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子どもが語る「学校の怪談」の内容分析

－子どもは学校制度による「抑圧」に抵抗しているのか－

吉岡一志

'．はじめに

本稿の目的は、子どもたちが実際に語った「学校の怪談」の内容分析を通して、学校にお

ける子どもの生活世界を明らかにすることである。

1980年代末から90年代初頭にかけて、常光(2002)や松谷(2003)の功績により「学校の怪

談」が"発見”され(')、1990年代の｢Jホラー」ブームの契機となったと言われる（一柳2005)。

これに合わせて徐々にブームの心理的、社会的背景が語られるようになる。一柳(2005)は、

学校が持つ管理教育と個性尊重の相矛盾する「闇」をブームの源泉として捉え、近藤(1997）

は、子どもたちの人間性の躁鯛に対する警告、あるいは救済を願う子どもたちのサインと主

張する。両氏の議論は、いずれも子どもを取り巻く環境に注目し、子どもたちを抑圧する教

育制度という視点から「学校の怪談」ブームの背景を探ろうとした。

一方、コミュニケーションの側面に注目した木下(1994)は､口裂け女などの「学校の怪談」

は語りを楽しむための「消費的コミュニケーション」であると言う。子どもたちは「学校の

怪談」を語ることで繊細な仲間関係を巧みに維持しているのである（吉岡2010)。さらには、

吉岡(2008)が指摘するように、学校において異質な文化である「学校の怪談」を、子どもた

ちは解釈を通して学校的規範体系に位置づけようとする。「学校の怪談」は「非日常を生み出

す文化装置｣（常光2002、山田2004)として機能する一方で、子どもたち自身がそれを秩序

づけ、混沌とした非日常性をクールダウンさせていると考えられる（吉岡2008)。

以上の研究は「学校の怪談」の流通、あるいは伝承のメカニズムの解明を通して、子ども

の世界に迫ろうとしたものと言える。すなわち、子どもたちは「学校の怪談」をコミュニケ

ーション・ツールとして友人たちと語り合い、抑圧され、諺屈した日常をしのいでいるので

ある。しかしながら、教育制度やコミュニケーションに注目した研究は、いずれも「学校の

怪談」の内容については十分に関心を払ってこなかった。それは「学校の怪談」が荒唐無稽

な内容であり、虚構の物語であると見なされたことによるのではないだろうか。

確かに、「学校の怪談」は大人からみれば虚構の物語であろう。しかし、そこに子どもの視

点を採用するのであれば必ずしも虚構とは言い切れない。石田(1996,p.226)によれば「フィ

クション」と「フィクションではないもの」の境界線は「権力作用のただなかで呈示され、決

定される」という。社会化過程にある子どもは、成人と同様の「現実」が構成された世界に

生きているわけではないと考えることができよう。
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一方で、野家(1996)が歴史的事実を「解釈学的事実」とし、その虚構性を明らかにしたよ

