
研究論文子ども社会研究12号Jo"r"αIQ/c"〃sr"dy,I'b.ﾉ2,､/""e,2006:3-14

不登校現象にみられるジェンダー問題

－経験者の「語り」から

青田泰明

1．問題の所在

1960年代後半の女性解放運動の台頭以降、わが国においてジェンダーは重要な問題であ

り続けている。近年では、社会的・文化的性差からの解放が教育界においても志向され、学

校という制度的空間は「ジェンダー不平等をはじめとして社会のさまざまな不平等や差別・

抑圧の構造を変えていく文化的拠点｣(藤田2003:187)としての役割を求められている。

しかしながら、伝統的な男性性・女性性は、学校や家庭だけでなく地域やメディアを通じて、

子どもたちに依然として根強く内面化され、あらゆる事象に対する彼らの意識や行為を方向

付け、規定していると考えられる。

ジェンダー問題はさまざまな社会的場面において複雑かつ多様に存在し、それは不登校現

象においても例外ではない。臨床の現場に立つ精神科医やカウンセラーは、中学校段階で

の不登校の男女比には偏りが見られることを指摘しており（岡崎ら1980、若林1983、稲

村1988他)、それは不登校現象の性差に関する先行研究をまとめた佐藤(2005)や稲村

(1994)による報告とも符号している。また社会学領域においても、森田(2001)が、不

登校経験に対する評価や、中学校卒業後の進路形成に性差が見られることを指摘している。

不登校をめぐる従来の議論は、青年期の移行プロセスにおける不安定性の中に問題を位置付

けているにもかかわらず、そこに内包された男女差を分析から捨象しがちであった。しかし

ながら、家庭や学校、地域やメディアを通じて無自覚のうちに内面化される「ジェンダーと

いうカテゴリー装置はあらゆる社会的場面の秩序化に関与するカテゴリー装置であり」(江原

1989:52)、人々の意識や行為を規定する一つの心的構造として日常的に機能している以上、

そこにジェンダーの視点は欠かせないものと考えられ、またそれは的確な不登校理解を導く

ことにもなるだろう。

本稿が取り上げる調査対象者たちは、いずれも小学校もしくは中学校時代に不登校(')を経

験し、高校への進学を契機に登校復帰を遂げている(1名のみ高校進学予定)。彼／彼女た

ちにとっての不登校経験は、自身の「教育ルートからの離脱｣、または「学校規範からの逸

脱」であり、逆に高校進学という経験は、「教育ルートへの復帰」であり「学校規範への統

合」であった。そのような克服過程において、彼／彼女たちは自身の置かれた環境と現実を

(あおた・やすひろ慶応義塾大学大学院）
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どのように受け止めていたのか、またその意識にジェンダー規範による影響は見られるのか。

