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〈ヤンチャな子ら〉の学校経験
──学校文化への異化と同化のジレンマのなかで──

知念 渉

【要旨】

本稿では，貧困・生活不安定層出身である〈ヤンチャな子ら〉の学校経験を

描くことによって，①生徒のストラテジーの実証研究がない，②教師のストラテ

ジーが生徒の学校生活に与える影響が明らかにされていない，というストラテジ

ー研究の課題について検討した。

分析結果は次の三点である。第一に，〈ヤンチャな子ら〉は，家庭の文化に依

拠して学校文化を異化しつつも，親たちの人生に自らの人生を重ね合わせず，高

卒資格の意義を認めていた。学校文化への異化と同化の間で構造的ジレンマを抱

えていたのである。第二に，そのジレンマに対処するため，彼らは「時間と空間

のコントロール」，「非対称な関係性の組み替え」，「学校の意味世界の変換」とい

うコーピング・ストラテジーを編み出していた。それに対して，教師たちは「時

間と空間の再コントロール」，「組み替えられた関係性の資源化」，「生徒の意味世

界の取り込み」というペタゴジカル・ストラテジーによって，彼らを教育活動に

巻き込んでいた。第三に，教師たちのストラテジーにより，〈ヤンチャな子ら〉

は教師を肯定的に評価しており，その評価は登校継続に積極的な影響を与えてい

た。だが，学校から一度離れたケースでは，教師への肯定的評価が登校継続に逆

効果をもっていた。

以上より，生徒が構造的ジレンマのなかで様々なストラテジーを用いて学校生

活を過ごしていること，教師のストラテジーの効果は生徒の解釈や状況に依存す

ることが明らかとなった。

キーワード：ストラテジー，生徒の学校経験，貧困・生活不安定層
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!. はじめに

1.1. 問題の所在

日本のクラスルーム研究は，1970年代以降，イギリスにおける「新しい教育社会

学」に刺激を受けるなかで蓄積されてきた。クラスルーム研究において，重要な概

念の一つが，「ストラテジー」である。ストラテジーとは，「行為者がある制限され

た状況のなかで自己の目的や関心を最大限に実現していくための戦略」（稲垣

1992，p.99）を意味しており，行為者が構造的な制約やジレンマを抱えている側

面と，そのなかでも行為者がある程度の自律性を保持している側面，その両面を分

析の視野に収めるために考案された概念である（Woods 1980）。ストラテジー研究

で最も有名なのは，Woods（1979）による教師の「サバイバル・ストラテジー」に

関する研究であろう。Woods は，理想と現実の乖離やジレンマが生じやすい教育

困難校における参与観察を通して，教師の振る舞いが，教授目的を達成するためと

いうよりも，教室や学校のなかで生き残るための様相を帯びていることを明らかに

した。

日本でも，Woods の研究に触発されて，ストラテジー研究は数多く蓄積されて

きた。たとえば清水（1998）は，教師の行為は，「教室のコントロール」や「サバ

イバル」，「理想の教育の実現」など様々な目的を同時に達成するために編み出され

ているにもかかわらず，これまで「理想の教育の実現」という側面には注意が払わ

れてこなかったと批判し，その目的を果たすために教師が編み出す「ペタゴジカ

ル・ストラテジー」の諸相を描いた。その他にも，「日本人」を中心に据えた学校

文化の「境界枠」を変容させていく日本語教師の「ボーダー・ストラテジー」を描

いた児島（2006），感情労働という視点から教師のストラテジーを分析した伊佐

（2009），生徒の教師不信という構造的制約のなかで採用された，密着型教師─生徒

関係の形成という教師のストラテジーに着目した伊藤（2010）などの研究がある。

ストラテジー研究は，それまで等閑視されてきた教室の様子を描き，教師の実践の

様相を実証的に明らかにしてきたという点において，重要な意義を有している。

しかし，従来のストラテジー研究は，教師の視点から描かれたものが多く，生徒

側の学校経験を看過してきた。それは以下の二点から明らかである。第一に，生徒

のストラテジーに着目した実証研究が見当たらないことである。ストラテジー概念

を精力的に紹介してきた稲垣が，それが考案された初期の段階で，「生徒のストラ

テジーについては教師ほど研究されておらず，今後の課題のひとつである」（稲
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垣・蓮尾 1985，p.154）と述べているにもかかわらず，教師のストラテジー研究

が蓄積される一方，生徒のストラテジー研究はほとんど進展していない。それに対

してイギリスでは，教師に対して要求を変更させたり修正させたりする生徒の「交

渉ストラテジー」を描いた Turner（1983）や，オープン教室における生徒のスト

ラテジーを分析した Denscombe（1980）など，教師だけでなく，生徒のストラテ

ジー研究も蓄積されている。このような認識に立てば，生徒のストラテジーの実証

的な解明は，日本のクラスルーム研究において重要な課題と言えよう。

第二に，教師のストラテジー研究が数多く蓄積されているにもかかわらず，教師

のストラテジーが，生徒にどのように解釈され，生徒の学校生活にどのような影響

を与えているのかという点については，ほとんど明らかにされていない。先述した

清水（1998）を例にとれば，教師の児童に対する振る舞いを《同質な者》《任せる

者》《躾ける者》《調整者》《伝達者》という諸相に類型化し，そのように振る舞う

教師の意図を描き出しているが，その振る舞いが児童の学校生活にどのような意味

をもつのかという点については，ほとんど論じていない。紙幅の都合上，具体的に

は取りあげないが，こうした課題は，児島（2006）や伊佐（2009）にも妥当する。

伊藤（2010）は，密着型教師─生徒関係が，生徒の登校継続や指導の受容を可能に

する一方で，生徒の卒業後の社会的自立，すなわち就学・就業の困難をもたらすと

指摘している。その点で伊藤の研究は，教師のストラテジーが生徒の学校生活に与

える影響を検討していると言えるが，生徒の語りや解釈が示されておらず，その検

討は不十分である。教師のストラテジーは，生徒の解釈や状況によって，教師の意

図とは異なる効果をもたらす場合もあるだろう。そうであるとすれば，教師の意図

とは別に，教師のストラテジーが生徒にどのように解釈され，生徒の学校生活にど

のような影響を与えているのかを検討しなければならない。

このように，日本のストラテジー研究は生徒の学校経験を看過してきた
⑴
。そこ

で本稿では，ストラテジー概念を用いて生徒の学校経験を描く。それにより，教師

と同様に生徒もまた，構造的ジレンマのなかでストラテジーを駆使しながら学校生

活を過ごしていること，そして，教師のストラテジーの効果が生徒の解釈や状況に

依存することを明らかにし，生徒の視点から学校経験を描く重要性を示したい。

1.2. 研究の対象と方法

以上の問題意識のもと，筆者は，関西圏にある X 高校においてフィールドワー

クを行ってきた。X 高校は，1970年代に全日制普通科高校として開校され，2000

〈ヤンチャな子ら〉の学校経験
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年代に入って普通科総合選択制に改編された公立高校である。例年，"年制大学へ

