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子どもから見た学校という場とその変容
一中学校生徒会誌を題材に−

元森絵里子

1.問題意識と本稿の構成一子どもにとっての学校
子どもは一日の半分を学校で過ごしている。学校という制度の第一義的な目的は、子ども

に、将来の社会の担い手として必要な知識や技能、生活習慣等を身につけさせることだろう。
だが、当の子どもにとってみれば、学校はそのような目的のためだけに行くところというわ

けではないだろう。社会の担い手になるという意識はなく、当たり前のものとして通ってい
るかもしれないし、逆に大人の社会とは全く違うところと認識しているかもしれない。また、
そもそもの目的とは異なり、友達と会うところと捉えているかもしれない。おそらく、子ど
もが学校に与える意味は、制度的なものから様々にずれるものであろう。
本稿は、このような、子どもにとっての学校のリアリティ、すなわち、学校という制度・

機関であり空間が、子どもの視点から見てどのような意味を持っていたのかを、制度的な想
定を一旦括弧に入れた上で、歴史的・実証的に検討する。具体的には、複数の中学校の『生
徒会誌』を資料に、子どもの学校とそこでの様々な事象のイメージの変化を、その背後に、
学校がどのようなものであるという前提があるかに注意して分析する。そして、そこから子
どもにとっての学校という場の総体的な意味とその変化を明らかにする。また、それが学校
の制度的意図とはどう一致し、どうずれているのかをも視野に入れる。

なお、子どもといっても、本稿では、中学生に限って考察したい。もっとも学校の「問

題」の舞台となっている年頃であり、昨今の子どもの「問題」を見ても、もっとも検討する
ことが必要とされている年代だと考えるからである。また、おおまかに、1950年代後半か
ら1980年すぎまでを対象とする。これは、あらかじめ対象をこの年代に区切ったのではな

く、『生徒会誌』のまとまった入手が可能であった1955年頃から2001年までを収集、分
析した結果、上記の時期に子どもにとっての学校の意味の変化がひとつのサイクルを形成し

ているとわかったためである。後述のように、80年代以降は、80年前後に出来上がった学
校像の延長線上であるため、本稿では詳細は割愛した。
このような作業を行う背後には、1980年前後から、いじめ、登校拒否・不登校など、学

校を舞台とする子どもの「問題」が頻繁に語られるが、それはどのようにして立ち現れてき
ているのかという問題関心がある。その背景を、子どもの視点を取ることで、今までとは違
(もともり・えりこ東京大学大学院総合文化研究科）
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ったひとつの角度から透かし見ることはできないかと考えている('1。また、感情的な議論や
それに起因する復古的な議論に陥りやすい領域であるが、そうならずに現実的な議論を行う
ために、子どものリアリティとその変化を見ておく必要があるという問題意識もある。
本稿の構成は以下のとおりである。まず、「子どもにとっての学校」を扱った先行研究の
検討を通して、本稿の枠組みを抽出する（→2)。次に、分析に用いる資料『生徒会誌』の
検討と分析方法について述べ（→3)、枠組みを参照しつつ、子どもから見た学校の変化の

分析を行う（→4)。最後に分析結果をまとめると同時に、その知見より、「子どもの問題」
がどう構成されているのかについての展望を行う（→5)。

2.先行研究の検討と本稿の分析枠組み
(1)社会化機関としての学校

子どもにとっての学校を扱った社会学的研究は、少なくない。出発点にあるのは、社会化
機関としての学校というイメージだろう。例えば、デュルケームは、教育の社会的機能を社

会の存立に不可欠な共通観念の酒養、すなわち、社会化という点に見出した。そして、その
教育を担う具体的機関として、家族以上に学校に期待した(Durkheiml922=1976,68‑71;
1925=1964下,25‑30)。また、しばしば教え込み的な教育に対する、子ども中心主義的な

教育を提唱したとされるデューイも、実は、教育を社会の機能として捉え、それを組織的に

行う機関として学校を捉えている(Deweyl916=1975上,25,39‑40)。つまり、教え込み
であれ、子ども中心であれ、当該社会の未来の成員に共通の精神を養い、それによって社会

秩序を維持する機能を持つ機関として、学校を捉えているのである。
このイメージを図式化すると、図lのようになる。すなわち、学校は外の一般社会から

は区別された空間であり、子どもは未来の社会の成員として、そこで将来必要な精神や技能
を養う。また、そこには、その子どもが成長して社会を担うことで、社会は存続・発展でき
るという社会イメージも伴われている。

このようなイメージは、戦後日本における公式の学校像とも共振している。本稿で取り上

げる中学校の場合、「学校教育法」第36条において、その目的は、「1.小学校における教育

の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。2.社

存続・発展
〆

〆

ｰ 睦

…
、

＜現代社会＞

グ

＜未来の社会＞

、
、

ノ

理想の成員

、

ノ
ノ

'教育
､
、
、

｜

＜学校＞
迫

、

子ども

イ
ダ
グ

、 プ ダ

ーーーーー一一

図1社会化機関としての学校

司 戸

ノ C

子どもから見た学校という場とその変容:元森

会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来
の進路を選択する能力を養うこと。3.学校内外における社会的活動を促進し、その感情を
正しく導き、公正な判断力を養うこと」であるとされている。ここでは、学校教育の目的は、

｢国家及び社会の形成者」や「社会に必要な職業」人の育成となっている(1,2項)。つまり、
未来の社会の担い手を育てるための社会化機関として、道具的に学校が捉えられている。そ