もしもジェンダー規範が影響を及ぼしていたならば、それはどのような側面に強く見られる

のか。本稿では、不登校経験児5名に対するインタビュー調査から得られた知見に基づき、

上記課題を明らかにしていく。また、調査対象者の総数やサンプリングの面からも、本稿は

一般化を目的としたものではなく、あくまで仮説構築を志向した研究として位置付けられる

と考える。

2．不登校研究におけるジェンダー分析

不登校問題における性別差異は、治療やケアという臨床の場においては自明の課題として

捉えられながらも、それに焦点化した研究は、膨大な不登校研究の蓄積の中では決して豊富

であるとは言い難い。また、文部科学省が毎年発表する学校基本調査においては、そもそも

地域や学校種別ごとの不登校児童数や出現率に男女内訳が記載されておらず、そこには不登

校問題における男女差への社会的関心の希薄さが顕在化しているようにも思われる。

そのような中で、心理学的研究や精神医学的研究としては、大学病院に蓄積された来院不

登校児データから、男女の就学率の上昇と不登校における性差の縮小との関連を指摘する若

林(1983)や、島根県内の小学校・中学校・高校全校を対象にした質問紙調査から「性別

は男子に多かった｣(岡崎・小野田・稲垣・小滝1980:74)と述べる岡崎たち(1980)に

よる研究、また、自身の臨床経験から「加齢とともに男子よりも女子がなりにくい｣(稲村

1988:102)とする稲村(1988)の研究などが挙げられる。また国や地域といった広範囲

を対象とした統計調査においては、不登校の男女差に関する量的研究の歴史的概観を行った

佐藤（2005）が、「それぞれの機関が独自の基準のもとに『登校拒否』と判断したケース数

によっていることに留意しておく必要がある」(佐藤2005：68－69）と述べつつも、「どの

報告においても登校拒否は男子に多い｣(佐藤2005：67）ことを指摘しており、これは稲村

(1994)による「一定地域全体や国全体の調査では男子がかなり多い｣(稲村1994:68)と

の指摘とも符号している。また社会学領域においては、森田(2001)が、現代教育研究会

による「不登校に関する実態調査一平成5年度不登校生徒追跡調査報告書」(2)の調査データ

から、不登校経験に対する評価と、中学校卒業後の進路形成に性差が見られることを指摘し、

男子生徒に不登校が多く、また卒業後は「フルタイム就労率が男性に高率であり、不登校で

学校に行かなかったことを後悔するものが多く、不登校経験が現在の自分にマイナスの影響

を及ぼしていると感じる者が多い｣(森田2001:18)ことに言及している。

しかしながら、従来の議論の多くは、客観的事実としての男女差を指摘しながらも、その

差異を生み出す要因について具体的に言及することはなく、また生成要因に迫ったとしても、

こうした差異を発達段階上の本質的な性別差異と見なし、社会的な性別役割規範に基づく差

異として捉える傾向にはなかった。伝統的なジェンダー規範による役割期待の圧力は、不登

校経験に差異を生じさせる一要因として関心を持たれながらも、分析の中核に位置付けられ

るまでには至っていなかったといえるだろう。しかしながら、家庭や学校などの社会的「場」

を媒介として内面化されるジェンダー規範が、私たちの行為や役割を規定している以上、不
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登校に直面する子どもたちの意識についてジェンダー的視点を向けることの必要性と重要性

