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｢自発的｣｢自治的」の行方

－特別活動にみる子ども中心主義のパラドクスー

白松賢

1．問題の背景

本稿は、｢特別活動(学級経営／学級づくり)」に着目し、｢子ども中心主義」の言語的資源の

もたらした展開の肯定的側面と課題を明らかにする。その展開を踏まえ、本稿は、その歴史

的資産をさらに肯定的に発展させる実践的可能性を試行的に提案したい。

我が国では、「学級＝共同体」という考え方は様々な形で表出される。「生活共同体｣「学習

共同体｣｢学びの共同体」といったキーワードのみならず､「学級づくり」｢集団づくり」といっ

た学級を一つの共同体として設定する言語的資源は枚挙にいとまがない。またその共同体の

イメージには、｢個性の育つ学級(集団)」｢個をいかす学級(集団)」といった学級(集団)像が

構成されてきた。すなわち、学級は共同体であり、その共同体は子ども一人ひとりを尊重す

るものとして同時に強調されているのである。

この「個」と「共同体」(特別活動では主として「集団」と呼ばれるが本稿では「共同体」と

まとめる）の二つのキーワードの同時強調が日本の学級経営(学級づくり）の特色であり、

歴史的資産であることには違いない。しかしながら、子ども一人ひとりの主体性を尊重する

という近代教育思潮と、近代学校・学級の国家的枠組みによる制度化は、時に葛藤し、時に

親和的に重なりあい、様々な教育論を多元化してきた。日本の学級経営や特別活動の歴史を

概観した際、子どもの主体性をめぐる議論がしばしば再燃する理由は、これによる。また学

級の制度化においては、等級制度(一定の習得ができなければ進級できない制度)から、年

齢主義による学年学級制度に移行する中で、学習を成立させるための条件整備としての学級

経営と、訓育を主眼とする学級経営と、二つの学級経営観が展開されてきた。このことも、

教師によって行動統制されるべき客体と捉える学級経営観と子どもを主体と捉える学級経営

観との対立につながっている。

この「個（個性：個別性)」と「共同体(集団：全体性)」をめぐる議論は､｢管理か放任か？」

｢指導か経験か？」といった、いわば二極対立的で極端な教育観につながる言説的資源を構

成してきたことには違いない。そのため、学習指導要領の改訂の際に登場する教育思潮や教

育改革では、極端な教育観が浮上しやすくなる。例えば、近年の低学力問題では、市場原理

主義(成果主義）と相俟って、管理的で指導の色彩を強めた学級経営観が強調されるように

なっている。受験(詰め込み）教育批判、管理主義教育批判に端を発するゆとり教育路線か

らの逆プレ現象は、官僚的管理統制の枠内に学校教育が再度自らを閉じ込めていく、ある意

(しらまつ.さとし愛媛大学）
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味での「自由からの逃走」現象を醸し出しているようにみえる(Fromm訳書1951)。戦前の

