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不登校を経験した生徒の学校体験

－サポート校の生徒の「中学生になること」の語りから－

富岡理恵

1．問題の設定と先行研究の整理

本研究の目的は、不登校を経験した生徒の学校体験の語りを記述、分析することにより、

彼らが、バイオグラフィのなかで、自己の学校生活をどのように意味づけているのかを考察

することにある。

不登校という問題は、重要な教育問題として、政策の対応が議論されてきた。例えば、平

成15年の「不登校問題に関する調査研究協力者会議」の報告「今後の不登校への対応の在

り方について」は、不登校は、「心の問題」ばかりでなく「進路の問題」としてとらえるべ

きであると指摘している（国立教育政策研究所生徒指導研究センター,2004,17頁)。しかし、

そうした議論からは、不登校の生徒が、学校生活のなかで、どのような困難を体験している

のか必ずしもみえてこない。たしかに、不登校を解決するために議論を重ねていくことは重

要である。しかし、不登校の生徒たちが、学校生活をどのように過ごし、そこでどのような

困難を抱えているのか、個々の学校体験を丹念に追い、学校経験の積み重ねのなかで、不登

校をみていくことも重要な研究テーマの一つなのではないか。

先行研究をみてみると(')、森田洋司は、子どもと学校を結びつけている「ソーシャル・ボ

ンド」に注目して、不登校の背景として、社会の私事化を指摘している（森田,1991a:9章，

l991b,2003:4-15頁)。朝倉景樹は、構築主義の視点から、不登校問題の定義づけを分

析している（朝倉,1995,2章)。そして、北山(1999)や瀬戸(2001)は、不登校とい

う物語に注目している。

また、不登校経験については、数多く報告されている。例えば、先にあげた森田の調査で

は、不登校を経験した生徒に対して、インタビューを実施している（森田，2003、事例編)。

そして、貴戸理恵は、当事者論の立場から、ライフコースと不登校経験の意味づけを分析し

ている（貴戸，2004,206-228頁)。しかし、先行研究から残された課題として、次のこと

を指摘できる。先行研究は、不登校を個々の生徒の学校経験の積み重ねのなかでとらえてい

ない。不登校の生徒たちが、学校生活のなかでどのような軌跡をたどり、学校体験をどのよ

うに語るのかということは、十分に取り上げられていない。

こうした先行研究の課題を乗り越えていくうえで示唆的であるのは、A.Coffeyの議論で

ある。Coffeyは、バイオグラフィ（教育体験／学校体験）と教育との関係を考察し、教育

(とみおか・りえk智大学大学院）
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研究において、ナラテイヴやバイオグラフイという視点が重視されつつあると指摘している