の進学率は#割にとどかず，進路多様校と言える。匿名性の観点から詳細に述べる

ことはできないが，社会的に不利な立場におかれた人々が集住する地域に立地して

おり，生徒のひとり親率や生活保護率は非常に高い。このような立地条件により，

創立時から同和教育の影響を強く受けた学校でもある。

本稿では，X 高校の生徒のなかでも，特定の男子生徒集団〈ヤンチャな子ら〉

を分析対象とする
⑵
。〈ヤンチャ〉とは，喫煙や飲酒，ケンカなどの問題行動一般

を指しており，そうした行為をくり返すことから，彼らは校内で〈ヤンチャな子

ら〉と呼ばれていた。〈ヤンチャな子ら〉を分析対象とする理由は，彼らの行動が

X 高校内で最も目立つものであり，構造的なジレンマおよびそれに対処するため

のストラテジーがみえやすいと考えたからである。

ちなみに，表#から分かるように，彼らのなかにはひとり親家庭や生活保護家庭

の出身者が多い。また，親の学歴は，中卒や高校中退が目立つ。後述するように，

彼らの語りから，彼らの生活が社会的経済的に厳しいことは明らかであった。近年，

「貧困・生活不安定層」の生徒の学校経験が注目されつつあるが，そのような生徒

の学校経験を参与観察によって描いた研究は，まだ数少ない
⑶
。したがって，本稿

で得られる知見は，その点においても，重要な意義をもつだろう。
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表!．〈ヤンチャな子ら〉のプロフィール（2012年"月現在)

№ 仮名
学年

留年 家族形態
親の職業 親の学歴 生活

保護

インタ

ビュー2008 2009 2010 2011 2012 父 母 父 母

1 ダイ 浪人 1 2 3 卒業 無 母・弟 離別 無職 ○ ○

2 コウジ 中& 1 1 2 中退 有 母・姉 死別 無職 中卒 高卒 ○ ○

3 中村 中& 1 1 中退 有
母親・義父・

兄・妹

実父・不明

義父・サラリーマン
無職

実父・高校中退

義父・高卒
高校中退 ○

4 シュウ 1 1 2 中退 有 父・母・姉

5 中島 中& 1 1 2 3 有 母・妹 離別 パート 高卒 高校中退 ○ ○

6 テル 中& 1 1 2 3 有
母・父・

兄・姉
魚屋 パート ○

7 ヒデ 中& 1 2 3 卒業 無 母・父・妹 配送 パート 高卒 高卒 ○

8 ユウタ 中& 1 1 中退 有
母・父・

兄・妹
離別 パート 中卒 中卒 ○

9 スグル 中& 1 2 中退 無 母・父・妹 ○

10 柴野 中& 1 1 中退 有 母・兄・兄 離別 保育士

11 ヒロキ 中& 1 1 2 3 有 母・弟 離別 パート 高校中退 ○

12 坂田 中& 1 1 中退 有 母・兄 離別 ○

13 カズヤ 中& 1 2 中退 無 母・父・弟 建設業 飲み屋 高卒 高卒

14 ヒトシ 中& 1 2 3 卒業 無 母・父・兄 薬剤師 大卒 ○

（空欄は不明)



このフィールドワーク調査は，2009年'月から始め，現在も継続中である。調査

に際しては，週#回ほど学校に赴き，授業や職員室の様子，休み時間や放課後にお

ける生徒たちとの会話，さらに〈ヤンチャな子ら〉のアルバイト先にも積極的に足

を運び，そこでの会話などもフィールドノーツに書き留めた。また，〈ヤンチャな

子ら〉14名中10名に対しては，約#時間の半構造化インタビューも行った。加えて，

高校を中退した者には，できる限り連絡をとり続け，ときどき会って近況を聞くよ

うにしている。なお，本文中の学校・教師・生徒はすべて仮名である。

1.3. 分析課題

それでは，ストラテジー概念を用いて〈ヤンチャな子ら〉の学校経験を描く際，

どのような点に着目すればいいのか。本稿の分析課題を明確化しておきたい。

先述したように，ストラテジーは，行為者が構造的な制約やジレンマに対処する

ために編み出される。教師のストラテジーは，教育者としての理想と現実の乖離，

教育理念を具体化する手段の欠如などの構造的ジレンマに対処するために生み出さ

れるとされる一方で，生徒がどのような構造的ジレンマにおかれているのかという

点は，ほとんど明らかにされていない。したがって，ストラテジー概念を用いて

〈ヤンチャな子ら〉の学校経験を描こうとすれば，まず，彼らがどのような構造的

ジレンマを抱えているのかを明らかにしなければならないだろう。

その際，参考になるのが Willis（訳書 1996）の研究である。Willis は1970年代

のイギリスにおいて，労働者階級の少年たち〈野郎ども〉が，階級文化に依拠しな

がら，学校に反抗し，積極的に肉体労働を選び取っていく姿を描いた。Willis は，

労働者階級の文化と学校文化の間に葛藤があり，それによって反学校的な振る舞い

や価値観が形成されることを見出したのである。ストラテジー研究の第一人者であ

る Woods（1980）は，生徒は，家庭における社会化と学校における社会化との間

にジレンマが生じることにより，ストラテジカルな考えや振る舞いを発達させると

指摘している。こうした視点から Willis の研究を捉え直すと，〈野郎ども〉の反学

校的な振る舞いや価値観は，その両者の間にあるジレンマに対処するために編み出

されたストラテジーだったと考えることができるだろう。本稿で対象とする〈ヤン

チャな子ら〉は「貧困・生活不安定層」出身の者が多く，彼らの家庭の文化は，学

校文化と親和的でない可能性が高い（西田 2012）。そこで，本稿ではまず，〈ヤン

チャな子ら〉の家庭の文化と学校文化の間にある葛藤に注目する。

ところで，教師と同じように，生徒もまた，構造的なジレンマに対処するために

〈ヤンチャな子ら〉の学校経験
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様々なストラテジーを編み出しているとはいえ，「生徒が教師との交渉過程におい

