
日本子ども社会学会20周年記念論文最優秀論文ノ“r"α/Q/Cﾙ"dS/"dy,I'b.20,J"jy,2014:3-16

学校の中の物語作者たち

－大学ノートを用いた協同での物語制作を事例に－

團康晃

1．問題関心と先行研究

学校の中には多くの人びとが集い、様々な活動を行っている。例えば、教室でなされる授

業を思い浮かべることができる。それは一般に［教師一生徒］というカテゴリーのペアのも

とになされる活動だといえよう。一方、学校の中でなされる活動の全てが［教師一生徒］と

いうカテゴリー関係の下になされるわけではない。フィールドワーク(')の中、休み時間に参

与観察をしていると、「休み時間」という社会的場面において教師の介入を受けず、［友人同

士］で織りなされる活動が見られる。それは大人に管理されるわけではない子ども達自身に

よる活動だ｡Sacksはこのような［大人一ティーンエイジャー］という「ティーンエイジャー」

が｢大人」からの保護を受け、管理されることが期待される関係(支配的カテゴリー）ではな

く、［子ども同士］で、自らが何者であるかを管理している関係(革命的カテゴリー）にある

なかで伝承される遊びや文化を「子ども文化｣と呼び､その現象に注目していた(Sacks訳書

1987)。本論はそのような「子ども文化」の一つを描くものだといえる。

具体的には、筆者がある中学校において行った参与観察で出会った物語制作をめぐる活動

に注目する。学校の中には多くの物語をめぐる活動がみられる。図書館や学級文庫には多く

の書籍が置かれ、生徒たちは日々物語を読むことができる。一方、少数ながら学校の中で物

語、いわゆるフィクションを作る者たちがいた。物語を「作る」という時、普通、一人の人

がペンを取り原槁用紙に物語を「書く」、あるいはPCでキーボードを打って「書く」ことを

想像するかもしれない。しかし、学校の中では複数のメンバーで大学ノートを回しながら、

｢物語を作｣っていた。この物語制作は、｢書く」ことだけでなく、大学ノ〒トを回したり、感

想を伝えたりといった幾つかの活動を伴っていたのだ。この学校の中での物語制作はこれま

で研究の対象となることはなかった（数少ない先行研究として、石田2009)。

本論は、フィールドワークの中で出会った物語制作をめく、る活動を対象に、その活動の構

造とそこでの人びとの自らの情報の管理(Goffman訳書,1970)のやり方をエスノメソドロ

ジー特にSacksの成員カテゴリー化装置の議論(1974)の立場から明らかにする。

それは、学校の中で生きる人びとをサブカルチャーの観点からとらえようとしてきた先

行研究に連なるものだ。後続に大きな影響を与えたWillis(訳書1996)の研究は、労働者階

級の少年たち（｢野郎ども｣）が学校の中で反学校的なサブカルチャーを身体化する中で「労

働者階級」としてのアイデンティティを確立していくことをエスノグラフィーとして描いた。

(だん．やすあき東京大学大学院）
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これはブラックボックス視されてきた学校の中の「文化」による再生産を描きだすものであ

り、日本の「新しい教育社会学」の一つの流れとして受容された。そして、その後、エスノ

グラフィー的手法を用いた生徒文化研究が展|刑されていくことになる。その中で、「労働者

階級」のような階級カテゴリーとは異なる「ジェンダー」カテゴリーへの注|引の必要性が指

摘され（天野1988)、ジェンダーに限らず様々な社会的属性と結び付くサブカルチャーが着

目されてきた。

このような先行研究の流れを踏まえた|-1本の研究として宮崎(1993)は、学校の中に生じ

る、「勉強グループ」「オタッキーグループ」「ヤンキーグループ」「一般グループ｣、という四

つのグループに着目し、各グループの規則に対する態度や、服装の在り方、学業への態度、

性役割観の違いから、各グループのサブカルチャーを揃いた・

しかし、宮崎はこの論文を書いた数年後、自らの論文を振り返り、生徒達のグループの境

界が一枚岩ではないという反省を行っている。それは調査者が引いたグループ境界だけで

なく、「グループの考えに影響を受けたり葛藤を覚えたりしながら価値観や自分観（アイデン

ティティ）を形成しているのかまでを分析」する必要があるというものだった（宮崎1998,p.