(Coffey,2001,Chapter5)｡Coffeyの議論をふまえるならば、不登校は、客観的に判断される

ことがらというよりも、むしろ、バイオグラフイに位置づけられて意味をもつと考えられる。

したがって、不登校を経験した生徒が、学校生活をどのように体験しているのか、その意味

は、学校生活の過程を経るなかで、どのように変容していくのか、個々の学校体験を丹念に

追い、不登校の理解を深めていくことは、重要な研究テーマとして考えられる。

以上をふまえ、本研究は、不登校を経験したサポート校の生徒の語る学校体験に焦点を当

て、以下をリサーチ・クエスチョンとすることにする。

不登校経験のある生徒は、学校をどのように体験しているのか。より具体的には、バイオ

グラフィの視点に基づいて、学校体験の語りのなかに、どのような出来事や人間関係があら

われるのかということに焦点を当て、不登校経験のある生徒が、学校をどのように体験して

いるのかを明らかにし、そして、彼らが、困難として受け止めているものがどのようなもの

なのかを具体的に示していきたい。

以下では、社会学における物語論の代表的な議論を紹介し、理論的枠組みを検討する（第

2節)。そして、調査対象とデータの収集にふれて（第3節)、「中学生になること」という

枠組みに基づいて、インタビューから得られたデータを分析し（第4節)、生徒たちの語り

にみる中学生になることの意味をまとめ（第5節)、学校体験の語りの技法について考察し、

今後の課題を検討する（第6節)。

なお、本研究では、伝記というよりも、生徒たちの語る学校体験という意味で、バイオグ

ラフィという用語を用いることにしたい。こうした視点に立てば、生徒たちは、学校生活の

なかで、経験したことをバイオグラフィとして整理していくと考えられる(2)。そこで、本研

究では、経験を、その人が、客観的なことがらとして、どういうことに出くわしたのかとい

うことを指し、体験を、その人自身が、そのことをどう受け止め、どのようなかたちでまと

めていくのかということを指すものとして用いることにしたい。

2．研究の方法

本研究の理論的枠組みとしては、野口裕二は、物語の作用について整理し、物語は、現実

にまとまりを与え、時間的流れ、空間的広がりのなかで、現実を理解可能なものにすると論

じている（野口，2002,22-27頁)。また、浅野智彦は、物語の形態および機能について整

理している。浅野によれば、物語ることを通して、時間軸にそって、いくつかの出来事が選

び出され、結びつけられる。そして、物語ることで、現実が構成され、自己も自己について

語ることを通して、構成されていくのである（浅野,2001,62-64頁)(3)。

したがって、物語論的な視点から、本研究が学ぶこととしては、次のようにまとめること

ができる。われわれが、経験をバイオグラフイとしてまとめていくときには、物語というか

たちをとるのである。つまり、学校体験は、学校生活をどのように過ごしてきたのか、その

なかで意味をもつ出来事や人間関係が結びつけられて、ある物語のかたちをとりながら紡が

れていくのである。このように、学校体験を紡ぐ、ことで、生徒たちは、学校生活のなかで経
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験した出来事や人間関係を意味づけていくと考えられるのである。

分析については、Coffey&PAtkinsonの枠組みを参考にして、学校体験の語りにあら

われるキー．イベントおよびキー．キャラクターに焦点を当てることにする(Coffey&P

Atkinson,1996,pp.68-75)。そして、学校移行に注目し、なかでも小学校から中学校への移行

に焦点を当てることにしたい。というのは、学校移行は、学校体験のなかでキーとなる出来

事の一つとしてあげることができ、学校移行を経験することで、生徒たちは、その学校生活

を整理していくと考えられるからである。また、保坂亨は、小学校から中学校への移行は、

児童期から思春期への発達段階的な移行と学校の制度的な移行が、重なり合いながら経験さ

れていると論じている（保坂，2000,234-237頁)。そこで、本研究では、具体的な学校移

行経験として、「中学生になること」に焦点を当て、調査対象が、中学生になることをどの

ように体験しているのか分析することにし、そこから、生徒たちが、小、中学校生活をどの

ように過ごしてきたのか理解を得ていくことにしたいと思う。また、保坂の議論をふまえて、

中学生になることにどのような困難を抱えているのか、彼らの語りから、具体的にみていく

ことにしたい。

なお、分析の方法については、能智（2003）の分析を参考にし、学校体験の語りにグラ

ウンデッド・セオリー（データ対話型理論）を加味して、得られたデータを分析した。本研

究では、調査対象とした生徒の語りを再構成することで、その学校生活をどのように意味づ

けているのか分析することにしたい。また、カテゴリーの作成方法については、Chenitz&

Swanson(訳書1992,10章）の方法を参考にし、まず、得られたデータを全てまとめて

コーディングとカテゴリーの作成を行ない、そのあとで、そこで生成されたカテゴリーに基

づいて分析を進めた。

3．調査対象とデータの収集

本研究では、理論的サンプリング(Glaser&Strauss訳書1996,3章）の考え方に基づいて、

調査を通して、調査対象を表lのように選択した。

表1調査対象

Aサポート校 <登校経験あり）

B女子高校（吾 斗）

C商業高校（専門学科）

Z大学

調査時期：2004年6月～9月

調査方法：半構造化インタビュー

12名

4名

5名

3名

本研究では、小、中学校のときに不登校の経験があり(4)、現在サポート校と呼ばれる学校

に通うAサポート校の生徒を主な調査対象として選択した(12名)(5)｡A校には、不登校

を経験した生徒が多く通うので、本研究の調査対象としてふさわしいと考えられた。なお、

A校には、不登校経験のある生徒と非行経験のあるいわゆる「ヤンキー系」の生徒がいる。
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そのうち、本研究では、前者の生徒をインタビュー対象とした。また、調査の倫理の問題か