は、疑いの余地が無いことと思われる。またその際、不登校経験の生成要因にのみジェンダ

ー的差異を見出すのではなく、不登校経験の途上に身を置く子どもたちの意識に対し目を向

けることも、的確な不登校理解を導くためには重要なことであるだろう。社会的支持を受け

るライフコースからの離脱に対する子ども自身の意識や葛藤に分析視角を焦点化することは、

効果的な不登校支援・援助方法を形成するためには欠かせないことと考える。そして、ジェ

ンダー・センシティブが求められる現代社会においては、そのような意識と葛藤にジェンダ

ー規範を見出すことの必要性は高まっていると考える。

3．調査の手法および対象

本研究は、2004年7月から神奈川県内のフリースペース『風の家』(3)において継続的に

実施している、不登校経験児とその母親を対象にしたインタビュー調査によって得られた知

見を分析データとして用いた。また、調査にあたっては、不登校におけるジェンダー規範の

役割と影響を把握し、当事者たる子どもたちの内面の変容を探索的に捉えていくには、調査

対象者の開放的な「語り」を導き出し、調査データの比較検討と構造化を可能にする半構造

化インタビューが適切であると考え、採用した。現代の不登校の特徴は単なる量的増加から

質的多様化・拡散に移行していると考えられ（森田1991、長岡1995)、質的研究の意義は

これまで以上に高まっているものと考える。

筆者は『風の家」でボランティアスタッフとして働いており、調査対象者とのラポール

は、主にそこでのボランティア活動時や、『風の家』主宰の自由参加の行事（キャンプ、遠足

クリスマス会など）において、形成するに至った。調査対象者には、彼／彼女たちが生育環

境や不登校経験をどのように捉えているのかを把握するために、幼稚園時代から現在に至る

までのライフヒストリーを、家庭教育経験（勉強経験、しつけ経験など)、学校外教育経験

(お稽古事、塾など)、学校内経験（友人関係教師関係、成績など)、両親との関係などに

焦点化して聞き取った。また不登校経験については、契機となった要因、両親の反応、生活

様式、周囲の反応、進学意欲などに関する「語り」を収集した。本研究においては、これら

データの中から不登校期間中の意識や、不登校経験に対する評価などに焦点化して、事例を

提示していく。

調査の時間と場所については、調査対象者の意向を最大限に尊重し(4)、また、インタビュ

ーに要する時間（約90～120分)、面接中のICレコーダーによる録音の許可、匿名化した

上での研究論文への掲載、の三点を事前に確認した。

表1

不登校期間（不登校要因）調査対象者 年齢・性別・学年

中学2年生2月から中学3年生3月まで

（反学校価値志向・怠学傾向）

15歳・男子

高校1年生
A

５



B

C

，

'3

15歳・男子

高校1年生

15歳・男子

高校1年生

16歳・女子

高校1年生

15歳・女子

中学3年生
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中学1年生9月から中学3年生3月まで

（軽度の友人関係の悪化・無気力傾向）

小学1年生1月から中学3年生3月まで

（軽度の友人関係の悪化・無気力傾向）

小学5年生1月から中学3年生の3月まで

（軽度の友人関係の悪化.強い教師不信）

中学1年生1月から継続中

（軽度の友人関係の悪化）

4．不登校に直面した子どもの「語り」

本節では、調査対象者である子どもたちの「語り」を各事例ごとに提示した。また、本節

における記述は、彼らの不登校経験を、「不登校の契機｣｢親の初期対応｣｢不登校期間中の生

活｣｢高校への進学｣｢不登校経験に対する評価」などの項目を中心にクロノジカルに再構成し

たものであり、彼／彼女たちの不登校経験すべてを把握するものではないことを予め明記し

ておく。

4－1．事例A(5)

A(16)は高校1年生の男子生徒。中学2年生の2月から卒業まで不登校状態にあり､『風

の家』には中学3年生から卒業まで通所していた。現在は、神奈川県内の通信制高校に進

学している。

Aにとっての不登校の契機は、アニメやTVゲームによって引き起こされた反学校価値志

向だった。当時流行していたアニメの反学校・反社会性に影響を受けたAは、「ずる休みは

カッコイイ」、「アウトロー」といった考え方に傾倒し、学校から足を遠ざけていった。しか

しながら、不登校行為はAにとって強い葛藤を抱かせるものだった。不登校状態にありな

がらも、当時は「不登校に偏見があったし、オタクってものに偏見があった」と語るAは、

学校には行かずに家でTVゲームに没頭するかつての自分を「おたく趣味」という言葉で表

現している。また当時は、外出の際は同じ学校の生徒に会わないように､｢みんな（学校生徒）

が帰ってくるときにはもう家に帰ってくる」という行動パターンを徹底させており、そこか

らは、Aにとっての外出行為が、逸脱行為に対する強い忌避意識と、自身のプライドの産物

であったことが推測できる。またAは、母親に勧められた適応指導教室への通所を、「不登

校の奴がいたんだけど、なんていうか、そいつのように見られるのが嫌だった」ことを理由

に拒絶しており、そのような彼の一連の行為の背景には、不登校という現実に身を置きつつ

も、それを男らしくない行為と捉えて偏見を抱き否定するという、矛盾や葛藤を見て取るこ

とが出来る。

Aによれば、学校に行かない意志を母親に告げた際母親からは「『行け行け』って急か

され｣、「超嫌がられた」という。Aは自分の意志を無視して登校催促を繰り返す母親に嫌悪
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感を抱きながらも、「(母親の）言ってることが正しい」とも感じており、母親が不登校を受

容し始めるようになると、自分自身を「(親に）諦められた」存在として捉えるようになっ

ていた。Aは母親からの積極的な登校催促を拒絶しながらも、それを自身に対する期待の裏

返しとも感じており、母親による登校催促を決して全面的には否定していなかったように思

われる。

不登校に葛藤を抱えていたAであったが、自身の不登校経験に関しては「(学校に）行っ

てない方が良かった｣、「ずっとあのまま問題なく（学校に）行ってたら、不登校に対して

一生偏見を持ってた」と、肯定的な評価を下していた。その理由として、Aはギターとの出

会いを挙げている｡｢ギターなんて格好良いもんは一生縁が無いだろう」と思っていたAは、

不登校になり『風の家』に通所することで、格好良さの象徴として!'童れていたギターと出会

い、「ギターをやって自信がついた」と語るように、「自尊心」を獲得するに至っていた。

高校進学に関しては、親から「オマエどうすんだ」とプレッシャーをかけられる一方で、

自分自身でも「高校どうすんだよ」と不安を感じていた。実際には「中卒で頑張れるほど、

そんな気力も無かった」Aは、不登校でありながらも高校には「凄く行きたかった」と、当

時を振り返っていた。結果的に、Aの高校への進学意欲は、通信制高校への進学を契機とし

た登校復帰に結実した。今では、Aは四年制大学への進学を希望している。

4－2．事例B(6)