296)。本論は、宮崎の違和感、つまりグループとサブカルチャーを対応させ、その境界を調

査者が設定するという手続きに対する違和感を共有するものだ。ここでさらにこの違和感を

フィールドで見られた現象に即して明確化したい。その現象とは、フィールドの人びとは調

査者が設定するグループとして生きているのではなく、人びと自身が日常的に、様々な分類

を用いて、誰かを指示し、そこで様々な活動を行っているという点である。

調査において、人びとは自らあるいは他人に対し様々なカテゴリーを用いて同定してい

た。授業時間の教室、ある女子生徒達は「い組」のメンバーとして、グループ活動の際は「い

組の3班」のメンバーとして活動していた。また、ある日の放課後には、彼女達は自らを「お

たく」であり「腐女子'21」であると語り(In20090127(3))、一方で教室では「おたく」であるこ

とが露見することを避けるため、教室でアニメやマンガの話を聞かれたり、関連グッズを持

っていることを見られないよう気にかけていた(Fn20090120)。つまり、「おたく」であるこ

とを隠していた。そして、彼女らは、休み時|ﾊlに廊下に集い、大学ノートを交換しながら物

語を制作する物語の書き手でもあったのだ。

ここで示した人びとは宮崎（1993）の手続きでは「オタッキーグループ」として|司定される

かもしれない。しかし、彼女らを「グループ」として捉える||寺、重要な点が見失われる。そ

れは、人びとは様々な場所や時間に、「おたく」や「腐女子」といった微|Ⅱな差異を含む様々

なカテゴリーを用いて自らを分類したり、逆に分類されたり、｜|寺に隠すなどして、自分に関

する情報を管理しながら活動を組織しているという点だ。ある人びとを様々なカテゴリーを

用いて分類することは、研究者がグループ。を設定する前に、まず当該社会の人びとにとって

重要な問題であり、この分類の使用の下に様々な活動が組織されているのだ。

このような人びとの参加する活動とカテゴリーの関係、そしてそれら活動の認識可能性へ

の着目は、エスノメソドロジー研究、特にSaCksが論じてきた成員カテゴリー化装置の議論

(1974）においてなされ、具体的なデータに基づく研究が蓄積されてきた。本論は、このエ

スノメソドロジーの観点から、学校の111の物語制作をめく．る活動を分析する。これは、学校
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を調査のフィールドとする際、人びとを特定の「グループ」として捉える時に捨象されがち

