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はじめに

毎年８月ごろになると、学校基本調査の速報が発表されるのと同時に不登校に世論の関

心が集まる。新聞の紙面にも、不登校に関する記事が大きく取り上げられる。日本社会で

は不登校は憂慮すべきことであるようだ。

日本社会においては、「なぜ学校へ行かないのか」「学校へ行かずしてどうするのか」と

問われることはあっても、「なぜ学校へ行くのか」と問われることはない。子どもたちがそ

うした素朴な疑問を抱いても、多くの場合「そういうものだから」という答えが与えられ

ることになる。子どもがどう育つのかという根本的な問題に関する議論が抜け落ちたまま、

ただ学校にすがりついているのが日本の現状であるといえよう。生きていくためのスキル

の集合である｢道具性｣(1)（新谷 2008）の確立という目的を超えて、学校はとにかく行くべ

きであるところであると認識されている。

不登校を問題視して、何とか学校に行ってもらおうとするような社会とはどのような社

会であるのか。そしてそのような社会で生きる不登校の子どもたちはどのような位置に立

っているのだろうか。本論文で明らかにしたいのはこれらの問いである。

これらのことを明らかにするため、本論文においては次のような構成をとる。不登校の

発生と社会背景の関係は切っても切り離せないものであると考えられる。まずは、社会の

変動と、それによる不登校の発生について検討する（第１章）。

そして、日本社会が不登校をどのように捉えているのかを明らかにするためには、政府

の対応や、家族や地域といった比較的ミクロな領域における不登校へのまなざし、目には

見えぬが確かに存在する社会規範を言語化する必要がある。教育支援センター（適応指導

教室）やフリークスールの実践から不登校の子どもたちにも迫る（第２章）。

第３章では、不登校への対応はどうあるべきなのか、第１章、第２章を受け、オルタナ

ティブな教育（2）という可能性にも言及しながら検討する（第３章）。最後に、日本におい

ては学校で勉強することがなぜ「当たり前」と考えられているのかを検討するため、学校

の絶対性という切り口で考察する（第４章）。

なお、本論文では小学校・中学校の不登校を扱うこととするが、中学校において急増す

ることから、中学校を中心にして不登校を考える。不登校の定義は文部科学省の定義と同

一のものを用い、「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登

校しない、あるいはしたくともできない状況にあるため年間 30日以上欠席した者のうち、

病気や経済的な理由による者を除いたもの」とする。

ただし、年間 30日以上欠席した者のうちの「病気」の中にも不登校が含まれている可能

性があることには注意を要する（３）。統計において不登校とされるケースの周辺にはグレー

ゾーンがかなり幅広く存在し、統計上の不登校よりも、長期欠席全体を見た方が問題の全

体像に近い（森田 1991）という実態（４）もあり、年間 30日以上の長期欠席を不登校として

考えた方がより実態に近いという論者も多い。本論文においても、基本的には文部科学省
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の定義を使うが、注意書きをした上で長期欠席を不登校と近似して用いることがある。
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第１章 社会変動と不登校

不登校現象は様々な要因が絡み合いながら起こる。不登校になった理由として「いじめ」

を挙げる人もいるし、無気力になり不登校になった人もいる。様々な要因によって発生す

る不登校現象であるが、発生するかしないかは社会との関連が非常に大きい。本章におい

ては、社会変動と不登校の増加にはどのような関係があるのかを分析するため、経済・政

治などマクロな視点からの考察とあわせ、友人関係に代表されるような親密空間における

対人関係の変化、および教諭との関係といったミクロな視点からの考察を行う。

第１節 社会学的不登校生成モデル

「なぜあなたは不登校になったのか」と不登校の子どもに問いかけると、はっきりと理

由を答える人もいれば、分からないと答える人もいる。以下に引用するのは、不登校経験

者の手記である（不登校新聞社 2011）。

①僕にとって不登校は、「防衛すること」だった。一番にいじめっ子から、次に病気

から、そして価値観から。（中略）もろかった僕が僕のまま成長するには邪魔なもの

ばかりだった。ここにいたら壊れる。身体か心か、あるいはその両方。それにきっと

耐えたとしても、どこかがゆがんでしまうだろう。ゆがんだ心は苦しむ。僕は自分を

傷つけない人、場所、物事を選び続けた。人間は生き物、「生きんとする意志そのも

の」なのだから、僕にとって不登校は当然の防衛本能だった。学校には死ぬ理由がい

くらでもあった。だけども成長して、命の機器がなくなってからも、やっぱり学校に

行かなかった。自分の趣味や考え方が少しまわりとちがうことは知っていたし否定さ

れることが恐かった。―――（20歳）

②私が不登校をし始めたのは小学２年生の冬のころだったと思います。朝、通学時間

にお腹が痛くなって学校に行くのをやめたのはもう 10年前にもなりますが、これと

いった決定的な原因が思い当たらなく、学校との相性の問題だったと思うので、ある

意味、不登校をするのは必然だったのかもしれません。･･･（中略）･･･学校では決め

られたことや、やらなければならないことが多くあるという印象が小学生のころから

強くありました。そのなかでもとくに強く印象に残っているのは体育の授業や運動会

の練習、真冬のマラソンの練習などです。・・・―――（19歳）
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③・・・まず不登校が始まったのは中学校１年生の秋ぐらいからです。中間テストが

