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ジェンダー・フリーの知識と

ジェンダー化の経験の葛藤

生活世界の視点から－

1．問題の所在

氏原陽子

1980年代後半以降、学校や教室での「隠れたカリキュラム」としてのセクシズムがジェ

ンダーを再生産することが指摘され、1990年頃からは、学校現場でも望ましい方策を盛り

込んだ指導手引が作成されるようになった｡このような流れを受けて､｢隠れたカリキュラム」

としてのセクシズムの問題を解決するべく、ジェンダー・フリー教育が提唱されるようにな

った。

「ジェンダー・フリー教育」の言葉を浸透させたのは、東京女性財団の研究プロジェクト

の一つ、ハンドブック『若い世代の教師のためにあなたのクラスはジェンダー･フリー？』

の刊行だった。そこでは、ジェンダー・フリーとは、ジェンダー・バイアスにとらわれない

ことと定義され、ジェンダー・フリー教育を進める方法の一つとして、授業を通して、子ど

もたちにジェンダー・フリーの知識を伝えることが提起された。

これは今日、ジェンダー・フリー教育実践として実を結び、多くの実践報告や教材提案が

出されている（')。また、生徒が男女差別やジェンダーを認識するようになったという、ジ

エンダー・フリー教育実践の成功例も報告されている（森,2000,中台,2000,藤枝,2001)。

しかし、子どもたちにジェンダー・フリーの知識を伝えても、残される問題があるのではな

いだろうか。

第一には、子どもたちはジェンダー・フリーの知識に抵抗する。小川・森の実践報告では、

事実婚で子どもがいる女性の生き方に、生徒が「子どもがかわいそう」と発言したり、恋愛

関係で男女が上下関係になると論じる田嶋陽子の文章に、男子が感情的に反発する(2)（小川・

森,1998)。

第二には、第一の点と関連するが、子どもたちはセクシズムをもっている。子どもたちの

セクシズムは根強く、改姓で不利になった人について学習しても「女が改姓し、男はそのま

ま」と考えを変えなかったり（小川・森，前掲書)、男女差別についての講演を聞いても、「あ

っていい区別も世の中にはある」「『同等で異なった物』を探さないといけない」などの感想

(うじはら・ようこ三重短期大学）
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を述べる者がいる（高槻三中男女共生教育プロジェクト,1999)。しかも、相対的に差別される