てもつ影響力は，教師に比べてずっと少ない」（稲垣・蓮尾 1985，p.151）。それ

ゆえ，生徒のストラテジーが学校生活のなかでどのような意味をもつかは，教師た

ちの反応に大きく規定される。たとえば古賀（2001）は，教育困難校での参与観察

を通して，フォーマルな学校制度と生徒たちの抱えるインフォーマルな文化を調和

させるために，教師たちは「現場の教授学」と呼ぶべきものを発達させると論じた

が，そのような観点に立てば，生徒のストラテジーを，教師がどのように処理して

いるのかは重要な論点となる。さらに，教師による生徒のストラテジーの処理の仕

方は，生徒の学校生活に大きな影響を与えているだろうとも推測できる。

以上をふまえ，本稿では三つの分析課題を設定する。第一に，〈ヤンチャな子ら〉

は，どのような構造的ジレンマに抱えているのか（(節）。第二に，〈ヤンチャな子

ら〉は，自らの抱える構造的ジレンマに，どのようなストラテジーでもって対処し

ているのか。そして，教師たちはそれに対して，どのようなストラテジーを編み出

しているのか（&節）。第三に，ストラテジーの応酬は，〈ヤンチャな子ら〉の学校

経験にどのような影響をもたらしているのか（"節）。

". 家庭の文化と学校文化の構造的ジレンマ

本節では，〈ヤンチャな子ら〉の家庭の文化と，学校文化との葛藤に着目しなが

ら，彼らがどのような構造的ジレンマを抱えているのかを確認する
⑷
。以下では，

それを趣味，教育の論理，将来展望という側面から描いていく。

2.1. 親と共有された趣味

〈ヤンチャな子ら〉のなかには，サーフィン，バイク，パチンコなどを趣味にし

ている者が多く，彼らの趣味は，しばしば学校文化と葛藤を起こす原因となってい

た。たとえば，パンクロックが好きなカズヤは，パンクロッカーを彷彿させる身な

り（赤く染めた髪，ボディピアスなど）をしており，それが原因で何度も指導を受

けている。また，「バイクいじり」が好きだという中島は，バイクで学校に通学し

たことから，停学になったことがある。

消費文化が若者の生活に広く浸透している現在，このような事例はめずらしいも

のではないだろう。だが，ここで注目すべき点は，〈ヤンチャな子ら〉が，そうし

た趣味に興味をもったきっかけを，「親の影響」だと語っていたことである。たと

えば上述のカズヤは，パンクロックを聴くようになった経緯について，「初めは
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（おとんが好きな）GREENDAY から入って，それから SUM41聞くようになっ

た。」と語っており，バイク通学が原因で停学になった中島も，父がバイクの整備

士だったことから「バイク」が好きになり，それ以外の趣味（スノーボードやサー

フィン）も含めて，「おれの好きなこと，全部おとんからやで。」と話していた。彼

ら以外にも，趣味はサーフィンだというシュウは，「何のきっかけでサーフィン始

めたの？」という筆者の問いに，「おとん。(歳の頃から（サーフィンを）見に行

ってたりしててん」と答えた。つまり，〈ヤンチャな子ら〉が，学校文化と葛藤を

起こす原因となる趣味の背景には，「親の影響」があったのである。Ingram は，

「労働者階級のアイデンティティは，教育的な成功とは容易に一致しない」（2009，

p.432）と指摘しているが，この指摘は，〈ヤンチャな子ら〉にも妥当する。〈ヤン

チャな子ら〉は，親と趣味を共有するほど，学校文化と葛藤を起こすことになるの

である。

2.2. 学校教育の論理と家庭教育の論理との不一致

〈ヤンチャな子ら〉は，家庭教育の論理を，学校教育の論理と対置することで，

自らの行為に正当性を与えようとする。とりわけ，喫煙に対する〈ヤンチャな子

ら〉の考え方に，それを垣間みることができる。（【】は筆者。以下，同様。）

【（坂田は喫煙で）停学なったときさ，お母さんとかなんか言ってた？怒られ

た？】怒られはせーへんかったけど，注意はされた。【なんて？】あんま学校で，

ばれるとこで吸うなみたいな。 （2010/*/15 インタビュー)

彼らによれば，喫煙が原因で停学になったときの親の反応は，概して「ばれるとこ

で吸うな」というものであり，喫煙自体は「自己責任やから知らん」というもので

あったという。学校は「喫煙行為それ自体をしてはいけない」から停学にしている

のに対して，彼らの親たちは，喫煙行為それ自体は「自己責任」であり，学校で

「ばれる」ことや，それによって「親に迷惑かける」ことがいけないことだという。

つまり，両者の教育の論理に不一致がみられるのである。そして，その不一致を

〈ヤンチャな子ら〉は認識しており，そうした家庭教育の論理を背後にもつ彼らは，

停学になったところで「喫煙」自体を反省することなく，「いかに教師にばれずに

煙草を吸うか」ということに気を使うようになるのである。

また，〈ヤンチャな子ら〉の親の学歴は，「中卒」や「高校中退」が目立つ（表
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#）。親の学歴を「分からない」と答えた者もいたが，答えてくれた者の親に限る

と，15名中，大卒#名，高卒*名，高校中退"名，中卒&名と低学歴に偏った構成

となっている。印象深かったのは，親の低学歴を誇らし気に語る彼らの姿である。

【（コウジの）おとん（の学歴）は？】おとんはでてへんな。中卒やな。中学もろ

くに行ってなかったっていう話やけどな。 （2010/'/26 インタビュー)