うに、「学校の怪談」も一つの解釈としての「事実」と考えることができる。川上(1997)の指

摘するところによれば、うわさは状況の解釈であり、定義づけしていくプロセスである。う

わさは「決まった内容」が伝言ゲームのように歪みながら伝達されるのではなく、様々な情

報や知識を参照しながら状況を説明する「有意味な解釈｣（川上1997,p.20)なのである。す

なわち、「学校の怪談」は創作された虚構の物語なのではなく、子どもたちが経験をもとに解

釈した一つの「現実」なのである。

こうした観点は、「学校の怪談」のサンフ°リングに重要な変更を迫る。民俗学において収集、

分析された「学校の怪談」の多くは、大人から採取したハナシであった。「学校の怪談」が解

釈である以上、時間の経過による忘却だけでなく、参照される情報や知識の変化による解釈

の変容が起こりうる。吉岡(2008)が指摘するように、大学生と小学生では同じテクストの

｢学校の怪談」からでも恐怖を感じる場面は異なっている。このことから、個人が保持する

テクストは時間の経過や社会化の程度に応じて変化すると考えられる。そのため、子どもが

語る「学校の怪談」を分析対象としなければならない。

このように考えるならば､「学校の怪談」は子どもたちのおかれた状況や個々の経験に裏づ

けられた解釈であると言え、子どもたちが語る「学校の怪談」の内容分析を通して、学校に

おける子どもたちの生活世界を明らかにしていくことができると考えられる。本稿は、「学

校の怪談」が語られるその背景として、子どもたちの自らが生きる世界に対するまなざしを

明らかにすることを目的とする。

11.分析の枠組み

本稿では、「『学校の怪談』の発生は学校制度に抑圧された子どもたちの抵抗である」とい

う先行研究の枠組みを検証していく。常光(2002,p.85)によれば｢学校の怪談」による子ど

もたちの騒動は「学校という制度のなかで、個の意志とは無関係に持続を強いられる集団の

精神的な緊張の高まりが沸点に近づいたとき、その解消と冷却を求め」て発生するという。

先述の一柳(2005)や近藤(1997)もまた「学校の怪談」の流行の背景に、現代の教育制度の

問題を読み取っている。いずれの先行研究も「学校の怪談」は教育制度による抑圧に対する

子どもの抵抗という枠組みで解釈されている。

ところがこれらの先行研究は、先の指摘にもあるように子どもの視点を看過している。上

記の先行研究では子どもの視点を欠き、虚構としての「学校の怪談」の内容を軽視していた

ことは先述の通りである。一方で、抑圧に対する子どもの抵抗という言説は、子どもを置き

去りにしたまま、画一的な枠組みを採用したに過ぎないものである。

80年代以降、子どもの自殺、いじめ、校内暴力などの子どもの問題の噴出を背景に、学

校が抑圧的な存在であるとの見解が一般化した（小谷2003)。本田(1982)は「発達」という

概念で子どもに秩序への適応を迫ろうとする社会のありようを指摘した上で、秩序からはみ

出す子どもを「対立する他者」として位置づけた。つまり、子どもは大人にとって常に「対

立する他者」という宿命にあるのである。しかし、小谷(2003)の言葉を借りれば、それは
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｢｢大人による大人のための』子ども論」である。本田(1982)が捉えた子どもによる「挑発」