B(15)は高校1年生の男子生徒。中学1年生の9月から卒業まで不登校状態にあり、『風

の家』には中学2年生から卒業まで通所していた。現在は、神奈川県内の全日制高校に進

学している。

Bにとって不登校の契機は、学校での友人関係だった。Bは中学校入学と同時に、転居と

それに伴う学区の変更を経験しており、そこでの新しい学校環境は、彼にとって「相手（に）

ばっかり譲る」ような「自分殺した、みたいな」居心地の悪さを感じさせる空間だった｡｢な

んか無理してた」というBの「語り」からは、当時のBが、学校空間に説明困難な息苦し

さを感じていたことが推測できる。しかしながら、「学校行ってないってのがやっぱり嫌だ

った」と語るように、Bにとって学校空間からの離脱という行為は、自分自身で選択したに

も関わらず、決して全面的に肯定できるものではなかった。学校を休み始めて以来、「今の

状況を変えたい」という思いは、Bの中に常に抱かれているものだった。Bは在籍する中学

校への登校は拒絶するものの、漠然とした「学校復帰｣、すなわち一般的な教育ルートへの

復帰に対して憧|景を抱き続けており、このアンビバレンI､な意識は、不登校を主体的に選択

しながらも、その現実に身を委ねきれない葛藤を生み、Bは不登校状態にある自分自身に否

定的感情を抱いていたとも思われる。また、不登校になった当初、Bは外出行為に対して抵

抗を感じており、外出時間は主に夕方以降で、それも行き先の「方向が学校と違う」場所に

限定されていた。自身の通っていた公立中学校は徒歩圏内にあったため、同じ学校の生徒と

の接触には敏感で、また忌避感情を抱いていた。

学校を休み始めたBは、母親から強く叱責されることは無かったものの、学期の区切り

などの節目を迎える度に、「休みは続いたら戻るの余計難しくなるから」という理由で登校
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を促されていた｡｢戻る機会ってのを、とりあえず考えていたみたい」だったと、Bは当時の

親の対応を振り返っていた。

不登校経験に関して、Bは「(学校に）行ってたらもっと違う世界だった」と語る一方で、

｢そういう道（＝不登校という選択）もあったってこと」とも語り、評価し難いものとして

捉えていた｡｢(良し悪しは）半々かな」という登校／不登校経験どちらにも価値を置こうと

するBの姿勢は、不登校経験を有しながらも、その経験を許容しきれない、Bに内面化さ

れた葛藤の表れのように思われる。

高校進学に関しては、『風の家』に通所する友人たちの多くが通信制高校を志望する中、

Bは全日制高校に進学しており、またそこには、母親による働きかけが影響を及ぼしていた。

中学3年生に進級する直前、Bは母親から「これからどうすんの？」と尋ねられており、そ

の背景には、Bに全日制高校に進学する「チャンスはある」という母親の意向があったとい

う。また、B自身も内心では、『風の家」の友人たちが希望する通信制高校への進学ではな

く、全日制高校への進学を望んでおり、そこには母子に共通する志向を見て取ることができ

る。Bは、高校後の進路については、四年制大学への進学を希望している。また彼は、大学

進学を「当たり前」のことだと思っていた。

4－3．事例C(7)