の上で、「学校内外の社会活動」という現在の活動のあるべき姿が語られている（3項)。社
会化機関としての学校というイメージは、我々を強く拘束し、今も子どもと学校を語る際の

ひとつの基準となっているのである。

(2)2つのアンチテーゼ

だが、この「社会化機関としての学校」という20世紀初期型の学校像だけでは、実際の
学校の様々な役割を見通せないという感覚も、すでに我々は持っており、それとは異なる側
面に注目した研究もある。

第一に、学校では、将来のための社会化やその前段階としての学校文化への適応といった
フォーマルな教育過程が進行するだけではなく、インフォーマルな行為・文化も生じうるだ

ろう。この点に注目して子どもにとっての学校を考えたのが、生徒文化研究である。そのさ
きがけとされるパーソンズ(1959=1973)は、生徒集団における地位や文化は、フォーマ

ルな学校文化に適応するか、インフォーマルな反／非学校的な生徒文化に適応するかで分化
することを指摘した。

ただし、パーソンズにおいては、インフォーマルな文化による社会化も、エリートと労働

者の選別の役割を担うことで、ある意味で社会秩序の内部にあるとされ、一種の「社会化機
関としての学校」というイメージに再吸収されることとなっている。しかし、その後の米国
の研究では、将来の社会秩序につながらない「遊び型文化」が発見されているし(Coleman
l961など)、英国ではより葛藤論的・階層論的視座から、学校内部におけるフォーマル
文化／インフォーマル文化の分化は、そのまま外の社会の文化の対立と結びつけられてい

る(Hargreavesl967など)。また、日本では、このような分化は学業成績というフォーマ
ルな分化によって与えられる地位への満足／不満に対応していると考えられ（耳塚1980)、
選抜の問題をめぐる議論と接続している。

このような視点は、インフォーマルな文化がまさに学校というフォーマルな機構の中で生
じているという点に注目し、それが子どもの意識に影響を与えているということを明らかに

した点で非常に意義がある。しかし、インフォーマルな文化として言われていることの内実
を見ると、もう1つ別の視点がいることがわかる。というのは、一方で、英国で見出され
る反学校文化は、労働者階級の社会像と強く関係し、他方で、日米で見出された「遊び型文

化」は､将来へのビジョンを伴わない「享楽的」とも形容できるようなものであった。つまり、
同じインフォーマルな側面でも、子どもにとっての学校が、未来に所属すべき集団への「社
会化」との関係で捉えられているか、それともコンサマトリーに楽しむ場として捉えられて
いるのかは、重要な差異だと思われる。

第二に、少し考えればわかるように、子どもにとって学校とは、未来のために行くところ
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というだけでは語り尽くせない。学校に行くことが一般的なライフコースで、そこである一

定の期間を過ごさなくてはならない以上、今を過ごす場として何らかの意味づけがなされる

ことがあるだろう。したがって、「子どもにとっての学校」を見るならば、学校には、未来
の大人や社会を志向する道具的な側面のみならず、子どもがまさに今を過ごす空間というコ

ンサマトリーな側面が存在することに注目するべきであろう。

この点に焦点をあてて、「子どもにとっての学校」を捉えようとした先行研究には、いわ

ゆる「居場所」としての学校を検討したものがあげられよう。いじめや不登校のような学校

関係の「病理」を受けて、1980年代以降、「居場所」としての学校が話題となっているが、
社会学でも主に子どもへのアンケート調査により、学校の居心地を聞き、居場所としての学

校の機能を掘り下げるタイプの研究が多く現れた。『モノグラフ中学生』(1978〜）の一部
の調査や､最新のものでは深谷（2003）などの研究である。これらは､子どもに対して､学校、
授業や諸活動、友達、先生、設備などへの好悪などの意識を問うものである。
この視点は、その研究の前提にある問題意識として、子どもにとって、学校が今を過ごす
場として大きな意味を持つことに注意を向けた点は非常に評価できる。しかし、居場所研究

の多くは、学校等への思いの強度を測るのみで、その質の違いは問えない。つまり、この見
方では、その思いが、学校のフォーマルな側面によるのか、そこから逸脱するインフォーマ

ルな側面によるのか、判別できないのである。近年の子どもと学校を捉える上で、この区別

が重要であることは言うまでもない。「子どもが見えない」というキーワードが示すように、
制度の側、または、それに囚われた大人の側から、子どもにとっての学校のインフォーマル
な意味が見えにくいことこそが、現代の問題だからである。
(3)本稿の分析枠組み

以上のように、制度的な学校像が想定する「社会化機関としての学校」に対し、2つのア
ンチテーゼがすでに示されている。つまり、ひとつには､生徒文化研究が注目したように､｢社

会化機関としての学校」を学校のフォーマルな側面と見た場合、インフォーマルな側面が存
在するということ。もうひとつは、居場所研究が注目したように、それを学校の道具的な側
面と捉えた場合に、コンサマトリーな側面が存在するということである。この2つの捉え
方は、論者の中でも区別されていないことが多いが、今まで見てきたように、互いの視座は
補い合うべきもののように思われる。そこで、本稿では、この2つの二項対立を独立のも

のと考え、formal‑infOrmalの軸とinstrumental‑consummatoryの軸とを交差させる。そ
して、それによって構成される4つの象限からなる枠組みを、子どもにとっての学校を分
析する際の枠組みとして用いたい（図2)。