は、大人の立場からの認識であり、そこに子どもの「挑発」という意志があるとは言い難い。

もちろん、学校が抑圧的な存在としてその存在感を強めていたことや、教育病理と言われ

るような子どもの問題が噴出していたことは、先行研究の指摘の通りであるが、それが子ど

もたちにとってリアリティのあることであったかについては慎重に検証される必要があろう。

｢学校の怪談」が子どもたちの抵抗だとする言説は、「学校の怪談」が子どもにとってふさわ

しくないものとして捉えられた結果、近代教育に対する子どもの抵抗であったと安易に結び

付けられたものなのではないだろうか。

児童文化論においても同様に、子どもの意志を置き去りにしたまま子どもに対する教育的

配慮が先行する傾向にあった（川勝2000、浅岡・加藤2003)。児童文化論のこうした反省を

踏まえ、浅岡・加藤(2003)は、子どもの視点を導入することの重要性を指摘しつつ、子ど

も同士や大人たちとのかかわりの中で、子どもは文化を習得したり、創出したりしていると

いう視点を提供した。大人と切り離された子どもを対象とするのではなく、子ども間や教師

たちとの相互作用の中で子どもたちのまなざしを検討しなければならないのである(2)。

「学校の怪談」は、先に示した通り、経験に基づいた情報や知識を参照し、他者との相互

作用の中でなされる状況の解釈であるため、語りの中に情報の発信源や物語に対する評価が

語られる。「学校の怪談」は、桜井(2002)の言う、出来事が筋によって構成される物語世界と、

語り手と聞き手の社会関係を表す語り手の態度や評価を担うストーリー領域により構成され

る。子どもたちの生活世界を明らかにするためには、「学校の怪談」の内容だけでなく、いか

に語るかという方法にも関心を払う必要があろう。Holstein･Gubrium(2004)も同様に、語

りの「内容」を理解するにあたって「方法」の重要性を指摘している。

口承文芸研究が語りの物語世界を極端に重視している中で、小松(1985)による異人殺し

伝説の研究は重要な意味を持つ。小松(1985)は異人の来訪と殺害が、特定の家の盛衰や差

別と結び付けて語られることを見出し、民俗社会の「"排除”の思想」を描きだした。異人殺

しと社会構造の変容という「内容」が結び付けられるという語りの「方法」に着目したことは、

本稿の分析枠組みにおいて不可欠である。

以上の先行研究の検討を踏まえ、本稿は、子どもが語った「学校の怪談」を収集し、語り

の内容と方法の両方を視野に入れながら分析することで、「抑圧への抵抗」という言説を検証

する。子どもたちが｢学校の怪談」に学校制度の抑圧からの解放を託しているのであるなら

ば、その語りから教師や学校への否定的なまなざしが抽出できると考えられる。

上述の枠組みを検証するために、一つは子どもにとっての抑圧者、あるいは管理者として

の教師の語られ方に注目する。教師との関係性のなかで子どもが苦境に立たされているので

あれば、子どもたちは教師を抑圧者とみなし、「学校の怪談」の中で批判的に語っていること

が推察される。もう一つは、怪異の発生の由来に焦点を充てることができるだろう。子ども

にとって自身の生命を脅かしかねない怪異が発生するのであれば、それ相応の危機的事態が

仲間たちや教師たちによって引き起こされていると考えられる。つまり、怪異発生の由来に

はいじめや自殺、教師による抑圧など、学校における負の側面との関連が見いだせると考え

られる。
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Ⅲ、資料の検討

本調査に使用するデータは1995年に講談社から発行された『みんなの学校の怪談赤本』

である。同書は、1990年から始まった『学校の怪談』シリーズの番外編であり、読者から投

稿された「学校の怪談」で構成されている。同書の表紙には1万2000通の投槁があったこと

が記されており、そのうち556本のハナシに通し番号、投稿者の所在地、イニシャル、性別、

年齢が添えられて掲載されている(3)。こうした読者の情報がハナシとともに記載されている

という点で同書は非常に貴重な資料である。

ここで、本資料の妥当性について検討が必要である。同書は言かれたハナシであり、厳密

には口承文芸すなわち語りであるとは言えないが、子どもの手によるものであるという点を

評価すべきである。編者による修正の有無について出版社に問い合わせたところ、基本的に

は投稿されたものをそのまま使用しているとのことであった。ただし、差別用語、性的な表

現については、一部修正を行なっている。しかし、これらについては校正の段階で協議した

とのことであり、意図的に特定の表現等を事前に排除して編集しているものではない。この

ことから、同書に掲載された「学校の怪談」は子どもの手によるものと判断した。

また、本資料は、投稿者が同耆の読者層に限られていること、さらに1万通以上の投稿か

ら編者の意図により厳選されていることから、2回のスクリーニングの工程を経ていること

になる。投稿者の偏りについては、語り手の属性と考えることができる。川上(1997)が指

摘するように、うわさは人に話すことで初めて成立する。つまり、語り手がいなければ｢学

校の怪談」は成立しない。語り手は聞き手を積極的に探していると考えられ、投稿という行

為はうわさの伝達過程の一工程である語りに相当するものとしてみなすことができる。

選出の問題については、同書の意図が｢学校の怪談」の紹介という立場にあり、多様なハ

ナシを網羅的に取り上げていることを指摘しておきたい。当時の担当者によれば、同担当者、

編著者の常光氏、他1名の3名により各話をテーマごとにグルーピングし、カテゴリー別に

ハナシを抽出したとのことである。それぞれのグループに含まれる話数には偏りがあるが、

同書に掲載されているカテゴリーごとの話数の割合は投稿された総数と概ね一致するという。

これらのことから、同データは、ある程度編著者の手が加わっているものの、1990年代前

後に子どもたちによって語られていた「学校の怪談」の縮図であると見なすことができよう。

投稿者の基礎データは、表1の通りである。556本のデータのうち、458～466番の「学校

の七不思議」は、複数のハナシがひとそろいで1つの怪談として語られ、それがさらに「七

つぜんぶ知っているといけない」というように、別の怪談へと発展する。そのため、これ

らは別に検討すべきものとして本研究からは除外した。また、346番については、デパート

が舞台となっており「学校の怪談」とは異質であるため除外する。最後に年齢について、16，

17，18，20，26歳からの投稿が含まれており、各1人ずつと本数が極端に少ないことから除

外した。最終的なサンプル数は556件から以上の15件を差し引いた541件である。なお、投

稿者が複数名の場合など、性別や年齢が特定できないものも若干数みられる。

投稿者の傾向としては、女子が多い。「学校の怪談」は男子よりむしろ女子の間で流通して

戸戸
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いるのかもしれない。また、年齢では、9歳から12歳が全体の8割以上を占めている。した

