「伝統的」が制

服に対して容認する傾向が強いことがわかる。このことは，「伝統的」が，隠れたカリキュ

ラムとしての男女別の制服の制度を介して，ジェンダーの再生産にかかわる傾向が強いとい

うことを示すものである。

男女別の制服を採用することについては，「伝統的」にとっては男女の特性は異なり，区

別も容易である（例えば，クラス運営が容易である）という理由から必要であるという傾向がみ

られるのではないだろうか。同様に「流動的」にも，男女の特性に関わらす，区別が容易で

あるという理由から制服の存在を肯定的に捉える傾向もあるのではないだろうか。概して，

幼稚園の教師の多くが，男女の特性は異なるので男女別の制服は必要であると考えている。

その傾向は「伝統的」に圧倒的に高くみられるが，「流動的」にも同様の傾向がある。

7）男女別の整列に関する意識

子どもを男女別に整列をさせることも男女別の制服と同じように，隠れたカリキュラムと

して性別ステレオタイプの押し付けとなるものである。制服は幼稚園全体の規定であり，教
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表8：整列についての共感度
草０４
１

一
三
口

△
ロ54３21

100.0(84）

100.0(36）

100.0(78）

25.0(21）

22.2(8)

23.1(18)

47.6(40）

41.7(15)

20.5(16）

ｊ
ｊ

９
ｊ
８

１
９
２

く
Ｉ
Ｉ

６
０
９

２
５
５

２
２
３ｊ

ｊ
ｊ
０

１
３
１

く
く
く

２
３
８

１
８
２１

3.6(3)

2.8(1)

7.7(6)

伝統的

中間的

流動的

合計5.1(10)7.1(14)28.3(56)23.6(47)35.9(71)100.0(198)