ことが多い女子も、セクシズムを変更することはない。

第三には、教師はジェンダー・フリーの知識を伝える一方で、ジェンダー・バイアスにと

らわれる。田中(1999)は3つの練習問題のうち2つで、ジェンダー・バイアスにとらわれ

て自己を判断したり、他人に行動を押しつけることはよくないと、ジェンダー・フリーの知

識を伝える。しかし残りの1つで、遊びをジェンダーで分けるべきではないとする生徒の発

言に、「一般的にそういう区別ってあると思う」と、ジェンダー・バイアスにとらわれたコ

メントをする。発言した生徒から、2つの練習問題での発言との矛盾を指摘されると、理想

と現実を区別する必要性を説く。これによって、数人の生徒が「授業は理想だけ、現実は現

実」と自分の価値観をあまり変更させない態度をとったとはいえないだろうか(3)。

子どもたちのジェンダー・フリー知識への抵抗やセクシズム、教師のジェンダー・バイア

スの問題は、彼ら．彼女らのジェンダー化の経験(genderedexperiences)と密接にかかわっ

ている。そこで、ジェンダー化に関して重要な二つの論点を指摘してみよう。この作業は遠

回りでも、ジェンダー化の概念を理解する手がかりになるからである。

第一の論点としては、子どもは出生時に、身体的な性に基づいて特定のジェンダーに割り

当てられる。そして、その割り当てにしたがって、服の色や形、おもちゃといった物が提供

されたり、行動や外見に関して解釈がなされたり、相互作用がもたれたり、能力や発達に関

して思い込みがなされる。そして、子どもと親の相互作用がふえるにつれ、また学習の機会

が広がるにつれ、子どもは文化が彼らに期待する差異を、行動に示し始める(Lott,訳書)。

第二の論点としては、ジェンダー、すなわち男性性／女性性は多様であり変化している。

複数の男性性／女性性の中から特定の男性性／女性性の様式をとることは、男性・女性や男

子・女子が採用する役割や彼ら．彼女らがそれを遂行する文脈によって力強く形成される。

この複数の男性性／女性性には、優勢な男性性／女性性と劣勢な男性性／女性性の権力関係

が存在する(Deay,2001)(4)。

第一の論点は、ジェンダーの社会化概念に位置付けられるものである。ジェンダーの社会

化とは、子どもが親や仲間、教師などの相互作用を通して、ジェンダーによってしるしづけ

られた一員となることを意味する。親や仲間、教師などの社会化エージェントへの着目は、

ジェンダーの社会化概念の大きな利点と言える。しかし、子どもたちが性の二分法のもとで、

単一の男性性／女性性に社会化される客体として位置付けられがちで、その男性性／女性性

が確固としたものとしてとらえられるといった限界が存在する。

第二の論点は、フェミニストポスト構造主義のジェンダー概念を示している。フェミニス

トポスト構造主義のジェンダー概念は、子どもたちや教師が主体的に多様なジェンダー（複

数の男性性／女性性）を構築すると考える。ジェンダーは言語実践であり、それによってセッ

クスが産出されるという前提に立つために、ジェンダーは多様であり、流動的なものとして

とらえられるのである。しかし、性の二分法を拒むことで、現実の性差別を十分に問題視す

ることができないといった問題を抱えている。

本稿で言うところのジェンダー化の概念は、ジェンダーの社会化概念の利点と、フェミニ

ストポスト構造主義のジェンダー概念の利点を併せたものである。「ジェンダー化」の言葉
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を表題にした著書、荻野美穂『ジェンダー化される身体』では、ジェンダー化は「＜女＞お

よびく男＞という性の違いが所与の前提として設定された文化の中で、それにそって訓|育さ

れ、立ち上げられ、生きられていく」（荻野,2002,i頁）ことと定義されている。言い換え

れば、ジェンダー化は、ジェンダー（男性性／女性性）として社会化され、表象され、生きら

れる過程である。そこでは、フェミニストポスト構造主義のジェンダー概念に立脚しながら

も、性の二分法のもとでジェンダー化された身体のありようが描き出されている。

本稿はこの著書のジェンダー化の定義を採用し、ジェンダー・フリー教育実践の中で、ジ

ェンダー‘フリーの知識が子どもや教師のジェンダー化の経験と葛藤する様相を、性の二分

法のもとで明らかにしようとする。一部の学校を別にすると、ジェンダー・フリー教育の授

業時間数は少なく、周辺的な印象は免れない。しかし、教師が実践に取り組み始めたことは

確かである。実践を行なう教師との橋渡しをするためにも、これを明らかにすることは意義

がある。

2．分析の理論的枠組みと対象

(1)理論的枠組み

ジェンダー・フリーの知識と子どもや教師のジェンダー化の経験との葛藤の様相を明らか

にするのに、現象学の言葉、「生活世界」は示唆を与えてくれる。シュッツによると、生活

世界はわれわれ一人ひとりがそこに生み込まれる自然的、社会的な周囲世界であり、われわ

れがその存在を自明視している世界である(Schutz,1970a,訳書,194頁)。社会的世界は、

われわれの日常生活を超越しており、生活史の構成要素となるが、この中に社会的地位や威

信のカテゴリーを生み出すジエンダーが存在する(Schutz,1970b,訳書,259-260頁)。

また、生活世界での経験は、行為によって入り込む具体的な事物や事象の至高の現実、子

どもの遊びの世界や狂人の世界のような空想や想像の世界、芸術の世界、夢の世界、科学

的思考の世界といった、それぞれの意味領域によって、まとまりのある現実として構成され

ている。多元的現実の中では、至高の現実以外の意味領域は「没現実的」としてみなされる

(Schutz,1970a,訳書,35頁)。

シュッツの論を進めて、江原は生活世界を判断の争い、現実の定義の争い、リアリテイの

争いとしてとらえる。江原によると、主題化する意識作用、主題化される事柄・事物、判断

そのもへの判断から構成される判断は、ひとりの成員の思考過程、相互作用過程、制度過程

といった3つの次元で矛盾を生じ得る（江原，2000，88－93頁)。このうち、ひとりの成員

の思考過程､相互作用過程は、ジェンダー･フリー教育実践を分析する際に重要な次元となる。

生活世界の視点によると、子どもたちや教師にとって、ジェンダーは自明のものものとし

て、至高の現実として解釈されがちである。彼ら.彼女らが生み込まれる社会では、ジェン

ダーは性の二分法のもとで、安定したものとして位置付けられている。これを揺らがせ得る

のがジェンダー・フリーの知識であり、ジェンダー化の経験との間で判断の争いが生じる。

これまでの実践報告では、先に述べたように、生徒のジェンダー・フリーの知識への抵抗

やセクシズムが断片的に指摘され、教師と生徒間の判断の争いに目が向けられるだけであっ
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た。しかし判断の争いは、ひとりの教師の思考過程や生徒間でも生じ得る。ジェンダー・フ

