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子ども文化論再考
―「学校の怪談」をめぐる教師と子どもたちの編み合わせ―

（吉岡一志）

１．問題の所在

　子ども文化論は、これまで子どもの独自の世界への注目を強調してきた。藤

本 (1985) は、それまで広く用いられていた「児童文化」が「大人がつくって

子どもに与えるもの」というパターナリスティックな色彩を帯びていることを

批判し、大人と距離を取り、自らの世界の中だけで自律的に成長していく子ど

もの姿を「子ども文化」という用語で捉えようとした。

　また古田 (1997) は、「大人がつくって子どもに与えるもの」をも含み、子ど

もが関わる文化全般を射程に入れて、子どもの内的経験、すなわち「文化の内

面化」に焦点をあてる。それは、必ずしも大人の思惑通りにはならない子ども

たちの「創造の問題」を捉え、既存の文化によって受動的に社会化されるだけ

ではない、子どもの独自性への注目であった。

　両者は、大人が関与しない子どもだけの世界を捉えようとするか、大人も関

わる文化の中で子どものユニークな経験を捉えようとするかの点で立場を異に

する。しかし、いずれも大人の水路づけには容易には従わない、能動的な子ど

もの姿をポジティブに評価し、子ども独自の世界、経験を明らかにしようとし

たところに共通点が見いだせる。

　確かに、「子ども文化」や「文化の内面化」という用語に含意される子ども

の視点や子どもの独自性といったフレーズは、「近代的子ども観」に象徴され

る、保護され、教育されるべき受動的な子ども像を批判し、能動的で、主体的

な存在として子どもを捉え直す画期となった。こうした子どもの世界への関心
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は、現在の子ども文化論においてはもはや常識となっている。

　しかしながら、子どもだけの世界や子どもの内的経験の強調は子どもが生き

ている現実の世界を矮小化させることとなったのではないだろうか。一つは、

子どもと共に生きる大人の存在を不可視化させてしまったこと。もう一つは、

子どもと大人という二項対立の図式を温存させてしまっていることである。

　藤本 (1985) が「子ども達によって習得されたり、創りだされたりした子ど

も達固有の生活様式」(p.5) に「子ども文化」を求めたことからもわかるように、

そこでは、大人と隔絶された、子どもだけの世界の存在が自明視される。また

古田も子どもの内的経験に関心が向くため大人の関与のあり様にはほとんど目

を向けない。しかしながら、子どもは誕生以来、常に大人と行動を共にしてい

るというだけでなく、大人と物理的に距離を置くときでさえも、大人によって

時間や空間が制限されることもあれば、「無関心という関与」( 吉岡 2016) の仕

方で関係を取り結ぶこともあるだろう。従来の子ども文化論には、こうした大

人の関与が看過されたまま子どもの独自性のみに関心が示されてきた。

　さらに、こうした大人の存在の切り離しは、子どもと大人の二項対立を前提

としてしまう。つまり、大人は教育という意図をもって子どもを抑圧する存在

であり、子どもはその抑圧に甘んじるか、大人と決別して時に抵抗する存在と

見なされる。

　したがって、子ども文化論において大人の関与が議論されることはあっても、

子どもの世界がまずあって、「子どもの文化権」( 増山 1995) を脅かすことのな

い大人の関与がいかに可能かという問題設定に終始する。こうして、大人不在

で成立する子どもの世界と、大人と子どもの固定的な関係が秘密裡に維持され

てしまうのである。

　しかし、先述の通り、意図的、無意図的に大人は子どもの世界にかかわりを

持つ。小浜 (2006, p.72) が指摘するように、子どもたちは「かれら独自の文法

なるものを自己完結的に作り上げるわけではない」のである。それゆえ、子ど

も文化論において、大人の存在を改めて分析の対象とすることが不可欠となる。

　そこで本研究が焦点をあてるのは「学校の怪談」である。「学校の怪談」は「お

もに学校やその周辺を舞台にして、子どもたちによって語られる怪談」( 日本

民話の会学校の怪談編集委員会 1996, p.2) と定義される。この定義からもわか
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るように「学校の怪談」は大人が関与しない「子ども文化」と見なされる(1)。