がって、本分析に用いるデータは主に小学生の中学年から高学年にかけて語られた「学校の

怪談」であることに留意する必要がある。

表1投稿者の属性

率
一
却
雨
一
壁
４
｜
昭
一
灯
一
皿
一
噸
一
睡
一
妬
一
路
一
喝
－
４
｜
剛

有効パーセント

67．4

32．6

100.0

0．7

2．4

8．8

19．1

21．7

23．4

15．9

4．7

2．4

0．7

100.0

封
一
野
一
一
詞
一
鐡
一
蔵
一
鐵
一
一
睡
一
唯
一
睦
一
唖
一
一
時
一
一
唖
一
睡
一
詞

性別

年齢

IV・分析

(1)「学校の怪談｣の中の教師

まず、教師が｢学校の怪談」のなかでいかに語られているか見てみよう。教師に対する語

りを見ることで、子どもの生活世界における教師の位相が明らかになる。

541件のハナシの中から「校長」｢担任｣｢先生」など教師を指す言葉を機械的に抜き出すと、

65件が該当し、そのうち283話のように聞こえてきた足音に対し特別な根拠もなく「先生が

おりてきたんだ」と推測するなど、ハナシの内容の中で特別意味を持たないものを除外する

と61件（全話の11.3%)であった(4)。教師自体が｢学校の怪談」に登場することは、決して多

くはない。このことは学校文化を象徴する教師と「学校の怪談」のような子ども文化との断

絶、あるいは対立を示しているのだろうか。

「学校の怪談」における教師の扱いは概ね三つに分けられる。怪異に遭遇する場合、怪異

に遭遇しない（できない）場合､教師自体が｢妖怪」となる場合である。これらをそれぞれ｢体

験者｣｢部外者」｢妖怪化」とした。この他「体験者」と重なる場合が多いが、教師からハナシ

を聞いたことが推測できるものを「語り手」として抜き出した。最後に、教師の手によって

怪異が治まる、または教師が怪異から子どもを救うとするハナシを「解決者」として抜き出

した。それぞれの集計結果は表2の通りである。

表2教師の描かれ方

’
峠
一
耐

解決者

7件

妖怪化

11件

体験者

26件

語り手

20件
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表2からわかるように、教師は「学校の怪談」の体験者であり、語り手でもある。体験者

26件のうち、教師が語り手であったハナシは13件であった。そのことをよく示している事

例を以下に引用してみよう。

【152話:14歳・女子】

ある先生の話です。先生がはじめて学校にきたとき、まだアパートも借りてなくて、

学校に泊まっていました。お茶を飲もうと思って、調理室にいって火をつけて、ちょっ

とその場をはなれました。調理室にもどってみると、火が消えています。「火、消しち

ゃった｡」といって女の子がクスクス笑っています。先生は、「だれだ－！」とさけびま

したが、だれもいません。先生はこわくなって、塩をまきました。

つぎの朝、そのことを女の先生に話すと、「その子は、以前からいる幽霊で、なにも

しないから、ほうっておいたんですけどね｡」ということでした。

引用を見ると、教師たちは「学校の怪談」を自ら体験し、その体験は教師の間で語られて

いるとされる。このハナシには子どもが登場せず｢学校の怪談」は子どものものというより

も、教師間で語られている教師文化の一つとして位置づけられているようにもみえる。

「むかしからいる先生の話では」(81話：13歳・女子）というような表現がいくつかみられ

るほか、208話(8歳・女子）のように女の子に鉄棒を教えてくれた見知らぬ少年について、

かつて亡くなった鉄棒好きの少年ではないかと指摘する教師も登場する。

子どもたちの間で教師たちは当然のように語り手として扱われ､「学校の怪談」の論理によ

って子どもたちの経験を意味づけていく。「学校の怪談」は、教師から子どもへと語り継がれ

ている可能性もある。すなわち、子どもたちから見れば、教師は「学校の怪談」を否定する

存在ではない(5)。むしろ、教師は「学校の怪談」を通して、子どもに寄り添える、よき理解

者として認識されているとも言えるかもしれない。

しかしながら、その一方で、表2にあるように、教師は「学校の怪談」に接近することが

できない部外者としても扱われている事例が17件みられる。このような教師の位置づけは

｢学校の怪談」に教師がほとんど登場しないこととも深い関係にあると考えられる。

【79話：9歳・女子】

わたしが二年生のとき、学校の帰りに体育館を通ったらドンドンと音がきこえてきま

した。見ると、だれもいないのにバスケットボールが、ひとりでにはねているのです。

そして先生がきたら、きゆうにポールがころがっていって、ポールのカゴに入ってしま

いました。

上の引用を見ると、怪異は教師がいないところで起こっていることがわかる。さらに129

話(5年生一同）には「先生たちには見えないよ」と但し書きがそえられている。子どもたち

の間では「学校の怪談」は教師たちとは一線を画す、子どもたち独自の「現実」と捉えられて
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いると考えられよう。換言すれば､「学校の怪談」を語り継ぐ、子どもたちにとっては、教師は