リーの知識を伝える教師であっても、子どもたちより先にそれにアクセスしただけであり、

ジェンダー化の経験を免れることはできないし、セクシズムをあまりもたない子どもも存在

する。

そこで本稿は、教師と生徒だけでなく、生徒間、ひとりの教師の思考過程における判断の

争いにも目を向けることで、ジェンダー・フリーの知識とジェンダー化の経験が葛藤するよ

り多層な様相を明らかにする。

(2)分析対象

筆者は以前から、中学校でのジェンダーの構成に関心を抱いてきた。それは生徒が高等教

育への配分を左右する高校への進路選択に直面し、思春期に入る時期であること、女性教師

が少なくなることからだった。中学校では学校の制度や文化のさまざまな面において、男女

の差異、男性の優位性が強調されるという指摘もある（木村,1996)。また教師のジェンダ

ー観調査でも、小学校教師では、性別によって異なる態度や男らしく、女らしくという考え

方を肯定する者はそれぞれ32.0％、44.8％なのに対し、中学校教師では51.38%、77.98%

と、中学校教師のジェンダー・バイアスにとらわれる割合が高い（鈴木,1999)。

本稿は、A県の小規模公立中学校で、家庭科を通じてジェンダー・フリー教育実践に取り

組む女性中堅教師、中先生（仮名）のジェンダー・フリー教育実践を分析の対象とする。中

先生は教職歴としては中堅だが､1999年度に観察校に異動してきた。異動年度の終わりには、

担任の中学2年生を対象にした性教育のイニシアティブをとるなど積極的に活動し、校長か

らも教育への熱心さを評価されていた。中先生がジェンダーの概念と出会ったのは、1997

~1999年に在籍した教員養成系大学院であった(5)。

筆者が観察したのは､中学3年生の家庭科(必修)､保育領域のまとめの授業(6)で､題材は｢豊

かな男女の人間関係をめざして」である。観察期間は2年度にわたり、1999年度は全3ク

ラス2時間分の授業を2000年2月23日、24日、3月1日、2日に、2000年度は2クラ

ス3時間分の授業を2001年2月14日、21日、28日に観察した。観察は中先生の了解の下、

教室の後方に座り、フィールドノートへの記入とテープレコーダーの録音により行った。

家庭科は、中学では1958年版、高校では1960年版の学習指導要領の改訂から、1989

年版の学習指導要領の改訂により中学、高校とも男女共学家庭科が成立するまで、特性教育

論に基づいて、女子のみ必修であった。家庭科がジェンダーの再生産を担ってきた反省から、

家庭科でこそ積極的なジェンダー・フリー教育を行う必要があると提起されている。

3．分析と考察

(1)生徒の生活世界とジェンダー・フリーの知識

①ジェンダー・フリーの知識への抵抗

1999年度第1時間の授業は、ジェンダー・ステレオタイプに気づき、それにとらわれな

いことを目標に、色のジェンダー・ステレオタイプヘの気づきから始まった。中先生は「も
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し生まれ変わるなら？」アンケート結果として、黄色で男子、女子と書いた下に、いずれも

ピンクと水色で表した円グラフを黒板に貼り、割合が大きい水色（＝青）が男女どちらへの

生まれ変わり希望なのかをたずねた。

中先生：青いのが女子だと思う人？今、どういう視点でそう思った？

M1:先生の性格で。

中先生：なに？（数人の笑い声）

M1:性格ひねくれてさあ、()