第1象限は、「将来のために役立つ」などと語られる、準備の期間・機関として学校を位

置づける見方である。いわゆる制度が想定する学校像であり、本稿の今までの議論では、「社
会化機関としての学校」と呼んできたものである。それに対して、第1I象限は、準備期間と
いう意味ではなく、今目の前にある学校に対して、今を過ごすフォーマルな場として、当然

学校とはこういうものだ､学校はこうあるべきだという形で自明視される学校観である。「中
学生らしさ」「よい学校」というように、細かい説明なしに、当為として学校やそこでの諸
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図2「子どもにとっての学校」の分析枠組み

事象が語られる際の前提にあるイメージである。第Ⅲ象限は、学校での今を楽しむ中で／た
めに生じた、フォーマルな文化から見れば逸脱した文化が展開される場としての学校のイメ

ージである。そこでの文化とは、明確に反学校的であると意図された裏ルールから、単なる
流行のように非学校的なものまであろう。第1V象限は、学校が目指す未来とは異なった未来
を志向した際の学校イメージである。非学校的世界を志向する場合、本質的に意識は学校の
外を向いている。それが学校の中で語られる場合、本来いくべき世界との対比で学校が語ら
れることになるため、学校は「役に立たない」「関係ない」などの否定的な言語で語られる

ことが多い(2)。
このような枠組みで見た場合、前述した生徒文化研究はI対IIIIVの対立には気づいていた

が、ⅡIとIVの区別には敏感でなかったと言えよう(3)。また、居場所研究は逆に、I対IIⅢに
注目したが、IIとⅢの区別は強くは考慮しなかったと言える。おそらく、この両者の研究が

重なりあうところ、つまり第Ⅱ'象限に当たるところこそ、現在の子どもにとっての学校を読

み解く鍵であろう。それぞれの研究は、Ⅱ'とIVないしIIとⅢの差異に敏感ではなかったが、
どこかIIやIVではなくⅢを前提として語っていると読めるところがある。また､小浜(1991)

のように、直感的に とIIIの対立に注目しているものもある。
本稿では、この枠組みを元に、子どもにとっての学校イメージを分節し、その変化を追う

ことで、直感的に指摘されてきたⅢの領域の重要性を再確認する。と同時に、そこに至る歴

史的な変化の過程も追うことで、直感レベルの議論を超えた実証的議論を試みたい。

3.本稿の資料と方法
以上のような分析枠組みを用いて、本稿は中学校『生徒会誌』を分析する。用いるのは、
1956年から85年の公立中学校の12校分の94冊である（表l)。地域差（文化の差、進学

率等階層差）を考慮して､東京都23区内(P区､Q区）と山形県の都市部(R市）と山村部(S

町)、農村部(T市）を選んだ(4)。
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表1牛徒会誌一覧
都県

C D E F I C H
○

1957

○

１６
２６
３６
４６
５
６
９１
９１
９１
９１
９
１

○○
○○

1969

○○

○

○
○

○

１８
２８
３８
４８
５
８
９
１９
１９
１９
１９
１

○○

○○○

○ ○

○

○○○

○○

Lノ

６
７
８
９
０
７９
７９
７９
７９
８
９
１１１１１

○

1970

１７
２７
３７
４７
５
７
９
１９
１９
１９
１９
１

○

○

○○

○○○

１８
２８
３８
４８
５
８
９
９９
９９
１１１１１

1980

1968

○

○○

1979

○

○○

1978

1966
1967

○○○ ○○○

1977

中学校

○

○

○○○

○

1976

○

○○

○○

１７
２７
３７
４７
５
７
９
１９
１９
１９
１９
１

1970

○
○

○○

1969

○
○

○○

1968

I J K L

○

○
○

○○○ ○○○○

1967

○○○

'966

○○○○○ ○○○○

１６
２６
３６
４６
５
６
９
１９
１９
１９
１９
１

1960

○

○○

1959

市区町村

T市

６５
７５
８５
９６
０
５
９
１９
１９
１９
１９
１

A B

'956

1958

都県

Q 区 R 市 ￨ s 町

P区

○○○

中学校

山形県

東京都

市区町村

○

計￨15201111884177161

5

2 1 計

計94冊

『生徒会誌』とは、中学校の生徒会が主に年度末に発行する機関誌であり、30ぺージ程度
から多いものでは100ページ以上のものもある○内容は、学校や年度によっても異なって
いるが、機関誌として、生徒会長の言葉や生徒会所属の各委員会の紹介や反省は最低限載っ
ている。しかし、たいていは、年度末に出す生徒の文集や学校の記念誌としての側面も併せ

持っており、部活動の紹介や反省、クラスないし先生の紹介、卒業生の言葉、学校行事の感

想文等折に触れた作文、特集記事などが載っていることが多い。本稿では、生徒会の機関誌
という、その本来の側面に注目するのではなく、このような学校で出す文集．記念誌として

の側面に注目する。また､一部『学校文集』を使っているが、すべて時代が下ると『生徒会誌』

に変更されるものであり、上述の『生徒会誌』と比較的構成要素を共有しているものである。
これらを選んだのは、以下の4点による。まず第一に、学校の様々な側面について、子

どもの言葉が載っている数少ないメディアのひとつである。そして、第二に、自伝など回顧

的なものではない同時代的な資料である(5)。第三に、戦後1950年頃からは各地の学校で毎
年編纂されているため、通時的な分析に耐えうるメディアである。さらに何より、第四に、
●