ら、現在困難を抱えている生徒に対して、その経験について聞き取りを行なうのは、それで

つらくなるかもしれないので、難しいと考えられた。そうした理由から、本研究では、現在

不登校にある生徒に話を聞くのではなく、サポート校という学校的な場に戻り、比較的自分

自身の経験をふりかえり、話すことができると思われる生徒をインタビュー対象とするこ

とにした。そして、比較対象群として、進学校のB高校の生徒（4名）と進路多様校に分類

されるC商業高校の生徒（5名）を調査対象として選択した。さらに、Z大学の学生を調査

対象として選択した（3名)。なお、Z大は、偏差値が高く、進学校の出身者が多くいて、B

校の生徒と同じような経験を積んできていると考えられる。

調査対象との関係については、Aサポート校は、同校のスクール・カウンセラーを通して、

紹介してもらった。B校およびZ大は、筆者自身の通っていた学校であり、C校は、ボラン

ティアとしてかかわっている学校である。サポート校の生徒との関係が、一番遠いので、イ

ンタビューに行くときは、できるだけフレンドリーな関係をもった。サポート校の生徒は、

大学生のお姉さんが、話を聞きにくると思っていたようだった。

また、インタビューは、2004年6月から9月にかけて実施し、一対一で、30分から90

分程度行ない、MDに録音した。インタビュー・ガイドは、R.Atkinsonのライフストーリ

ー・インタビューを参考に作成した(Atkinson,R.,1998,pp.46-47)。主な質問としては、①

小、中学校のことでよく覚えていること、中学校に入学してみての印象、②小、中学校のと

き、先生あるいは友だちとどう接してきたのか、③高校進学について、進路をどう選択した

のか、④自分にとって学校はどういうところなのかなどである。インタビューでは、まず、

｢学校生活をどのように過ごしてきたのか話してください」という語りをうながす質問をし

て、自由に話してもらい、それをふまえて、インタビュー・ガイドを用いて質問をした。な

お、不登校体験については、直接的な質問をしないで、学校生活について話を聞いていくな

かで、語り手が、不登校体験にふれたところで、それについて質問をするようにした。

4．結果

得られたデータから、「中学生になること」に関するカテゴリーとしては、〈中学校／中学

生><先生との関係><友だちとの関係><勉強／遊び〉の四つのカテゴリーが生成された。この

四つのカテゴリーをもとに、サポート校、進学校、進路多様校の三つの学校の生徒の「中学

生になること」の意味をみていくと、注目するべき差異がみられた。そこで、これらのカテ

ゴリーに基づいて、調査対象とした生徒が、「中学生になること」をどのように体験し、三

校の生徒のあいだで、「中学生になること」のとらえ方にどのような違いがみられるのかみ

ていくことにしよう。なお、以下の分析では、まず、「中学生になること」に関して見出さ

れたカテゴリーを紹介し、そのあとで、学校ごとの生徒の語りを整理することで、不登校経

験のある生徒の学校体験の特質を描いていくことにしたい(6)。
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(1)中学校／中学生