な、時間と空間の隙間に生きる人びとのアイデンティティをめぐるリアリティを描き出すも

のである。つまり、学校という空間の中で、授業に応じて教室、特別教室、体育館等の中を

移動しながら過ごす人びとが、授業と授業の間である休み時間、教室と教室の移動のための

空間である廊下に、何者かとして集うこと、学校の中で人びとが共に過ごす状況の中で織り

成す「規範の生態学」(Sacksl972,p.286)を明らかにするものである。

次章では、本論の着眼点をより明確にするため、エスノメソドロジーの立場から学校の中

の人びとをどのように記述するのか、具体的な事例に即して示したい。

2．本論の立場学校の中の「子ども文化」の認識可能性

まず、休み時間に見られる人びとの活動を分析する為に、調査者が人びとの織り成す活動

をわかるということ自体に注目する。

休み時間に見られる活動の多くは、日々そこに通う人びとにとって、特に懐疑すべきもの

ではなかった。その活動がいつどこで誰がどのような道具を伴って行われているのかを見れ

ば、特にその活動を行うメンバーの履歴や性格を踏まえて複雑な解釈を行わずとも、一瞥の

もとに理解することができる。筆者の場合、フィールドに入ってから日が浅いうちは、よく

わからない生徒の活動があったが、調査を続ける中でわかっていった。

例えば、調査者は調査初日に休み時間の教室で、女子生徒四名が机を向き合ってグルー

プを作り静かに本を読んでいる姿を見ている。調査者ははじめそれが｢本を読む」という活

動だということがすぐ、にわかった。そして参与観察を続ける中、それがただ「本を読む」の

ではなく、「耆籍としてのケータイ小説」を読んでいること、そして、机をつけて向かい合い、

集まって読む中で、耆籍の貸し借りや感想語りが生じていることに気づいた。

小学校時代からケータイ小説を読むという活動に参加したり、見てきている者たちにとっ

て、この活動が如何なる活動なのかは認識可能なものだった。故に時にケータイ小説を共に

読みたい者はその活動に加わって共に席に座って読み始めたり、同じ本を読んでいる者は後

で感想について話しかけたりすることができていたのである。

そして、この人びとの認識可能性について特にカテゴリーに着'二Iすると、この活動の認識

はその活動と結びつくカテゴリーのもとになされている。ケータイ小説を読むという活動で

あれば､「女子」というカテゴリーと結びついており、この結びつきのもとに、人びとは、そ

の活動を一瞥のもとに認識することができる。そして、このような結びつき故に、「男子」が

｢書籍としてのケータイ小説」を読む場合、人は「男子なのにケータイ小説を読んでいる」と、

その男子を「女子」がケータイ小説を読むという期待から外れたものとして見ていた。ケー

タイ小説読書という活動は、「女子」というカテゴリーと結びついた活動なのである（詳細な

分析として團2013)。

このような人びとの活動がカテゴリーとの結びつきにおいて認識可能であるということは、

Sacksが｢子どもの物語の分析可能性」論文において、「カテゴリーに結びついた活動」とい

う着目から示した、「人びとの方法｣(ethno-method)であった(Sacksl974)｡

5



子ども社会研究20号

このようにして私たち調査者も、教師も生徒も、学校の中で日々過ごす人びとはそこでな

される活動の多くを見て、それが何かわかる。しかしその中で一瞥ではわからない活動が

生じることがしばしばあった。ここでは、Sacksが議論した「カテゴリー」と結びついた活

動の事例ではなく、「道具」と活動との結びつきにもとづく認識可能性について考えてみたい。

朝読耆の時間に参与観察をしていた時のことである。

【FNl]20090126

生徒は静かに読書をしている。（略）木山(4)は一貫して大学ノートを読みながらニヤニ

ヤしている。ショートホームルームが終わった後に、何を読んでいたのかと質問する。

(略)見せてくれないかと尋ねたところ、他のメンバーから許可もらえたら大丈夫だと

のことだった。

ここで調査者は、木山が朝読書という「書籍」を読むべき時間にも関わらず､「大学ノート」

を読み、しかも予習をするわけではなく、「ニヤニヤしている」ことから、「何か」を読んでい

ることを察し、質問をした。そして、木山をはじめ数人が行っている、大学ノートを用いた

物語の共同制作という活動を知ることになった。

この「大学ノート」が学校という場において、「学校に持ってきてはいけないものりスト」

に入るようなものではなく、それを持っていても問題になることはなく、それでいて朝読書

で読んでいるとどこか場違いに見えるということに注意したい。

授業という場面において、ほとんどの生徒は机の上に「大学ノート」を置き、板書をとる。

逆に机の上に「大学ノート」がなかったり、不適切な教科のノートを出して書いていること

を教師が見れば、教師はそれを授業からの逸脱行為として注意していた(Fn20090206)。こ

のように大学ノートは授業という活動と結びついた道具だったといえる。

休み時間の場合、課題の多い教師の授業の前であれば、幾人かの生徒が予習や課題をノー

トに害き込んでいる姿を見ることができた。一方、特に予習や課題の必要がない授業前の

休み時間、例えば、昼休みなどに大学ノートに何かを言くという場合、他人からは大学ノ

ートに何を書いているのかわからず、注目を浴びることがあった(Fn20090127,Fn20090129,

Fn20090303等)。

このようにある活動は特定の道具を用いたとしても、それがなされる時間と場所によって、

自然なものであったり、逆に不自然なものであったりする。そして、先に引用したように、

朝読書において「大学ノート」を読むことはどこか不自然で気になるものだった。故に調査

者は声をかけるに至ったのである。

ここで先に出した「書籍としてのケータイ小説」と「大学ノート」という二つの道具の違い

について確認したい。「書籍としてのケータイ小説」は「読書」という活動(及び「女子」とい

うカテゴリー）と結びついた道具であり、実際にその道具の用途が｢読書」に限られている。

それに対し、「大学ノート」は「授業」という活動と結びつきながらも、その道具の用途は特

定の活動に限られない。そして、大学ノートは授業以外の場面でも様々に用いられるが、そ

こでなされる活動が如何なる活動なのか一瞥で理解できないことがしばしばおこる道具だっ
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た。そして、これから見ていく物語制作をめく翻る活動は、この大学ノートの特徴のもとに組

み立てられていたのである。

3．物語制作をめぐる活動とアイデンティティ

以下では具体的なデータを扱い、物語制作をめく、る幾つかの活動に特定のメンバーが如何

なるカテゴリーのもとに参加しているのかを明らかにしていく。まず、物語の書き手として、

大学ノートという道具をどのように用いて、どのような物語を書いていたのかという点から

参加者のノートの使用法が共同の物語制作にとって如何なる環境となっていたのかを明らか

にする（3-1)。次に、物語が書かれた大学ノートが、廊下で他の書き手に渡され、その際

耆き手たちがそのまま廊下に居続けていることに注目し、そこで如何なるカテゴリーのもと

にどのような活動がなされているのかを明らかにする（3-2)。最後に、廊下を居場所とし

て集う者たちに向けられた教室にいる者のまなざしと、そのまなざしの中で彼女らが廊下に

居つづけることについてみていく（3-3)。

以上の物語制作をめく､る三つの活動の分析を通して、学校の中で物語を制作することをめ

ぐる様々な活動の構造を明らかにし、学校の中で生きる人びとの織りなす「子ども文化」の

中にみられるアイデンティティの在り様を描いていく（表1)。

表1分析の見取り

物語制作をめぐる活動

物語を書く

大学ノートを渡す→話をする

話すこと／見られること

場所

自宅／大学ノー｜

廊下

廊下

カテゴリー

特定物語の書き手

一般的な書き手／おたく

わかる者にはわかる腐女子

劉
一
翠
一
詔

3－1．共同で大学ノートに物語を書くこと

フィールドにおいて、複数のメンバーでの大学ノートを用いた物語制作は三事例確認する

ことができた。うち二事例は第一学年によるものだ。第三学年での事例も一つ確認すること

ができたが、物語制作は基本的に他人に知られないように実行されており、確認することは

難しい。部活動の日誌や学級日誌のように不特定の者が書き、読むのではなく、物語制作の

書き手は特定のメンバーに同定され、読み手も誰にでも見せることはなく、ほぼ読み手＝書

き手となっていた。物語制作を行うメンバーの中には創作あるいは何らかの文章を発表する

場としてホームページを持つ者もいたが、基本的には学校で大学ノートを用いて物語を制作

していた。ここでは、調査者も一読者として回覧を許可された大学ノート（これを大学ノー

トAとする）に着目することで、物語を書くという活動の構造を示したい。

物語の概要：架空の大陸を舞台とし、災害で国を失ったキャラクターをはじめ、様々な過

去を持つキャラクター達が旅の中で出会い、共に過ごし、様々な困難、過去の自分との葛藤

を乗り越えながら、成長していく物語。大学ノート73頁に渡って書かれている。尚、この
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物語には終わりがなかった。物語の書き手たちはこの物語をどこかで発表したり、応募に出