後述するように、『生徒会誌』は、学校について書かれたものであると同時に、学校で書か
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れたものであるからである。

本稿では、『生徒会誌』に表れた学校の諸側面についての、子どものイメージや意味づけ
を追っていく。具体的には、まず、学校そのものや様々なタイプの学校知、授業、クラブ、
行事等の学校で展開される諸活動、クラス、先生、学校での友人などについて、言及した箇
所をすべて拾い上げた。ただし、機関誌としての委員会・クラブの活動報告や、単に事実の
経過を示しただけや「楽しかった」程度の感想しかない感想文といった、学校への意味づけ
の読み取れないものは除いた。作文は､数百字程度のものが､概ね15〜50本掲載されている。

そのうち、学校への言及箇所はl〜4割程度、本数にして平均で7本程度であった。そして、
それらの学校の諸側面への子どものイメージを、前述の枠組みに沿って各象限に振り分けて
いった。おおまかな割合とその変化に目を配りつつ、主としては、各象限それぞれに当たる

ものの内容の質的な変化に注目した(6)。
また、一般の作文のほかに、30人から350人程度の卒業生の一言があるものが52冊あり、
学校や年度によって大きく傾向が異なるために一貫した分析はできないが、参考として用い

た。さらに、クラス紹介のコーナーがあったものも70冊あり、感想･報告のレベルも多いが、
そうでない場合は、「明るい」「団結した」などのあるべきクラス像（第1I象限）が語られて
いる。しかし、その中で、他のコーナーでは表れにくい、反／非学校的な生徒集団による裏
ルールの存在（第1II象限）に言及するものが時折見られる。第Ⅲ象限に関しては、こちらの
言及も質的な分析に加えた。

もちろん、『生徒会誌』に書かれた子どもの言葉は子どもの本心ではないのではないか、

という疑問はありうるだろう。しかし、本稿では、子どもの中に「本心」としての学校イメ
ージがあらかじめ存在し、それがそのまま『生徒会誌』に表れているというナイーブな見方

(言語観といってもよい）は取らない。だが､教師や親に「本心」を曲げられたという見方も、
同様にナイーブすぎると考える。そうではなくて、『生徒会誌』に表れたことは、それが読
まれる場としての学校や学校が置かれた状況が様々に作用する中で、書かれたものであると

いう考えに立つ。直接的には書かれたものの内容分析を行うが、同時に、そう書いてしまう
背景にある、学校や学校が置かれる文脈としての社会への、子どもの認識に配慮したい。そ
●

して、この認識こそが、子どもにとっての学校であろう。学校で書かれた資料を選ぶ理由は

そこにある(7)。

4.分析一子どもから見た学校とその変容
本章では、子どもの文章を具体的に引用しながら、『生徒会誌』の分析結果を示していく。
その際わかりやすさを考慮して、4つの時期に分けて提示する。これは、何らかの大きな

断絶があるからではない。むしろ、子どもの学校イメージは徐々に変化していくが、その趨
勢が入れ替わる時期を見て区分した。特に、長い期間を取っている(3)は、(2)と(4)の間のゆる
やかに変化している時期であり、他の時期と意味合いが異なるので注意されたい。

また、このような変化には、70年代半ばまでは、ある程度地域差が見られ、始めに東京、
ついで山形県都市部、農山村部と変化に時差がある。これらの地域には高校進学率の推移に
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おいては随分と差がある。だが、それと上記の変化が完全に平行しているわけでもない。お
そらく、自分の／自分たちの置かれた身の回りの状況からのイメージ形成と、メディア等を
通して、また、まさに学校を通してのイメージ形成の両方の影響力が重なり合っているとい
うことだと考えられる。

なお､『生徒会誌』からの引用は､〔発行年（西暦下二桁）／学校名／頁数〕という形式で示す。
また、各象限について言及するときは、ローマ数字のみ記す。
(1)50年代後半：保護膜としての学校

分析の出発点である50年代後半においては、学校を終えて実社会に出て働くという感覚
が非常に強い。進路に言及した文章全般で、「立派な社会人」「社会の一員」という表現がリ
アリティを持って頻繁に用いられており、「私達三年生は、義務教育も、あとわずかで終わ

ろうとしているのです。卒業すれば、社会の一員として、活動しなければなりません」〔58／
J/19)と、一般社会でそれぞれの役割を担うという未来像が自明のものとして語られる。そ
して、学校関係の記述でも、I、1Vに当たるものが7割ほどを占める。しかし、Iにおいて、
学校が子どもを社会へと橋渡しをするという積極的なイメージは、希薄である。
1Vの文章は、全体の4,5割を占め、その後に比べて目立って多い。例えば、就職に際して

｢今の私の目の前には、新しい道があるのだ」[58/E/19]と語るときに「新しい」とされる
ように､一般社会は学校生活とは質的に異なったものと捉えられている。より具体的には､｢夢
は世間の無常な荒波のために、むざんにも破れる事が有ると云われる」[58/B/12‑13]など

と「荒波」という表現が頻出するが、それに象徴されるように、学校の外の社会は厳しいも
のであり、学校生活はそこから保護されたものであると対比されている。もちろん、保護か
らはいつか出なくてはならず、「早く卒業し、早く大きくなり、りっぱな社会人となり、父
や母を安心させやりたい」[57/E/12]と学校を離れて社会へと参入して初めて一人前とい