第一に、〈中学校／中学生〉というカテゴリーは、生徒が、中学校をどのようにとらえ、

中学生をどのようにみているのかに関するカテゴリーである。このカテゴリーは、さらに、

<大人><小学生のまま〉の二つのサブ・カテゴリーに分けられた。以下では、とりわけ、サ

ポート校の生徒の語りに多く見出された「小学生のまま」という語りについて、進学校の生

徒の「大人」という語りと比較して、みていくことにしたい。

<大人〉／〈小学生のまま〉

進学校のSさん(B校）は、中学校に入学したときの印象として、「中学生は大人だな」

と思ったと語る。Sさんは、中学校に入ると、「まわりがみんな大人」だとして、中学生に

対して、「大人」というイメージを抱いている。

これに対して、サポート校の』さん(A校）は、実際中学校に入学してみると、「小学校

のままの自分がいるみたい」だと語る。また、サポート校のLさん(A校）は、小学校のとき、

中学生がすごく大人にみえたけれど、実際中学生になってみると、「子どものまま」だと語る。

同じく、サポート校のHさん(A校）は、実際中学生になってみると、「小学生とあまり変

わらない」と語る。また、サポート校のKさん(A校）は、「大人になる」という印象を持

っていたけれど、実際入学してみると、「あまり小学校と変わらない」と語る。このように、

<中学校／中学生〉というカテゴリーについては､進学校(B校）の生徒は、中学生を「大人」

としてみている。これに対して、サポート校(A校）の生徒では、中学生を「大人」として

みているけれども、実際中学生になってみると、自分自身は､｢小学生のまま」｢子どものまま」

としてみていることが分かる。

(2)先生との関係

第二に、〈先生との関係〉というカテゴリーは、中学生になると先生との関係がどのよう

に変化するのかに関するカテゴリーである。このカテゴリーは、〈先生が教科ごとにかわる〉

<先生が生徒を大人としてみる><楽しくて優しい先生から教える先生〉の三つのサブ・カテ

ゴリーに分けられた。そこで、以下では、調査対象の生徒たちが、小学校と中学校における

先生との関係をどのようにとらえていて、中学生になると先生との関係がどのように変わり、

また、それをどのような違いとして受け止めているのかみていくことにしたい。

<先生が教科ごとにかわる〉

進学校のSさん(B校）は、中学校の先生の印象として、次のように語る。

S:教科ごとに先生ってかわるじゃないですか。だから、担任の先生だけど、小学校ほ

ど近くないっていうか、ベタベタしていない感じが、全部あれしるこれしるとか、小学

校のときはそれがすごい嫌だったっていうのもあるんですけど。中学校のときって、わ

りとベタベタしていないっていうのが、まずあるんで。
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ここで、Sさんは、小学校の先生と中学校の先生の関係の違いにふれている。Sさんによ

ると、中学校の先生は、小学校の先生ほど「ベタベタしていない」というのである。

S:小学校のときって、一から十までいわれるじゃないですか、順番を間違えただけで

直されたりとか、それがすごい納得がいかなくて……。あと、揃えようとするじゃない、

一歩出たやつは絶対へこまそうとするんで……そういうのがすごい嫌いで、だからそこ

まで入ってこないでっていう感じがあったから、好きになれなかったと思うんですけど、

中学校の先生って、全部認めてくれるっていうか、出てもいいよれって……伸ばしてく

れるっていうか、勝手に伸びていてもいいよれっていう感じで、へこまそうとしなかっ

た先生だったんで……一から十まで教えない感じだったし、

このように、Sさん(B校）にとって、小学校の先生と中学校の先生は、対照的に評価さ

れている。小学校の先生は「一から十までいう」として否定的に評価されているのに対して、

中学校の先生は「一から十まで教えない」として肯定的に評価されている。

これに対して、サポート校のMさん(A校）は、中学校に入学してみて、はじめは楽し

い中学校生活と思ったけれど、「実際は違った」と語る。

M:思っていたよりも厳しかったんですよ。小学校とシステムが違うじゃないですか。

中学校になると、先生がいちいち教科でかわるじゃないですか、それにもドキドキする

んですよ、小学校ではずっと同じ先生だったのにみたいなこともあって、［先生が］入

れ替わり来るのもドキドキしたし、

ここで、Mさんは、小学校と中学校の「システムの違い」にふれている。Mさんにとって、

小学校は「ずっと同じ先生」だったのに、中学校は「教科ごとに先生がかわること」が「シ

ステムの違い」としてとらえられている。そして、教科ごとに先生がかわることは、先生が

入れ替わり来て、「ドキドキする」こととして受け止められている。ここから、進学校のS

さん(B校）と異なり、サポート校のMさん(A校）は、先生との関係の変化にとまどい

を抱えていたことが分かる。

<先生が生徒を大人としてみる〉

また、Sさん(B校）によると、小学校は「違いのないようにまとめる」のに対して、中

学校は「一人ひとりを伸ばしてくれる」｢一人ひとりを自由にさせてくれる」という。そして、

中学校は、ある意味、「大人として扱われる」というのである。また、進学校出身として考

えられるCさん(Z大）によると、小学校だと、先生があれやれこれやれいうけれど、中

学校のほうが「自分たちの責任で、自分たちの力でやりなさい」という印象が多いという。

このように、進学校のSさん(B校）およびCさん(Z大）は、小学校と中学校の先生の

かかわり方の違いにふれている。ここでは、先生が生徒を大人としてみるということが、小

学校と中学校の先生のかかわり方の違いとしてとらえられている。
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<楽しくて優しい先生から教える先生〉