　「学校の怪談」を対象とした先駆的な研究 ( 常光 1993、一柳 2005 など ) に

おいても、「学校の怪談」は、抑圧する大人とそれに抵抗する子どもという枠

組みで解釈される典型的な「子ども文化」として位置づけられてきた ( 吉岡 

2013)。しかしながら、吉岡 (2013) は、子どもが語る「学校の怪談」に着目す

ることで、抑圧への抵抗図式を解体し、教師とも良好な関係を築き学校生活を

楽しむ子どもの姿を明らかにしている。このように「学校の怪談」は大人によ

る抑圧と、それへの抵抗という「子ども文化」の短絡的な図式で捉えられるも

のではない。

　そればかりか、「学校の怪談」は子どもの専有物ですらない。教師自身がそ

の中心的な語り手を担うことも少なくない。吉岡 (2016) によれば教師は同僚

と一定のリアリティを持って「学校の怪談」を語り合いながら、子どもの語り

には関心を示さないという。つまり、教師たちは「無関心という関与」( 吉岡 

2016, p.65) という形で子どもにかかわっているのである。

　「学校の怪談」は、藤本 (1985) が定義した子どもたちの独自の世界の中だけ

で成立する「子ども文化」に見えながら、実際は大人と子どもの交流の結節点

で生まれているものであった。教師が無関心であるからこそ、「子ども文化」

のように見えたのである。それゆえ、子ども文化論は大人の存在を切り離して

は成立しえないと言えよう。と同時に、「学校の怪談」は、従来の子ども文化

論が見落としてきた大人の関与を捉える恰好の素材なのである。

　ところが、後述するように教師たちは子どもたちに怪談を語らなくなってい

る。児童文学の世界でも 90 年代前後から「文学や映像の世界から邪悪な鬼や

恐ろしいお化けが駆逐されてしまった」( 那須 1991, p.56) と言われるように、

大人たちは何らかの要因で、子どもから恐怖を遠ざける傾向がうかがえる。

　このことは吉岡 (2016) が指摘する「無関心という関与」では説明できない。

したがって、本研究では「学校の怪談」を教師たちがなぜ子どもたちに語らな

いのかを明らかにすることによって、「子ども文化」に見えるものにいかに大

人が深くかかわっているかを提示したうえで、子ども文化論において大人の存

在を取り上げることの意義を考察したい。
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２．分析の視角

　なぜ教師たちは子どもに「学校の怪談」を語らないのかという問いへの一般

的な解答としては、アリエスが「子供に強い印象を与えるおそれ」(Ariès 訳書 , 

1983, p.73) と説明する死のタブー化が想起される。大人と子どものグリム童話

の読み取り傾向を比較した須田 (2003) は、大人は「教育上の配慮」や「死に

対するタブー」を根拠として、物語の結末に残酷さを読み取るのだという。確

かに「学校の怪談」は死を象徴する物語であるため、死のタブー化として説明

できる側面は少なからずあるだろう。

　しかし、教師は個々人が孤独に思考した結果に基づいて、行動しているだけ

ではない。死をタブー視するか否かにかかわらず、教師たちは他者と何らかの

関係を取り結んで自らのふるまいを選択していると考えられる。したがって、

他者との関係性の網の目を通して教師のふるまいを見ていくことで、死のタ

ブー化に収斂しきれない、行動のあり様が描き出せるのではないだろうか。

　こうした他者の存在が個々のふるまいを規定し合う人間関係の様相を社会理

論として構築しようと試みたエリアスは、「相互に依存し合う人間の編み合わ

せ」とも表現される「フィギュレーション」という概念を採用する。ここで想

定される人間像は「他人との関係において相対的に自律性は多少有しているが、

決して絶対的全体的自律性を持つことはなく、事実上は一生涯にわたって終始

他人に調子を合わせ、他人に頼り切り、他人に依存している存在」(Elias 訳書 , 

1977, p.50) である。つまり、ある個人や集団は、別の個人や集団の出方によっ

て、いわば相互依存的に自らのふるまいを定めていかざるをえず、私たちは常

時他者との編み合わせの中に巻き込まれているのである。

　このように、教師は個々人が自らの自由な意思に基づいて行為をするのでは

なく、「相互に依存し合う人間の編み合わせ」の中で自らのふるまいの落とし

どころを見出していかなければならない。つまり、死をタブー視する一個人で

ある教師の意思を超えた人々の編み合わせに着目しなければ、教師が子どもに

「学校の怪談」を語らないメカニズムを適切に理解することはできない。

　教師研究では既に、制度化された教師という役割、そこから必然的に生じる

教師‐生徒関係、また同僚や保護者、行政関係者からの期待を背景とした教育
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目標など、教師は複雑な編み合わせの中で制約を受けていることが指摘されて

いる ( 山田 2013)。これまで、多様な関係項との相互依存関係における教師の

戦略が明らかにされてきたが、いわゆる「子ども文化」と教師の関係が俎上に

載せられることはほとんどない。なぜならば、教師研究では、教師は究極的に

は「理想の教育の実現」( 清水 2000) を目指す存在とされるがゆえに、「教育」

という枠からはみ出す「学校の怪談」には関心が向かなかったと考えられる。

　したがって、「教育」の範疇におさまらない「学校の怪談」を教師たちがい

かに扱うかはいまだ解明されていない。本研究では、エリアスや教師研究が示

唆する様々な制約の中で、教師が「学校の怪談」を子どもたちに語らないとい

う関与の仕方をいかにして選択させられているのか明らかにしていく。

３．調査の方法と概要

　調査は2016(平成28)～18(平成30)年にかけて中国地方の二か所の研修施設・

機関に籍を置く小学校から高校までの教師 14 名に対して、2～ 4名からなる 5

つのグループでインタビューを実施した。データの収集と分析を同時に進める

中で、調査協力者からはかなりの程度類似した語りが得られた。さらにこれら

の語りからは、矛盾なく一貫した解釈が導き出され、第 3グループ以降、その

修正を迫る新たな語りが得られなかったため、第 5グループをもって調査を終

了した。回答者の一覧は表に示した通りである。

　本調査は、対話によって過去の記憶を呼び起こし、語りを活性化させるこ

とを重視し、グループインタビューを採用した。2014( 平成 26) ～ 15( 平成 27)

年にかけて行ったパイロット調査では、本調査のテーマに関しては「考えたこ

とがない」など日常的に意識化されない傾向にあり、また「研究に役立つかど

うか」というように有益な情報を持ち得ず、自らを有意味な「語り手」と見な

せないとする態度がしばしば表明された。それゆえに、豊饒な語りが得られな

い状況が続いた。

　そこで、調査者を含めグループでの「日常のおしゃべり」のような方法をと

ることで、この問題を解決することを目指した。Holstein & Gubrium(2004) は

制限の課されない自由なインタビューにおいて、語り手は次々と立場を変え、
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表　回答者の属性