中先生：そう？なんでさあ、青を女にするとひねくれるの？

M1:だってさあ、「男はなんか青」なんていうの頭にさあ、あるじゃん？

Mは男子（）は聞き取れなかった言葉

中先生が行なった事前調査によると、生徒はピンクを圧倒的に女の子の色ととらえ、青、

グレー、黒、緑を男の子の色ととらえるというように、色のジェンダー・ステレオタイプを

もっていた。これに対して、中先生は以前、生まれたばかりの男の子の写真を大きくカラー

コピーして、画用紙でピンク色の服を着せて、生徒に提示して性別をたずね、服をめくって

ペニスがあるのを確認させたことがあった。しかし、色のジェンダー・ステレオタイプを逆

に提示する中先生は、M1から「性格ひねくれて」いるとみなされる。その後、今回は意図

的にジェンダー・ステレオタイプ．に従った色を提示したことを告げると、M1から「やっぱ

りひねくれている」と言及された。

生徒はジェンダー・ステレオタイプに気づくが、ジェンダー・フリーの知識を伝える教師

を「おかしい」「変」とみなすことで、ジェンダー・ステレオタイプを強化している。これ

は、生徒がジェンダー・フリーの知識に対処するよう、授けられていないからである(Sarah,

1980,p.159)。ステレオタイプが打破すべきものなのだと生徒に認識させるには、現実を批

判的にとらえることのできるものの見方や考え方の枠組みを、既に生徒が身につけている必

要がある。それがない状況では、ステレオタイプ°についての学習は、期待に反し、一部の子

どものステレオタイプ信奉を強化する(Askew&Ross,訳書,152頁)。

また、男子は「女の視点をもつこと」に抵抗した。中先生が出張で不在だったクラスでの

課題プリント（2000年度第2時間）をみると､父母や恋人の男性からの｢家庭に入る」や｢働く」

メッセージを投げかけられた女性のセリフを、「自分だったらどう言うか」記入する4つの

課題に、女子は15人全員が記入していたのに対し、男子は16人中、2つの課題に4人が、

2つの課題に5人が未記入だった(7)。

公立高校入試を目前にする生徒にとって、家庭科は入試科目には含まれておらず、劣勢な

学校知の1つである。また和泉市の「小・中学校における男女平等意識・実態調査報告書」

(1998)によると、他の入試科目に含まれない体育や美術と比べても、家庭科を「好き」と

答える生徒は少なく、家庭科の学習への動機付けは低い。さらに家庭科を別にすると、教科

書では男性の登場人物が多く描かれ、授業での話題も男子に関心のある話題で占められてき

た。

優勢な学校知は男性中心的な知識から構成されてきたと言えるが、それは日常知とも一致
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する。子どもたちは既に5．6歳で、「男＝優・強、女＝劣・弱」という価値付与的二項対

立のカテゴリー認知を運用している（河出,1992)。また後に詳述するように、生徒の多くは

男性優位構造を自明視し支えているし、教室を支配するのも男子である。

ジェンダー・フリーの知識として、男性中心的な知識の偏重を修正するべく、女性中心的

な知識を紹介しても、もともと学習への動機付けが低い科目での知識であり、優勢な学校知．

日常知の両側面からもなじみがなく、自分たちの優位性を脅かすといった理由から、男子か

らの抵抗を受けるのである。中先生自身が教鞭をとったクラスでも、男子から「女でない」

とする声があがったことを考えると、学校知を権威づける教師が不在であるために、より大

きな抵抗を受けたといえる。

②ジェンダー・ステレオタイプへの挑戦

生徒のジェンダー・ステレオタイプに、教師や他の生徒が挑戦する事例もみられた。挑戦

を通して、挑戦された生徒だけでなく聞き手の生徒も、ジェンダー・ステレオタイプに疑問

を持ったり、ジェンダー・フリーの知識に同調するかもしれない。そこで、挑戦が最も頻繁

にみられた1999年度第1時間の授業から、3つの事例を取り上げてみよう。

[事例1］

中先生：なぜ男への生まれ変わりが多いのか、考えてください。（中略）

M2:え－。楽そうだから。

中先生：あ－．なんで女は楽じゃない？

M2:え－．なんかいろいろと。神経使ってそうだから。

中先生：男子は使わないってこと？

M2:あ－．え－．

中先生:M2、使わんかもしれんけど、M3は（数人の笑い)｡M3は()｡

M2は「女＝神経を使う」と発言するが、中先生から「男＝神経を使わない」のかたずね

られ答えに困る。中先生は神経を使うM3の存在を言及するが、数人の生徒が笑う。中先生

はそれを無視し、「神経を使う／使わない」が性差ではなく、個人差であることを示唆する。

[事例2］

中先生：女の子たちに。女に生まれてよかったというのはどういうことですか？

F1:ズボンもスカートもはける。

中先生：あ、そうか。女に生まれてよかった、ズボンもスカートもはける○

F2:男がスカートはいてもいいやん。

M4:カスケードのボーカル、スカートはいとるやんねえ。

男女不明：ほんま？

M5:はいとる。はいとる。

M6:そうだよなあ。

M7:イギリスの人は（バグパイプを演奏する時一引用者）スカートはいとるやん。
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Fは女子