Yさん(C校）は、小学校のころは、楽しくて優しい先生が印象に残っているけれど、中

学校のときは、勉強を一番に教えられたという。サポート校のLさん(A校）によると、小

学校の先生は「みんなで楽しく遊ぶこと」が多かったのに対して、中学校の先生は「勉強」

のほうが中心になってくるという。また、Rさん(B校）によると、教科の先生全員とかか

わることによって、おもしろい先生もいれば、授業がつまらない先生もいて、小学校のとき

は、授業がつまらないと感じることはなかったけれど、中学校になってから、この授業つま

らないなと感じるようになったという。このように、サポート校、進学校、進路多様校の生

徒ともに、小学校の先生と中学校の先生の役割の違いにふれている。

〈先生との関係〉というカテゴリーについてまとめると、進学校(B校）の生徒では、「教

科ごとに先生がかわる」ことは、肯定的に受け止められていた。これに対して、サポート校

(A校）の生徒では、小学校は「ずっと同じ先生」だったのに、中学校は「教科ごとに先生

がかわる」ことが、「システムの違い」としてとらえられ、とまどいを抱えていた。ここから、

小学校と中学校の先生の関係の違いについては、進学校の生徒とサポート校の生徒では、対

照的に受け止められていることが分かる。また、とりわけ、進学校の生徒では、「先生が生

徒を大人としてみる」ことが、小学校と中学校の先生のかかわり方の違いとしてとらえられ

ていた。なお、先生の役割については、三校の生徒ともに、小学校の先生は「楽しくて優し

い先生」としてみなされているのに対して、中学校の先生は「教える先生」としてみなされ

ているといえる。

(3)友だちとの関係

第三に、〈友だちとの関係〉というカテゴリーは、中学生になると友だちとの関係がどの

ように変化するのかに関するカテゴリーである。このカテゴリーは、〈新しく友だちが増え

る><小学校の友だちとわかれてしまう〉<友だち関係が深くなる><友だち関係が難しくなる〉

の四つのサブ・カテゴリーに分けられた。そこで、以下では、先生との関係でみたように、

調査対象の生徒たちが、小学校と中学校における友だちとの関係をどのようにとらえていて、

中学生になると友だちとの関係がどのように変わり、また、それをどのような違いとして受

け止めているのかみていくことにしたい。

<新しく友だちが増える〉

Xさん(C校）は、友だちが増えたと語り、中学校に入学したときは、小学校の友だちと

しか話をしなかったけれど、だんだん他の小学校出身の人と話したり、遊んだりしたと語

る。また、Cさん(Z大）は、中学校になると、友だちが増え、友だちの輪が広がるといい、

｢小学校だと、閉ざされた空間で、その小学校だけのなかの友だちだったんですけど、中学

校になったら、人数多いし、別の中学校の人とも知り合いになれる」と語る。Cさんにとっ

て、小学校の友だち関係は、「学校のなかだけのつきあい」として考えられているのに対して、

中学校になると「友だちの輪が広がること」が、友だち関係の変化としてあげられている。
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<友だち関係が深くなる〉