国民教育において、新教育に端を発する様々な学級経営論が、つまるところ「国家主義的基

本性格｣(宮坂1964,231頁）を色濃くしていった流れともよく似ているのではないだろうか。

すなわち教育論の多元化は、ある意味ではオルタナティブな教育を展開しながら、ドミナ

ントストーリーへの対抗クレームとして構成される。しかしながら、この対抗クレームが優

位になり汎化する過程で、ドミナントストーリーへの共振問題が浮上する。その結果、最終

的にはドミナントストーリーに全ての教育論が回収され、極端な教育論にゆり戻される。重

要なことは、教育論の対立的な論争ではなく、その論争をもとにした教育の発展の在り方と

いえるだろう。本稿では、このことを問題背景としてまずは押さえてながら、特別活動にお

ける「自発的」「自治的」概念の問題を論じていきたい。

2．「個と共同体」をめぐる教育論の展開

2.1.｢学級＝共同体｣イメージの成立と特別活動への展開

学級を共同体と捉える観念は、明治期から大正期にかけての新教育運動とともに、戦後の

特別活動の展開にその多くを担っている。教育史の専門家ではないため、宮田1954、宮坂

1964、志村1994を中心としながら、この展開を概観することをご容赦頂きたい。

多級編成による近代学校体系の成立（明治40年代頃）に従い、「学級経営」という言葉が教

育界に定着する（宮田1954,37頁)。例えば、沢柳政太郎は「学級」を教授(授業・学習指導）

のみのために存在するのではなく、「訓|育」上の効果に言及しており、澤正は「自治」の重要

性を強調している（志村1994)。以降、大正時代では、例えば、樋口勘次郎の「自発活動」の

重視、手塚岸衛や清水甚吾の学級経営観（学級の成員全員が学級経営の当事者)、池田小菊

の生活組織など、学級経営における「自発｣「自治」が重視されてきた（志村1994)。他には、

活動主義として及川平治の分団式教育法がある（宮坂1964)。これらに加え、野村芳兵衛｢児

童の村小学校」における協働自治､「生活綴方」教育における生活指導(学校・学級文化の創

造）等が、戦後学級経営及び教科外活動の源流を構成してきた（田中・鶴田・橋本・藤村

2012,244-247頁)。

これらの源流は、「自発」「自治」「自主｣｢協同」「活動」といった言語的資源を産出し、子ど

もを学級に参画する主体とする戦後の学級経営観の構成に重要な役割を果たしてきた。宮坂

1964は、雑誌｢教材研究」や月刊雑誌｢学級経営」等によって「学級経営」という用語の汎化

した昭和24年～25年を、学級経営概念が戦後日本でも用いられ始めた重要な時期と位置づ

けている。その位置づけにおいて、これらの雑誌や書物における共通の特色として、「一つ

はそれらが新教育のなかでの学級経営論であることであり、二つには、そこに戦前からの日

本の現場における学級経営の実践の流れが反映していることである」(宮坂1964,15頁）と

指摘している。

戦後、新教育運動における学級経営概念は「集団づくり」や「仲間づくり」といった概念と

して展開された。同時に、新教育運動以降の訓育主体の学級経営観は、｢領域」と呼ばれるカ

リキュラムとして、道徳や特別活動(教科以外の活動、特別教育活動・学校行事）に結実し

C乙

／



｢自発的｣｢自治的」の行方（白松）

た。その際に、児童生徒たち自身の手で計画され、組織され、評価される自発的・自治的活

動が特別活動の一つの特色として重視されてきた（柴田編1990、教員養成基礎教養研究会他

編1992、杉田1993等)。この領域には、戦前の全体主義的学級経営(学校経営）への辛辣な

批判が組み込まれている。例えば､｢集団づくり」｢仲間づくり」といった概念は、戦前の全体

主義的学級経営観を想起させるものとして批判の対象となり、子どもたちの個をいかす集団

づくりの必要性等が論じられた（例えば、片岡1975)。

すなわち、児童生徒の「自発的」「自治的」「自主的」「実践的」活動として「特別活動」がみ

なされ、その言語的資源は戦前の新教育運動の流れとともに、国民教育批判としての対抗ク

レームとして、機能していたことになる。

22｢対抗クレーム｣としての｢個性｣とリアリティ

このような対抗クレームの展開において、「個」と「共同体」の同時強調が行われてきたわ

けであるが､特別活動の特色を捉える上で重要な概念に「個性」がある。学習指導要領上､｢個

性」が特に強調されたのは平成元年告示の学習指導要領であった。まず臨時教育審議会答申

において、学校教育の「画一性､硬直性、閉鎖性」への対抗クレームとして「個性重視の原則」

が打ち出された。この臨時教育審議会答申を踏まえて、教育課程審議会答申（昭和62年)、

平成元年学習指導要領改訂において「個性を生かす教育の充実」が明記された。

1970年代から80年代の受験社会・偏差値教育批判、80年代の体罰・管理教育批判、いじ

め・登校拒否(90年代以降、不登校に統-)に代表される生徒指導問題等は、学校教育の画

一性や閉鎖性とともに問題とされ、その改善の対抗クレームとして「個性重視」がとりあげ

られることになる。しかしながら、当初より「個性重視の原則」は、「個性」の内実をめく．る

批判や教育方法に関する批半llにさらされていたにも関わらず、平成元年の学習指導要領によ

り、ドミナントストーリーとして展開されていくようになる。特に平成元年学習指導要領

については、その後改訂された指導要録とともに「関心・意欲・態度」を学力の一部として

捉える「新しい学力観」が大きなトピックとなり、「個性重視」よりもむしろ新しい学力観が

実践上の大きな課題となった。以降、「生きる力」「思考力・判断力・表現力」といった学力観

の再構成は、常に議論となりつづけてきたが、当初の「個性重視」への批判や混乱の一方で、

学校現場においては「個性を育む｣｢個性を生かす」｢個性を拓く」といったレトリックは定着

し、そのレトリックを問題視する議論はあまり加熱してこなかったといえる(1)c

戦後の学級経営史において、「自発的｣「自治的」という言語的資源が、戦前の国民教育への

対抗クレームを構成したという点については論じた。これと同様の現象が再度浮上する。す

なわち、「個性」という言語的資源は、1990年代以前の教育問題への対抗クレームとして強調

され､「教育問題の原因＝個性の抑圧・軽視」という原因論の構造を成り立たせていたといえ

る。そして（赤川の言葉を援用してみると）「一人勝ち」の対抗言説としてドミナントストー

リー化した（赤川2012,52頁)。この過程は、「個性」というキーワードに、管理教育批判や

受験教育批判、生徒指導上の問題解決を期待する「リアリティ」が構成されていたことを意

味している。
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2.3.学級経営・特別活動の言語的資源と共振問題