名前 年齢 性別 校種 「怖い話」に対する態度

1

S 先生 40 代前半 女性 小 教 諭

自身も怖い話が嫌いであるだけでなく、子どもに語り聞

かせることを強く拒否する。回答者の中で最も怖い話に

批判的な態度をとる。

J 先 生 40 代後半 女性 中 教 諭

無関心で、自身の子どもの頃の体験もほとんど語らない。

中学生は「冷め」ているという印象を持ち、子どもにも「あ

えて語らない」という。

2

N先生 50 代後半 男性 小 教 諭

「見える」ということを自覚し何度か怪異にも遭遇してい

る。かつてよく子どもに語り聞かせた経験を持っており、

回答者の中で最も語りを好む。

T 先生 40 代後半 女性 高 教 諭

子ども時代の「口裂け女」が非常に怖かったと記憶して

おり、今でも「こういう話は好きではない」と言う。高

校生は「聞きたがらない」とし、生徒と話した記憶はな

いという。

Y 先生 30 代後半 女性 中 教 諭

子どもに「心理的」なダメージを与えるという印象を持ち、

小学校で教師が肝試しを企画するようなことは今では中

学校でも「絶対にならない」という。

3

M先生 40 代前半 男性 中 教 諭

「興味がなかった」と自身の子どもの頃の怖い話はまった

く語れない。中学生の間ではトイレに行けないなどは起

こらないという。

E 先生 40 代後半 女性 小 教 諭

怖い話は人気があるとし、図書の貸出状況や肝試しでの

盛り上がりの様子を具体的に語る。高学年は無批判に信

じることはないとみている。

4

G 先生 40 代後半 男性 小 教 諭

特別支援の担当経験から、子どもへの影響力の強さを危

惧する。ただし、自身の子どもの時代に照らして、怖い

話にあふれていた当時をポジティブに振り返る。

O 先生 40 代後半 女性 小 養 護

勤務先では同僚と連れ立って夜に巡回を行っており、不

思議な体験もしたという。子どもがいかに関心を持つか

を雄弁に語るが、子どもへの悪影響にも敏感である。

D 先生 40 代後半 女性 中 養 護

職務上子どもと語る「シチュエーション」にはならない

と言い、子どもへの心理的影響も危惧するが、幼少期に

聞いた話を多く記憶している。

H先生 50 代前半 女性 小 教 諭

子どもが怖い話を好きであることは積極的に認めている

が、本人は「あんまり信じない」と自覚しており、レパー

トリーが少ないために、要望があっても語ることはでき

ないという。

5

K 先生 40 代前半 女性 小 教 諭

職場でも怪異の噂がある場所を避けるほど怖いものが苦

手であるが、子どもに怖い話の悪影響はないと断言する。

ただし、子どもと怖い話をすることはないという。

F 先生 40 代前半 女性 小 養 護
怖いからこそ記憶に残ると言い、怪談のレパートリーを

多く持つ。子どもが怪談を好むことを好意的に見ている。

U 先生 40 代後半 女性 中 養 護

「興味がない」と言い、かつて聞いた怪談の内容はほとん

ど記憶に留めていない。子どもとも怖い話をすることは

ないという。
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その立場によって情報のストックを変えていくと指摘する。したがって、「日

常のおしゃべり」であれば、協力者は有意味な語り手として構える必要はなく、

有益な情報か否かにかかわらず、他の協力者の語りに記憶を刺激されながら、

自由な立場で語りが産出されると考えられる(2)。

　グループインタビューにはグループ文化が形成されることで個々の発言を抑

制させ、特定の回答者にその場が支配されてしまうなどの問題があるとされる。

しかし、こうしたデメリットは、特定の語り手を優位にさせないよう抑止する

とともに、すべての同席者から発言を促すよう努めることで、調査者によって

ある程度コントロールできる (Denzin & Lincoln 訳書 2006)。

　本研究の主な調査対象は、「学校の怪談」をめぐって、教師と子どもの交流

が活発であると予想される小学校の教師であるが、中学、高校の教師もグルー

プに加えた。各学校段階の協力者は、同席者と自らを関係づけながら自身のア

イデンティティを「モニター」(Holstein & Gubrium 訳書 2004, p.47) している

と考えられる。したがって、各学校段階の協力者は「おしゃべり」の中での自

身の立場に基づきながら発言し、また、相互に質問をし合うことで、本調査が

関心を向ける小学校教員の語りの特徴が一層浮かび上がってくると考えられ

る。「学校の怪談」に対する教師の語りを調査したような先行研究がほとんど

ない中で、以上のような手法は非常に効率的である。

　研修施設・機関に調査を依頼した理由は、第一に同施設に所属する教師は研

修終了後、他の一般教員のモデルとなる中核的立場を担うことが期待されてい

ること。第二に各学校段階の教員を一度に集めやすいこと。第三に研修期間が

半年から 1年以上に及ぶために各学校段階の教員同士が一定のラポールを形成

していること。最後に両施設・機関への仲介者の協力が得られたことも大きな

要因である。ただし、調査対象の年齢に偏りが生じたことも事実であり、今後

の課題として対象者を広げ、世代間比較等についても検討していく必要がある。

　調査では、まず自身が子どもの頃や現職についてから体験したあるいは聞い

た怪談を、語れる回答者から順に紹介してもらい、これを契機に他の回答者の

記憶を呼び起こした(3)。その後、語られた怪談の文脈（誰とどのような場面で

語ったか／語らなかったか、またその理由、子どもへの対応）や意味付け（語

り手自身の感情や行動の変化、子どもへの影響）を尋ねるという半構造化形式
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による聞き取りを行った。各グループへの調査時間は概ね 90 分程度である。

　調査に先立って、倫理的配慮として、本学の倫理委員会の規程に基づき、個

人情報の匿名性の担保、データの用途等を説明し承諾を得た。第 3グループの

み IC レコーダーの使用の承諾が得られなかったため、インタビュー中の会話

を可能な限りメモし、調査終了後直ちにノートを作成した。

　なお、本文中の引用の表記は、桜井 (2001) を参考にした。引用中の「＊」

は調査者を指す。

４．分析

４．１．子どもに「学校の怪談」を語れない教師

　「学校の怪談」は、子どもだけの世界で流通しているものではない。少なか

らず、教師たちも「学校の怪談」を語っている。松谷 (1987) や常光 (1993) が

収集した「学校の怪談」の中にも語り手としての教師が見られるように、本調

査でも教師たちが「学校の怪談」の享受者であることが示された。

　O 先生は、教頭から「夜ねここに来ると、あの街灯の下に、白いものが、ゆ

らーってしてるんだよ」という話を聞いたこと、戸締りの際いわくのある部屋

のドアが大きな音を立て勝手に閉まったという経験を語ってくれた。K 先生は

同僚の「霊感の強い先生」からある校舎に「リリーちゃんっていう女の子の亡霊」

が出ると聞かされ、「男の若い先生」からも「一緒に行こうやぁ」と誘われるほど、

同僚と連れ立って戸締りに行くことは日常的なことだったという。

　教師たちは学校段階を問わず、同僚たちから日常的な話題として「学校の怪

談」を聞くという経験を持つ。そればかりか、実際に怪異に遭遇する教員もおり、

「霊感の強い先生」が時折いることも複数の調査協力者から証言された。この

ように教師たちの間では、一定のリアリティを伴いながら「学校の怪談」が語

られていると考えられよう。

　ところが、これらの怪談は子どもたちには語らないのだという。それどころ

か、怪談自体を子どもたちに「語らない」「しにくくなった」とすべての調査

協力者は一様に声をそろえる。
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N：してましたね。僕は。理科室で、暗幕があるから、おい、暗幕閉めろっ