C(15)は高校1年生の男子生徒。小学，年生の，月から中学校卒業まで不登校状態にあり、

『風の家』には中学’年生から卒業まで通所していた。現在は、神奈川県内の通信制高校に

進学している。

不登校の契機は、本人自身も把握しかねているものの、病気で2週間ほど学校を休んだ

結果、友人に「『(学校に）なんで来たの？』って言われて、それが凄いショック」だったと

cが振り返っているように、教室での友人関係に起きた変化が、彼の足を学校から遠ざける

一因となっていたと考えられる。また、「学校は行かなきゃ行けないっていうよりは、気が

向いたら行くって感じだったから」という「語り」からは、当時の彼にとっての登校行為は

選択肢の一つに過ぎず、その行為は友人関係の居心地の良し悪しに大きく依存していたこ

とが推測される。しかしながら、学校に行かないことで「なんか言われるの嫌だった」cは、

不登校期間中、「(友達が家に）来る気配がすると、TV消して部屋に逃げる」といった学校

の友人との接触を極力避ける生活を送っていた。登校可能な友人たちと、登校不可能な自分

との相対化から生じる「不登校だから自分は駄目｣、「学校行けてないからもう」という劣等

意識は、cが「自分でさ、学校に行ってないってこと認めたくなかった」と語るように、「自

分は（不登校とは）違う」というプライドとの間で、葛藤を引き起こしていたものと思われる。

また、cは「なんて言われたかは覚えてないんだけど、母親は『結構強いこと言っちゃっ

た』って言ってて」と語り、自身でははっきりと記憶していないものの、不登校状態に陥っ

た当初、母親から「『学校に行け』って強く」登校を促されていたと振り返っていた。

不登校経験を振り返った際には、cは「(不登校を）やって良かった｡(不登校に）なって

良かったと思う」と語り、肯定的な評価をしていた｡「自分がこのまま（不登校に）なって

なかったらさ、全く、他の人たちとかにさ、今周りにいる人たちにさ、会ってないわけじゃ

8
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ん？」という「語り」から推測されるように、cの肯定的な意識は、『風の家』で新たに形

成した友人関係や信頼関係に支えられたものだったと考えられる。

Cは「自分は高校行けるのかとか、これからどうなるのかなとか、ずっとこのままのわけ

はないじゃん。だから、凄い不安だった」と自分の将来に対して不安を感じており、結果、

中学校への登校復帰は拒絶しながらも、高校への進学を希望するという、矛盾する意識を抱

いていた｡「自分の中でもどうなるのか不安だけど、凄い不安だったけど」というCの不安

の背景には、教育ルートからの逸脱が予期不可能な変化を自身にもたらすことになるという

認識が、Cの中にあったものと思われる。また、高校後の進路に関しては、Cは福祉関係の

専門学校への進学を希望している。その意識には、「自分が学校行けなかった時に結構色ん

な人に助けてもらったから、行ってない時とか不安な時に助けてもらったから、逆に助ける

立場に立ちたい」という不登校期間中にサポートしてもらった経験が影響を及ぼしているよ

うだった。

4－4事例D(8)

D(16)は高校1年生の女子。小学5年生から中学校卒業まで慢性的な不登校状態にあり、

『風の家』には中学2年生から卒業まで通所していた。現在は、神奈川県内の通信制高校に

進学している。

不登校の契機は、学校での友人関係だった。小学校時代、友人による「急に隣に来て叩く

とか、後ろから走ってきて抱きつく」といった「じゃれつき」行為を「嫌がらせみたいに」

感じ始めたりは、友人に注意をしない教師への不満も重なり、学校から足を遠ざけるよう

になっていった｡｢全然誰も意識してくれない」ことに対してDは不満を感じており、彼女

にとっては友人だけでなく、教師も学校意欲を減退させる要因になっていたように思われた。

また、その友人と同じ中学校に進学した結果、Dは同様の理由で不登校に陥っていた。不登

校中の生活において、Dは、同じ学校の生徒との接触に対しては強く気を配っていた｡｢学校

の子がいるから」という理由から、Dは不登校時代に塾に通うことは無く、また外出行為は、

友人に遭遇しない時間帯に限定して行っていた｡｢(学校に）行きたいとは思ってたんだけど、

なんか行けなかった」というDの「語り」には、不登校状態にありながらも、学校そのも

のを完全に拒絶することはない、彼女の抱える矛盾を見て取ることが出来る。

また、Dが不登校になっても、母親が登校を促すようなことは無かった｡「これ以上自分が

傷つくくらいなら、学校には行かない」と訴えるDに対し、母親は「別に良いよみたいな

感じ」で容認の意志を示していた。このような母親の登校促進に対する消極的な姿勢を、D

は「楽だった」と振り返っており、またそれは「(学校に）行かなくても良かった」という

彼女自身の不登校行為に対する肯定的意識に繋がっているようにも思われた。

高校進学に関しては、Dは全日制高校よりも通信制高校や単位制高校を進学先として考え

ていた。Dにとっては、毎日登校する必要がある全日制高校よりも、ある程度融通が利く

通信制高校や単位制高校の方が、違和感無く受け入れられる進学先だった。これは、高校進

学を目前にしてもなお、彼女が登校行為に不安を感じていたことの表れと推測できる。また、

高校後の進路については、音楽活動が趣味であることから、音楽関係の専門学校への進学を

q
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志望している｡「(大学で）勉強してる時期より、（専門学校で）実践とかやってった方が、な

んか力つきそうだし」とDは語り、大学よりも専門学校へ関心を強く抱いていた。

4－5．事例E(9)