確かに平成元年の学習指導要領改訂とともに、1990年代には「個性重視」への一つの期待

が特別活動によせられていたことには違いがないだろう。学習指導要領の中には「個性の伸

長」が特別活動の目標に規定されており、1992年に日本特別活動学会が設立された経緯にも

その機運をみてとることができる(2)。そもそも平成元年の学習指導要領の改訂以前に「個を

主体とする共同体」は、特別活動を通じて求められる「望ましい集団活動」としてカリキュ

ラムに定着しており、そのため、平成元年の学習指導要領改訂において、特別活動はその期

待を大きく背負うことになった。すなわち、特別活動は、「教育の個性化｣｢教育の個別化」と

いう命題を背負いながら、「集団活動」を原則として、児童生徒の「個人化｣｢個別化」を強調

した'3)。

この「個」と「共同体」を同時強調する教育観は、特別活動の重要性を指摘する研究者や教

育者に共通する(4)。ところが、学級経営や特別活動の歴史に支えられた、「個」と「共同体」を

同時強調するストーリーは、過剰な「集団主義」や過剰な「個別化」を批判するオルタナティ

ブな物語であったと同時に、その同時強調ゆえに、「個性重視」を強調するドミナントストー

リーとも、「共同体」を前提とする管理主義的生徒指導のモデルストーリーとも、共振するも

のであった。

結果､「特別活動」は二重の批判にさらされやすくなる。一つは、「私事化（プライバタイゼ

ーション)」の問題であり、いま一つは「いじめ」に代表されるように、学校共同体の価値や

枠組みの圧力の問題である（内藤2001)。

まず前者の問題について考えたい。「個性重視」は、ある意味で「指導の強制性」や「管理」

の排除を意味する訳ではないが､「自発的｣「自治的」活動であるかどうかは、教員の判断に委

ねられることになる。また、「子どもが燃えない」(丸山1996,9頁）という言い回しや｢形骸

化｣「マンネリ化」に示されるように、「自発的｣「自治的」活動の困難さが、すでに当時の教育

現場に存在していた。

このことはプライバタイゼーションの進行する1990年代には、学校が子ども文化の場と

してではなく、「全制的施設｣(Goffman訳耆1984)とみなされ、学校の様々 な教育活動に熱中

することへの忌避観がすでに漂っていたのだろう。『スクールウォーズ』や『金八先生』のよ

うに、「教師が一生懸命になれば、子どもがついてくる」という観念はすでにこの頃に時代遅

れとなりつつあった(5)。こういった過程で、子ども一人ひとりの「個人的好き嫌い」を許容

すれば､「共同体」としての人間関係が崩壊し、子ども個々人の私的領域を学級・学校に増大

させる可能性を孕んでいた。

一方、後者の問題に関しては、「消極的生徒指導」と呼ばれたが、問題行動への徴候を徹底

的に管理予防するという生徒指導の手法は、「学校的社会化」として、ある種社会から独立し

た「学校的共同体」としての特異性を形成してきたことも確かである。それは、校則の頭髪

や服装規定などを管理する学校的価値を依然として疑わずにいる点にも表れているだろう。

また戦後の学級経営史・特別活動史において、「仲間づくり」概念から出発した集団活動論は、

準拠集団論と結びついて、戦後の民主主義社会の体現としての特別活動から、人間関係づ

くりの特別活動へと機能を変容させてきた。そのため、「友達」や「仲間」としての学級なら
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ぱ、学級への適応を増大し、個がのびのびと学習・生活できるというモデルストーリーを定