つって、怖い話を。

Y ：なんか昔の先生っていうか、ベテランの先生の方が、//N：しよった //

そういう感じは、なんか、してもらったなっていう、自分も、

N：授業中してましたね。最後に。

Y：うん。今のなんか、しないですよね。

　N 先生は、かつては部屋を暗くするなど演出にも気を配りながら、子ども

たちに怪談をよく語っていたというが、Y 先生によれば、怪談を語り得る教師

は「昔の先生」である。K 先生も自身が小学生の時、豆電球の光を確認するた

め暗幕を閉めた際「臨採の女の先生」が怪談をしてくれたという。「かつては

授業中に聞いていたんじゃないかなぁ」と M 先生も言うように授業中に怪談

が語られていたようである。過去のある時期までは、主に授業中に語られてい

た怪談も、現在は語られなくなったという認識はいずれの回答者にも共有され

ていた。

　とは言え、現在の教師が子どもに怪談を語る機会が完全に失われたわけでは

ない。O 先生は「数年前」に「ご褒美」として怪談を語る教員が他校にいると

いう話を聞いたことがあると述べ、H 先生は課題が終わった後などに子ども

の求めに応じて語ることもあったという。また、F 先生の勤務校では夏休み期

間に教師も巻き込んだ「親父の会」主催の「肝試し大会」が行われており、K

先生の勤務校では「そういうのが得意な先生」が給食時の放送で「BGM」を

かけながら本格的に怪談を語り聞かせるといった「伝統」があったとも言う。

　このように、現在でもすべての教師が子どもに怪談を語らないわけではない。

しかしながら、教師が子どもに怪談を語りにくくなったという認識を持ってい

るということは極めて重要である。同僚間では当然のように語られる話が、子

どもには憚られるというところに、「学校の怪談」をめぐる教師と子どもの関

係性が垣間見えるだろう。教師は「学校の怪談」をめぐって同僚と子どもとの

間で異なる対応をしている。教師たちは「学校の怪談」を語らないという形で、

子どもたちと壁を隔てた関係を取り結ぶのである。
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４．２．拘束力を増す「教育課程」

　なぜ子どもに「学校の怪談」を語らないのかという問いへの回答は必ずしも

一様ではない。しかし、その背後には、教師たちの日常秩序を維持していくこ

とへの大きな関心があることがうかがえる。例えば、K 先生の言う「まず時間

がない」という言い方に典型的に示される。K 先生は、業間においてさえ次の

授業の準備のため「そんなんおる訳ないやんって、切って」と子どもから怪談

を持ちかけられても早々に切り上げるのだという。このことは中学校も同じで、

M 先生も「雑談をする時間がない」と、教師の日常業務の多忙さが示される。

　

 ＊：それ、時間があったとしたらどうですか？

K：時間があったとしたら（・・・）うん（・・）どうかなぁ話すかなぁ？

話さないかも、でも。

F ：まず追われてるよね。いろんな。昼休みは長いけど

K：昼休みは昼休みじゃないですから、我々にとっては。でも、子どもとの

話はやっぱ切りたいって思う。

　しかし、上の引用からわかるように、調査者の「時間があったとしたら」と

の問いかけに K 先生は言葉を詰まらせており、時間があれば語るというわけ

ではないともいう。「学校の怪談」を語らない理由として「時間がない」とい

う表現が採用されるのは、物理的な時間のなさもさることながら、「学校の怪談」

を語ることの意味の喪失を示していると考えられる。

　K 先生は「教育課程のせいですよ」と、学校教育の変化に引きつけて多忙化

を語る。第 4グループでも、「総合が入って」(G 先生 )、「完全に五日制」(O 先生 )

になるとともに「ゆとりがなくなって」(H 先生 ) と、制度上の変化と多忙化

が結びつけられる。すなわち、「教育課程」が教師たちの日常的な営みを強く

拘束するようになったという実感を持っていることがうかがえる。

　その一方で、M 先生が「学校の怪談」に「雑談」という語彙をあてたように、

「学校の怪談」はまさに「雑談」であり、「教育課程」の外に置かれるものなの

である。「正直そういうの
4 4 4 4 4 4 4

話する暇がないっていうか」(S 先生 ) や「怪談話を
4 4 4 4

しとる余裕なんか
4 4 4 4 4 4 4 4

全然ない感じ」(D 先生 ) といった回答者の口ぶりは、「教育
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課程」を遂行しなければならない切迫感と、「学校の怪談」の優先度の低さを