E(15)は中学3年生の女子。中学1年生の1月から不登校状態にあり、『風の家』には

中学2年生から通所し始めていた。中学卒業後の進路としては、通信制高校への進学を希

望しており、調査時点では翌春からの進学が決定していた。

不登校の契機は、部活動（剣道部）の無断欠席だった。冬休み期間中の部活動を無断欠席

してからは、「先輩とか先生に怒られるんじやないかと思って｣、部活だけでなく学校そのも

のから足を遠ざけるようになっていった。しかしながら、学校に距離を置くことで、人間関

係上の不安から解放されたように思われたEだったが、自身の不登校について「時々、恥

ずかしいって思う時があった」と語るように、不登校状態にある自分自身に対して劣等意識

を感じてもいた。TVなどメディアを通じて不登校の話題を目にする度に引け目や後ろめた

さは強くなり、時には、中学校に登校復帰している夢を見ることもあった。Eは不登校とい

う行為選択により学校を否定しつつも、強迫的な登校意識を心の内に潜在化させていたと考

えられる。

また、Eが学校に行かなくなっても、母親は「『行きなさい』とは言わなかった」という。

むしろ、「『剣道部をもっとさぼるかなと思ったのに、なんかちやんと行ってて、なんかその

うちおかしくなっちゃうんじゃないかと思ってた』ってお母さんが言ってた」というEの「語

り」からは、母親は、決して運動が得意ではないEが剣道部に所属していることに違和感

を抱いており、Eの不登校を一つの休息期間として容認していたように思われる。Eが振り

返る「『頑張りすぎてたんじゃない？』」という母親の言葉からは、母親がEの不登校を決

して否定的には捉えていなかったことが推測される。母親のこうした考えや対応は、Eにと

って「気楽」なものであり、また肯定的に思い起こされるものであった。

自身の不登校に対して恥ずかしさを感じつつも、Eはその不登校経験を振り返り、「こう

なって良かった」と肯定的に評価していた。そのような意識は、翌春からの高校進学がほぼ

決定している状況を背景に、『風の家』で形成された良好な友人関係が影響を及ぼしている

ように思われた。

高校進学に関して、Eは通信制高校への進学を希望しており、その進路選択には、『風の家』

に通所する同年代の友人たちの多くが通信制高校を志望していることが大きく影響を及ぼし

ているようだった。また、高校後の進路については、大学よりもイラスト関係の専門学校を

希望している。Eはイラストレーターという将来の目標から「専門学校に行きたい」と積極

的に語っており、逆に大学については「大変そう」という意識を抱いていた。

5．「語り」に見られるジェンダー規範

5－1．不登校受容に見られるジェンダー差異

調査対象となった子どもたちの「語り」からは、不登校状態にあった時、登校規範から解
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放されず、自身の不登校経験に対して劣等意識を持ち、不登校受容に困難を抱える不登校児