着させた。しかしながら、「子どもが変わった」という観念に代表されるように、「教師と子ど

ものズレ」が同時に横たわっていた（佐々木2003)。｢学級担任は『クラスの誰とでも仲よく』

という前提となる指導観があるから」、「一人ではいやだけど、仲のいい子が数人いればいい」

という子どもとの関係において、「ズレ」が生じているという（佐々木2003,9頁)。こういっ

た中で、学校的価値に適応できる子どもの育成（いい子以外になろうとすることの矯正）が、

特別活動を通じても強化されたという点では、学校的価値を強要する学校的社会化の一端を

担ったという問題も孕んでいる(6)。

すなわち、「個」と「共同体」を同時強調する特別活動の集団言説は、個性批判論者からも、

共同体批判論者からも、攻撃されうる言説的特質を有していた。

3．人間主義・心理主義と「自発的」「自治的」概念の衰退

これまでみてきたように、教育問題が社会問題として加熱報道される1990年代に「特別

活動」は、解決への期待を背負っていた。すでに、河野・宇留田・真仁田らが1970年代に

児童生徒の問題行動について特別活動に期待をよせていたが、月刊『特別活動研究』1995年

9月号で「いじめのない学校づくりと特別活動｣、1996年6月号で「不登校のない学級をつく

る学級活動」が特集に組まれている点にも表されている。しかしながらその期待とは裏腹に、

1990年代には、不登校.引きこもり、いじめ自殺、少年の凶悪化といった言語的資源を伴い、

教育問題がさらに報道されるようになる。

こういった問題行動の抑制が特別活動に期待されたのには、教育課程の領域としての実践

的特質というよりも、むしろ「機能」としての期待であった。「学校の人間化｣｢教育の人間化」

として、子どもたちに学校生活の充実感と満足を与え、人間関係を形成していく機能が、特

別活動に期待されていた（河野・宇留田・真仁田1974,27頁)。この機能が1990年代､「人間

関係づくり」｢居場所づくり」｢学校への適応」にさらに拡張していくことになる(7)。

この結果、生徒指導上の問題が発生すると、その原因の一因を特別活動が担うようになる。

すなわち、教師＝児童生徒間／児童生徒間の情緒的つながりのなさが、教育問題の原因とな

っているという論理構造をなりたたせ、人間主義に基づく教育問題観をさらに強調した。人

間主義に基づく教育観は、例えば、文部科学省初等中等教育局教職員課が発行したパンフレ

ット「教員をめざそう！」では、教員の資質能力の重要性について、最初に「教育とは人なり」

と強調されている。

このような言説は、「教師と生徒の情緒的つながりが，実態としてはもちろんのこと，規範

としても今なお基盤となっている」(油布2010,30頁）ことを意味し、その情緒的つながり

の要因が教師の人間性にあることを暗に意味している。そして、この観念や規範は、様々な

教育問題について、教師の「『人間性」の問題として普遍化して観念化し、現実的な解決を観

念的な解決にすりかえる機能を発揮｣(佐藤1997,316頁）してきた。

このように、学校や教育の人間化という命題のもと、特別活動は人間主義の教育言説と

接合し、実践的に成功を収めれば､「あの先生だからできる」という教員の個別性が強調され、
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うまくいかなければ、教師と児童生徒の情緒的なつながりが問題とされる言説構造となった。