すことはなく、同時に事前にあらすじや物語の長さ、特定のエンディングを決めることなく、

毎日、物語内の旅を書き続けた。そして、調査期間中に終わることはなく、最終的に完結す

ることはなかったのである。

書き手3名がそれぞれに考えた男性キャラクターを中心として物語は進む。このキャラク

ターについて、ある書き手は「ハレルヤっぽくなった」(p.26枠外コメント）「刹那っぽくな

った」(p､28枠外コメント）というコメントを本文の枠外のスペースに書いていた。この「ハ

レルヤ」や「刹那」という語は当時テレビ放映されていたテレビアニメ「ガンダム00」に登場

するキャラクターの名前であり、自らの書くキャラクターとの類似性を自覚していたといえ

る。また、アニメのキャラクターと類似した物語のキャラクターの中には暗い過去を持つも

のがいる。書き手の中には、そんなキャラクター同士が支え合う描写を「BL(ボーイズラ

ブ)'5)｣的な描写になっているとコメントする者もいた（後記する枠外コメントp､71参照)。

活動の形式：大学ノートを用いた物語の共同制作という活動はどのようになされていたの

か。まず、この物語を大学ノートに書くという活動を学校の中で見ることはなかった。おそ

らく家で書いているのだろう。そして、自分の担当分が書けたら、大学ノートを次の書き手

に渡す。ここで次の書き手が休み時間に大学ノートを読むことはなく、カバンにしまってい

た。そして、数日後に次の書き手に渡していた。この大学ノートの受け渡し場所は、次節で

詳述するが、別のクラスの書き手に渡す場合、休み時間の廊下か教室の出入り口で渡されて

いた。これは、他クラスへの入室が暗黙の了解で禁止されているからである。場合によって

は書き足す暇がなく、何日か次の書き手に渡らないこともあったが、そういう場合はまだ書

けていない旨が廊下や出入り口で伝えられていた。

大学ノートは、そこに物語が書かれているということを言き手以外に知られることなく書

き手から書き手に手渡される。この時、物語の書き手たちは大学ノートという一瞥ではその

用途が判断できない道具を用いることで他者から「物語の書き手」として見られることを回

避している。そして、その大学ノートの中、その紙上で､「物語の書き手」としての相互行為

がなされていたのである。

大学ノートの使用法：次に、大学ノートの使用法をみていく。まず小さく表題が書かれた

表紙を開くと、登場人物のプロフィールが書かれている。名前、年齢、血液型、性格などが

列挙され、下には余白があり、新情報を追加できるようになっていた。また二冊目の表紙を

開くと、一冊目と|司様なプロフィールー覧があり、物語の進展に伴い新しいキャラクターが

増えていた。さらに、キャラクターのイラストも付け加えられている（図1)。このイラスト

は書き手の一人である長濱によって拙かれたものだった。他の参加者はイラストを得意とし

ておらず、自分の考えた登場人物のイメージを長濱に伝えて、描いてもらっていた。また、

この大学ノートとは別のルーズリーフに、世界観やキャラクターについての設定資料も書き、

ファイルしてあった。

物語の書き手たちがそれぞれに自らが考えたキャラクターを立てた上で物語を進めていく

形式は、大塚英志(2013)がテーブルトークロールプレイングゲームやライトノベルを事例

として挙げる「キャラクター小説」と呼ぶ物語の形式だと言ってよいだろう。この活動に参

8



学校の中の物語作者たち（團）

[国名］

[キャラ

[年齢］

[生年月

[身長］

[性格］

[見た目

(略）

[役職］

[特技］

[関係］

(略）

々’1
国ロ」

日］

[血液型］

・○○か

の特徴］

△の弟。

図1二冊目のプロフィールの頁

No.○○←頁番号

本文

「

「

「

「

枠外コメント

図2本文の使用形式

加する者が、大塚の著作あるいは書き方のノウハウ本を読んでいたかどうかはわからないが、

参加者は大塚が「キャラクター小説」の代表として挙げたライトノベルを日常的に読んでお

り、その中でこのような形式を踏襲するようになったと考えられる。

キャラクターのプロフィールの頁の後に本文がある。書き手は多い時は一度に4頁書くこと

もあったが基本は1頁ずつ書いていた。物語の本文の特徴としていえるのは、まず言き手は自

分の考えた登場人物を中心に会話や独白、回想を描くことが多い。そして、他の言き手が考

えたキャラクターを自分の順番で傷つけることはほとんどなく、死なせることはまずなかった。

枠外コメント：本文の特徴で示したように、書き手は自らの考えたキャラクターを中心に

本文を言くことが多い為、しばしば害き手間での物語のつながりに関わるトラブルが生じて

いた。そこで重要な役割を果たすのが、大学ノートの罫線の下にある余白を利用して書かれ

た枠外のコメントだった（図2)。このノートの罫線下の余白に何かコメントを書くという利

用方法はルールとして明文化されているわけではなく、いわば慣習化されていた。ほとんど

のページにおいて、枠外スペースに何らかのコメントが書きこまれている。

例えば､｢つなげずれ－かも、とりあえず［キャラクター名］のプロフィール紹介も見てね！」

(p.45枠外コメント）といった、担当した本文が次の書き手にとって続きを書きにくい（｢つ

なげずれ－｣）ことの自覚を示し、この本文に加え、大学ノートのはじめの頁にある各キャラ

クターの「プロフィール紹介」も参照することを促している。他に、「めっちやBLですんま

せん1マジすんません1次はパスでもいいよ!｣(p､71枠外コメント）といった、本文の内容

(｢めつちやBL｣)について謝罪し、続く書き手へ配盧するものがあった。また、「3月12日

バースデー｣(p､67枠外コメント)｢HAPPYBIRTHDﾉⅣ××（キャラクター名)18つすね－」

(p.68枠外コメント）といったキャラクターの誕生日を書き手|司士、祝うこともあった。
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子ども社会研究20号