たちの姿が浮かび上がる。更に、「根強い登校規範」と「不登校受容の困難」には、男女間

に微妙な差異が感じられた。

男子も女子も自身の不登校に劣等感を抱いていることに変わりはなかったが、不登校の初

期段階において、女子が「不登校である自分」を比較的スムーズに受容していたこととは対

照的に、男子は既存の「不登校カテゴリー」に組みこまれることに対して強い否定の感情を

持っており、そのような男子の「語り」からは、「学校に登校していない」という事実を認

めながらも、社会的に認知された「不登校」との間に、隔たりを構築しようとする意識が見

受けられた。

A:「不登校の奴はいたんだけど、なんていうか、そいつのように見られるのが嫌だっ

た」

B:｢(自分は）学校行ってないって以外はもう普通だし」

C:「自分でさ、学校に行ってないってこと認めたくなかった」

男子と女子は共に不登校に対して劣等意識を持ち、不登校受容に困難を抱えながらも、不

登校というカテゴリーへの参入意識には差異を生じさせており、その背景には、近代産業社

会において形成されたジェンダー規範が存在していたように思われる。近代以降、男性は

｢外＝社会」で働き家庭を養う存在として位置付けられており（伊藤2000)、そのような状

況の下、将来的な社会参加に影響を及ぼし得る登校行為（特に、義務教育期における登校行

為）は、男子には女子以上に強く社会的にも要請される行為様式であり、また、男性性の形

成において重要な意味を有する行為様式であると推測される。現代社会における不登校は、

ジェンダー中立的な「個人の問題」として顕在化する一方で、男子にとっては、潜在的な一

つのジェンダー危機として構築されているものと考えられ、その意味で、男子にとって内面

化したジェンダー規範は、不登校受容の障壁として当人の前に立ちはだかっていたのではな

いだろうか。伊藤(1993)は、1990年代以降「男性問題の時代」が到来しつつあることを

指摘し、現代社会における「うまく古いく男らしさ〉の鎧から脱皮しきれず、しかも、傷つ

き不安にかられる」(伊藤1993:173)男性の存在に目を向けている。本研究の調査対象と

なった不登校男子たちは、不登校の初期段階においては、伊藤が指摘するような「男性性の

危機」に直面していたように思われる。

5－2．母親の登校促進に見られるジェンダー差異

子どもの不登校という事態に対する母親による働きかけにも、男女間には差異が見られた

男子の母親たちに、子どもの不登校を否定し、登校を強く促す傾向が見られたのに対し、

女子の母親たちには、不登校を許容し、子どもに対する刺激をなるべく回避しようとする傾

向が見られた。

A:「親にね、急かされてね、『行け」とか言われて。超嫌がられた」
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B:｢(学期の区切りの度に)『休みが続いたら戻るの余計難しくなるから、たとえば、学

期の区切りとかで戻ってみる？』とか、そういうの言われたとか」

C:「なんて言われたかは覚えてないんだけど、母親は『結構強いこと言っちゃった』

って言ってて」

D:「お母さんには『これ以上自分が傷つくくらいなら、学校には行かないからね』っ

て言って、で、『学校には行かないよ』って言ったら、お母さんが『いいよ』って」

E:「なんかお母さんはね、お母さんそんなに『行きなさい』とか言わなかった」

このような子どもたちの「語り」からは、母親たちの意識に、前述したような近代的なジ

ェンダー規範が影響を及ぼしている構図を見て取ることが出来るだろう。すなわち、男子が

母親から強く登校を促され、女子が母親から不登校を容認されていたことの根底には、母親

たちに内面化された「男は外、女は内」という性別役割規範の存在があり、それが子どもの

不登校という進路形成上の問題に直面した際に、無意識的に母親たちの行為を規定していた

のではないだろうか。そこでは、男子の母親たちは、息子の「教育ルートからの離脱」を「将

来に直結する問題」と捉え、強い危機感を抱いており、逆に、女子の母親たちは、娘の「教

育ルートからの離脱」を「将来に直結しない問題」と捉え、男子の母親たちに比べて高い受

容を示していたものと思われる。

5－3．不登校経験に対する肯定的評価

子どもたちは自身の不登校経験を振り返り、一様に肯定的に捉えていた。そこには男女間

の差異は見られず、不登校期間中の不登校受容に性別による違いが見られたこととは対照的

であった。また、そのような彼／彼女たちの肯定的評価は、不登校を全面的に容認するとい

う社会規範に対する対抗価値の萌芽を示唆するものではなく、逆に、子どもたちの登校復帰

すなわち「社会規範への再統合」が生起させた精神的余裕に基づく解釈であるように感じら

れた。

A:｢(学校に）行ってたらたぶん、ギターをやらなかったし、オレは行ってない方が良

かったかな－って本当に思う」

B:「そういう道もあったってこと」

C:｢(不登校を）やって良かった｡(不登校に）なって良かったと思う」

D:「ま－、（学校に）行かなくても良かったんじゃない」

E:「でもなんか、こうなって良かった気はするんだけど」

しかしながら、不登校を受容することにおいて、女子は初期段階から（恥ずかしさや劣等

意識を抱きつつも）自身の不登校行為を決して否定的には捉えていなかったのに対し、男子

は自身の不登校行為を受容し得ないものとして捉え、そのカテゴリーに組み込まれること自

体を拒絶していた。不登校に対する回想的な肯定的評価は、男子に焦点化した場合には、大

きな意識的変容を伴うものであったといえるだろう。不登校状態にある中で、自身の不登校

1つ
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に強い劣等意識を抱き、拒否意識すら感じていた男子が、その不登校経験を肯定的に振り返