【（中村の）お母さんの学歴とか聞いていい？】おかんも X 高校。【卒業して

る？】中退。おれの親，全員中退。【（義理の）お父さんも？】今のおとんは A

工業？ B 工業？かどっかいって卒業してる。 （2010/'/26 インタビュー)

中村は，小学校の頃に両親が離婚した後，母親に引き取られ，現在は母親とその再

婚相手である義父と暮らしている。上の場面において中村は，義父が高校を卒業し

ているにもかかわらず，筆者が問うまで「おれの親，全員中退」と強調した。この

とき，中村は(度目の留年が決まりかけていたが，そのような状況におかれた中村

にとって「全員中退」という親の学歴は，留年して中退しそうになっている自らの

おかれた状況に，正当性を与えてくれるものであったのだろう。

このように〈ヤンチャな子ら〉は，「未成年が喫煙をしてはならない」「進級しな

ければならない」という学校教育の論理と，「親に迷惑がかかる」「全員中退」とい

う家庭教育の論理や家庭の状態との間に不一致を見出している。そして彼らは，そ

うした家庭教育の論理を盾にして，自らの行為を正当化していくのである。

2.3. 学校文化への異化と同化のジレンマにおかれた〈ヤンチャな子ら〉

このように，彼らの学校生活には，家庭の文化の影響力が垣間みえ，それは

Willis が見出した反学校文化と階級文化の連続性に類似している。それでは，〈野

郎ども〉が積極的に肉体労働を選びとったように，〈ヤンチャな子ら〉も，親たち

の人生に自分の人生を重ね合わせる形で，将来展望を紡いでいるのだろうか。

彼らに将来就きたい仕事を聞いてみると，「ハリウッド・スター」や「とりあえ

ず，なんかテレビに出る人になりたいわ」と現実離れした答えが多く，しかも聞く

度に変わっていった。こうした〈ヤンチャな子ら〉の将来展望は，親たちの人生と

重なり合うものではない。なぜ〈ヤンチャな子ら〉は，自らの将来を親たちの人生

に重ね合わせようとしないのか。その背景には，親と同じような職業選択をすると，
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家族形成や生きていくことそのものが困難になるという，彼らの認識があった。

その典型例として中島のケースをみてみよう。中島は，父親の職業であった「整

備士」になりたいと考えている。にもかかわらず，父親が「給料少ない」ことを理

由に転職および離婚をし，現在，生活保護を受けている家庭の状況を知っているが

ゆえに，自分が「整備士」になったとしても，経済的に生活していけるのか，結婚

して家族をつくることができるのかという不安を抱えている。

【整備士なりたいっていうのは中学校くらいからの夢？】小学校くらいちゃう？

おとんがバイクいじってるの見てて，楽しいな，って。教えてもらって。親がた

ぶん，バイク好きじゃなかったら整備士なりたいと思わんもん。（中略）【お父さ

んは何している人？バイク屋？】整備士。けど，なんか転職して，エレベーター

の仕事してるわ，今。【それ，やっぱりしんどかったから？】給料少ない，言う

て。（中略）（おかんとは）バイクの話もするし，将来どないするん？とかもしゃ

べるで。【へー。（将来整備士になりたいって言ったら）なんて言うの？】整備士

なりたい言うたら，おとんと同じ道歩んでるやんって言われて。【それは悪い意

味で？】うん。そやな。（中略）給料あんまりよくないで，みたいな。【それに対

して（なんて答えるの）？】好きなことして無理なら転職して，って。（中略）

給料。（就職に際しては）金銭問題あると思うけどな。【それ（金銭問題）に対し

ては，（中島は）しゃーない（＝しょうがない）と思ってるってこと？】（中島，

うなずく。） （2010/*/* インタビュー)

〈ヤンチャな子ら〉の親のなかには，失業状態にあったり，転職を繰り返していた

り，それが原因で離婚したり，なかには精神的に病んで自殺をしてしまった者もい

る。上の中島の語りに端的に表れているように，彼らは親の人生を参考にすると生

活が困難になると認識していた。それゆえ，彼らのほとんどは，親たちのような人

生は歩みたくないと考えていた
⑸
。

ここまでみてきたように，〈ヤンチャな子ら〉の学校生活は，家庭の文化から大

きな影響を受けており，それが学校文化との葛藤の要因となっている。しかし同時

に彼らは，自らの人生を親たちの人生に完全に重ね合わせることはしない。そのた

め，彼らは学校文化を完全に異化していくことができない。そのような彼らの状況

が最も端的に表れているのが，高校入学の動機である。彼らに高校入学の動機を尋

ねてみると，「働きたくないし，まだ遊びたい」とか「高卒が欲しいから」という
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ものであった。上で紹介した中島も，「半分遊びで。ヒマやし，っていうのもある