F2の「男＝スカートをはいてもよい」発言をきっかけに、M4は男性歌手がスカートを

はいていることを指摘する。M5、M6がそれに同調すると、M7はイギリスの男性がバグ

パイプ。の演奏時、スカートをはいていることを指摘する。ここでは、マスメディアで流され

るジェンダー・フリーの情報が生徒の生活世界を構成している。

［事例3］

中先生：どちらに生まれ変わりたい？

M8:男性派で、女子に比べて運動神経がいい。

M9:格好ええ1

M10:F3さんとかどうなるの？

F3:何てこと言うのよ1

M9:例外だって。

中先生：誰が例外なの？F3さんか？

F3:私って女性の範囲にないの？入っているよね？

M8の「男＝運動神経がよい」発言はM9に称賛されるが、MlOがF3の存在を指摘する。

F3は県大会で上位の成績を残している陸上選手で、陸上では彼女に負ける男子が少なくな

い。F3は運動神経の個人差を実証する例であるが、彼女は指摘されたことに反発し、M9

は彼女を例外扱いした。そこで、中先生はF3が例外視されているかを、F3は自分が女と

してみられているのかを確認した。

3つの事例のうち、事例3は挑戦がすぐ、に棄却されている。そこでは、運動神経のよい

F3が「例外」としてとらえられる。この解釈過程を考察するのに参考になるのは、後の展

開で、「女に生まれなければよかった」20項目のうち、絶対変えられないもの（＝セックス）

を答えるよう求められると、「高校野球に出られないこと」をあげた生徒が少なくなかった

ことである。つまり、運動神経はセックスの問題ととらえられるために、それに当てはまら

ないF3が例外視されたのである。F3にとって、例外視されることは、「女らしさ」の枠か

らはずれることと同義である。F3はその後、同じ質問に答えるよう指名されると、「みんな

が『女らしくない』というくらいなら、男に生まれ変わった方が…」と、性の受容度を揺ら

がせていた。

事例1･2は挑戦が受け入れられ、生徒の意識変化を促すように見えるが、詳細に分析

していくとそうではない。両者には男らしさの問題が関わっている。事例lでは、中先生が

M3の存在を言及すると、笑いが起こっている。M3が後の展開で、「親から『男らしくない』

と言われる」と発言していることをふまえると、男らしくない男子は神経を使うが、男らし

い男子は使わないと受け入れられるといえる。事例2では、芸能人やバクパイプの演奏時で

ない限り、男子はスカートをはきにくい。

実際、中先生に後日、事例3のF3が「女らしくない」とみなされることで問題を抱えて

いるのではないかとたずねた際、「女らしくない」とみなされている女子以上に、「男らしく

ない」とみなされている男子が問題を抱えているという回答があった。中先生の回答を裏づ
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けるように、授業でも、女への生まれ変わりを希望する男子の名前を中先生が予想して言及