う未来志向も強い。しかし、学校はそれを媒介するものというより、むしろ「勉強ばかりし
たって社会に出て役にたつ人間にならなければ価値がないと思う」[60/C/31]というように、

社会に出て必要な技能は学校知とは異なったところに求められているようである。
ただし、Iに当たるものも、3，4割と割合としては少なくない。それはすなわち、進学な

いし就職の試験を突破する学力を身につける場として、学校を道具的に把握するものである。
しかし、これも「しかしこんなにこんつめて、勉強する必要があるのだろうか。それは高校

進学の為だ。でも何の為高校へ行くのか（中略）しかしやはり必要だから必要なのだ。そん

な事を頭の中へ入れたり出したりして･･…．やはり勉強はやめられない」[56/C/35]と受験
制度への批判として語られるか、「就職をかんたんだと考えたのはおろかな事でした。勉強
さえすればこんなに心配せず済んだろうにと思うと残念です」[58/J/51]や「僕は前から
就職しようと考えて、簡単で勉強なんか必要でないと思っていた。それが今になって考えて
みると、まちがっていた」[58/J/62)のように、反省という形で語れるかである。これら

はともに、試験さえなければ、一般社会と学校知は関係ないといっているに等しいと考えら
れる。

このような中で、IIに当たるものは全体の4分の1を占める。例えば、「生徒の本分とし
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ては学問にせい出し、より良い生徒になることだ」[56/C/45]のように、「良い生徒」が規
範とされたり、「みんな、まじめになって、みんなで手をとり合って、進んでいったら、必

ず良いH・Rになると思う」[58/J/14]と、生徒間の協力が称揚されたりする。学校のフ
ォーマルな側面は、特に詳細な説明がなくとも、今それ自体で自明な守るべき秩序であると
いう点が強調されるのである。

なお、ⅡIの裏ルール的なものへの言及は少なく、わずかに、「一般に就職生は、自分たち
を卑下しているようだ（中略）自然、受験生は、一種の優越感をもつようになる。その間に
は、目にみえないみぞができてくる。あるクラスでは、はっきり二つに別れているそうだ」

[57/E/15)などと、就職組と進学組の対立が示唆されるのみである。
以上をまとめると、学校が実社会と切り離されて語られる傾向が強く(=1V)、子どもに
とっての学校が外の社会への参入を猶予し、保護する保護膜という意味を持っていたと言え
るだろう（図3)。学校の内部で非学校的世界の存在を自然に語ってしまうくらい、学校は
限定的でな意味しかもたないものと捉えられていたと思われる。

しかし、一方で、それ自体で意味と秩序を持つことも強く認識されていた(=II)。学校
とその中での様々なフォーマルな文化や関係性が抵抗なく語られるくらいには、学校が自明
と感じられていたということだろう。だだ、進学や就職に際する逵巡が示唆するように、前

者の感覚は否定されるべきという認識もあったようだ。この時期、伝統的な社会の遅れを批

判する文章も少なくない(8)。したがって、この時期は、学校を実社会と無関係と見るイメー
ジが駆逐され、学校を経由して社会に出るという制度が用意したイメージが自明となってい
く、直前と言えるのではないだろうか。

(2)60年前後〜60年代前半：社会化機関としての学校

そして、60年頃になると、まず、1Vの学校知が必要ないのではという逵巡は、急速に数
を減らして1,2割になる。「中学校は義務教育とされているが、中学三年生の中学校は、高
校の予備校と、言えないだろうか」(64/G/13]のような受験戦争批判は存在するが、それ
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は決して、学校知は一般社会に結びつかないという認識には直結しない。「今の日本の上級
学校は、知識を得る所というよりは、社会的身分を得る所といった感が強いとも聞く（中略）
このように勉強したことが直接役に立つものでなければ､勉強に対する意欲も減少してくる」

[63/E/7)という、歯切れの悪い文章が示すのは、本来あるべきは学校が社会への橋渡しを
することであるが、現状は本来の姿からずれているという微妙な認識のように思われる。

そして、この頃から急に、学校で学んだ知識やマナーが将来役立つという、Iの社会化機
関としての学校イメージが強く語られる。つまり、「人間は、生きていくために、必要な知
識を得るために、学校へはいる。そして、学校というのは、社会に出てから、生きていくた

めの、養成所、又は、自分を築く土台を作る所、ということになる」(63/E/5]という表現
に典型的に表れているような、学校で学んだ知識やマナーが将来役立つというような作文が、
Iの大半、全体の4，5割を占め、卒業生の一言では学校に言及したものの大半に当たる。

さらにその一部をあげれば以下のようなものである。「この三年間の教えを土台にして、
これから進む道のよき指導者として、これからの社会にもっと大きく希望を持って進んで
ママ

行きたい」[61/A/38)、「少しの歳月を利用してより多くの知識、エチケットを身につける
ことを固く心にちかって、新しい輝かしい実社会に飛び込む年、一九六一年のスタートを」
ママ

[61/L/41]、「この三年間の（注：冬季寄宿舎での）団体生活をこれからの将来の生活に直
ママ

接つながれば、私は最高の幸わせと思っては良いのではないでしょうか」(63/G/21]、「未
来に向って、我々は学問に、又、一般社会の作法を身につけるために、毎日黙々と勉強に励
んでいるわけである」[64/C/35)。
また、同時に、Ⅱの、よりよい学校や中学生らしさ、有意義な中学校生活といったある