例えば､橋本1988は、「あの先生だからできる」ということを問題視し、法則化運動の中で「方

法知」化をめざしているが、当時、児童生徒と信頼関係をつくり自発的自治的活動を育める

教師を、特殊で特異な存在とみなす人間主義的な見方が存在したことを表している。

このことと同様に、「人間関係」「学校への適応｣｢居場所」の強調によって、特別活動は臨

床心理学の影響を強く受けるようになる。1990年代には、生徒指導のコペルニクス的転回

があり、体罰の一切禁止、校則の見直し、といった管理教育が徹底して排除されていった。

そのプロセスにおいて1980年代後半より提唱された「カウンセリングマインド」が生徒指導

の象徴として浮上し、「共感的理解」とともに急速に広がっていく。「個性重視」とは、画一教

育・管理教育・受験教育の対抗クレームであったが､「心の理解」という対抗クレームで再編

成され､「個性の受容｣｢個性の理解」として展開されるようになる。

酒井2014は2000年代に入り、「カウンセリングマインド」を標傍する著作について教育雑

誌や大学紀要等への掲載数がさらに拡大していることを例証しているが、スクールカウンセ

ラーの導入など、教育問題の解決について、「心の理解」が一つの教育問題解決の方法とされ

てきた。この影響を受けて、特別活動にカウンセリングマインドやグループエンカウンター、

ソーシャルスキルトレーニングが流入することとなった。例えば、カウンセリングマインド

については、「特別活動研究』1994年12月号の柳原の寄稿、グループ･エンカウンターとソー

シャルスキルトレーニングについては河村2001がある。

これらの動向により、人間主義に基づく特別活動の展開は、実践のモデル化について「あ

の先生だからできる」という「リアリテイ分離」(Pollner訳書1987)をもたらしながら、一方

で臨床心理学的な「問題の個別支援化｣「人間関係能力のスキル化」をも推し進めた。いずれ

にせよ、結果として「自発的｣「自治的」という特別活動の特色は減ぜられていくことなった(8)‘

4．「自発的」「自治的」の行方

4.1「自発的｣「自治的｣の記述不可能性

「子どもが主人公」というスローガンが教育改革に落とす「学力保障」の負の問題は、苅谷

2002に詳しいが､「特別活動の重視」が､「将来のいつか役立つかもしれない知識を与えるこ

とより」（河野・宇留田・真仁田1974,27頁）という受験教育批半l1として展開されてきたこ

とも一つの問題を有している。この結果、特別活動は「子ども中心主義」批判、低学力問題

の二つから批判的にみられるようになる。時数が削減された平成10年の学習指導要領改訂

前後から、「自発的」という概念は、協働学習、学びの共同体論、総合的な学習の時間の教育

観で強調され､「自治的」はシティズンシッフ°教育でも強調されるようになる'91．

ここでは、特別活動が強調した「自発的」「自治的」と「適切な指導」の関係について考察

したい。これまで論じたように、「自発的」「自治的」という用語は、戦前の国民教育や戦後

の管理教育・画一教育批判の対抗クレームとして、教師の権力性を問題とする言説を構成

する言語的資源であった。特に管理教育・画一教育批判においては、「個性」という用語を伴

い、「個」と「共同体」を同時に強調するものでもあった。「特別活動」の特質として言及され
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る「自発的」という概念は、個人を教育活動の主体とし、「自治的」という概念は、個人を共

同体化する主体とみなしてきた。

問題は、「自発的」「自治的」をどのように判断するか、という基準にあった。「自発的」「自

治的」というように、あくまでも「的」が書かれているのは、教師の適切な指導を必要とす

るためである101･例えば、宇留田1984は、昭和43年44年告示の学習指導要領で「特別教育

活動」と「学校行事」を融合して構成された特別活動について、「もともと、特別教育活動が

児童牛徒の 自発的、自 治的な活動と しての性格を持つとしても、学校の適切な条件整備と教

師の適切な指導なしにはその成果を上げることはできないし、また学校行事を学校が計画す

る教育活動と考えても、児童生徒の 自主的、積樋i的な参加なしIこは学校行事は子どもたちの

成長発達を促進する活動となりえないのである」(宇留田1984,23-24頁：下線部は筆者）と

いう。ここでは、教師の指導性と児童の主体性の同時強調を行い、どちらかに傾斜すること

への留保が語られている。平成元年の学習指導要領において「学級活動」が自発的活動・自

治的活動を基盤とする「学級会活動」と、教師の指導を中心とする「学級指導」を統合した際

にも同じように､教師の適切な指導と児童生徒の自発的､自治的活動は同時に強調された（成

田・中島・齋藤1989)。

ところが、このことにより実践上のご都合主義がうまれてきた。例えば、成田2014は、

生徒会の掲示板に「5分前着席クラスのベスト5」｢清掃委員会のごみゼロシール連続受賞学

級ランキング」といった掲示がなされている中学校で、校長が「昨年度から「自治』に力を入

れ」といった発言をしていることに触れ､「生徒を巧みに操る教師のご都合主義はいい加減に

して欲しい」(成田2014,155頁）と、強く断罪している。この事例は極端な事例かもしれな

い（また、成田2014の学校長の発言への過剰な批判かもしれない）が､「自治」という概念を

教師がご都合主義的に使用しているという教育現場の問題性を表象している事例ではあるだ

ろう。

学級のフィールドワークをしていると、学級活動の実践で盛り上がっている学級に対して、

｢児童が生き生きと動いているように見えるのは、先生が演じさせているから」であり、「児

童の本音は違うはず」という批判的な語りを、しばしば耳にする。また、フィールドワーク

の中で、「子どもたちの一人ひとりの想いと発言を大切にしています」という先生に対して、

保護者から「恐怖政治の先生」という評価を聞いたこともある。すなわち、「自治的｣「自発的」

という用語は、「教師の錯覚」「ご都合主義」という批判的な見方を学校内部でも生じさせてお

り、「自発的｣「自治的」という言葉は、教師の自己欺臓にすぎない、という見方である。

この「自発的」「自治的」の判断不可能性については、自己と他者の「溶解体験」の共約不

可能性にもその一因がある。矢野は、「夢中になって遊んでいるとき、優れた芸術作品に接

したとき、あるいは自然のもつ美しさや崇高さにうたれたときなどに、いつのまに自己と自

己を取りかこむ世界との間の境界が消えてしまう」｢脱自の瞬間」「自己と世界との溶解がお

きる」という体験を、「溶解体験」として、その共約不可能性を指摘している（矢野2008,9頁)。

しばしば子どもの生活においておこる「溶解体験」は、子どもたちが熱中する活動の中にお

いても生じる。教師の実践知において、「特別活動で、子どもたちが盛り上がる」という経験

は、確かにこのような「溶解体験」を意味している。
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こういった体験を理想とする特別活動では、教師の適切な指導と「自発的｣「自治的」活動