し，もう#こ（の理由）は，やっぱり卒業しとった方がええやん。」と語っていた。

彼らは，高校に通うことに積極的な意義を見出せない一方で，それ以外の選択肢を

もっておらず，高卒資格の必要性も認めているのである。

本節の検討をふまえると，〈ヤンチャな子ら〉は，〈野郎ども〉のように学校文化

を積極的に異化していく存在ではない。むしろ，〈ヤンチャな子ら〉は，学校文化

への異化と同化のジレンマにおかれた存在として考える方が適切であろう。

#. コーピング・ストラテジーとペタゴジカル・ストラテジーのせめぎ

合い

学校文化への異化と同化のジレンマにおかれた彼らは，学校文化に葛藤を抱えな

がらも，高卒資格は取得しておきたいと考えている。そのため，彼らは，可能な限

り楽しく，そして最小限の努力で高卒資格を取得したいと考え，様々なストラテジ

ーを編み出していく。いわば，〈ヤンチャな子ら〉は，学校文化への異化と同化の

ジレンマを抱えながらも，それに対処（coping）して学校生活をやり過ごそうとす

るのである。そのような意味を込めて，〈ヤンチャな子ら〉の編み出すストラテジ

ーを，「コーピング・ストラテジー」と名づけたい
⑹
。

他方，X 高校の教師たちは，そのような〈ヤンチャな子ら〉に対して，フォー

マルカリキュラムを伝達しなければならない。また，放っておけば留年や中退に陥

る可能性が高い彼らを，できる限り進級させて卒業させなければならないという課

題も抱えている。そうした構造的制約のなかで，X 高校の教師たちは，家庭背景

が厳しい彼らだからこそ，高校を卒業し，自立的な生活を営めるようにならなけれ

ばならないと考え，彼らにとって自らの教育活動が意義深いものになるように，

日々奮闘していた。そこから，理想の教育の実現（生徒の全員進級と卒業後の自

立！）という目的に向かって，教育活動を行う教師の姿が浮かび上がる。そして，

それはペタゴジカル・ストラテジー（清水 1998）と呼びうるものである。本節で

は，〈ヤンチャな子ら〉のコーピング・ストラテジーと教師のペタゴジカル・スト

ラテジーのせめぎ合いを描き出す。

3.1. 〈ヤンチャな子ら〉のコーピング・ストラテジー

まず，〈ヤンチャな子ら〉のコーピング・ストラテジーからみていこう。彼らは，

学校の時間や空間をコントロールし，自らが有利になるような状況をつくりだす。
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たとえば，彼らは頻繁に欠席や遅刻し，午後から登校してくることも稀ではない。

また授業に出席したとしても，立ち歩いたり，おしゃべりをしたり，教師の質問に

対して意図的に的外れな発言をして授業を本筋から逸らしてしまったりすることも

しばしばである。X 高校には，そうした生徒たちの行動を規制するため，様々な

統制システムがある。たとえば，教室を15分以上ぬけ出した生徒を欠席扱いとする

「エスケープ」制度は，生徒が授業を長時間抜け出すことを防ぐためのものである

が，彼らはその制度の合間をぬって時間と空間のコントロールを試みる。

&限目はスポーツ・健康エリアの生物。授業が始まって-分ほど経ったころ，カ

ズヤが教室に入ってきた。カズヤは席に座って(分ほど経つと，「トイレ」と言

って席を立つ。山本先生が「あんた，さっききたばっかでしょ。」と言って止め

ようとするが，それを無視して教室から出ていった。それから10分ほどして，カ

ズヤは教室に戻ってきた。トイレに行くと言っていたが，パックのジュースを飲

んでいる。すると，山本先生は次のように言った。

山 本：ちょっと，あんたトイレ行ってたんちゃうんか？-分遅刻して10分

（計15分）教室にいなかったから，エスケープにするぞ。

カズヤ：ちょ，おかしいやろ。トイレ行ってたんやって。

山 本：そのジュースはなんやねん。エスケープにすんぞ。

以上のやりとりに，シュウが加勢する。

シュウ：鞄のなかにジュースがあったらどうするん？最初からもってたんやっ

たとしたら，どうするん？なぁ？ （2010/./11 フィールドノーツ)

カズヤは，トイレを理由にして「エスケープ」制度の合間をぬい，可能な限り授業

を抜け出した。この事例に端的に示されているように，〈ヤンチャな子ら〉は，学

校の統制システムの合間をぬい，できる限り授業を抜け出そうとするのである。

また，〈ヤンチャな子ら〉は，教師たちをからかい，教師たちと自分たちとの非

対称な関係性を組み替えようとする。とくにそれが表れているのが，彼らの教師に

対する呼び名である。彼らは教師を「○○先生」と呼ばない。彼らはあだ名をつけ

るか呼び捨てにして，教師を呼ぶ。芸能人のケイン・コスギに似ていることを理由

に「ケイン」，コアラに似ているということから「コアラ」，あるいは「○○ちゃ

ん」とちゃん付けで呼ぶこともあった。彼らは，教師をからかったり，あだ名をつ

けたりすることで，教師との非対称な関係を組み替えようと試みるのである。
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さらに彼らは，消費文化やアルバイトで培った労働経験を学校内にもちこむこと

で学校の意味世界を変換し，学校内で自分の有利なポジションを確保しようとして

いた。たとえばそれは〈ヤンチャな子ら〉の外見や服装へのこだわりに表れている。

X 高校では，服装違反をした者には，放課後に居残りをさせ，課題を課している。

それでも彼らは，パーマ，茶髪，制服の着くずしなどの服装違反をして学校に登校

する。つまり，彼らは，消費文化を学校に持ち込み，学校の意味世界を自分たちに

より親和的なものにしようとするのである。また，彼らは，学校経験をアルバイト

で培った労働経験と比較することで，学校を批判する。たとえばダイは，バイトの

面接を落ちた後輩に対して「仕事と学校は全然ちゃう。仕事はしっかりせーへんと

（うまく）いかへん」と語った。彼らは，学校外の多様な場から価値観を持ち込む

ことで，学校の論理を相対化し，学校を自分たちに有利な意味世界に変換すること

を試みていく。

このように〈ヤンチャな子ら〉は，自分たちの有利になるように「時間と空間を

コントロール」し，「非対称な教師─生徒関係を組み替え」，「学校の意味世界を変

換」し，自らの抱える構造的ジレンマに対処しているのである。

3.2. 教師たちのペタゴジカル・ストラテジー

もっとも，教師たちは〈ヤンチャな子ら〉のコーピング・ストラテジーをただ容

赦しているわけではない。教師たちは，彼らのコーピング・ストラテジーを無化し

たり流用したりすることによって，彼らを巻き込みながら教育活動を遂行していく。

まず，〈ヤンチャな子ら〉が時空間をコントロールしようとするのに対して，教

師たちは授業の主導権を引き戻すために，それを再コントロールする。

始業の鐘が鳴り，山本先生が出席をとりはじめる。約#分後，ダイがフライドポ

テトを食べながら教室に入ってきた。山本先生はすかさず「食べながら授業受け

ない。もうそこ（空席を指差す），置いて」と注意した。ダイは，それに「はー

い。」と応じる。その直後，シュウがソバを持って教室に入ってきた。山本先生

は(人続いて食べ物をもって教室に入ってきたので，「シュウ…（食べ物）もっ

て教室入らないで。」と苦笑した。するとシュウは，教室に入る前に一気に麺を

吸い，汁を飲み干した。「ずずっ」という音に，山本先生は「吸ってるし」とツ

ッコミを入れつつ，授業（「食物としての生物」）に関わる質問をする。

山 本：じゃあ，もう，食べてるついでに。なんで食べてるん？
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シュウ：うまいから。