べき現在の秩序・文化も、50年代以上に規範性を帯びて、割合としても5割前後とよく語
られる。「私達の学校をよりよい学校にし、よりよい生徒になるのが目的ではないでしょう

か」[61/L/28)、「悔いのない中学校生活、有意義な中学校生活を私たちの手でつくろうで

はありませんか」[64/A/2]、「中学校という集団生活においてたいせつなことは協力です」
[64/G/12]などである。
一方で、作文では少数ながら、クラス紹介を中心に、学校では公式にはよくないとされて

いるような生徒間の「裏ルール」の存在に、自覚的に言及することも出てくる。1I1に当たる
ものである。一番多いのが、静かに先生の話を聞くというタテマエに対して、「しかしうる
さかったが授業中がにぎやかで楽しかった」[62/B/68]、「『ずい分うるさい』ですって？そ
れは、ほとんどのクラスがそうじやありませんか？」〔61/B/61〕と、ホンネとしてうるさ
い方が楽しいと打ち明けるものである。また、「生徒たちから見ればよく、先生たちから見

れば悪いだろうと思われるような団体行動もする」[63/B/73]というものもある。学校の
フォーマルな機能を強烈に自明視しつつも、今を過ごす場として、学校のインフォーマルな
側面も重要であったということだろう。

全体として、50年代に比べて、学校の持つフォーマルな意味(=1,11)が重くなって
いるように見える（図4)。とりわけ、将来への社会化の機関としての積極的な意味(=I)
が強いのが、他の時期と比べて特徴的である。学校関係ではないが、60年前後に古い因習

や劣ったマナーなどを批判する文章も少なくないことを考えると、おそらく、この時期、社
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会は右肩上がりで、伝統的なものが役に立たなくなる、その中、学校が唯一の社会化機関と
なるという制度の側のストーリーが流通していたのだろう。学校内で、学校と無関係な世界

について語らないということは、少なくともそのような認識を語らないという程度には、学

校という場が閉じていたということである。そして、学校では、社会化機関というイメージ
を書くのが当たり前という程度には、そういった学校の意味がリアルだったということだろ
う。これは、制度の学校像とも共振している。

一方で、その裏側で、学校における生徒集団の存在を前提としたような、インフォーマル

でコンサマトリーな生徒文化も自覚されている(=111)。このような裏ルールが、以前には

存在しなかったわけではないと思われるので、それがあえて書かれるようになったというこ
とは、読者として独自の文化を共有した生徒集団を想定しているということを意味する。学

校が、今を過ごす場として生活の大半を構成し、その中で人間関係を築くべき場と認識され
るようになったということではないだろうか。

(3)60年代半ば〜70年代：ゆるやかな変容

このように、制度的な学校のイメージと共振するような、Iの社会化機関としての学校と

いうイメージが一時強まるが、60年代半ばすぎから70年代半ばにかけて、まず質的に変
化し、次に量的に減少していく。しばらくは、全くなくなったというわけではなく、3，4割
は存在し、質的にも「ぼく達がよき社会人となり、よき人間になるには、やはり教育は必要

だし、よりよい日本をこれから造り上げて行くためにも必要です」[67/D/7]という前の時
期と同様の主旨の作文もある。

しかし、徐々に、そこで将来役立つとされるのは、「今の私達には社会という集団生活は
無理かもしれないが、学級という集団生活を、自分達の力でうまくやっていかなければなら

ない」[65/D/86)や「そのエチケットを習得するはずの学校」[66/A/68]、「学校が私たち
生徒に与えてくれるところの最大のものは、第一に、集団生活による色々な経験だと思う」

(73/D/106]というように、知識より集団生活による社会性や習慣へと移り変わっていく。
さらには、「社会に旅立って行っても、友情によって、自分が救われるということが、きっ
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とあるでしょう」[69/B/17]、「中学時代の思い出、そして学んだこと、バレー部で鍛えた
根性をいつまでも、いつまでも、胸の中にいだいて」[69/H/53]と友情や思い出のような、
本来の制度主旨から見れば周辺的なものをあげるような作文も現れるようになる。そして、
最終的には、「社会に出ていこうとする今、現実の問題として考えなければならないのに只

ぼんやりとしたものしかありません」[73/I/80]、「この中学時代ももう終わりに近づき、ま
だ知らぬ未知の世界へと旅立っていこうとしている。そんな中でぼくは、未来に対する不安

を持っている」[78/B/65)というイメージに場所を譲り、社会化機関としての学校のイメ
ージは70年代半ばには姿を消していく。
また、IIのような学校に対しての見方も、同様に変化している。「みんながいっぺんにま
じめになって、堂々と意見を言うようになれば、それこそ、最高の中学生だと思います」

[68/B/25]と、あるべき学校の姿について、それ以前同様、秩序や中学生らしさといった
制度の中心的な事柄に言及するものももちろんある。だが、「先の事を考えないでこの時代
にクラブ活動等で心身共に鍛え再びもどることのない青春を大いに満きつしたいと思いま

す」[71/A/26]、「私が学校に来る唯一の楽しみは、授業でもなければ給食でもない。勿論、
クラブだ」[75/B/13)と部活をがんばる場や、「その日常生活を有意義に過ごすには、友人
関係を重視する必要がありそうだ」[74/B/22]、「今自分のクラスにとけこまなくつちや青