を共約して語ることは極めて困難な課題であったといえる。実践報告にしばしば登場する

｢子どもの目がきらきらとかがやいて」「子どもがいきいきと活動する」といったレトリック

は、しばしば、教師の自己満足として批判の対象になるが、教育実践のコンテクストでは共

約不可能な体験の世界を、その場にある限られた言語的資源で表現しようとした試みと解釈

することも可能である。しかしながら、こういったレトリックは、経験の外にいるオーディ

エンスには、共有されえないという問題を孕み、特別活動における「自発的」「自治的」活動

のための「教師の適切な指導」とは理念において制度化されながらも、実践の記述を空洞化

したままであったといえる。

4.2.｢自発的｣「自治的｣における｢能動性｣の問題

そもそも「自発的」「自治的」はどのように了解されうるであろうか？先にも示したが、あ

る意味では「教師の判断枠」によって「自発的｣｢自治的」活動の正否が決定されざるをえない。

例えば平成元年の学習指導要領改訂を経た「学級活動」には「自治活動的アブ･ローチは試

みられているものの、その指導が中途半端に終わっている」(木原1996,218頁）という指摘

があった。木原1996は、学級トラブルについて、平成元年以前の学習指導要領では学級指

導において教師の指導性のもと、解決を図ってきたが、平成元年の学習指導要領の改訂以降、

自治能力の育っていない状況で自治活動的アプローチを用いて、学級生活上のトラブルを解

決する状況を問題として示している。そもそも、自治能力の育っている学級をどのようにし

て教師が認知可能であるのか、きわめて困難な問いでもある。にもかかわらず､「自発的｣「自

治的」の強調は、児童生徒の意欲的・積極的な学級や学校生活への参画を期待していた。

この「意欲的｣｢積極的｣｢主体的」「自主的」といった児童生徒に期待される参画の有り様を

示す用語として、本稿は、ここで「能動性｣(active)という概念に絞って論を進める。なぜな

らば、それらの用語いずれも子どもの個の能動性を示す概念の一群と捉えることが可能であ

るためである。

「自発的｣「自治的」という用語は、戦前の新教育運動の展開から考えて、「受動的＝能動的」

という対立軸を示している。この「学びにおける子どもの能動性」は、これまでも幾度とな

く議論されてきた。例えば、守屋は、一方的に教師が話す授業は詰め込みと批判されるが、

林竹二の実践をあげ、子どもたちの感想からはしゃべり続ける授業においても「子どもが学

ぶ主体」となっていたという（守屋他2014,128頁)。この実践の解釈が正しいかどうかは別

として、少なくとも、授業において「子どもが学ぶ主体」であるか（あったか）どうかは、観

察不可能である、ということを意味している。にもかかわらず同時に、子どもたちの感想か

らは了解可能であるという言明がなされている。

子どもの「能動性」をめぐる議論は、「本当の事実や感情が存在しているという『期待』」

(HoIsteinandGubrium訳書2004,17頁）を意味している。特別活動においていうならば､｢本

物の自発的活動｣｢本物の自治的活動」があり、そこには「真の能動性」を発現しうる、とい

う期待といえよう。先の守屋の見解は、児童の内部に「真実の能動性」を想定し、観察不可

能でありながらも了解可能と捉えている両義性を示しており、この問題は「リアリティ分離」
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を構成してきたといえる。