基本的には異なる世界の存在として位置づけられているのである。本稿で扱うデータに教師

が10%程度しか登場していないことは、まさにこのことを裏づけている。

とは言え、教師は子どもたちにとって全く無意味な存在ではない。教師が｢学校の怪談」

において部外者として位置づけられることで、子どもたちを怪異から救うための重要な役割

を担わせられることになるからである。

表2では7件に過ぎないが、教師を怪異の解決者とするハナシがある。先に引用した79話

からもわかるように、怪異は教師を避けて発生する。裏を返せば、教師がそばにいれば子ど

もたちは怪異に遭遇せずにすむのである。444話(10歳・男子）では「会うと口と目と鼻と

耳をとられる」という「のっぺらぼう」が登場するが､「先生がきた」と言うとその「妖怪」は

｢にげていく」という。

このように、「妖怪」と無縁の教師たちも、決して子どもたちにとって「学校の怪談」と無

関係な存在ではないのである。教師が｢学校の怪談」において部外者であるからこそ、子ど

もたちにとって教師は「妖怪」への対抗措置となり得る。教師は、いざという時には子ども

たちを救うことができる心強い存在なのである。

では、「学校の怪談」の部外者である教師たちが､「学校の怪談」の語り手であることの意味

はいかなるものであろうか。早川(2002)は、うわさを信じる心理の一つに語り手や情報の

発信源がもつ権威の正当性をあげている。子どもたちにとってその真偽が暖昧な「学校の怪

談」は、教師という発話者の権威によって信頼性を高めることになる。まして「学校の怪談」

を信じないはずの教師がそれを語ることは、圧倒的なリアリティを持って子どもの主観的現

実を構築するだろう。

ある学校に生息する「ダッシュ女」という「妖怪」について、教師が「あれは口さけ女のル

ーツだ」とするのを受け、子どもたちは「先生たちもその存在をみとめています」と強調す

る（455話：11歳・女子)。子どもたちは、教師たちをうまく「学校の怪談」に取り入れ、語

りを権威づけ、信葱性の高いハナシとして語っているのである。先に引用した152話は、教

師同士が｢学校の怪談」を語りあうことで、ハナシにリアリティが付与された典型例とみる

ことができよう。

こうした教師たちは「妖怪化」し、子どもを脅かす存在としても描かれる。ただし、興味

深いことに「妖怪化」する教師のうち7件が校長である。そのうちの3件が子どもに危害を加

える加害者となっている(6)。校長は「妖怪化」し、子どもに「いっしょにねむる」と朝礼台の

下に引き込んだり（209話：12歳・女子)、マンホールにつき落としたり（257話：10歳・女

子）と暴力的な一面を持つ。その半面、残りの4件は読書好きで図書室で鼻歌を歌いながら

読書をする校長(101話:13才・女子）や子どもたちに「こんばんは。どうしたの？」と語り

かける校長(136話：11才・女子）など、温和で優しい雰囲気を持つ校長も描かれている。

常光(2002,p82)は、校長を象徴的に殺すことで権威を剥ぎとり、「日常の話のレベルにま

で引きおろして面白がっている」と述べる。すなわち、校長は学校のなかで一般の教師以上

に権威者であり、子どもから見ると非常に距離のある存在として位置づけられているのであ

ろう。子どもたちとの関係の浅い校長は「妖怪化」されやすく、反対に一般の教師は子ども
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に近い存在として、「妖怪化」するよりも味方として捉えられているのではないだろうか。

以上をまとめると、教師と子どもの間には距離があり子どもにとって教師は異なる世界の

住人だと考えられていると言える。しかし、そのことが怪異への対抗措置となっている。一

般の教師は子どもを抑圧する存在ではなく、「学校の怪談」を語ることで子どもたちの世界に

意味を与え、いざという時には子どもたちを守る心強い存在とみなされているのである．

（2）怪異の由来

では、次に怪異発生の由来について検討してみよう。怪異が生じる原因についての語りは、

ある出来事を納得できるものにしようとする解釈である。そこに自殺やいじめなどの教育病

理が見出せるのであれば、子どもたちにとって学校における負の側面が「ありそうなこと」

として認識されているとみなすことができよう。

怪異が発生する原因が示されているものを抽出すると、全部で54件あり、大きく2つのパ

ターンに分類できる。一つは不浄な土地であるとするもの、もう一つは死亡した人の霊が

学校に現れるものである。前者は13件、後者は42件である。さらに後者は、死因別に分類

し、表3に示した⑦。「自殺」についてはそれと明言されたものが2件あった。残り1件(333

話：12歳・女子）は「恋人同士で、ふたりでいっしょに学校の屋上からおちて死んだ」とあ

り、さらに恋敵がそのあとを「追いかけた」とあるので「自殺」に含めた。｢事故死」について

は、交通事故によるもの、ベランダや屋上、階段等から転落したもの、ピアノが倒れ下敷き

になったものが該当する。行方不明になったとするもの(119話：12歳と9歳・女子）と事故

後の生死が不明のもの(549話：11歳・女子）も「事故死」に含めた。

表3怪異発生の由来

死者の来訪
不浄の土地

鍛
一
辨

事故死

21件

緬
一
辨

死因不明

15件13fl

そもそも怪異の発生原因について語られたものは54件（全話の1().0%）と非常に少ない。

一柳(2006)は、90年代の怪談の特徴として、文脈がなくなり出来事だけが語られることを

挙げ、そのことによりハナシにリアリティが付与されると述べる。このことと無関係とは言

い切れないが、子どもが語る「学校の怪談」の場合は、子どもたちの現実の捉え方との関連

によるものが大きいのではないだろうか。すなわち、子どもたちは「学校の怪談」的世界を

現実世界として捉え、その由来よりも怪異の存在事態に大きな関心を寄せていると考えた方

が妥当であろう。このことを示すように、本データを見ると「学校の怪談」ではいつ、どこで、

どのような条件で「妖怪」と遭遇するかが明記されているハナシが8割を超えている。

それでは、まず不浄の土地に関する怪異の由来についてみていこう。不浄の土地に由来す

るものには、学校がある場所がかつて墓地だったというものが多い。その他、病院や火葬場、

事故現場などがある。これらの事例が示すことは、このような事実があったという証拠では

なく、墓地などの不浄の土地に学校が建てられてもおかしくないという意識である。
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【215話:10歳・女子】