春の一部の中学校時代、つまらないものネー？」〔78/B/70〕と友人関係やクラスの人間関
係を楽しむ場として、学校の今を捉える見方が増えてくる。「クラブがきらいな人は、学校

生活にもなじめずつまらない毎日を過ごしているのではなかろうか」[76/B/19]とまで言
うものもある。このように、今それ自体で自明なフォーマルな場としての学校の意味は、言
及されていても学校の諸活動の中では「副次的」なものの方へと移行していく。メディアの

性質上、言及される数は、減って3，4割とIほど目だった変化を見せないが、それでも明ら
かに減っている。

同時に、IⅡに当たるものが、作文で1,2割と以前より目立つようになる。「流行語を使っ
て話をするのは、とても楽しくユーモアがあると僕は思う」[66/B/20]、「グループ・サウ
ンズを理解してもらいたい」[68/B/30]と、流行や若者文化が学校での友人関係において
重要であることが、しばしば語られるようになる。そして、クラス紹介を中心に、相変わ

らず「私達は、学校生活の中で、あまり静かで、完ぺきなクラスなんか想像できません」

[66/B/54)、「まじめでガリ勉の秀才野郎が集まったクラスよりよっぽどいいクラスだ」[74/
B/34]と裏ルールの存在が暗黙のうちに共有されている。
ただ、その裏面として、70年頃から、「女子は全体的に見ると、二〜三人のグループの

分かれているようだ」[71/C/18]とグループの閉鎖性や「いじめ」と呼べるような「問題」

に言及されるようになる。「ひやかしたり笑ったりする人がいます」[72/D/82]という冷や

かし、「クラスの中に一人でも村八分にされたのがいると勿論いやなものだ」(73/E/36]､｢無
関心で孤独のクラスにいることがほんとうに悲しかった」[73/E/121)という無視などである。
ちなみに、この時期、1Vに当たるものは、60年代には、地方を中心に1割程度見られて

いたが、次第にそれもあえて語られにくくなってほとんど姿を消す。

このように、学校は今を過ごす場(=11,111)としての色合いを強めていく（図5)。象
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図560年代後半から70年代の子どもにとっての学校

徴的によく使われるのが、卒業生の言葉の多くが用いている「青春」という言葉である。受
験や校則等の学校文化を批判するのも、将来役に立たない（＝Ⅳ）という観点からではなく、
中学時代を貧しいものにするというコンサマトリーな観点から批判される。社会化機関とし

ての学校イメージが完成していくそばから、学校の意味がずらされていくのである。それも、
徐々にフォーマルな意味でも主要なものから副次的なものへ、そしてフォーマルなものから
インフォーマルなものへと移っていくのである。学校を道具的に把握することが少なくなっ
ていくのは、右肩上がりという社会認識が希薄化し、学校が社会へと媒介するものと認識さ

れなくなったこと、また、学校で今を過ごすことが自明となった上に、進学率の上昇に伴い
社会に出るという感覚が遠のいたことによるだろう。少なくとも、社会化機関としての学校
というイメージ(=I)を書く必要がない、ないし、読み手が想像できないという状況では
あろう。

そして、子どもにとっての学校は、そこを媒介に友人と若者文化が共有される場（＝Ⅲ）
としての意味を強めていく。一時学校の重要性が全体的に増したことが、結果的にこの意味
を強調してしまっていると見え、興味深い。

(4)80年頃〜：非学校的世界の媒介としての学校
このような変化の行き着いた80年頃になると、単なる事実経過の報告や感想に終始する

ものが多くなり、学校やそこでの諸事象について対象化して語る作文の割合が、そもそも減
少する。
そして、Iの社会化機関としての学校というイメージは、妙に具体的な言及を除いてほ

とんどなくなる。例えば、「しっかり勉強して、コンピューターやロボットを使いこなせる

人間に成らなければならないと思った」[82/B/19)、「保健は自分のこと、自分の体のため

なので、少しでも知っておけば、助かり、大人になっても、役に立つかもしれない」〔83／
H/46]、「英語を話せるということは、将来、きっと役に立つと思うので」[83/H/47)とい
うようなものである。しかし、これも例外的に見られる程度である。
IIの自明なあり方としての学校も、「中学生になってまず一番やりたいことは部活です」
目
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[85/C/31]、「このような（注：様々な学校行事の）思い出を大切にし、これから、別の思
い出を作りたいなと思います」[85/I/33]と前の時期と内容は変化しないが、数としては、
言及されること自体が全くないときも多くなり、総体として減りつつある。

その中で、Ⅲに当たるものにおいて、フォーマルな文化に許容されないものであるという
ことに自覚的に言及することすらなしに、当然のように流行の文化やCMや芸能人の話題
が持ち出されるようになる。卒業生の一言で、「ディズニーランドへ行ってミッキーの帽子
を買うんだ!｣(82/D/45)と、内容よりも楽しいノリのいい文体で書くことが、仲間内の
一種の規範となってくるのが象徴的である。一方で、「だれひとりはぐる人、はぐられる人

がいなくなるようになるといいと思う」[84/G/56]、「一番大事なことはこの学級から、仲
間はずれをなくしていくことです」[85/H/34]という発言が示すように、「問題」の側面は
以前より続いていると言えよう。