社会調査における「言語論的転回LinguiSticTurn｣以前の認識論（｢論理科学モード」野口

2005)は、依然として教育界に強く、その結果､「真実の能動性」をめく､る議論は、その了解

の可能性と不可能性を同時に強調するのである。「自発的」「自治的」とともに、子どもの「能

動性」を実証的に明らかにすることは困難であり、現実に特別活動について、教師の経験以

外に、その説明をすることができなかった。

4.3．「自発的｣「自治的｣の否定的資産と肯定的資産

かくして「自発的｣「自治的」活動としての「学級」は説明困難であったため、2000年代以

降､規律主義・訓練主義による学級経営観が再度強まってきた。すなわち、｢子どもを主体化」

する「自発的｣「自治的」という概念がかえって、子どもへの訓練や管理を強調するパラドク

スを否定的資産としてもたらしたといえる。

例えば、河村茂雄の「Q=u」は、ソーシャルスキルトレーニングや構成的グループエンカ

ウンターと結びつき、訓練主義の学級経営観(児童生徒の学校適応能力を促進するための訓

練としての学級活動）を示している（河村2001,2006)。また田中博之は学級規律を強調し、

教科学習の基盤としての学級力を重視している（田中2013)。これらが多くの教員に受容さ

れている理由は、「自発的」「自治的」と「個性重視」を言語的資源とする平成元年の学習指導

要領改訂による混乱において、学級経営に悩む教師の側にたった学級の再文脈化を図ってき

たことによる。また、1990年代後半から「学びの共同体｣(佐伯・藤田・佐藤1996)が多くの

先生を魅了したのも、1990年代の学習指導要領改訂の混乱期に「生活共同体」という言説に

問題を倭小化し、学習の文脈で「教室」を再文脈化したことによる。

しかしながら、「自発的｣「自治的」という特別活動の実践的特質は完全衰退したのではなく、

学校現場に一定の成果を根付かせてきた。日本の教師は「学級づくり」「学級集団づくり」と

いった教育方法を洗練し、それは「仲間集団のインフォーマルな文化の次元を、教育に活か

そうとする技法」であり、「インフォーマルな文化が、教育する側の意図と重なるような状態

になったときの教育効果は、極めて大きい」という指摘がある（広田・平井2012,46頁)。

ただし、この肯定的資産は、教師の経験や観念、学習指導要領上の特質として特別活動に

ついて語られるものの、臨床的な教育社会学的研究は非常に少ない。ここで教育社会学と限

定したのは、実証主義的な論理科学モードの時代には、教育社会学者(例えば、片岡、木原、

武藤ら）によって特別活動の社会学的カリキュラム研究が行われていたが、近年はほとんど

探究されていない、という問題関心による。そのため、学級のおける教師と児童生徒の関わ

りは社会的関係であるにも関わらず、社会学的考察の不在は「文化的な相対性」(土井2010,

211頁）を見落とさせてきた。

5．特別活動における「子ども中心主義」の課題

特別活動において、子ども中心主義の残してきた資産の一つは、社会的に構成される構築

物としての「学級｣｢学校」という認識であり、実践的活動といえる。これが、人間主義にお
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いても、心理主義においても、見逃されてきた視点である。そこで本稿は、試論として、「自

発的」「自治的」という概念を、教師と児童生徒による対話的構築として学級（学校）とその

再文脈化として考察したい。「対話的構築」という社会科学の認識論は、児童生徒の「能動性」

を教師と同様にアクティブに作用しうるものと捉えることを可能にする。この点において、

この再文脈化は「能動一受動｣｢主体一客体」の二元論を留保することを可能とする。

この試みは、「エスノメソドロジー、社会構築主義、ポスト構造主義、ポストモダニズム、

ある種のフェミニズム」(HolsteinandGubrium訳言2004,23頁）の影響を受けた「アクティ

ブ・インタビュー」という質的調査の認識論とともに、Clandininら(2007、訳書2011)らの

Narrativelnquiry、Goodsonらのライフヒストリーによるカリキュラム研究、などを下敷き

にしている。これらの認識論を参考とすると、学級とは、教師と児童生徒の出会いによって

形づくられる物語であり、常にその「意味」は再文脈化されうる。次に示すのは、ここ6年

間行ってきた学級のフィールドワークから一部のドキュメントを紹介するものであるⅢ!。

小学校高学年の学級で、これまで学級で人間関係上のトラブルのあった子どもたちを

担当することになった吉本先生(仮名）は、｢今年一年だけでもこの学級で過ごしてよか

った」と思える学級をつくりたいと臨んだ｡「高学年では自分たちが活躍できる行事がた

くさんあるので、様々な挑戦をして、自分を変えるチャンスにしよう。これからの君た

ちの良さを見せて欲しい」という内容の語りかけを行い、今までのことはあえて知らな

いふりをして、自己と人間関係をリセットしやすいようにしたという。

係活動やお互いの認めあいを言語化する活動、いくつかの学校行事を通して徐々に学

級の雰囲気がよくなっていると個人面談でも子どもたちが答えるようになっていた。そ

の矢先、11月に入り、学級で盗難事件が起こる。児童が疑心暗鬼になりつつあること

に違和感をもちながらも、学級として行事に向けてまとまろうとする雰囲気があったた

め、活動を経過観察していた。ところが、12月から1月にかけて、学級の違和感に対し

て話合いを提案したところ、いくつかの小グループで話合いをしたいという児童からの

意見が出た。それぞれのグループでの話合いの時間を分け、教師の立ち会いのもと、話

合いが行われた。その結果、一つのグループでは、これまでの学年で起こった人間関

係の問題が話し合われた。この集団では、「ハブられる怖さから、誰かに迎合していな

いといけない」という圧力を感じていたことを、子どもたちの言葉で話し合ったという。

そして、「寂しかった」｢何でも話し合える友達が欲しかった」といった発言を通して、実

は、子ども同士がお互いに|可じような気持ちをもっていたことを語りあった。そして、

これまでのようにやり過ごす学級から、思ったことを話合いできる学級になりたい、と

いう提案がなされた。一方、他のグループでも、「孤立している子がいることに気づき

ながらも、どうしていいかわからなかった」ため、「働きかける学級になろう」という提

案が生まれた。これらのグループの話合い活動から、学級での話合いを経て「居場所」

としての学級の在り方が模索されたという。

3学期末に行った学級のふり返りでは、「12月から1月にかけて行った話合い以降の休

み時間」を大切な思い出として回答する児童が多かった。その声では､個々の児童が様々
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な「居心地」を学級に見出し、お互いの場を尊重したり、共有できたりしたことを印象