すると、「無記名アンケートになってないじゃん！」と男子が反発する様子が観察された。

男子間の力学の中で、男子が「女らしい」と分類される行動をしたり、女への生まれ変わ

りを表明することは抑えられる。それは､｢男らしい」男子を頂点とする男子間の力学の中で、

底辺に位置付けられることを意味するからである。何が「男らしさ」なのかが問われない中

では、「男らしさ」に関わる男子の意識変化を促すことはできないだろう。

③男性優位構造の見えにくさ・表明しにくさ

ジェンダーが社会的・文化的性だけでなく、両性の権力関係を包含する概念である以上、

ジェンダー・フリーの知識として、両性の権力関係を扱うことは重要である。しかし、社会

科・公民的分野で学ぶ職業での男性優位構造一男女の賃金格差・昇進の差、女子の就職

差別ユを別にすると、男性優位構造は見えにくい。男性優位構造を指摘する生徒がいた

としても、それは相手にされないことが多い。1999年度第1時間の授業では、次のような

やりとりがみられた。

中先生：女子で、女でよかったなあっていう点、どんな点がよかったか。（中略）

F4:(女に生まれ変わりたいんではなくて－引用者）私も男。

中先生：どんな点で？

F4:出席番号1番から。（男子の大きな笑い）

中先生：男が先。初めてそういう意見が－。（男子の笑いがしばらく続く）ここ1

番で、MIlくんなのね。Mll、大事なことだと思うんで。なんか総代で、1番

に登るのMllだから、きしつとMllだけ最初から真中から登るんでしよ。卒

業式でははえるよね？

Ml2:はえる。

観察した地域では、男女混合名簿の普及はゼロに近く、「男が先」の出席番号を問題視す

る生徒はまれである。F4以外、それを指摘する者はなく、教師が他のクラスでF4の発言

を言及しても、関心を示す生徒は殆どなかった。またF4の発言は、男子から笑われた。教

師が卒業式の総代のMllが「はえるよね？」と確認して、やっとMl2から同意された。

その後には、普段から男性優位構造に異議を申し立てるF5が、男子からひどいからかいに

あっていた。F5が発言する前に、男子は想定できるF5の発言を次々に言及していた。

Ml3:(F5が次に指名されるのに気づき）男だよ。

F5:私は男。（男子の笑い．拍手）

MI3:ほれみい。

中先生：なんで－？

Ml3:平等じゃないから。あれ－？

中先生：男子だよ。男子。

M13:男子の方があれだから。
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Ml4:奴隷。

F5:男子の方がF6ちゃんと一緒で、社会とか出ると－．

男子は権力的な地位を維持するために、F4やF5の発言を笑わったりからかったりして

攻撃する。先に指摘した小川・森の実践報告で、恋愛関係で男女が上下関係になるとする田

嶋陽子の文章に、男子が感情的に反発したのも同じ構図である。男子からの攻撃は、女子が

男性優位構造の問題視を表明する障害となる。

また、F4やF5，F6、他にも「経済的に優位になり、男がいばる」と指摘し男子を敵視す

る女子がいる一方で、多くの女子は男性優位構造を自明視している。2000年度第1時間の

授業では、ビデオ「見えていますか。家庭の中の男女平等」（東京女性財団制作）を視聴した。

第1話で「家の代表は夫。あなたはどう思いますか？」と課題が出されたが、疑問を持った

女子は1人で、いつも保護者の名前が父親になっていることを言及しただけだった(8)。

仮に、男性優位構造を問題視する女子が多くいたとしても、それを男子の目前で表明する

ことは、男子からの攻撃だけでなく、異性愛的な関係を構築・維持するという理由からも抑

えられる。思春期という時期にあって､異性愛的な性指向をもつ生徒は､異性への関心が高い。

異性愛的な関係の中で、男子は無意識のままに、男である自分が男女の関係において主導

権をとるべきだと思いこんでおり、それが傷つけられるとアイデンティティそのものが崩れ

てしまうほどのダメージを受ける（伊藤,1993)。男性優位構造の問題視を表明することは、

男子の男性性を揺らがせるものであり、そのようなことをする女子は、継続的な異性愛的な

対象とはなりえないのである。

女子もこのような男子を支える。2000年度第3時間の授業で、異性愛的な関係の中で、

女が男につくすことを共感するかどうかが女子に質問されると、答えた18人のうち、共感

する者は10人だった。つくしたいと考える女子にとって、男性優位構造の問題視を表明す

ることはつくすことと矛盾する。男子につくして、異性愛的な関係を構築・維持していくこ

とは、情緒的であれとする「女らしさ」とも一致する。また、特定の親密な異性愛の対象が

いることが少ない中学生という時期にあって、そのような対象がいることは女子からの称賛

を受ける。つまり、男女間の力学、女子間の力学の双方において、女子が男性優位構造の問

題視を表明することは抑えられるのである。

(2)ジェンダー・バイアスにとらわれる教師

授業の中で、中先生は重い荷物を運ぶのを男子に、清書や片づけを女子に頼むといった、

ジェンダー・バイアスにとらわれることがあることを正直に語っていた。しかし、ジェンダ

ー・バイアスはそれだけにとどまらなかった。

最も問題なのは、第一に、「子どもは母親が必要」といったメッセージである。2000年

度第2時間の授業で、性別役割分業に関連して女性の生き方が問われたが、男女ともに「子

どもは母親が必要」だからと、一時中断型の働き方を希望する者が多かった。そこで、中先

生は「子どもは母親が必要」な例として、自らの生活世界での経験一テスト採点で忙し

い日に、夫が一番下の息子と遊び風呂に入った後、自分が下の娘と一緒に風呂に入ろうとし

たら息子が怒ったことを語る。
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中先生は夫と育児を半分ずつ分担したいと思ってきたが、上の2人の子どもの育児は中