このように、60年代後半から70年代にかけて進行した変化の帰結として、子どもにと

っての学校はコンサマトリーな場としての意味を強めていく（図6)。学校を対象化する文

自体が減ったのも、学校が目的遂行のための空間ではなく、行くのが当たり前の場、一面で
は閉じた場となったからであろう。そして、中でもフォーマルな意味を薄め、インフォーマ
ルかつコンサマトリーな若者文化が展開される場(=111)へと重心を移したのである。

ちなみに、80年代後半以降は、この時期とほぼ変わらない状況が2001年まで続いている。
すなわち、総体として学校を対象化することが少なく、11,1Ⅱのコンサマトリーなイメージ

が多く、中でも、それ以前の時期に比べてH1が前面に押し出されることが多いのである。言
い換えれば、現在に続く子どもの「問題」の下地は、80年代前半にできあがったと言える。
5．まとめと知見

以上のように、子どもから見た学校は、保護膜（Ⅳ）から、社会化機関(I)として認識

されるようになった後、今を過ごしそこで非学校的な生徒独自の文化が築かれるような場

(III)へと変わっていっている。これには、学校という空間があまりに自明視され、特定の
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目的を想定しなくてもよくなったということが関係していよう。この傾向は、先行研究でも
示唆されていたものであるが、本分析により、より明確に位置づいたと思われる。
そして、興味深い知見としては、第一に、この非学校的生徒文化が、子どもに楽しいもの

と同時に、「問題」を語る文章に見られるように抑圧的なものと認識されていると見える点
が重要である。学校が一時の保護膜でも、社会化機関でもなくなったとき、学校で過ごすこ
とやそこでの人間関係の意味は、それ自体にしか求められない。そこには何らかの閉塞感を

伴いやすいし、それを自覚せずとも、根拠のない楽しさは容易に浮遊感へと転じうる。第二
に、子どものリアリティが図2で言うところの第Ⅲ象限にあるとすれば、大人の側が学校
と子どもの制度が想定するような関係性一一すなわち、第1象限一を前提として子どもを
まなざしつづければ、視線はすれ違うばかりであるということも予測される。おそらく、子
どもの側のリアリティにおける閉塞感／浮遊感それ自体と、子どものリアリティと大人のま

なざしとのすれ違いが、相互作用する形で、80年代以降の「子どもの問題」が構成されて
いくのではないだろうか。

最後に、本分析から、学校が、その制度的な意図とは別に、そこでメディアなどを介した
若者文化が展開されることで、大人の社会と断絶した子どもの集団を生み出す契機、媒介と
なっているということが見えてきた。本稿の枠組みでは、学校の外の子どもの集団などは射

程に収められなかったが、「見えない」などと言われることの多い現代の「子ども」を成り
立たせている1つの重要な要素として、学校という「場」があるということは、考えてい
く必要があると思われる。

註

(1)もちろん、「子どもの変化」を見るには、広田(1998)が指摘するように、子どもの側の他に、大
人の関心・視線の変化も考慮に入れなくてはならない。紙'幅の都合で触れられないが、本稿はこ
れを否定するものではない。なお、本稿と同時期の大人の側の子ども観については、元森（2002）
を参照のこと。

(2)本分析枠組みでは、学校を「否定的」にも語らないほど、学校から離れた子どもの意識は拾えない。
もちろん、「子どもから見た学校」を議論する上で、学校と「無関係」な意識は検討しなくとも問
題はないと考えるが、より一般的に子どもの「変化」を見る際には、他の資料、枠組みとの組み合
わせ等を検討していく必要があろう。
(3)おそらく、英のstudentSubculture論は、Iに対する1Vの側面を発見し、日・米の遊び型生徒文化は、

Ⅲの側面を発見したのではないだろうか。
(4)東京都内のものは各学校の個別提供のものと情報公開条例を利用したものがある。山形県内のもの
は、山形県立博物館所蔵である。学校ごとに入手状況にばらつきがあるのは、各所の保存状況によ

る。残念ながら、資料が少ない時期もあるが、本稿の限界である。前後との推論などで埋めていき
たい。なお、この資料を収集するにあたって、各所で個人情報の保護が問題となった。資料の個人
情報と研究目的の利用の問題はそれ自体で大きな問題であるが、本稿では、このような感情に配慮
し、また、各所で判断にばらつきがあったという事情を考慮し、公的手続きを経て入手したものに
ついても、仮名を用いることとした。
(5)生徒文化研究にしても、居場所研究にしても、過去に遡って質問紙調査ができないという欠点があ

89

子ども社会研究10号

る。本稿では、『生徒会誌』を用いることで、過去まで遡って、子どもの意識を見ることができる
点が特徴である。

(6)学校や年度による誌面構成に差異があるという資料の性質上、厳密な意味での数の多少や増減を問
題とすることは、分析において有効ではない。なお、質的アプローチを取ることで、量的方法のよ

うに設問の時点で結果を制限してしまうことなく、大人の想定では捉えがたい子どもの変化を見る
ことができる点も、本稿の特徴である。

(7)分析以前に言説空間の全体を想定できない以上（遠藤2000)、むしろ、学校で書かれたものから、
そこに働いた力をみることで、子どもにとっての学校という外部にせまれないかという方法論上の
意識による。

(8)『生徒会誌』に表れた子どもの社会イメージは、紙幅の都合もあり、学校関係ではないので、詳細
は割愛する。詳しくは、元森（2002）を参照のこと。以下の同様の記述も同じ。
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