山 本：うまいからだけ？

シュウ：おなかすいたから。

山 本：おなかすいているのはなんで？

ダ イ：食べないと死ぬから。

シュウ：食欲。

シュウはそのやりとりをしながら席に着く。そして，そのやりとりをきっかけに

山本先生は授業に入っていった。 （2010/"/16 フィールドノーツ)

この事例において山本先生は，ダイやシュウの行為を注意しつつ，それを授業の文

脈に引きつけることで，授業の主導権を維持している。このように，〈ヤンチャな

子ら〉のコーピング・ストラテジーに屈することなく，教師たちは時間と空間を再

コントロールし，授業を成立させていくのである。

教師─生徒関係の非対称性は，教師が教育活動を円滑に行ううえで確保される必

要があるものだと一般的に考えられている。しかし，X 高校の教師たちは，生徒

たちのからかいを逆手に取ることで，授業中に彼らから発言を引き出したり，彼ら

の近況を聞き出して教育活動に活かそうとしていた。ある教師は「あいつら（〈ヤ

ンチャな子ら〉），関係がないと何も話してくれないですからね」と語ったが，その

語りには，教師たちが教育活動を行ううえで，彼らとの関係をいかに大切だと考え

ているかが表れている。ニックネームの付与に関しても，教師たちは，それを資源

化することで教育活動を遂行する。たとえば，「コアラ」と呼ばれている安東先生

は，教室に張り紙をする際，コアラの絵や写真が挿入された張り紙を掲示している。

教師たちは，教師─生徒というフォーマルな関係に限定せずに付き合うことで，

〈ヤンチャな子ら〉との関係を資源化し，教育活動に活かそうとするである。

また，教師たちは，授業に彼らの実生活に近い消費文化や労働に関わる話題を取

り込むことで，〈ヤンチャな子ら〉をうまく利用する。それは通常の授業でも見ら

れたが，特にそれが顕著だったのは総合学習の時間である。X 高校では，総合学

習の時間に労働法規や貧困，差別の現状を学ぶことになっている。その授業のなか

で，教師たちは〈ヤンチャな子ら〉の労働経験を活かすようにしていた。以下は，

総合学習の時間に，担任の谷山先生の「アルバイト中に何か差別的な発言をされた

経験はないか」という質問に対して，ダイが語ったものである。
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おれの友達な，バイトのとき，客に生まれたところ X（地区）で，X 高校って

言ったら，「めっちゃバカやん」って言われて笑われたんやって。そいつ，怒っ

て（バイト）辞めたらしいけどな。おれんとこ（のバイト）は，そんなことない

で。X 高校大歓迎やからな。X 高校卒業したおっちゃんとか多いしな。「おれの

ころは…」とか言っていきなり語りだすねん（笑）。

（2009/12/" フィールドノーツ)

このように教師たちは，〈ヤンチャな子ら〉のコーピング・ストラテジーに困難

を抱えながらも，「時間と空間を再コントロール」し，彼らが「組み替えた教師─

生徒関係を資源化」し，彼らの「意味世界を取り込む」ことにより，彼らを巻き込

みながら教育活動を遂行する。では，教師たちのペタゴジカル・ストラテジーは，

〈ヤンチャな子ら〉の学校経験にどのような影響を与えているのか。次節では，そ

れについて検討したい。

$. 教師への肯定的評価と学校からの離脱

ストラテジーの応酬をくり返す〈ヤンチャな子ら〉と教師との関係は，一見，対

立的なものにみえる。だが，〈ヤンチャな子ら〉は，教師に対して極めて好意的な

思いを抱いていた。筆者が「この先生いいなと思う人はいる？」と尋ねると，彼ら

は一様に「いろいろ，全員。」「嫌いな先生，別におらん」と答えた。また，彼らに

将来展望を聞いてみると，「教師になりたい」という語りが多かった。

筆 者：ヒロキは（将来）何になりたいとかある？

ヒロキ：教師…とか。

コウジ：それ，わかる！先生なりたいやんな。こんな学校（X高校）とかのな。

筆 者：なんで？

コウジ：だって，先生ってほんま，すごいと思う。（生徒に）「しばいたろか」と

か，あんなん言われたら俺とかキレるもん，たぶん。だって，ここ（X

高校）の先生とか普通の先生よりもめっちゃ働いてるやろ。ほんまはも

っと楽できんのに。 （2010/'/24 フィールドノーツ)

この語りに象徴されるように，〈ヤンチャな子ら〉は，教師を敵対する存在として

ではなく，むしろ肯定的に評価していた。〈ヤンチャな子ら〉が，学校文化への異
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化と同化のジレンマにおかれながらも，学校に通うことができているのは，前節で