運動場にプールがつくられることになり、みんなが「おばけの木」とよんでいる木が

切られることになりました。プールができてから、うわさの花子さんがプールにすわり

こみ、悲しそうな顔でいるすがたを見かける人がいるようになりました。

上に引用した215話は「おばけの木」が切られたことに対し、語り手が｢花子さん」を介し

て「悲しそうな顔」をするという評価を託している事例である。では、なぜ語り手は「花子

さん」に悲しい顔をさせたのだろうか。それはプールの建設のために切り倒された「おばけ

の木」が｢花子さん」にとってかけがえのない存在だったと、語り手が考えたからに他なら

ない。この語りを通して、子どもたちは、学校の設置者は「花子さん」の思いよりもプール

の設置を優先すると解釈することができるのではないだろうか。

このように考えると、不浄の土地に学校を建設するというモチーフは、学校設置者の権力

行使に対する批判を含意しているとみることができる。このことは、教師の中でも校長が主

として「妖怪化」し、子どもたちに危害を加える存在として描かれることと無関係ではない

かもしれない。権力者は住々にして子どもの感性を踏みにじる決断をすることがあり、子ど

もたちはそのことを「学校の怪談」を通してくみとっていくのではないだろうか(8)。

さて、このような学校批判は先の2分類における死者の来訪のハナシにも込められている

のだろうか。表3の死者の来訪を見てみると、死因は事故死（特に交通事故によるもの）が

最も多く、次いで死因不明である。自殺によるものについては3件(15話：9歳・男子と母、

17話：12歳・男子、333話：12歳・女子）に過ぎない。そもそも死因が特定されないハナシ

が多く、子どもにとってはいかに死んだのかよりも死ぬことそのものが重要な出来事である

ようにみえる。その中でも事故死は子どもたちにとって了解可能な出来事なのだろう。

一方、現代の子どもの病理として語られるいじめや受験などは自殺と直結するキーワード

ではあるが、本調査に用いたデータには1件も出てこない(9)。上述した3件の自殺のうち2件

が恋愛と結びつけて語られている。また、失恋＝自殺の物語が音楽室のベートーベンとその

恋人をめく翻るハナシ(17話）であること、「花子さん｣｢太郎さん」｢やみ子さん」の妖怪たちの

恋愛事情に関するハナシ(333話）であることから見れば、自殺や恋愛は子どもたちとは異

世界（大人の世界）の問題として認識されているとも考えられる。小学生の中学年を中心と

した語り手にとっては、いじめや受験などの教育病理やそれらを苦にした自殺という物語に

はリアリティがないのかもしれない101。

このように死因から判断すれば、学校に現れる死者たちは何らかの遺恨を持って子どもた

ちの前に現れるわけではない''')。では、死者たちは何を目的として学校に現れるのだろうか。

それは楽しい学校生活を継続するためである。学校に訪れる死者たちは、生前、音楽や家庭

科、かけっこ、さらにはテストが好き、英語・数学が得意だった子どもたちである。その他、

運動会や音楽発表会など学校行事、あるいは小学校への入学を楽しみにしていながら、それ

が叶わなかった子どもたちが｢妖怪」として学校に現れるのである。42件の死者の来訪のう

ち20件に学校生活を肯定的に捉え、その生活を維持しようとする語りが含まれている。
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【9話：11歳・女子】