そして、Cさん(Z大）によると、小学校は、良い悪い、うれしい悲しい、やりたいやり

たくないで単純だったけれど、中学校に入れば、いろいろな人に会うから、ものの見方も違

うといい、「自分のできないことだってできる人がいる」と語る。こうして、Cさんは、「違

うものの見方をすれば、違う結論が出て、自分の考えが唯一ではない」と気づいたというの

である。

C:小学校は、そもそも自分たちでやることもなかったから、自分の考えを述べるこ

ともあんまりなかったし、先生がいったことを聞いて……それに従ってやればうまくい

くみたいな感じだったんですけど、中学校になって、自分たちで考える比率が増えると、

自分の考えを述べる場面も増えて、他人の話を聞く場面も増えるじゃないですか、

ここで、Cさんは、小学校と中学校の場の違いにふれている。Cさんにとって、小学校は

先生のいうことを聞いて、それに従えばうまくいくととらえられているのに対して、中学校

は自分の考えを述べて、他人の話を聞く場としてとらえられている。

<小学校の友だちとわかれてしまう〉

サポート校のMさん(A校）は、中学校になると、「クラス数が多くて、知り合いなんて

わかれちゃう」｢仲いい子なんてわかれちゃう」と語る。また、パイロット調査において、サ

ポート校のBさん(A校）は、中学校も楽しかったけれど、小学校のほうが楽しかったと

して、「中学校に上がって、みんなばらばらになったっていうのが分かったときから、学校

があんまり楽しくなくなっちゃって」と語る。サポート校のBさん(A校）にとって、小

学校は「ずっと仲よく一緒」だったのに、中学校に上がり、小学校の友だちとわかれてしま

うことは、学校が楽しくなくなるきっかけとして否定的に受け止められている。ここから、

Bさんは、中学生になることの友だち関係の変化に困難を抱えていたことが分かる。

<友だち関係が難しくなる〉

また、サポート校のIさん(A校）は、中学校に入学してみての印象として、「みんなの

考えていることが甘い｣｢まわりと考えていることが合わない」といい、そして、中学生にな

ると、「友だち関係が複雑になる」と語る。

I:悪口とか言う子がいて、自分も言われたりするじゃないですか、そういうのがすご

いめんどうくさかったりするんだけど、やっぱ、そういうのに、中学生とか話を合わせ

なきゃいけないとかもあるし、あと、自分の好きなものが、まわりと違ったりして、ま

わりにけつこう合わせたりして、そういうのに疲れたり、

そして、Iさんは、「2年生のときに、仲よくなった子は、こっちが合わせちゃっていると
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ころがあって、疲れちやって、だんだん中学に行かなくなっていた」と語るのである。こ

のように、Cさん(Z大）とサポート校のIさん(A校）は、他者を対照的にみている｡｢自

分と考え方の違う子」の存在は、Cさんにとっては、「自分の考えが唯一ではないと気づく」

と考えられているのに対して、lさんにとっては、「まわりに合わせるのに疲れた」と感じ

ている。ここから、Iさんは、中学校の友だち関係にストレスを抱えていたことが分かる。

〈友だちとの関係〉というカテゴリーについてまとめると、多くの生徒にとって、中学生

になると、新しく友だちが増えることが、友だち関係の変化としてあげられていた。そし

て、Z大学の学生では、中学生になると、いろいろな人がいて、自分の考えが唯一ではない

と気づくなど、「友だち関係が深くなる」と受け止められていた。これに対して、サポート

校の生徒では、小学校は「ずっと仲よく一緒」だったのに、中学校に上がると、「小学校の

友だちとわかれてしまう」ことが、友だち関係の変化としてとらえられ、また、「まわりに

合わせるのに疲れた」として､｢友だち関係が難しくなる」と受け止められていた。ここから、

友だちとの関係の変化については、進学校の生徒とサポート校の生徒では、対照的に受け止

められ、また、サポート校の生徒のなかには、中学校の友だち関係は、ストレスとして感じ

ていることが分かる。

(4)勉強／遊び

第四に、〈勉強／遊び〉というカテゴリーは、中学生になると勉強や遊びがどのように変

化するのかに関するカテゴリーである。多くの生徒にとって、「中学生になること」は、行

動範囲が広がると感じられている。とりわけ、サポート校(A校）の生徒では、例えば、電

車に乗って、買い物に行ったり、プリクラを撮ったり、カラオケ、ゲームセンター、マンガ

喫茶に行ったりすることがあげられている。これに対して、進路多様校(C校）の生徒では、

｢勉強がハイレベルになる」ことにふれている。

<勉強についていけなくなる〉

例えば、Yさん(C校）は、中学校になると、勉強が本格的になってくるという。小学校

とは違って、本格的な授業だから、最初は、それが楽しかったけれど、分からなくなってく

ると、友だちと遊んでいたほうが多かったという。そして、小学校と中学校の勉強の違いに

ついて、次のように語る。

Y:小学校のテストでは、100点とか取っていたんですけど、中学校になったとたん、

ガタガタって下がっちゃって、中学校も最初のころは、簡単だったからいいんですけど、

簡単だと思って油断しているうちに、どんどん自分の知らない間に勉強がハイレベルに

なってきて、ついていけなくなったっていうのが、

そして、Yさんによると、勉強についていけなくなって、劣等感を抱いてしまい、「勉強

は重すぎた」と語るのである。このように、〈勉強〉というカテゴリーについては、進路多

様校の生徒にとっては、小学校と中学校の勉強の違いは、学校生活のつまずきの一つとして
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とらえられていることが分かる。