※l共感しない2あまり共感しない3どちらでもない4まあ共感5共感する

X2=21.141df=8p.<0.007

師自身の意図とは関係なく存在している制度である。しかし,子と§もを男女別に整列させると

いうのは，教師の意図のもと日常的に行われると考えられる指導方法である。男女別に子と§

もを並ばせることは，子とﾐもに自分は「男である」あるいは「女である」という認識を与える

ものであり，ジェンダーの再生産にかかわる要因である。男女別の整列は男女別の制服と同

様に，隠れたカリキュラムとして子どもに性別ステレオタイプを押し付けるものである。あ

る意味では,制服よりはるかにみえやすい,教師の意図が働きやすい事柄であると考えられる。

『子どもを，「男の子」と「女の子」を別々に整列させることをについて，保育者として

どの程度共感できますか｡」という質問に対する回答の結果は，表8に示す通りである。

性役割観尺度と男女別の整列に関する意識において有意差がみられる。「伝統的」は，男

女別の整列を当然のものと思い，実行しているために，ジェンダーの再生産にも積極的にか

かわっていると考えられる。男女別の整列に関する共感度については，「伝統的」は，「共感

する」と「まあ共感する」を合計すると72.6％と共感度が高いという傾向がある。反対に

｢共感しない」と「あまり共感しない」を合計した，共感できないという傾向は低い。また

｢流動的」は，「どちらでもない」というものが35.9％となっている。また「流動的」では

｢共感しない」と「あまり共感しない」を合計した，共感できないというものが，20.5％とな

っている。この結果は，「伝統的」に比すると高い傾向にある。なお，「流動的」にあっては，

｢共感する」と「まあ共感する」を合計した共感度が高いものが，43.6％と少なくないという

点にも着目を要する。

これらの結果から，教師全体に子どもを男女別に整列をさせることは，子どもの区別も容

易であり，指導も容易にできるという，ストラテジーとしての理由から必要であるとする意

識傾向がみられるのではないだろうかと推測される。「伝統的」は，男女別の整列を指導の

方法上からも必要であるとみなす傾向が強い。「流動的」にあってもその傾向があるが，「伝

統的」ほどではない。

V考察

本研究の目的は，ジェンダーの再生産の表層構造とそれを規定する深層構造との関連を捉

えようとするものである。深層構造を成すものとしてジェンダーの再生産と関わりが深い，

62



園生活におけるジェンダー形成の多重構造：佐藤・田中

性役割観尺度を取り上げ，表層構造として男女の違いによる指導の違い，男女別の制服，男

女別の整列等を取り上げた。今回の質問紙調査から分かることは，以下の点である。

1性役割観尺度とジェンダー再生産の間には関連がある。ジェンダーを再生産するよう

な要因は，伝統的性役割観を内面化しているものほど共感し，容認する傾向がある。

2性役割観尺度によりその程度は異なるが，教師全体に，ジェンダー再生産を促すよう

な要因を容認する傾向が認められる。

1については，統計学的処理を行い，その有意差を調べたところ，性役割観尺度と，ジェ

ンダーにかかわる保育場面や事柄の間には明らかな関係があることがわかった。つまり伝統

的性役割観を内面化しているものは，中間的もしくは流動的性役割観を内面化しているもの

に比して，ジェンダーの再生産を促すと思われる要因に寄与する傾向が高いということであ

る。伝統的な性役割観を内面化するもの，換言するならばジェンダーを肯定的に捉えている

教師は自らの保育においても，ジェンダー要因を容認し，ジェンダーの再生産を促している

ということである。このことは，深層構造が表層構造を規定するという意味において関連し

ていることを示すものでもある。

2については，伝統的な性役割観を内面化しているもの，中間的性役割観を内面化してい

るもの，流動的性役割観を内面化しているもの，これらのいずれもその程度は異なるが，男

女の特性からみた男女の区別がしやすいという点から，男女別の制服・整列を容認する傾向

にあるということである。つまり，男女別の制服や整列で育ってきたと思われる現在の幼稚

園の教師の多くの者にとっては，男女別の制服は当然のものとして存在し，性役割観尺度に

関係なく男女別の制服・整列を受け入れている。このことは教師が，自己の性役割観に関わ

らず，時として「男の子」と「女の子」を公然と区別しているということである。教師が，

スムーズなクラス運営のストラテジーとしてジェンダーを用いているということを意味して

いる。そしてそのことは，教師全体がジェンダーの再生産に寄与しているということである。

宮崎(1991)によると，園児や児童を統制する手段として幼稚園や小学校で使用される制

服に代表されるような性別カテゴリーは，集団を区分するという本来の目的とは別に「性は

区分されるものである」というリアリテイを内面化させる機能をもつ。このような性別カテ

ゴリーは，「性」以外のカテゴリーを集団区分の基準にしてもよい場面においてもきわめて

頻繁に使われており，性役割の社会化の一端を担っていることが明らかになっている(11)。

幼稚園において教師は，自ら意識をすることなくジェンダーの再生産にかかわっているので

ある。そして，その傾向は伝統的な性役割観を内面化しているものの方が，ジェンダーを肯

定的に捉えているだけに，高いと考えられる。

このような結果は，常識的であると考えられるかもしれないが，幼児教育におけるこのよ

うな先行研究にあっては，蓄積が十分ではない。そこに本研究の意義を見出せるのではない

だろうか。

深層構造が表層構造を規定するという意味において関連があるということは，セクシズム

の問題解決を目指す際に，一つの示唆を与えてくれる。これまでのセクシズム解消のために

行われてきたジェンダー・フリー教育は，とかく教育研究の特徴は表層構造において表出す

るので，表層構造のみを研究対象とする傾向にあった。しかし，制服，名簿の順序等の表層
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構造に関するものを変えても，それは表面的な変化にすぎず，問題の根本的な解決には至ら

ないのではないだろうか。なぜならば，制服や名簿といった表層構造を表出させているのは，

深層構造であり，深層構造の改革が問題解決には欠かせないと考えられるからである。深層

構造を成す，教師のイデオロギー等の変革なくしてはセクシズム解消は不可能である。

教育現場で，セクシズムがもっとも問題となるのは，教師が隠れたカリキュラムに気づか

ず，ジェンダーの再生産に加わっていることである。このことは、性役割観尺度による差異

はあるものの教師全体に，ジェンダー再生産を促すような傾向があるという本研究の結果か

らも容易に推測される。教師がセクシズム，ジェンダーの再生産に関して問題意識を有する

ことが重要であると考える。ジェンダーの再生産をもたらす要因は保育の場面において，

性々にして自明なものとみなされている。特に保育に携わる教師たちは，違和感なくこれら

の要因を受け止めるかもしれない。このことにこそセクシズムの原点がある。教師が保育を

展開するにあたって，隠れたカリキュラムの存在を認識し，注目を払うことが必要になる。

幼稚園における保育は，いわゆる教科教育とは異なり，決まった教科書等を用いない。知識

よりも，環境に重点をおき，経験を重要視し，生涯にわたる人間形成の基礎を培うことが大

切であるとされる。この意味からも，フォーマル・カリキュラム以上に，隠れたカリキュラ

ムに焦点を当てる必要性があると考えられる。

幼稚園の教師のみならず子どもも，慣習や規則，制度が変化すれば，その変化を特に問題

視することなく，簡単に受容する柔軟性がみられることであろう。まず，小さな一歩である

が，保育者のジェンダーに対する意識を明確にすることが幼稚園教育段階における教育改善

の具体的一歩につながると考えられる。
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