先生が殆ど負担してきた。その後、夫が留学中にホストファミリーの男性が積極的に家事．

育児を負担するのを見て衝撃を受けたこと、一番下の息子が生まれた時、中先生が大学院に

通っていたことから、夫は休日に息子の育児を負担するようになったのである。しかし、息

子が怒ったその日、中先生から息子の世話を頼まれていたにもかかわらず、夫は最初、仕事

を言い訳に早く帰宅しようとせず、中先生から再度説得されてようやく帰宅したのだった。

また、夫が息子と一緒に風呂に入るのも珍しいことだった。

このような夫との育児のアンバランスは、中先生の生活世界の経験を構成していた。中先

生の生活世界の経験は、生徒のそれとも一致する。生徒の母親の多くは一時中断型の働き方

をしており、父親は一家の生活を背負い仕事に打ち込むために、育児を十分には負担できな

いでいた。また、自分たちが将来家庭をつくっていくとしても、授業の中で、育児を「絶対

嫌」とする男子が女子に比べて多いことが明らかにされ、女子は男性に育児の負担を期待で

きないことを経験してきた。結局のところ、このメッセージは､生徒の新性別役割分業観（男

は仕事、女は仕事と家庭）を強化している。

第二に、男子への厳しい対処が直視されない。1999年度第1時間の授業で、落ち着きの

ないM15が「男子は殴られやすい」と発言した。これは、男子が家庭や地域、マスメディ

アなどで活発であれ積極的であれと社会化され自らもそのように構築してきたことと、静か

であれ従順であれという学校で求められている生徒像とが矛盾することを示している。要領

のよい男子は、社会化され自ら構築してきた男性性をとりあえず脇におき、学校で求められ

る生徒像のように振舞うが、そうできない男子は厳しい罰の対象になる。男子の厳しい対処

は、まさにジェンダーの問題である。

ところが、中先生はMl5の発言に対して、「それは男子だからじゃなくて、Ml5だから

じゃないの～？」とコメントし、「男子の方が元気」とジェンダー・ステレオタイプ°に基づ

いた行動の差にすり替えた。このように男子への厳しい対処が直視されないことは、上司か

らの叱責や時には理不尽におもえる扱いにも、涙をみせず耐えねばならないという、企業社

会の倫理を男子に教え込む「隠れたカリキュラム」となる（木村,1999,85頁)。

第三に、性別カテゴリーが使用されたことである。性別カテゴリーは、「性は区別される

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（宮崎,1990)。中先生は参加型の

授業実践を目指し、できるだけ多くの生徒に発言機会を与えようと、しばしば座席順に生徒

を指名していた。座席の列は男女別であったが、異なる性の列に指名を移したり、最初にあ

る列を指名する際、事例2にもみられるように、性別カテゴリーが用いられることがあった。

これは自発的な発言が男子に多いこと、つまり、男子が教室を支配しがちなことを教師が認

識し、ジェンダーに公正な相互作用を意図することが原因となっている。

また、中先生は先に指摘した課題プリント以外にも、女の視点を入れた実践を展開する中

で、中先生は男子から適切な意見が得られないと、「やっぱ女の子に聞いた方がいいかもし

れん」と発言し、「異なる性は理解できない」とするメッセージも伝えていた。思春期の生

徒にとって、性差は身体的な性差として表面的にも立ち現れてくるだけに、このメッセージ

は自明なものとして受け入れられていく。
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4．結論

これまで概観してきたように、ジェンダー・フリーの知識と生徒や教師のジェンダー化の

経験は葛藤していた。教師は生徒のジェンダー・ステレオタイプヘのとらわれをなくそうと

様々な工夫をしていたが、なかなかそれが受け入れられない。また、教師や他の生徒からジ

ェンダー．ステレオタイプへの挑戦がなされても、挑戦がすぐ､に棄却されたり、男らしくな

い例として受けとめられ、生徒の意識改革につながらなかった。

生徒間の集団の力学も働いていた。教室を男子が支配したり、男性優位構造を問題視する

女子が男子から攻撃されるといった男女間の力学が存在していた。また男子間、女子間にお

いても､｢男らしさ」「女らしさ」をめく、る力学が存在していた。これらの力学はいずれも､｢男

らしい」男が権力をもつ、従来の両性の権力関係を支える働きをする。

興味深いことに、男子は男であること以上に、権力をもつこと、あるいは有利な性である

ことに固執していた。1999年度第1時間の授業で、女子の1人が「社会に出ると、男の人

はいろいろ大変」と発言すると、男子は口々に、女子への生まれ変わり希望を表明していた。

本来、男子にとって女子への生まれ変わりを表明しにくい状況があるが、女の方が有利な性