5．「中学生になること」のとらえ方

これまでの分析でみてきたように、「中学生になること」の意味については、三校の生徒

のあいだで、差異がみられた。そこで、さらに分析を進めて、見出されたカテゴリーに基づ

いて、サポート校、進学校、進路多様校の生徒の語りの違いを整理し、中学生になることが、

個々の学校体験のなかで、どのような意味をもつのかについて検討を加え、不登校経験のあ

る生徒の学校体験の特質をみていくことにしよう。表2は、これまでの分析から見出され

たカテゴリーに基づいて、三校の生徒の語りにみる「中学生になること」のとらえ方につい

て、もう一度、整理したものである。なお、横軸は、中学生になることをどのようにとらえ

ているのかにかかわるカテゴリーであり、縦軸は、中学生になることについて、どういうこ

とを語るのか、経験の対象にかかわるカテゴリーである。つまり、生徒たちは、こうした枠

組みを用いて、中学生になることの体験を紡いでいくと考えられる。

表2生徒たちの「中学生になること」のとらえ方

中学校／中

学生

先生との関

係

友だちとの

関係

自己の成長

<大人〉

<先生が生徒を大人としてみる〉

[小］先生から一から十までいわ

れる。［中］一から十まで教えな

い

[小]違いのないようにまとめる。

[中]一人ひとり伸ばしてくれる、

自由にしてくれる

く楽し〈て優しい先生から教える

先生〉

<新しく友だちが増える〉

[小]学校のなかだけのつきあい。

[中］友だちの輪が広がる

く友だち関係が深くなる〉

[小］先生のいうことを聞いてそ

れに従えばうまくいく。［中］自

分の考えを述べる場面も増えて、

他人の話を聞く場面も増える

困難

実際は違う、想像と違う

理想と現実は違う

[小]ずっと同じ先生だったのに、

[中］〈先生が教科ごとにかわる〉

[小］ずっと仲よく一緒だったの

に、［中］〈小学校の友だちとわ

かれてしまう〉

<友だち関係が難しくなる〉

まわりに合わせるのに疲れた

勉強／遊び｜[遊び］行動範囲が広がる｜〈勉強についていけなくなる〉

日常の学校生活

<小学生のまま〉

小学校／小学生とあまり変わら

ない

注）山カッコをつけたものは、カテゴリーとして、見出されたされたものである。その他は、そのカテゴリーに

くくられる語りのいくつかの例である。ゴチック体にしたものは、サポート校の生徒の語りからとくに多く見

出されたものである。なお、「小」は、小学校であり、「中」は、中学校である。

本研究では、生徒たちの語りから、「中学生になること」のとらえ方として、次の三つの

カテゴリーが見出された。

．〈自己の成長〉というのは、中学生になることが、自己の成長として体験されているも

のである。
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．〈困難〉というのは、中学生になることが、困難として体験されているものである。