象徴的に示していると解釈できよう。

　この「教育課程」の拘束力の強化は、学級運営の秩序維持への関心を高める。

したがって、特に小学校では、「学校の怪談」は子どもたちが「パニックになる」

(N 先生 ) ために語れないという。S 先生は「ほんとうに来れなくなっちゃう子

がいるので、私たちは避けますね。小学校は避けます」と、不登校が生じる可

能性を小学生の特徴だと強調する。E先生は「学校の怪談」がブームのころに「ト

イレに行かなくなったら困る」という話題が教師間であったと述べ、また養護

教諭の F 先生も「教室で話したら教室に入らない子が出て、日常生活がまま

ならんことなりますよ」という。これらの語りは、いずれも小学校低学年を想

定したものであり、怪談が、トイレに行けない、教室に入れない、場合によっ

ては不登校など、「日常生活」に支障をきたすと考えていることがわかる。

　それゆえ秩序の崩壊を伴わない限り怪談は語り得る。K 先生の勤務校の昼の

放送で怪談を語る「伝統」は、「1 年生が泣いてねぇ。大変なことに」なった

ことから、1年生の担任からの要望で「声色も変えて、リアルな」語り方から「抑

え目」なもの、つまり「最後オチがあるような」話へと切り替わっていった(4)。

　第 4 グループでは、「オチがある」話が子どもに語るにふさわしいものであ

るとする語りが得られた。実際に子どもに語られたものではないが、G 先生の

語りを見てみよう。G 先生の出身大学は「陸軍の敷地内」だったところに建設

されたようで、在学当時も兵舎が残っており「春になると、あの、兵隊が出て

くる」という。寮生であった G 先生は「何人か、ちゃんと、あのー金縛りにあっ

てる」という噂も聞いていた。このような前置きの後で、次のように語る。

G：で、みんなが集まる部屋の天井には、その、このシミはの、

H：うん。

G：（・・）先輩が焼肉のタレを (( 一同、大笑いする ))、オチはそこにくる

んですけど。

D：アハハハハハ

　「兵隊が出てくる」「金縛りにあってる」という前置きは、この後のさらなる
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恐怖を予感させる序章であったが、その期待は「オチ」に至って見事に裏切ら

れ一気に笑いに転化する。子どもに語るにふさわしいとする「オチがある」話

は、恐怖を目的としてはいない。教師が語り得る怪談は、恐怖が削ぎ落とされ

たものであり、もはや怪談と呼ぶには程遠いものでしかない。このことはかえっ

て「パニック」を慎重に避け、日常的な秩序の維持を優先させようとする教師

の意識を際立たせているようにみえよう。

　以上のことから、教師たちは「教育課程」の遂行者として学校により強く拘

束されるようになり、これを全うすることの優先度を上昇させてきたと言える。

そのため「学校の怪談」は、「教育課程」の外部的性格を強め、秩序を破壊す

る恐れから、子どもに語る価値を相対的に低下させていたのである。

　戦前以来の特別活動の歴史を整理した山田 (2010) は、特別活動がかつては

遊びや娯楽の要素をも含む教師や児童生徒の自由な営みであったものから、教

育課程に取り込まれ各活動が細かく規定されていくようになっていく変化を

「特別活動の制度化」と呼んだ。このことは、学校における教師と子どもとの

教育的な結びつきが強化されていくプロセスと読み替えることができよう。

　現在の教師は子どもと「教育する／される」という関係に強く縛られるよう

になり、怖さを共有するというような非教育的な関係は後景化されていく。「教

育課程」の変化は、教師－子ども関係をより教育的な関係へと変え、教師にとっ

て「学校の怪談」を子どもに語るに値しないものにさせているのである。

 

４．３．複数の子どもたちを前にした教師の選択

　ここまで、「教育課程」の拘束力の強化を起点として、「学校の怪談」を子ど

もに語ることの価値が相対的に低下していく様相を論じてきた。次に、教師と

子どもとの編み合わせに視点を移していくと、教師と子どもの関係を二項関係

では捉えきれない複数の子どもたちとの関係性が見えてくる。

　子どもたちの中には「学校の怪談」を好きな子たちと苦手な子たちがいる。

他の学校段階とは異なり、小学校の教師たちは子どもが怪談を好む様子を生き

生きと語る。その反面、怪談を苦手とする子どもたちについても言及される。

H：子どもたちはでもすごい好き。怖い話してーしてーとかって、雨が降っ
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た日とか、外であそべないとかカーテン閉めて、こうちっちゃくなって

休み時間に話してとかっていうけど。あんまり私は話せない。すごい子

どもたちは好き。でもこわーいとかっていう子がいるから、あんまり怖

がらせてもと思うから。

D：今どきしにくくなってきたっていうのが、それでその、PTSD になった

とかって言われたら困るので、なんかそんな話をあんまりできないん

じゃないかなっていうふうに、イメージ的にですよ。

H：そこは気を使いますよね。

　上の H 先生の語りを見ると、子どもたちが教師に怪談をせがむ姿がありあ

りと想像できる。ところが「こわーいとかっていう子」もいるために H 先生

は怪談を語らない。D 先生が用いる「PTSD」という語彙が象徴するように、

このことは子どもの心の問題と結びつけられる。S 先生は「寝れなくなったり

とか、夜尿が始まったとか」という事態を「リスク」と呼び、「だから、まぁ

怪談とかもやっぱり、しない、ですよねぇ。子どもの心がどうのとか言われてる、

今の時代。それをやってしまっていいのかっていう。教師がですね」と、教師

が怪談を子どもに語ることは、心を重視する現代の規範に抵触するとみている。

　しかし、教師が怪談を忌避することは、恐怖そのものに根拠があるわけでは

ない。子ども同士が怪談をしていたら制止するかと調査者が質問したところ、

S 先生は「いやな気持ちにすることはやっぱ言いますけど、それは別に他のこ

とと一緒です。怖いことだから、ってことではまったくないですね」と言う。

問題視されているのは、怪談がもたらす心的外傷よりも、「いやな気持ちにす

ること」なのである。N 先生も「最近の先生はそういう怪談とかあんまりし

ないんじゃないですかね。やっぱ、いやがる子がいるからっちゅーんでね」と「い

やがる子」を根拠として、怪談をしなくなると捉えている。教師たちは、いや

な思いをする子がいるという個別の子どもの不快感に目を向けるのである。

　S 先生の言う「リスク」について調査者が紹介したところ、N 先生は次のよ

うに語る。「そうそうそう。昔はね。そんなこと考えなかった」と述べ、近年になっ

て「十把一絡げじゃなくって、一人ひとりをよく見る」という個々の子どもへ

の配慮が、教師の新たな規範になったという。「一人ひとりに深い関心を示し、
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気持ちの理解に努めること」( 酒井 1997, p.131) という 1970 年代以降の心理主