であると認識されると、その状況は一転する。男子は男が社会的に権力をもち、有利な性で

あることから、性を受容しており、女が有利な性になれば、性の受容度は低下する。

教師も自らのジェンダー化の経験から、ジェンダー・バイアスにとらわれていた。これは

他の教師にも共有される。「子どもは母親が必要」については､中先生の前任校の男性教師も、

娘の入院に付き添いに行ったら「なんだお父さんか」と言われたり、幼い子どもに父母のど

ちらが好きかたずねたら「おっぱいがあるからお母さん」と言われた経験をしていた。教師

のジェンダー化の経験は、生徒のそれとも一致するために、新性別役割分業が再生産されて

いた。

男子への厳しい対処も、A県は全国的にも管理教育が厳しい県として知られており、他の

都道府県以上に、男子は厳しい管理の対象に置かれやすい。その一方、教師文化の中で、体

罰は容認されない。教師は男子に厳しい対処をとることを認識していないわけではないが、

それを当事者から指摘されると教師としてのアイデンティティが揺らいでしまうので、男子

の行動へとすり替える。男子の「問題行動」ゆえに、厳しい対処がとられるのだが、「元気」

と位置付けることで、「問題行動」とする視点さえ捨象するのである。

性別カテゴリーも、授業運営や教室を支配しようとする男子の存在に気づき、公正な注意

を向けようとしたり、男子がジェンダー・フリーの知識を、自分の問題として受けとめられ

ない現実に直面する際に使用される。これは、他のジェンダー・フリー教育の実践報告にも

しばしばみられる。

本稿は、中先生という一人の女性教師の家庭科を通じての、ジェンダー・フリー教育実践

を分析の対象とした。生活世界の視点を重視すれば、男性教師の他の科目を通じてのジェン

ダー・フリー教育実践をはじめ、より多くのジェンダー・フリー教育実践を分析の対象とし、

同じような葛藤が存在するのかを検証することが求められている。

70



ジェンダー・フリーの知識とジェンダー化の経験の葛藤：氏原

本稿で明らかにした問題を示すジェンダー・フリー教育実践は少なくないのではないだろ

うか。舘(2000)は、生徒の境遇の同質性が高く、異質の階層、人種・民族、ジェンダーが

ぶつかりあう葛藤のダイナミズムがないと、自分たちの生活世界のなかでの発想しか浮かん

でこず、教師もそんな生徒たちの想像力を拓くカリキュラムを提示することが出来ない場面

では、ジェンダー・バイアス（ステレオタイプ）の再刷り込みや行きづまりの認識が生じるこ

とを指摘する。

ジェンダー・フリー教育を実践する教師の多くは、生徒たちの想像力を拓くカリキュラム

を提示しても、意識を変化させることが困難な生徒がいると実感しているのではないだろう

か。より多くのジェンダー・フリー教育実践を分析すると共に、実践を進めるために、欧米

での実践報告などを参考に、カリキュラムの例だけでなく、授業での相互作用を含めた具体

的な提言を行なうことを今後の課題としたい。

注

(1)単行本として刊行されたものとして､実践報告では小川真知子･森陽子（小川･森,1998参照,以下、

小川・森の実践報告と表記)、橋本紀子他『両性の平等と学校教育」（東研出版,1999)、教材では

大阪府同和教育研究協議会「男女共生教育」プロジェクト『じぇんだぁ・ふりぃBOX－男女共生

への第一歩を踏み出すための教材集一』(大阪府同和教育研究協議会,1998)､金井景子『ジエンダー・

フリー教材の試み－国語にできること』（学文社,2001)などがある。

(2)女子は「同感、もしくは一部共感する」が33．8％と最も多く、「反発を感じる」は9.8％に対し、

男子は「反発を感じる」が一番多く22.2％、「一部共感する」が9.2％である。

(3)田中はこれを問題視するが、自らのジェンダー・バイアスに気づいていない。

(4)文献では、女性性についての論が展開されているが、男性性についても同じことが言えると考えら

れる。

(5)大学院に入学したのは、性教育を深めたいとする考えであったが、後の指導教官から、性教育がジ

ェンダーにとらわれていると批判を受けたという。

(6)1999年8月に中先生にインタビューした際に、授業実践を観察させてほしい旨を伝え、観察を許

可されたのがこの授業であった。この場を借りて、中先生及び観察中学校に感謝の意を表したい。

(7)「家庭に入る」「働く」メッセージに関連して、それぞれ2つずつの課題があったが、いずれも、そ

のうちの1つは4人が未記入、もう1つは5人が未記入だった。

(8)ビデオで登場する小学校の女子が母親に、保護者の名前がいつも父親であることに疑問を投げかけ

ていたので、同じ疑問を言及しただけである。
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