．〈日常の学校生活〉というのは、中学生になることが、日常の学校生活の一つとしてた

んたんと体験されているものである。

そこで、この三つのカテゴリーをもとに、サポート校、進学校、進路多様校の生徒の「中

学生になること」のとらえ方の違いについてまとめてみることにしよう。

第一に、とくに、進学校の生徒(B校）および進学校出身と思われる学生(Z大）の中学

生になることの語りでは、「大人」という意味で、自己の成長について多く語られた。例え

ば、「中学校の先生は一から十まで教えない｣｢中学校は一人ひとりを伸ばしてくれる、自由

にしてくれる」など、「先生が生徒を大人としてみる」ということが、小学校と中学校の先

生のかかわり方の違いとしてとらえられていた。また、中学校になると、友だちの輪が広が

り、「友だち関係が深くなる」ととらえられていた。そして、中学校は、自分の考えを述べて、

他人の話を聞く場としてとらえられていた。

第二に、これに対して、不登校経験のあるサポート校の生徒(A校）の語りについては、

表2をみると、「実際は違う、想像と違う」｢理想と現実は違う」として、困難のなかに多く

見出され、とりわけ、先生との関係や友だちとの関係をめぐる困難が多く語られた。例えば、

小学校は「ずっと同じ先生」だったのに、中学校は「教科ごとに先生がかわる」ことが､「シ

ステムの違い」としてあげられていた。また、小学校は「ずっと仲よく一緒」だったのに、

中学校に上がると、「小学校の友だちとわかれてしまう」ことが、学校が楽しくなくなるき

っかけとして受け止められ、また、中学生になると、「まわりに合わせるのに疲れた」など、

｢友だち関係が難しくなる」ととらえられていた。

第三に、進路多様校の生徒(C校）の語りでは、「勉強についていけなくなる」として、

勉強をめぐる困難が語られた。このように、生徒たちの語りにみる「中学生になること」は、

一方においては、「自己の成長」として体験され、他方においては、「困難」として体験され

ているのである。しかし、サポート校の生徒と進路多様校の生徒の中学生になることの困難

は、質的に異なるものとして受け止められていると考えられる。サポート校の生徒にとって

は、中学生になることの困難は、先生や友だちとの関係をめぐるものとしてとらえられ、進

路多様校の生徒にとっては、それは、勉強におけるものとしてとらえられているのである。

第四に、三つめのカテゴリーとして、日常の学校生活についてみていくと、サポート校の

生徒の中学生になることの語りでは、困難としてだけでなく、例えば、「小学校／小学生と

あまり変わらない」というように、日常の学校生活の一つとしてもとらえられていた。

6．考察と今後の課題

もちろん、中学生になることの困難は、先行研究においてもふれられてきたことであり、

また、とりわけ、中学1年において、不登校が急増することから、中l不登校問題として

いわれてきたことである（国立教育政策研究所生徒指導研究センター，2003)。しかし、本

研究の関心は、中学生になることを不登校の原因として考えていくことにあるわけではない。

ここでは、考察として、学校体験の語りの技法について考えてみることにしたい。というの
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は、学校体験という視点からみれば、学校に行くということは、生徒たちが、そこで望まし

いとされている語りのスタイルを身につけて、そのようなものとして、経験を枠づけていく

過程として考えることができるからである。このことは、われわれが、生徒たちの学校体験

を理解するということは、どういうことなのかということについて手がかりを得ることにも

なるだろう。

ここで、示唆的であるのは、浅野の議論である。浅野は、FoLIcaultの議論を参考にしなが

ら、自分史を素材にして、記憶と「自己のテクノロジー」との関係を考察している（浅野，

2002)。そこで、浅野の議論をふまえて、「中学生になること」から、学校体験の語りの技

法について考えてみることにしよう。例えば、自己の成長という語りをみていくと、中学生

になることをきわめて適応的にとらえている。つまり、生徒たちは、自己の成長という枠組

みから、学校経験をとらえ、また、そこから、学校生活を過ごしていくと考えられるのであ

る。この意味で、「成長する自己」というのは、学校体験の語りの技法の一つとして用いら

れているといえる。そして、困難の語りをみていくと、例えば、小学校はずっと同じ先生だ

ったのに、中学校は教科ごとにかわる（先生との関係)、小学校はずっと仲よく一緒だった

のに、中学校に上がるとわかれてしまう（友だちとの関係）など、小学校と中学校の違いが

困難として受け止められている。ここから、小学校から中学校へ、うまく移行できるかとい

うことが、望ましいかたちとしてみなされ、また、そういうものにするようにまなざしが注

がれているといえる。ところで、本研究では、不登校を経験した生徒の語りは、サポート校

という学校的な場に戻りつつあるところから、得られたものであることにふれておきたい。

例えば、樋田大二郎は、「不登校を克服することで成長する」という言説は、人びとの心を

打つ言説であると論じている（樋田,1997,200-202頁)。今後の課題としては、サポート

校が、どのような語りの技法を用いて、生徒たちをサポートしていくのか、検討を加えてい

くべきであると考えられる。しかし、こうした語りとは対照的に、日常の学校生活という語

りをみていくと、学校の周縁に追いやられ、忘れ去られ、まなざしが注がれないという意味

で、困難を抱えているといえる。そうした声をどのようにすくいあげていくことができるの

か、議論を重ねていくべきであると思われる。

また、本研究では、語りの資源として、家族背景、階層、学校生活の実態などについて十

分に分析に乗せることができなかった。生徒たちの学校生活の実態とからめて、より詳しく

検討を加え、不登校の生徒の学校体験について明らかにしていきたい。

汪
川
②
③

ここでは、主に教育社会学におけるいくつかの先行研究に限定して、検討することにする。

先に述べたCoffey(2001)は、こうした作業を「バイオグラフィカル・ワーク」と呼んでいる。

ここで、浅野は、物語における椛成と隠蔽が表製一体であるとして、物語における権力やイデオロ

ギーの働きにも焦点を当てるべきであると論じている（浅野,2001,64頁)。つまり、ある学校

体験を語るということは、別のように語らない／語れないということであり、そこに働く権力を雌

視するべきではないということである。本研究の限界として、語らない／語れない学校体験をどう

55



子ども社会研究12号

問題にしていくのかということを十分に検討できていないので、今後の課題としていきたい。

(4)ここでは、文部科学省による定義よりもゆるやかにとり、小、中学校のある期間に、不登校の経験

をしたものを指し､インタビューにさいして､自分自身の不登校体験にふれたものをいうことにする。

(5)なお、A校に対しては、20()4年2月にパイロット調査を実施した（2名)。

(6)なお、データを提示するさいに、サポート校の生徒には、下線を引いてある。
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