義的な子ども理解のあり方が、「学校の怪談」を「いやがる子」の不快感へと

配慮の視線を向けさせたのであろう。

　当然、一人ひとりの子どもの感情への配慮は、怪談を「好き」という子ど

もの感情にも教師の目を向けさせる。「あんまり怖がらせてもと思うから」と

いう H 先生も、4 年生の国語の授業の「ニュースを作ろうみたいな」単元で、

子どもからの「怖い話を聞かせてください」という要望に同僚の他の教員も含

め、誠実に応えたという。調査協力者の中で最も怪談を嫌う S 先生でさえも「そ

れはもう自分から進んで見る分には別にいいと思うし、本もそういうのも置い

てあるんですけど、まぁ好きな子もいるので」と、特に高学年の「好きな子」

のために図書を充実させることも不可欠な「教育的配慮」という。

　このように「好きな子」が「自分から進んで」怪談に触れる機会は排除され

てはいない。つまり、教師は積極的に語り手として怪談を提供することはない

が、子どもたちが自らの意志で怪談を追い求めることは容認しているのである。

F 先生の勤務校における肝試し大会は、4 年生以上の児童の自由参加によるも

のであったために成立する行事なのである。

　教師たちの眼前には均質で一律な子どもたちがいるのではない。H 先生が

言うように怪談を「すごい好き」と見なせる子どもたちは、教師に怪談をせが

むのだろう。その対極に「こわーいとかっていう子」がおり、教師はその両極

にいる子どもたちに同時に対処しなければならない。そこでとられる教師の戦

略は、怪談を苦手とする子の側に立ち、自らがその語り手を担うことを放棄し

つつ、怪談を好きな子には自身の責任に選択を委ねることであった。

４．４．保護者という関係項による教師の自己抑制

　しかし、「一人ひとりをよく見る」という規範からすれば、「学校の怪談」を

語らないという選択肢にこだわる必要はないはずである。かつて子どもに怪談

を語り聞かせていた N 先生は「怖い子は、こうやっとけよって (( 両手で耳を

ふさぐ )) あーって声出しながらあーつって、やってましたけどね」と当時の

語りの様子を振り返る。当時も「怖い子」がいることを認識しながらも、教師

は怪談を語っていたのである。つまりは、聞きたくない子には耳をふさがせる
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という指示をすることも、「気持ちを理解」したことになるだろう。

　ところが、現在の教師は怪談を苦手とする子の側に立ち、怪談の語り手とい

う役割を手放す。このことは、現在に近づくにつれて、教師自身が「いやがる

子」のような個々の子どもの不快感に対する配慮の水準を上昇させ、より繊細

な対応を講じるようになってきたと理解することができよう。

　「いやがる子」に対する配慮の水準の上昇は、N 先生の別の語りからも確認

できる。N 先生は 1980 年前後の「口裂け女」が流行した当時、「マスクしと

る人を見たら走って逃げるとかっちゅうのがあったから、いやがる思いしちゃ

いけんからね」と子どもの語りを制止したという。しかし、ここでの「いやが

る思い」への配慮の対象は、怖い話を不本意に聞かされる子どもにではなく、

年長の女性であろう「マスクしとる人」への配慮であった。このことは現在と

比べた時に、当時の子どもの不快感に対する配慮水準の低さが見て取れる。

　では、不快感への配慮水準を高めていくよう教師に働きかけてくる力はどの

ようなものであろうか。教師たちの語りから浮かび上がってくるのは保護者の

存在である。「PTSD」を気にかけていた D 先生は「そういうそのすごいデリ

ケートな子が今頃多いので、うかつにそんな話をしてクレームの対象になった

らとか、そんなのもあって」と保護者の存在に言及していた。「デリケートな子」

の背後にクレームを申し立てる保護者がいるのである。S 先生が先に上げた「リ

スク」も、「クレームの対象になりかねない」ものと理解されている。

　N 先生によれば「保護者からの苦情が出始めたのはバブルがはじけてから、

モンペも平成 10 何年からじゃろ？それまでは先生様」と子どもたちに怪談を

語らなくなった時期と保護者の存在感の拡大を重ね合わせる。同様に H 先生

も「家庭訪問とか行ったらいやぁありがとうございましたっていうような、時

から、すごい変わったなぁってこう思ってねぇ」と保護者と教師の力関係の逆

転を N 先生と同時期と見なしていた。

　しかしながら、教師は保護者から直接的なクレームがあったために怪談を語

らなくなったわけではない。むしろそれは、保護者の存在を想定して、自己抑

制的に行う教師の自主的な対処であった。

K：批判はねぇあんまりたぶんあんまりないと思うんですけど、まぁちょっ
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とやっぱり、批判も気にする、かも？モンペ。モンペもね。細かいこと