これら枠外コメントで行っていることは、いわば紙上の相互行為である。自らの書いた本

文について言及し、次の書き手に配慮する。あるいは物語のキャラクターについて語り合う。

この枠外コメントでなされていることは、次節で見る大学ノートを受け渡す際になされる活

動、廊下での立ち話の内容と深く関わっている。つまり、この枠外コメントによって、感想

や次の書き手への配慮など物語に関するやりとりがなされ、廊下での受け渡しという対面場

面で物語の中身について声にして伝えることは特になかったのだ。

ここで見た物語についての紙上の相互行為は、同じような物語をめく､る相互行為として團

(2013)が明らかにした学校におけるケータイ小説読者の感想語りの事例とは対照的だとい

える。團(2013)によると、教室に「書籍」というモノとして持込まれたケータイ小説を介し

て、ケータイ小説読者達は集い、そこで感想語りや恋愛語りで盛り上がる。一方、物語の書

き手たちは教室で大学ノートを介して集まることはなく、まして書かれた物語の内容につい

て語って盛り上がることはない。むしろ物語の内容についての感想や書き手への配慮などは、

紙上でなされ、基本的に教室で集うことはなく、むしろ廊下に集っていた。

この時、大学ノートが物語の書き手である為の極めて重要な環境であり、舞台になってい

ることは明らかだろう。書き手は会話ではなく、大学ノート内の文章でその物語を描き、そ

の感想を書き加えながら、同じ書き手と共に物語を作り続けていたのだ。

3－2.大学ノートをきっかけに廊下に集うこと

物語に関するやり取りをノート上で行う書き手達だが、そのノートは学校の中で次の言き

手に渡さなければならない。前節でみた大学ノートAの書き手は、い組男子の木山、女子

の長濱、ろ組女子の岡田であり、男子の木山はおそらく読書の趣味の共通性をきっかけに物

語制作に加わったと思われる。大学ノートBの書き手は、い組女子の上村とろ組女子の金

田である。この二つのノートの書き手は先述したように入れ替われることはない。男子の木

山は休み時間に長濱や岡田とちょっとした立ち話をすることもあるが、本を読んだり、男子

の友人と遊ぶことが多かった。一方、女子の書き手四人は、休み時間に大学ノートの受け渡

しをきっかけに廊下に集い、そのまま廊下で過ごすことが多かった。それどころか参与観察

を続けているとこの女子4人は、大学ノートを受け渡した後の休み時間も廊下に集って共に

過ごしていた(Fn20090126,Fn20090203,Fn20090218他多数)。つまり、学校空間の理念とし

ては移動の為の空間である廊下は、物語の書き手である彼女達の居場所となっていた。以下

では廊下に集まるメンバー（表2）に注目する。

彼女らは廊下に集まり、廊下を居場所とする中で何者として、何を行っていたのか。

そこで彼女らは、「物語の書き手」として大学ノートの受け渡しをし行うために廊下に集い

ながらも、4人全員が「同じ物語」の書き手としてではなく、二組の物語の書き手として集い、

表2

大学ノートA 大学ノートB

一年い組 長濱 上村

一年ろ組 岡ⅡI 金'11
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学校の中の物語作者たち（團）