みたようなペタゴジカル・ストラテジーを駆使する教師たちの存在が大きい。X

高校の校長の言葉を借りれば，彼らは学校と「首の皮一枚でつながった状態」なの

である。

だが，このような教師たちの取り組みにもかかわらず，彼らの多くは，生活環境

の悪化，少年院や鑑別所への送致など，教師たちの裁量で処置することが難しい出

来事が直接的な契機となって，結果的に学校を中退していく
⑺
。

ここで注目したいのは，〈ヤンチャな子ら〉が学校から遠ざかるなかで，教師た

ちへの肯定的な思いが，逆に，学校に通うことを躊躇させてしまうケースがあった

ことである。それが端的に表れたケースが，「先生ってほんま，すごいと思う」と

語っていたコウジであった。彼は，高校生活&年目の(学期から徐々に学校に通う

ことができなくなってしまう。彼は生活保護を受けて母親と(人暮らしをしていた

が，この時期に母親の精神病が悪化し，家に帰ると母親から罵声を浴びせられる

日々が続いた。その結果，彼は家に帰ることができず，友達の家を転々とするなか

で，学校に通うことができなくなってしまったのである。

筆者は，学校に通わなくなって半年が経った一方で，制度的にはまだ学校に籍が

残っている状態のコウジに直接会って，話を聞いた。当時，コウジにはまだ学校に

通いたい気持ちが残っているようだったので，筆者は，また学校に通うように説得

した。以下のコウジの語りは，そのような会話のなかで出てきたものである。

【世話になった感じはあるんだ。阿部先生とかには。】アベちゃんが一番やな。ア

ベちゃん仲いいし，いつでも。【あの子は，絶対辞めさせないって，ずっと言っ

てたよ。おれにも。】やろうな。（電話）連絡めっちゃきとったけど，無視しとっ

たもん。【それ，とったら…】とったら絶対言われるもん。だからもう，あとも

うちょっとしたら謝りにいこう思うもん。【今は？】今は無理，まだ。【なん

で？】まだ無理。まだ立派なってへんやん。【あ〜，あわせる顔がない感じ？】

うーん，だってあんだけ世話してもらったのに，逃げたやん。自分が。【逃げ

た？】逃げたやん，おれが。【高校から？】まだいこうと思ったらいけんねんど，

なんかな。いきにくいよな。その一歩が踏み出されへんよね。

（2011/12/16 インタビュー)

この語りに表れているのは，教師が親身になって働きかけてくれたにもかかわらず，
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それに応えられなかったコウジの反省である。このようなコウジのケースから示唆

されるのは，学校に通っている間は「首の皮一枚でつながった状態」を維持させて

いた教師たちへの肯定的な評価が，学校からひとたび離れてしまうと，学校に通う

際の障害になってしまうという逆説である。もちろん，このケースから教師たちの

働きかけを責めるのは適切ではない。少なくとも，彼が(年以上高校に通い続ける

ことができたのは，教師たちの働きかけなしにはありえなかったからである。この

ケースはむしろ，学校から離脱しやすい生徒たちを学校に繋ぎ止める際の教師の限

界を示していると考えた方がいいだろう
⑻
。

%. まとめと考察

本稿では，生徒側の学校経験を看過してきたというストラテジー研究の課題をふ

まえ，〈ヤンチャな子ら〉の学校経験を描いてきた。その結果は，次のように要約

できる。第一に，〈ヤンチャな子ら〉は，家庭の文化に依拠しながら学校文化を異

化しつつも，親たちの人生に自らの人生を重ね合わせることができないために，高

卒資格の意義を認めていた。すなわち，学校文化への異化と同化の間で構造的なジ

レンマを抱えていたのである（(節）。第二に，その構造的ジレンマに対処するた

め，彼らは，「時間と空間のコントロール」，「非対称な関係性の組み替え」，「学校

の意味世界の変換」というコーピング・ストラテジーを編み出していた。それに対

して，教師たちは「時間と空間の再コントロール」，「組み替えられた関係性の資源

化」，「生徒の意味世界の取り込み」というペタゴジカル・ストラテジーによって，

〈ヤンチャな子ら〉を教育活動に巻き込んでいた（&節）。第三に，そのような教師

たちの振る舞いから，〈ヤンチャな子ら〉は教師を肯定的に評価しており，その評

価は，登校継続に積極的な影響を与えていた。しかし，学校からひとたび離れたケ

ースにおいて，その教師への肯定的な評価が登校継続に逆効果を与えていることを

確認した（"節）。

それでは，これらの知見は，はじめに示したストラテジー研究の課題に対して，

どのような意義をもっているのだろうか。最後に，本稿の知見が有する学問的示唆

について考察していきたい。

まず，生徒のストラテジー研究に関して。本稿のはじめに示したように，日本で

は生徒のストラテジーに関する実証研究は見当たらない。しかし本稿の分析では，

様々なストラテジーを駆使しながら，自らの抱える構造的ジレンマに対処する生徒

の姿が浮かび上がった。したがって，今後は，教師のストラテジーだけではなく，
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生徒のストラテジーにも着目する必要があるだろう。その際に重要なのは，生徒た

ちが抱える構造的ジレンマの多様性，それに対処するためのストラテジーの多様性

を描き出すことである。本稿では，X 高校で最も目立つ〈ヤンチャな子ら〉を分

析対象とした。しかし，選抜によって生徒の学力や家庭背景が相対的に均質化した

高校段階であることをふまえると，X 高校に通う生徒の多様性は，同じ構造的ジ

レンマに対処するためのストラテジーが多様であることを示している。また，学校

ランクの異なる高校や，異なる校種，すなわち小学校や中学校を対象にすれば，本

稿で見出した家庭の文化と学校文化のジレンマとは異なる構造的ジレンマにおかれ

た生徒の存在が浮かび上がるだろう。今後は，生徒が抱える構造的ジレンマの多様

性や，それに対処するためのストラテジーの多様性を描き出すことで，生徒のスト

ラテジーを，より精緻に理論化していかなければならない。

ところで，〈ヤンチャな子ら〉は，階級文化に依拠しながら学校文化を異化する

〈野郎ども〉とは異なり，学校文化への異化と同化のジレンマにおかれていた。こ

の分析結果をふまえれば，現代日本の「貧困・生活不安定層」の学校経験は，学校

文化を完全に異化できない点に特徴があるのかもしれない。もちろん，1970年代の

イギリスと2010年代の日本には様々な差異があり，単純に比較することはできない。

しかし，イギリスにおいても，産業構造の変容，教育拡大などの構造的要因によっ

て，学校文化を異化して肉体労働に就いていくという〈野郎ども〉がたどった大人

へのルートは，かなり縮小していると指摘されており（たとえばMcDowell 2003），

そこでの指摘は，本稿の知見と重なっている。したがって，Willis の〈野郎ども〉

の事例を比較不可能な異国のものとして斥けるのではなく，日本の事例との相違点

を丁寧に描き出す作業が求められるのではないだろうか。

次に，教師のストラテジー研究に対してである。これまでの教師のストラテジー

研究は，教師のストラデジーが生徒の学校生活に与える影響に関する検討が不十分

であった。それに対して本稿では，生徒のおかれた状況（登校継続時／高校離脱

時）によって教師のストラテジーの効果が異なることを明らかにした。この結果は，

教師のストラテジーの効果が，生徒の解釈や状況に依存することを示している。従

来の教師のストラテジー研究は，教師への参与観察やインタビューを通して，教師

の振る舞い方と意図に目を向ける一方で，生徒の解釈や生徒の学校生活への影響を

看過してきた（たとえば清水 1998，伊佐 2009，児島 2006）。しかし，本稿で

示したように，教師のストラテジーの効果が生徒の解釈や状況に依存しているので

あれば，教師の意図，教師のストラテジーの効果，生徒の解釈や状況をそれぞれ独
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立したものとして捉え，それらの関係を問うことが重要になってくるだろう。