言ってくるんだもん。だって。親が。うちの子が怖がって学校に行かな

くなったじゃないどうしてくれるのみたいなことも想像できますよね。

F ：うんうん。

 ＊：実際にあるわけじゃないけど、あったら

F ：ある可能性は出てきますね。今からは。

　K 先生は、怪談に対する「批判」は「あんまりないと思う」と言いつつ、「細

かいこと言ってくる」保護者がいた経験を念頭に置き、起こり得る事態を「想

像」しながら、それを「気にする」のである。「細かい」クレームを申し立て

る保護者は一定数いるのだろうが、実際に怪談をしたことで非難されたという

証言はどの回答者からも得られなかった。

　しかし、教師にとって保護者の存在感は「気にする」ことが避けて通れない

ほどには大きいものになっている。「ただこうやって心配かけるのはどうかなっ

てこっちから、思うことはやめるとか、もちろんありますけど」と S 先生が言

うように、保護者からのクレームは教師自身よって予め想定されるのであり、

この想定をもとに自らのふるまいを制御するのである。このように怪談の回避

は教師の自己抑制の結果の一つの選択であった。

　保護者から「理不尽な」クレームを受けた経験を持つ Y 先生は「やっぱり

子どものことでそうやって、もう、なんか言ってきたりするし、こっちも子ど

ものことをよくしたいっていう思いを伝えるっていうことがあるから」と語る。

保護者のクレームは子どもの利益に関するものであるために、教師が日常的に

子どもの利益を念頭において実践することで、保護者とも折り合いをつけるこ

とが可能なのだと Y 先生は言う。つまり、教師は日々の教育実践においてそ

れ相応の教育的意義を意識的に構成しながら職務にあたらなければならない。

　したがって、非教育的な「学校の怪談」は、保護者の視線という面からも、

語り得ないものになっていると考えられる。教師と子どもの教育する／される

という関係を強化するのは、「教育課程」そのものの変化だけではなく、こう

した保護者の目によるところもあるのだろう。

　教師はその存在感を増す保護者の言動を一定の拠り所としながら、自己抑制
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的に日々の実践のあり方を統制している。教師は多様な子どもたちを眼前にし

ながら、その背後にいる学外の保護者にも目配りをしなければならない。こう

した保護者の出方に対する予測に基づいた自己抑制が教師たちによる個々の子

どもへの配慮をより繊細にし、子どもたちとの関係をより教育的な方向へと導

いているのである。

５．結果と考察

　以上、「学校の怪談」をめぐって教師がいかなる編み合わせのなかにいるか

をみてきた。教師たちは同僚との間で「学校の怪談」を語り合いながらも子ど

もには語ることはない。つまり、子どもに語らないという形で「学校の怪談」

に関与する存在であった。

　教育する／されるという教師／子ども関係に教師が強くとらわれるようにな

るにつれ、「教育課程」の外に位置づけられるようになった「学校の怪談」は

語るに値しない周辺的なものとなる。さらに、一人ひとりをよく見るという規

範が、怪談を苦手とする子の不快感に目を向けさせる原動力となり、その力は

保護者の存在によって補強されていた。それゆえに、教師たちは自己抑制的に

語り手としての役割を放棄し、子どもたち自身に「学校の怪談」の享受の責任

を委譲するのである。

　こうしてみると、教師が「学校の怪談」を子どもたちと共有することは非常

に困難であることがわかる。語りたくても語ることができない関係性の網が幾

重にも張り巡らされているのである。「学校の怪談」の語り手としての教師の

機能は、子どもと「学校の怪談」が織りなす網目から締め出されている。子ど

も文化論において抑圧的な存在と見なされた教師たちは、子どもたちに抑圧さ

れ怪談を語りたくても語れない弱者の位置に置かれる局面が見えるだろう(5)。

　その意味で「学校の怪談」は子どもたちが自ら望んで教師を追い出し、子ど

もだけの世界の中に創り出した「子ども文化」にも見えるだろう。しかしながら、

これは、すべての子どもが望んだ結果ではない。それはあくまで怪談を苦手と

する一部の子どもたちの期待に沿うものに過ぎない。しかし、それもこうした

子どもたちが自らの力で教師に異議申し立てをしたわけでもない。また、保護
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者自身も怪談を語る教師に直接的な圧力を加えたわけでもない。「学校の怪談」

をめぐる複数の関係者たちによる編み合わせがもたらした結果なのである。

　したがって、藤本 (1985) が思い描いたような「子ども文化」の、あの子ど

もが独自につくり出した世界に見えるものは、誰が意図したとも言い切れない

ような、複雑な人間関係の編み合わせの中で、子どもだけが孤立させられた世

界だったと考えることもできよう。そうした世界の中での「文化の内面化」( 古

田 1997) のあり様は、教師が子どもに怪談を語っていた時代と同列で考えるわ

けにはいかない。ましてや、「学校の怪談」を語る子どもたちに「異文化とし

ての子ども」( 本田 1992) の姿を見出し、そこに子どもの「本質」を描き出そ

うとする試みは、子どもに限らず、人間の理解をゆがませてしまうだろう。か

つては教師が子どもに怪談を語っていたこと、また、教師自身が同僚と語って

いることを見落としてはならない。

　したがって、従来の子ども文化論において切り離されてきた大人と子ども

の関係性を今一度結び合わせることが不可欠である。このことは、増山 (1995)

が指摘するように、大人と子どもがともに「余暇・遊び・芸術文化」を楽しみ

合うことによって共同体の再構築を目指すべきだというものではない。また、

孤立した「子ども文化」に見えるものに大人も積極的にかかわっていくことで、

子どもと大人の垣根をなくそうというものでもない。

　本研究で明らかにしてきたように、教師は「子ども文化」を持つ一枚岩の子

どもと対峙しているのではなく、「学校の怪談」を好む子どもや、苦手な子ど

もという複数の子どもたちにそれぞれに深くかかわりながら、自らのふるまい

を決定していく。さらにそこには学校の制度や同僚、あるいは学校外からも保

護者という関係項が導き入れられ、多様な関係項による複雑な編み合わせが「学

校の怪談」を子どもの世界に押し込めていく力学があった。

　これまでの子ども文化論は、大人を抑圧者として一方に対置させ、その反対

に均質的で自律的な子どもの世界を想定するという過度に抽象化された固定的

な二項対立図式にとらわれていた。しかし、大人の存在を子ども文化論の中に

位置づけることにより、複数の大人、複数の子ども、その他の関係項との、時

には力関係の逆転をも含む、複雑な編み合わせが浮かび上がってくる。

　子どもだけの世界を夢想するのではなく、複数の大人たち、複数の子どもた
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ちがともに関係し合う現実を直視すること。これが子ども文化論に求められる