として語ったという。

(201X年4月吉本先生の学級報告から構成）

このドキュメントには「自発的｣「自治的」という特別活動の概念的特質が、教師と児童生

徒もともに迷いながら、葛藤しながら、「学級」を再文脈化して対話的に構築するプロセスを

生み出しているといえないだろうか。

こういったドキュメントを教師の「自己満足の物語」ではなく、クリニクル（冷静）にかつ

教育臨床として活用しうる記述の在り方が求められるであろう1'21°ここでは「居場所」とい

う言語的資源が活用されているが、それは「友だち」｢仲間」といった人間関係ではなく、む

しろそれぞれにとっての「居場所」が多元的に学級に存在していることを確認するものであ

ったという。こういう意味では、常に学級(及び学校生活）の再文脈化は、学級や学校の「多

元的なモラル・コミュニティ」を形成する契機であり、その中で、教師と児童生徒がどのよ

うな言語的資源を持ち寄って何を構成するか、という社会的相互作用とナラティブの研究を

要請する。しかしながら、特別活動を通じて、「子どもと教師とのストーリーが出会い、何

を形づくるか」についての研究はあまり進んでいない。そのため、本稿で指摘した「子ども

中心主義」の肯定的資産は、一つの試論の域をでていないことをあえて強調しておきたい。

ただし、教育社会学が学校的社会化研究にも示されるように、批判的にこの問題に分け入り

やすいのとは対称的に、肯定的な研究の可能性も示すことには一定の成果が認められるであ

ろう。

最後になるが、特別活動における「子ども中心主義」の資産とは、「子どもが主人公｣「みん

な仲よし」｢個をいかす集団」といったレトリックを金科玉条として掲げることではなく、教
アリーナ

室が｢不安と危険に満ち満ちた格闘場」(Goodson訳書2001,34頁）であることを強調するこ

とである。そして、教師も「主体」の一人として「交換不可能」であり、変化に富む存在であ

ることを強調しながら、「個別性と全体性」をふまえて実践のストーリーが記述される必要が

ある。この「記述」の在り方や臨床性の検討が今後の大きな課題であり、社会学的視点の喪

失がもたらしたものである。

付記：本研究は平成25～27年度科学研究費補助金基盤(C)(課題番号25381263:代表白

松賢）の助成を受けた研究成果の一部である。

注
川 世代批判(例えばゆとり世代)といった批判のI'－1で､｢個性重視｣の問題が指摘されることはあるが、

過剰な管理教育や体罰への内省が常に再燃し、その問題は沈静化する。例えば近年ではある政治家

による体罰・管理教育必要論が論じられたが、高校における部活動体罰事件を皮切りに、体削・管

理教育必要論を撤回するという事態があった。

本稿が、特別活動史として平成元年学習指導要領改訂に続く1990年代に焦点を主に当てている理

由は、ここにある。

｢個人化｣｢個別化｣の概念は礒田・香月2008を参考のこと。

(2)

(3）
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宮坂1964、河野・宇留田・真仁田1974、片岡1975らは、それぞれ軽重はあるものの､｢個」と｢集団」

(近年の用語では、共同体)を同時に強調している。

熱血教師の物語については、山田2004に詳しい。

特別活動を推進する教育者や研究者は、すでにこういった問題を生じないようにさせる意図で様々

な著作や研究活動を行ってきたが、学校現場には問題が横たわっていたことは確かであろう。学校

的社会化の概念については北澤2011や、学校的社会化の負の側面については、芹沢の｢集団的身体」

という言葉で学校の画一化を批判する士井2010を参照されたい。

1990年代のj-l刊『特別活動研究』lﾘ1治図書の特集を参考とした。

この問題は、平成元年の学習指導要領改訂の際に、危愼された通りとなった。

この問題は、紙面の関係上、簡単に治め、他槁に期したい。ただし、この展開を理解する上では、

守屋・沢田・上地編2014が参考となるだろう。

文部科学省『小学校学習指導要領解説特別活動』平成20年や渋谷2015.

本ドキュメントは、ドキュメントの内容や前後の事象の流れを壊さない程度に、学級や個人を特定

されないよう、部分的に内容や事象を改変している。また本ドキュメントに関しては、吉本先生(仮

名)に読んで頂き、修正及び再埋め込み化を行っている。なお、本論文では｢子ども中心主義のパラ

ドクス｣の一つの例証としてドキュメントを記述したものであり、あくまでも認識論と存在論につ

いて論じており、方法論は対象としていない。本学級の記述の詳細や方法論は、他槁に期したい。

この観点は、酒井2014を参考とした‘

(4）
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