異なる物語の書き手」としての活動を組み立てていた。このことに注目したい

【FN2]20090226

廊下ではいつものメンバーがいつものように騒いでいる。今日は岡田の誕生日らしい<

岡田は手に黒い紙袋を提げていて、それは長濱からの誕生日プレゼントだった。中身は

小説の登場人物のイラストである。（略)一方、上村と金田はノートを持っている。（略）

彼らに見せてほしいと言うと、801歳になるまで見せられませんと金田が言っていた。

この日も「いつものメンバー」が廊下にいた。そして、この四人はそれぞれ二人で異なる

物語に関するやり取りを行っている。長濱は岡田の誕生日のプレゼントに二人が参加してい

る大学ノートAの物語の登場人物のイラストを（こっそり）プレゼントし、一方で金田と上

村は大学ノートAの物語に参加していないので、このプレゼントの詳細を理解することが

できず、二人で書いている大学ノートBの受け渡しを行って別の話をしていた。このように、

四人が共に廊下にいる時、物語の書き手達は互いのノートを見せ合うことはなく、時に隠す

ようなこともあった(Fn20090224)。

では、この四人はそこで何をしているのか。彼女らは共にいながら常に「異なる物語の書

き手」としてバラバラに活動していたわけではない。例えば、互いの物語の内容については

語らず、キャラクターの名前や、名前に使えそうな漢字について議論し、言きやすいキャラ

クターの性格や特徴について議論していた(m20090218、fn20090303)。つまり、「特定の物

語の書き手」としてではなく、物語を書く際の工夫を共に話し合うという意味での「物語の

書き手」として共に集い、話をしていた。

さらに前節の大学ノートAの中にコメントがあるよう彼女らがよく読むマンガや毎週見

るアニメに関する話をすることも多かった(Fn20090226,Fn20090303,Fn20090305他)。彼女

らは大学ノートを渡す為に適切な場所として、物語の書き手として廊下に集いながら、同時

に自らの書いている物語とは異なる、物語の書き手であっても共有できる物語の工夫や書き

方や、アニメやマンガについて語っていた。つまり、「一般的な物語の書き手｣、「アニメ視聴

者｣、「マンガ読者」として、活動していたのである。

ここで廊下を居場所にすることについて、教室という場所との関係から考えてみたい。物

語の書き手が廊下に集う一方、多くの生徒は教室で過ごしている。教室では、女子がケータ

イ小説を読んだり、男子が友人と騒いでいる。このような教室において、これまで見てきた

廊下での物語制作をめく、る活動がなされる時、教室にいる他の生徒の目を引くことがあった。

例えば、調査者が教室で借りた大学ノートを物語の書き手に返そうとした時、ある男子生徒

は即座にそのノートは何かと間うてきている(Fn20090209)。また、2章で見たように、物

語制作に限らず休み時間に大学ノートで何かの活動を行う時、例えばある男子生徒が教室で

大学ノートに絵を描いている時、別の男子生徒が絵を描いている男子生徒に「おたぐってる

な」と声をかけている(Fn20090224)。このように休み時間の教室で大学ノートを扱うこと

は、時に目立ち、時に他の生徒からのからかいの対象になることがあった。それ故、物語の

吾き手の中には休み時間の教室で「おたく」と結びつくアニメやマンガに関する話題を口に

11
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したり、マンガやアニメに関する道具を人目にllilIしたりすることは、避けるべきだと話す者