っていたことの背景には、彼らにとって高校進学を契機とした教育ルートへの復帰が、単な

る「社会規範への再統合」であるだけでなく、「社会で働き家庭を養う」といった男性的な

ライフコースヘの復帰、すなわち、「ジェンダー規範への再統合」として認識されていたこ

とがあるのではないだろうか。

6．結論

本研究は、インタビュー調査から得られた不登校経験者の「語り」に基づき、ジェンダー

規範が不登校児の意識にいかなる影響を及ぼすかについて考察してきた。

そこではまず、女子の不登校がジェンダー規範（女性性）との間に大きな軋礫を生起させ

ないのに対し、男子の不登校はジェンダー規範（男性性）喪失の危機に結合する可能性を包

含している点について指摘した｡｢男は外、女は内」という近代的な性別役割観が未だ強い影

響力を維持する現代社会において、「教育ルート（特に、義務教育段階）を介した社会参加」

という一般的なライフコースに支障を来たす不登校行為は、男子の事例においては進路形成

上の問題としてだけでなく、一つのジェンダー危機として捉えられていたように思われた。

また、子どもたちは自身の不登校経験を肯定的に評価していたが、そのような意識は、社

会規範に対する対抗価値の萌芽を示唆するものではなく、むしろ彼／彼女たちの「語り」か

らは、「社会規範への再統合」が生起させた安堵感に基づく意識であったことが推測された。

さらに、男子に焦点化した場合、それは「ジェンダー規範への再統合」を基盤とした意識的

変容であったようにも思われた。多賀(2001)は現代社会を「男女のあり方をめく．る秩序

や規範が多様化し変化する『多元的変動社会』｣(多賀2001:11)と捉え、ジェンダー規範

の可変性を強調するが10)、本研究において調査対象となった男子たちの行為選択からは、未

だ近代的なジェンダー規範が強力に作用している様子が見受けられた。

不登校問題を分析する際に、男女間の意識の差異を軽視することなく、またこうした差異

を発達段階上の本質的差異としてではなく構造的な差異すなわちジェンダー規範に基づく

差異として捉えることは、不登校児たちが抱える困難や葛藤を的確に捉えるためには欠かせ

ないことと考える。

本研究では、調査対象者の子ども全員が高校進学を契機に登校復帰を果たしていることや、

また特定のフリースペースに調査場所を限定していることなど、調査対象者の属性や家庭背

景に偏りが見られる点は否定できない。また、「語り」を「解釈」すること自体にも、方法

論的な課題は包含されているだろう。しかしながら、家庭におけるしつけ行為や、学校内の

｢隠れたカリキュラム｣、またTVやインターネットなどのメディアを通じて子どもに内面化

されるジェンダー規範が、子どもの勉強意欲や進路形成に性別分化を引き起こし、さまざま

な教育現象に性差を構築している以上（木村2000)、不登校問題においても、ジェンダー

的要素を拾い上げる試みは重要な意義を持つと考える。今後は、男性性だけでなく女性性が

不登校児の意識に及ぼす影響や、不登校経験が既存のジェンダー規範に対する対抗価値を創

出する可能性に対する分析、また、ジェンダーの視点を用いた実証的な不登校分析が、筆者

1．
上ざ
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にとっての重要な課題になると考えている。

注

(1) 本稿においてはその対象を「怠学」「無気力｣型の不登校に限定しており､保坂(200())が指摘する「脱

落型不登校」を想定している。保坂は､｢不登校」を､病理的･神経症的側面による「神経症型不登校」

と、学校文化からの脱落型・怠学型を示す「脱落型不登校」に区別している。

森田が代表を務める現代教育研究会は、平成5年度に中学校第3学年に在籍していた不登校児（年

間3()’'以上欠席の生徒）を対象に、中学校卒業後5年間の進路形成とその間の生活状況について、

1999年にアンケート調査を実施した。

フリースペース『風の家』に関しては仮名を用いている。

フリースペース内の一室か、周辺の喫茶店がほとんどだった。

Aは2()04年7月25日に、横浜駅近辺の喫茶店で約1時間半の面接を行った。

Bは2004年8月2日に、「風の家』で約1時間の面接を行った。

Cは2()05年7月31日に、横浜駅近辺のファーストフード店で約1時間の面接を行った。

Dは2004年8月7日に、『風の家』で約1時間の面接を行った。

Eは2004年9月28日に、『風の家』で約1時間の面接を行った。

伊藤(1993)も、多賀(2001)同様に「性の複数性」を指摘し、「『男』『女』という『ひとつ』

でくくられたアイデンティティや関係性を突破し、一人ひとりが、というより一人の個人の内部に

おいても、多様な性・複数の性をとりもどす」（伊藤1993:196)ことの重要性に着目している。

(2)

ｌ
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