ある学校の音楽室にはピアノがありません。それは、こんなことがあったからです。

A子のクラスでは、授業参観の音楽の授業で演奏会をひらくことになりました。A子

は音楽が大好きでとってもめだちたがりやの子なので、自分の演奏すがたを見てほしく

て、いっしょうけんめいに練習をしていました。A子の楽器はピアノでした。いつも音

楽室のピアノで練習していました。

当日の朝、A子はあまりのうれしさに赤信号なのに道路にとびだしてしまい、車には

ねられてしんでしまいました。それからというもの、演奏会などが近づくと、音楽室の

ピアノがひとりでにうごきだし、だれかがくると「いっしょに演奏しよう｡」といってく

るそうです。A子のことを知っている高学年の女子たちは平気なのですが、低学年の子

がとってもこわがるので、そのピアノは音楽室からはなくなりました。

【118話：9歳・女子】

ある小学校の話です。六年一組のT男という男の子がベランダからおちて死にました。

その一年後、六年一組をのぞくと顔がないT男が勉強していました。やりのこした勉

強がたいせつに思えたのです。四時になると、「ああ、まちがった。消しゴム､消しゴム｡」

とか「職員室にもってって、丸をつけてもらおう。」などと、声がするのです。

上の2つの引用を見ると、死者たちは、子どもを襲うどころか、大好きなピアノ演奏を友

だちと共有しようとしたり、大切な勉強を続けたりと、大人から見て「理想的な」子どもた

ちである。そのため、9話や先述の208話では、死者たちは教師や子どもたちから認められ、

受け入れられている。学校に来る死者たちの多くは、まじめで優しく「理想的な」子どもた

ちであり、ありふれた学校生活を営んでいるのである。

このように見てみると、何らかの原因で死んでしまった子どもたちは、決して学校や教師、

友人たちに恨みを持っているわけではなく、むしろ楽しい学校生活を求め、死してなお学校

に姿を現していると言えるのではないだろうか。語り手の子どもたちにとって学校は抑圧さ

れ苦痛を感じる場所ではなく、魅力的な学校行事があり、友人たちと楽器の演奏や勉強を通

して交流できる楽しい場所として位置づけられているのである。

ただし、ここで一点留意しなければならないことがある。それは、ハナシの発信源である。

怪異の由来が語られている54件のハナシの内、18件が大人から聞いたとするものであった。

大人が情報の発信源だとするハナシは全部で30件であり02')、その内の18件が由来の語り手

となっていることは注目すべきことである。

先述のように、怪異発生の由来がほとんど語られない「学校の怪談」では、怪異が起こる

という情報が子どもたちの最大の関心事となっている。その文脈のない怪異現象に大人た

ちが意味を与えているのである。すなわち、学校批判にしても、「理想的な」子どもにしても、

子どもから自然発生したというよりも、大人、とくに教師から子どもに伝達されている可能

性が指摘できる。

弓へ
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V.まとめと考察

本稿では、『みんなの学校の怪談赤本』を資料として「学校の怪談」を学校制度による抑

圧への抵抗であるとする先行研究の検証を行ってきた。分析によって明らかになった点は以

下の3点である。

第一に、教師は批判の対象としてではなく、子どもの経験を「学校の怪談」を通して意味

づけていく存在であった。教師は「学校の怪談」の部外者として扱われることから、子ども

とは異なる世界の住人であると考えられる。しかしながら、教師が部外者であることで、怪

異から子どもたちを守る存在となることができる。また一方で教師が｢学校の怪談」を語る

ことで、異界や妖怪の存在を確かなものとして意味づけ、子どもの理解者になることができ

ると考えられる。

第二に、子どもを理解する一般の教師とは反対に、学校の設置者、あるいは校長といった

権力者が批判的に語られていた。墓地に学校が建設されるというモチーフは、子どもの生活

世界と親和性が高い怪異現象を瓊末に扱う権力者の姿をあらわにしたものであり、こうした

権力に対する批判的な語りが｢学校の怪談」には含まれている。

第三に、死者が学校に現れることによって学校は魅力的な場所として意味づけられていた。

一般的に「学校の怪談」はいじめや受験による抑圧への抵抗という枠組みで解釈されること

が多いが、実際にはこれらのキーワードはほとんど語られていない。反対に、学校は勉強や

学校行事など楽しみがある魅力的な場所として語られている。

以上、明らかになった知見から子どもたちの生活世界を整理してみよう。子どもたちは、

学校制度による抑圧や仲間集団のしがらみには必ずしも自覚的ではない。むしろ、今日さま

ざまに語られる教育問題と一定の距離を置いて、教師とも良好な関係を取り結びながら楽し

い学校生活を過ごしていると考えられる。確かに学校を批判的に捉えるまなざしを読み解く

ことはできたが､先行研究で指摘されているように､学校制度による抑圧への抵抗として「学

校の怪談」が語られているとは言い切れないのではないだろうか。

本調査から、子どもは自らを大人とは異なる世界を生きていると認識していることが明ら

かになった。子どもたちは「妖怪」と近しいところに位置しているが、教師たち大人は、そ

こには相容れない存在である。その意味で大人の世界と子どもの世界の間には断絶がある。

しかし、教師は「学校の怪談」を通じて大人の世界からわずかに抜け出し、子どもの理解者

として接近することができる。こうして教師は子どもにとって意味ある他者として位置づけ

られ、子どもたちを大人の世界に引き込むための社会化エージェントとなれるのである。

ところが一方で、大人の世界は、異界と交信する子どもたちの感性を黙殺してしまうこと

もあるだろう。このことを子どもたちは敏感に感じとっているのである。社会化エージェン

トとして教師たちは異界を意味づけると同時に、意味づけた異界を無意味なものとして処理

してしまうのである。ここで子どもたちの中で葛藤が生じることになる。すなわち、教師が

仲介する世界に、ホンネとタテマエが入り混じる矛盾が浮き彫りになる。このような経験を

重ねる中で次第に子どもたちは教師や学校に不信感を抱くようになるのではないだろうか。
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このことから「学校の怪談」は子どもと教師をつなぐと同時に、子どもと教師を引き離す