のである。こうしてはじめて、本質化のまなざしを回避しながら、子どもを社

会の構成員として捉えることを可能にするのである。

注

(1) うわさ研究 ( 早川 2002, 松田 2014 など ) においても「学校の怪談」は学校において子どもだけ

の世界で伝承されてきたことが無批判に前提とされる。

(2) 本調査のグループインタビューでは、2 名という少人数のグループも含まれる。これは調査依

頼時に研修施設・機関に所属していた研修者数に左右されるものである。しかしながら、個別

のインタビューを行ったパイロット調査と比べ、圧倒的に語りが活性化されたことも付記して

おく。

(3) パイロット調査では「学校の怪談」という言葉を使用すると「トイレの花子さん」などステレ

オタイプな語りが想起されやすく、こうした話型があったか否かに終始する傾向が多くみられ

た。そのため、本調査では、「学校の怪談などの怖い話」という用語を用いて語りを促した。

(4) この証言は、教師が子どもに「学校の怪談」を語ることに対して、同僚が抑止力になることを

示している。H 先生も怪談を語ると「指導が入るかもってフフフ。管理職から」というように、

管理職を含む教員間の目は、教師から「学校の怪談」を語る機会を抑制すると言えよう。

(5) 子どもの立場からすれば、自身の不快感がカードとなり、かつては耳をふさがせるという応対

しかなされなかった子どもたちは、保護者の存在感によってエンパワメントされながら、今や

教師に「学校の怪談」を語らせないという力を手に入れたとみなすことができる。

引用文献

Ariès, P. 1975 Essais sur l'histoire de la mort en occident, Paris: Éditions du Seuil (アリエス、伊藤晃・

成瀬駒男訳 1983『死と歴史』みすず書房 )
Denzin, N. K. & Y. S. Lincoln (eds.) 2000 Handbook of Qualitative Research (2nd edition), Thousand 

Oaks: Sage.( デンジン・リンカン、平山満義監訳 2006『質的研究ハンドブック』第 3 巻、北大

路書房 )
Elias, N. 1976 Über den Prozeß der Zivilisation 1, Frankfurt am Main: Suhrkamp.( エリアス、赤井

慧爾・中村元保・吉田正勝訳 1977『文明化の過程 上』法政大学出版局 )
藤本浩之輔 1985 「子ども文化論序説―遊びの文化論的研究」『京都大学教育学部紀要』第 31 巻、

pp.1-31 
古田足日 1997 『子どもと文化』久山社

早川洋行 2002 『流言の社会学－形式社会学からの接近』青弓社

Holstein, J. A. & Gubrium, J. F. 1995 The Active Interview, SAGE.( ホルスタイン・グブリアム、山

田富秋・兼子一・倉石一郎・矢原隆行訳 2004『アクティブ・インタビュー』せりか書房 )
本田和子 1992 『異文化としての子ども』筑摩書房

一柳廣孝編 2005 『「学校の怪談」はささやく』青弓社

小浜逸郎 2006 『方法としての子ども』ポット出版



182

子ども社会研究 27 号　研究論文

増山均 1995 「子どもの文化権とアニマシオン」佐藤一子・増山均編『子どもの文化権と文化的参加』

第一書林、pp.18-53
松田美佐 2014 『うわさとは何か』中央公論新社

松谷みよ子 1987 『現代民話考 第二期Ⅱ学校』立風書房

那須正幹 1991 「『悪魔の出入り口』のことなど」『日本児童文学』第 37 巻 8 号、pp.56-58 
日本民話の会学校の怪談編集委員会 1996 『学校の怪談大辞典』ポプラ社

酒井朗 1997 「〝児童生徒理解〟は心の理解でなければならない―戦後日本における指導観の変容と

カウンセリング・マインド」今津孝次郎他『教育言説をどう読むか』新曜社、pp.131-160
桜井厚 2001 『インタビューの社会学』せりか書房

清水睦美 1998 「教室における教師の『振る舞い方』の諸相―教師の教育実践のエスノグラフィー」『教

育社会学研究』第 63 集、pp.137-156
須田康之 2003 『グリム童話〈受容〉の社会学』東洋館出版社

常光徹 1993 『学校の怪談―口承文芸の展開と諸相』ミネルヴァ書房

山田浩之 2010 「特別活動の歴史」相原次男他『新しい時代の特別活動』ミネルヴァ書房、pp.31-44
山田哲也 2013 「教師という職業―教職の困難さと可能性」石戸教嗣『新版教育社会学を学ぶ人のた

めに』世界思想社、pp.161-184
吉岡一志 2013 「子どもが語る『学校の怪談』の内容分析」『子ども社会研究』第 19 号、pp.63-75
吉岡一志 2016 「大人のまなざしが生み出す子ども文化」『児童文学研究』第 48 号、pp.53-67



183

子ども文化論再考
―「学校の怪談」をめぐる教師と子どもたちの編み合わせ―

（吉岡一志）

	 The	purpose	of	 this	study	is	 to	rethink	theories	about	children's	culture	by	
focusing on the relationship between teachers and children in relation to “Gakkou no 
Kwaidan”	—	scary	stories	about	schools.	In	the	past,	theories	about	children's	culture	
have been so concerned with the uniqueness of children that they have taken it for 
granted that children exist alone in a world without adults. This led to the assumption 
of an extremely abstract adult-child relationship with adults as the oppressors and 
children as the oppressed.
	 By	clarifying	why	teachers	do	not	 tell	“Gakkou	no	Kwaidan”	 to	children	
through an interview survey of teachers, this study suggests that the interdependent 
weaving together of multiple relational terms, such as teachers, children, parents, and 
the	educational	system,	had	the	power	to	confine	“Gakkou	no	Kwaidan”	to	the	culture	
of	children.	Children	were	not	merely	oppressed	by	adults	or	proactively	opposed	
to adults, but were caught up in the complex interweaving of human relationships 
surrounding	“Gakkou	no	Kwaidan”.
 In light of the above, this study argues for the importance of paying attention 
to	the	figuration	of	various	role-players,	including	adults,	 in	theories	about	children's	
culture.	By	appropriately	positioning	adults	 in	children's	cultural	 theories,	we	can	
dismantle the dichotomy of adults and children, and this enables children to be viewed 
as full members of society.
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