もいた(1n20090127,Fn20090120)。

やや乱雑に事例を列挙したが、休み時間の教室は、「物語の書き手」や「おたく」であるこ

とが露見されやすく、その時、スティグマの付与されたカテゴリーで指示され、からかわれ

るという事態が生じうる場所だった。そして廊下に集う者たちは、教室の中でのそういった

事態をパスする為、教室では大学ノートを扱わず、アニメやマンガについての話題やアニメ

やマンガに関する道具を出さないようにしていた。一方、教室ではなく廊下に集う時、彼女

らは教室にいる者からスティグマの付与されたカテゴリーで名指されるという可能性を気に

することなく、大学ノートを受け渡し、アニメやマンガに関する話をしていた。つまり彼女

らにとって廊下という場所は、ノートの受け渡しが可能であり、教室の他のメンバーからの

目を気にすることなく物語を制作する者として、「おたく」と非難されることなく、アニメや

マンガについて話すことができる場所でもあったのだ。

3－3.廊下に集うことへのまなざしと、それでも廊下に居続けること

廊下に集う者たちは廊下に集うことで、教室に居る者からスティグマの付与されたカテゴ

リーで指示されたり、からかわれたりすることなく、書き手として大学ノートを渡し、アニ

メやマンガについての話など、自らの楽しみとなる活動を行っていた。しかし、教室にいる

者たちの中には、この「廊下に集うこと」を「おたく」カテゴリーと結びついた活動として捉

える者がいた。放課後、ある部活動に参加した際、女子達と次のようなやり取りがあった。

【FN3]20090316

木村は、1組には「おたく」がいないから、1組になりたかったと話している。

私がなぜいやなの？と聞くと、別に嫌じやないけど、黒いノートとか出されたら、結

構引くとか、廊下に集まったりしていると困るなどといった主張をしていた。

ここで語る木村は休み時間に教室で過ごすことの多い女子の一人だった。ここでの彼女の

語りでは、希望するクラスの基準が「おたく」の有無として示されている。調査者はこの発

言が気になり、なぜ「おたく」がいることが「いや」なのか、|MIうた･すると木村は、「いや」

ではないという前置きをした上で、「黒いノート」(恐らく大学ノートかファイルだと考えら

れる）を出すことや、「廊下に集まる」ことに対して、「引く」、「困る」といった感情をのべた。

木村の語りにおいて、「黒いノートとか出す」ことや「廊下に集まる」ことは「おたく」カ

テゴリーと結びついた活動として理解されていることがわかる。前節の後半では、教室で

｢おたく」や「書き手」カテゴリーと結びついた涌動を行う時、教室に居る者の注'三|を集めて

しまい、パスできず、時に「おたく」などのスティグマを付与されたカテゴリーで指示され、

からかわれる事態がおこること。そして、廊下が、パスすることを気にすることなく、「書

き手｣、「おたく」として活動できる場になっていることを確認した。しかし､廊下で「おたく」

として過ごせるが故に、教室に居る木村にとって、「廊下で過ごすこと」自体が「おたく」カ

テゴリーと結びついた活動として理解され、困惑の対象となっているのだ。同様な、廊下に

1つ
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学校の中の物語作者たち（團）

集うことが誰かの注意を引く事例をみてみよう。

【FN4]20090226

長濱たちと話しをしていると､渋谷がすれ違う感じで教室に入るのだが､その時に､｢マ

ジやぱいし」と言いながら、長濱を見て、教室に入っていった。それでも長濱らと話し

をしていると、山崎と林が近づいてきた。（略)彼女らは「先生、同性愛に興味あるの？」

と聞いてきた。私は何にでも興味があるんだという話をしていた。

この日も廊下をみると彼女らが集まって立ち話をしており、調査者もそこに加わり話をし

ていた。するとそこに通りがかった女子生徒渋谷が廊下で話している調査者を含めたメンバ

ーを見て、「マジやぱいし」とつぶやいて教室の中に入っていった。

先述したように、ほとんどの女子生徒は休み時間を教室で過ごしている。ここで渋谷は何

かの用事で教室の外に出､再び教室に入る際､廊下で話をし、盛り上がる長濱たちを見て、「や

ぱいし」とつぶやいている（同様な事例としてFn20090224)。

何が｢やぱい」のか具体的に明示されないが、【FN3】の「廊下に集まる」ことが｢困る」こ

との対象になるよう、「廊下に集まる」ことに対し「やぱい」と言っているのだろう。

さらに事態は続く。渋谷が教室に入ってしばらくすると、渋谷と共に教室で過ごすことの

多い山崎と林が廊下に出てきて、調査者に対し、「先生、同性愛に興味あるの？」と間うてき

た。この質問に注目したい。調査者が廊下に集う者達と共に話をしている時、調査者が楽し

み、興味を持っていることは、そこでの会話であり、そこでの会話の内容だといえる。そし

て会話をしている調査者に、「同性愛に興味がある」かどうか質問するということは、調査者

が共に話す者たちが同性愛に関する知識を持つが故に話をしているという推論のもとになさ

れていることがわかる。実際、調査者はこの質問が調査者の「BL｣への興味に関する質問だ

と理解し、咄瑳に「何にでも興味がある」と答えていた。

しかし、ここで一つ疑問が生じる。物語の中では時にその内容が｢BL｣(p.71枠外コメン

ト）であることを認める書き手たちだが、その物語の内容を書き手以外の者に話すことはな

い。さらに、廊下で話すこともない。しかし、山崎と林は廊下にいる者の会話を「同性愛」

と結び付ける推論を行っていたのだ。このような廊下での活動と「同|生愛」との結びつきに

もとづく推論は、如何にしてもたらされるのか。山崎と林がいつ知ったのかは明らかではな

い。しかし、日々廊下に集う中で彼女等が行っている活動に、普段そういった推論が可能に

なるような所作が様々な形で埋め込まれていたのである。ここであらためて前節のフィール

ドノートに立ち返ってみよう。

例えば、【FN2】で金｢1lはファイルの中身を隠して「801歳になるまで見せられません」と述

べていた。この発話は、調査者が見ようとしたファイルを取り上げた後に発せられたものだ《

｢801歳まで」とは、一見生きていられない年齢を提示して、ファイルの閲覧を遠回しに拒否

していると聴くことができる。しかし重要なのは「801」という中途半端な数字にこめられた

意味である。この意味深な数字の読み方を「801」＝「やおい(6)」と読み、その含意を汲むこ

とができれば、中身は見せないまでも、「やおい」に関する内容がそのファイルに書かれてい
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ることがわかる。