という相反する契機となっていると言えよう。この後者の側面に焦点を当てれば､「学校の

怪談」を抑圧への抵抗と読みとることも可能である。しかしながら、こうした枠組みは一面

的なものに過ぎない。子どもにとって「学校の怪談」は学校を批判するためのツールではな

く、学校批判を生みだす契機なのである。

本研究では、学校制度の抑圧への抵抗としての「学校の怪談」という枠組みを相対化する

ことはできたが、なぜ子どもたちが｢学校の怪談」を語るのかという問題は残された。今後

は、この課題について、語り手の年齢や性別などの属性に注目することで、子どもの社会化

過程における「学校の怪談」の機能という観点から検討することが必要であろう。

>王

(1)常光氏による『学校の怪談一口承文芸の研究I』の初版は1993年にミネルヴァ書房より、松谷氏に

よる『現代民話考く7>学校・笑いと怪談・学童疎開』の初版は1987年に立風書房より、それぞれ刊行

されたものである。

(2)児童文化研究は、子どもの視点を欠いてしまった一方で、元来、画一的で形式的な学校へのアン

チテーゼであった（片岡1979)。そのため、子どもの文化の独自性を強調するあまり、子どもと大

人のかかわりを看過してきたきらいがある。ただし、子どもの社会化研究においてはBerger,PL&

Berger,B.(1991)などにみられるように、大人とのかかわりの中で子ども文化を考察することはごく

自然な態度である。

(3)1万2000通の投槁は『学校の怪談』シリーズの第1巻から7巻の期間に読者から寄せられたものであ

る。同シリーズには読者はがきが挟まれており、｢学校の怪談｣に限定せず､｢あなたの知っている怪

談｣として広く集められた。

(4)283話、517話、525話、546話の計4件を同分析から除外した。

(5)子どもたちが語る｢学校の怪談｣を教師が否定するというハナシは1件も見られないことも指摘して

おきたい。

(6)教師が妖怪化し､子どもに危害を加えるハナシは全部で4件であることから､校長の特異性が際立つ。

(7)このうち、1件(413話:12歳・男子)は、捨てた人形が妖怪化するというものであり、どちらにも該

当しないのでここでは除外する。またどちらにも含まれるものが2件(214話:12歳・女子、522話：

10歳・女子）ある。この2件は、死者が亡くなった場所に学校が建てられ、その死者が出現すると

いうものである。これらは両方のカテゴリーに含んだ。そのため、表3の合計は55件(54件－1件

十2件）になる。

(8)もちろん子どもが｢学校の設置者｣｢権力者｣という言葉で解釈していたとは考え難い。しかしなが

ら、教師が｢学校の怪談｣において部外者として位置づけられていたことと同様に、大人は｢学校の

怪談｣を重視しないことがあると子どもたちは認識していると考えられよう。

(9)当時の担当者に確認したところ、いじめ、自殺といったネガティブなキーワードであっても、それ

こそが｢学校の怪談｣の魅力であるとの認識のもと、除外していないという。

00)失恋による自殺の2件の物語が中学生を迎える12歳の児童の投稿であったこと、また残りが児童の

母親が短大時代の体験談であることは、注目すべきことである。自殺というモチーフは中学生以降

に語られ始めると推察できる。ただし、このことは、小学生の間に自殺やいじめと捉えられる事象

が発生していないとするものではない。

(l1)わずかながら、出現する死者たちが子どもに危害を加えることもある。452話(11歳・男子）を見る
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と、事故死した女の子が雨の日にナイフを持っているというように明らかな敵意を持って現れる。

その他､プールの特定のコースで泳ぐと｢失敗する｣(218話:11歳・女子)、また、避難訓練の時｢階段

からおちたり、ころんだり」(249話:11歳・女子)する程度の被害が3件のみ語られている。これら

の4件のハナシはいずれも事故死であり、学校やクラスメートに直接的な恨みを持つというもので

はない。

(12)語り手の内訳は表2にあるように教師が20件、その他、警備員1件、父母・祖母などの家族が6件、

近隣住民等その他3件が含まれる。
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