「教室での相互作用は，たんにフォーマルカリキュラムの伝達過程ではなく，教

師と生徒がそれぞれの状況定義にもとづいて目的や関心を達成しようとしながらも

合意を求めて交渉する過程ととらえられる」（稲垣 1992，p.99）。日本のクラス

ルーム研究はそのように強調しながらも，一方のアクターである生徒には，あまり

光を当ててこなかった。だが，本稿の知見をふまえれば，今後は教師だけでなく，

生徒の視点から学校経験を描くクラスルーム研究が求められる。

〈注〉

⑴ 生徒の学校経験は，生徒文化研究が明らかにしてきたではないかという批判も

ありえる。しかし，生徒文化研究は1980年代まで盛んに行われていたものの，

1990年代以降は，消費文化の旺盛や非正規雇用に就く若者の増大などを背景にし

て，若者の学校外生活への注目が集まり，若者（生徒）の学校経験は，生徒文化

研究においても看過されてきたと言えよう。

⑵ 〈ヤンチャな子ら〉によれば，X 高校では，男子は〈ヤンチャ〉〈イッパン〉

〈インキャラ〉（＝陰気キャラ），女子は〈ギャル〉〈イッパン〉〈インキャラ〉に

分化し，それらはヒエラルキー構造をなしている。人数の割合を一概に示すこと

は難しいが，筆者の印象では，入学時，各グループの人数構成は，ほぼ均等であ

る。だが，〈ヤンチャ〉と〈ギャル〉の多くが中退するため，&年生段階では，

それらのグループは学年全体の#割に満たないほどになる。

⑶ 「貧困・生活不安定層」とは，貧困層および，「『貧困線』をはさんで隣接する

層，経済的な困難さでみれば貧困層と比して軽度ではあるが，さまざまな形で不

安定さ，困難さを抱える人々」（西田 2012，p.6）のことである。

⑷ 〈ヤンチャな子ら〉の家庭の文化の延長上には，地域文化や階級文化があると

推察される。彼らの家庭の文化には，サーフィンやバイクなど，共通する部分が

多いからだ。だが，小中学校に比べて高校の校区は広域であり，それを特定する

ことが難しい。そのため，本稿では「家庭の文化」としているが，それを個々の

家庭が別々にもつ文化とは想定していない。また，学校文化は，①近代制度とし

ての学校がもつ文化，②国・時代・段階別の学校文化，③個別学校の文化の&層

に整理できるが（志水 2002），本稿で学校文化という場合は②のレベルであり，

現代日本の高校であれば，ある程度共有されている行動様式や，その背後にある

教育の論理を意味している。
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⑸ このような彼らの認識の背景には，産業構造の変化があると思われる。つまり，

不安定であっても生活していける程度の収入が得られる「受け皿としての底辺労

働市場」（西田 2012）が縮小したことを，彼らは親たちの生活をみて実感して

おり，それが彼らの認識に影響していると考えられるのである。

⑹ 〈ヤンチャな子ら〉のストラテジーを描く際，児島（2006，第-章）に着想を

得た。

⑺ 生活環境の悪化，少年院への送致などは，表面的には別々の事柄である。だが

〈ヤンチャな子ら〉は，それらを一つの連なりとして経験していることに気をつ

けたい。たとえば生活環境の悪化から友達の家を転々とし，友達と遊ぶなかで

「バイク盗難」をして少年院へ送致されるというように，である。

⑻ こうしたケースの根本に，家庭の貧困やそれに対する福祉システムの欠如があ

ることは間違いない。したがって，こうしたケースは，教師たちの取り組みを補

完するための多元的な支援システムの必要性を示唆している。
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ABSTRACT

The School Experience of Japanese Lads: Dilemma of

Differentiation from and Integration into School Culture
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The aim of this paper is to show how Japanese lads experience school life, using

the concept of strategy, and to show how their school experience is influenced by

teacher strategy. The paper is based on observational data obtained a particular

high school and interview data from ten pupils in the same school. In this paper, the

author focuses on fourteen pupils mostly from the poor and lower class. They are

smoking, drinking, and fighting on a daily basis, in a similar way to the lads who were

written about by Willis.

The findings are as follows: (1) Japanese lads have a dilemma between home

culture and school culture; in other words, a dilemma of differentiation from and

integration into school culture. (2) They spend their school lives dealing with this

dilemma by a coping strategy. Using the coping strategy, they control time and

space in the classroom, reform teacher-pupil relationships, and change the meaning

world of school. However, they are involved in the classroom through the teacherʼs

pedagogical strategy, which re-controls time and space in the classroom, makes use

of teacher-lad relationships as a resource by managing the classroom, and diverts

the ladsʼ meaning world. (3) As a result, they esteem the teacher and become

involved in school, unlike the lads written about by Willis. However, if they once

become unable to go to school because of the deterioration of the living environment,

are committed to juvenile correctional institutions and so on, their respect for the

teacher becomes a barrier against going to school.

The findings of this paper have three implications. Firstly, pupils, as well as

teachers, also spend their school lives using strategies to resolve dilemmas.

Secondly, in contemporary Japan, the school experience of pupils from the poor and

lower class have the feature of the dilemma of differentiation from and integration

into school culture, in contrast with lads in 1970s England, who roundly

differentiated themselves from school culture. Thirdly, how teacher strategies effect
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pupilsʼ school lives depends on the interpretation and situation of the pupils.

In Japan, previous studies have tended not to focus on the pupilʼ s school

experience, but, on other hand, have researched the teacherʼs school experience.

Thus the pupilsʼ school experiences have been covered up. In order to develop

classroom study in Japan, this cover must be removed.

Keyword: strategy, school experience of pupils, pupils from the poor and lower

class
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