さらに、もう一つ事例をみてみよう。廊下に集う者たちは日頃よく視聴しているアニメに

関する話しをしていた。次のフィールドノートに記録されたエピソードは、前節でp.26の

枠外コメントで言及されていた、「ガンダム00」に関する話をする直前のやり取りだ。

【FN5]20090311

（岡田が調査者に）ファイルを見せて、「この配色よくないですか？」と聞いてきた。

(略)紫色のファイルにオレンジで書かれていた。中を開くと、何か書いてあって、見

る前にすごい勢いで見たら駄目だと取り上げられた。

岡田は調査者に、「この配色よくないですか？」と質問している。紫色の文字が書かれたオ

レンジ色のファイルを示しながらなされる「この配色よくないですか？」という発話は、形

式的には配色の良し悪しについての質問だ。調査を進める中で、調査者はこの質問の意味を

理解したのだが、紫色とオレンジ色の組み合わせは、当時放映されていた「ガンダム00」の

キャラクター同士の「カップリング(7)」を示唆するものであった。

この質問は、Sacksの「認識可能な誘い」の講義(Sacksl992)を踏まえることでその仕組

みがより明確になる。「認識可能な誘い」の議論の概要は以下のようなものだ。10代の少年

たちが参加するグループセラピーに新しく少年が来た。自己紹介をした後一人の少年が｢今、

車の議論をしていたんだ」と新しく来た少年に告げる。この少年の発言は形式的には事実の

報告だが､｢車の議論」という「10代の少年」ならば興味があることが一般的に期待できる話

題について報告することで、新しく来た「10代の少年」にとっても興味がもてる話をしてい

るのだという、「認識可能な誘い」になっているというものだ。

そして、ここで岡田が調査者に行った質問が、このSacksの「認識可能な誘い」に似た行

為になっていることに注目したい。岡田の質問は、形式的には配色の良さについての質問だ。

しかし、この「配色」は「ガンダム00」のキャラクターのカップリングを含意しており、調

査者が配色の含意を汲めるかどうか、如何なる知識（｢カップリング」に関する知識）を持っ

ているかをチェックするものだ。そして、この「配色」の含意を汲める時、この質問は「カ

ップリング」の良さについての質問であり、この質問に答えることは彼女らの行っている活

動、つまりは「カップリング」についての議論に参加することでもあった。

今見てきた、わかる人にはわかる知識を用いた会話が廊下で展開される。そして、この活

動を教室に居る者が傍から見る時、この会話に用いられた知識を持っていない者は、この活

動がよくわからないだろう。おそらく木村や渋谷の廊下に集う者に対する困惑や、「やぱい」

という発言は、この活動のわからなさに向けられている。一方､「やおい」や「カップリング」

についての知識を持つ者は、廊下に集う者たちが行っている活動に埋め込まれた含意を理解

することができる。【FN4】の山崎と林は、廊下でのやり取りが「同性愛」に関するやり取り

だという推論のもとに、調査者に対して「同性愛に興味あるの」と質問していたが、それは

｢わかる者にはわかる」知識を持つものが行える行為だったといえよう。

そして廊下にいる者は、山崎や林のような「わかる者」を、一方的な拒絶や批判をする者
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学校の中の物語作者たち（團）

より、自分たちについての理解がある者として捉えていた(In20090213)

4．結論

前章では、物語の制作をめぐる活動の構造と、そこに参加する人びとのカテゴリーとの関

係をみてきた。大学ノートの紙面の上ではその物語の「書き手」として本文を書き、協同す

る書き手にコメントをし（3－1)、書き終われば、廊下で大学ノートを受け渡す。そして後

には「一般的な書き手｣、「おたく」として共に物語の技法を語り、マンガやアニメの話をす

る（3－2)。ここで廊下という場所は教室においてステイグマを付与されたカテゴリーの適

用されることを避けながら、自らの楽しみを行える場所だった。

また、廊下に集う者たちは、廊下で織り成す活動において、多くの人にわかるアニメやマ

ンガなど「おたく」カテゴリーと結びついたトピックだけでなく、「カップリング」や「やお

い」など「腐女子」カテゴリーと結びつく知識を「わかる人にはわかる」形で示していたので

ある。スティグマを付与されたカテゴリーの適用を避けるための徹底したパスの実行ではな

く、「わかる者にはわかる」やり方で自らのあり方を示し、「わかる者」をむしろ自らを理解し

うるものとして、見出すという側面もあった（3-3)。

このように、物語作者たちは大学ノートや廊下で様々なかたちで自分の情報を管理しなが

ら、活動を組織していた。これは調査者によって特定の名を与えられたグループを設定する

ことでは描けないものだ。ここで見てきた諸活動の連なりの中、物語を言き手として大学ノ

ートに言き、廊下で大学ノートを渡し、そこでアニメファンとしてアニメの話を、あるいは

腐女子カップリングの話を、時に書き手として物語の技術について話をし、そこで得た知識

や技術をもとに再び物語を書いていく。このような活動はそれぞれに連なり、それぞれに寄

生しながら、物語の制作は組織されていた。この物語制作をめく、る活動の記述は、日々の繰

り返される休み時間の中、廊下という場所で生きる人びとのリアリティ、経験を理解するた

めのリマインダーとなりうるだろう。

二付記］調査に応じてくださった物語の作者達をはじめ生徒の皆さん、校長先生をはじめ先生方に感謝

いたします。

注

(1)本調査の内容は、洲査期間が2009年1月から3月にかけての3か月、さらに2010年の9月から10月

にかけての2ケ月、さらに2011年の4月に1ヶ月間定期的に行なった。筆者は｢子どもの遊びとメデ

ィア利用｣についての調査者、及び学習指導ボランティアとして調査対象校に入っている。全観察

日数は7811である。洲査地は九州の公立中学校である。学校規模は、2009年時点で全校生徒が270

名(男女比はほぼ半々である)、職員数は23名だった。主に2009年度の第一学年72名(三つの少人

数クラスから構成されている）を対象に継続的に行った。調査手法としては生徒と共に登校から授

業、休み時間、放課後の部活動から下校まで共に過ごしながらの参与観察を行い、適宜フィールド

ノーツを作成した。また昼休みや放課後を利用して生徒を対象にグループインタビュー(四名から

八名のグループで実施)を行った。

(2)2000年頃から使われはじめた語で､｢やおい(注6参照)を愛好する女子｣のこと(金田2006,p.177)。
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(3) フィールドノートに依拠した記述には(Fn観察した年月日）として表記している。また､インタビュ

ーに依拠した記述には(Inインタビューをした年月日）として表記した。

本文中に用いられる固有名は､プライバシーに配慮し全て仮名にした。

女性が女性に向けて表した、男性どうしの恋愛や性愛の物語（金田2013,p.1156)。

広義には、女性によって女性に|(1けて拙かれた男性どうしの恋愛・性愛をli','iく作品全般(マンガだ

けでなく小説､ゲームなども含む)を指す。狭義には、そのうち既存の作III･II1をもとにしたパロディ同

人誌を意味する(金田2006,p.167)｡

やおい作品の恋愛性愛関係にあるキャラクターの組み合わせを意味する(詳しくは金田2006,pp.168

172)。尚ここで示されたオレンジ色と紫の配色は､オレンジ色は制服などの基調色がオレンジ色の

｢アレルヤ･ハプティズム｣、紫色はilill服などの基調色が紫色の｢ティエリア･アーデ｣という二人のキ

ャラクターのカップリングを示唆するものだった。

１
‐
１

４
５
６

１
１
１
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