終わってなんだか「もういいや、疲れた･･････」と、そんな感じで不登校に突入しま

した。中学校入学前からすでに違和感を感じていて、中学校に通い始めてからは、よ

り「すごい違和感」を感じていました。違和感というのは制服（もはや征服でいいと

思う）だったり、言葉づかいだったり、学校のへんなルールだったりね。いろんなこ

とに違和感を感じて･･･（中略）･･･おそらく望んでいたのは「同じ目線での対話」で

した。だって靴下の色が人と違っても、髪形がちがっても、スカートが短くても、制

服を着なくても、自分は自分だし勉強だってできるはずです。・・・―――（27歳）

①では、いじめっ子から、病気から、価値観から自分を守るために「当然の防衛本能」

として不登校をしたと述べられている。

②では、決定的な理由はないが、通学時間になると腹痛を生じ、学校に行くのをやめた。

学校は決められたことややらなければならないことが多く、学校には合わなかったので不

登校になるのは必然だと述べられている。

③では、小学校の段階で学校に違和感を覚え、中学校に通い始めるとますます学校の規

範に嫌悪感を募らせていき、それが「もういいや、疲れた」と無気力になり不登校になっ

たと述べられている。

①のように、自己防衛のためという明確な理由のために学校へは行かない不登校という

戦略が「選択」されたり、②や③のように、明確な理由はないけれども学校へ行けなくな

ったなど、様々である。上で紹介したのは、不登校の原因を個別の事例から検討するため

のものではなく、あくまで当事者の語りを紹介したまでである。

個々の子どもが学校に行かない（行けない）という現象（＝事例）と、そうした子ども

が増えてきたという現象（＝社会現象、社会問題）とは次元が異なるにも関わらず、これ

を混同した説明がなされがちである（滝川 1998）ため、事例と社会現象を切り離して考え

る必要性がある。そうした個別の事例の原因をいくら集めても、社会現象としての不登校

の増加を説明する事はできない（伊藤 2007: p99）。

不登校の要因について様々な学説が飛び交うようになってきたのは、滝川（ 1998）によ

ると、高度経済成長以降である。

高度経済成長に伴う近代化の浸透につれて理屈ぬきに子どもを登校させてきた学校の絶

対性（聖性）は弱まってゆき、それにあわせて、より多様なかたち、多様なメカニズムで

子どもたちは学校を休むようになり、その分だけいろいろな類型と学説が出てきたのにす

ぎないと滝川はいう（滝川 1998: p234）。

不登校の増加という社会現象の根底にある社会的な変化に注目し、不登校の発生要因に

ついての社会学的なモデルを打ち立てた森田の論考を検討してみたい。
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森田は、不登校の発生を社会学的に分析する出発点として、これまでの「なぜ学校へ行

かないのか」という問いの立て方から離れ、子どもたちはなぜ学校へ行くのかという問い

を立てる（５）。

不登校問題を考えるとき、「我慢ができない」とか「耐えることを知らない」という

耐性欠如を単純化して不登校要因とする前に、この問題をもう一段掘り下げてみる必

要がある。それは今の子ども達が何のために我慢し、何のために耐えて学校へ登校す

る必要があると感じているのか、そのためには学校は彼らに何を提供しているのかと

いう点である。もし学校生活のどこかに、子ども達が生き生きとして輝ける場を見出

しているならば、多少の我慢や忍耐は相殺されよう。（森田 1991: p234）

森田が不登校を検討する際に立脚するのは「なぜ人びとが規範に従わないのか」を説明

しようとする逸脱論ではなく、「なぜ人びとは規範に従っているのか」を説明しようとする

ハーシィ（T.Hirschi）のボンド理論である（６）。

現代の不登校現象は、学校へ行くのがいやだという登校回避感情の広範な広がりを背景

として起こっている。そのため、不登校に陥る事を押しとどめている要因に着目し、これ

らの要因の作用の欠如ないし弱化によって不登校行動を説明する方法も有効な視点を提供

することができる（森田 1991: p239）。

そして、子どもたちを学校へ繋ぎ止めている要因として、①対人関係によるボンド②手

段的自己実現によるボンド③コンサマトリーな自己実現によるボンド④規範的正当性への

信念によるボンドの４つの社会的絆（＝ボンド）に整理している。それぞれのボンドにつ

いて以下で説明する。

①対人関係によるボンドとは、両親、教師、友人など子どもにとって大切なキィ・パー

ソンに対して抱く愛情や尊敬の念、あるいは他者の利害への配慮などによって形成される

対人関係上のつながりを意味している。（森田 1991: p241）

②手段的自己実現によるボンドとは、現在の学校生活における学習活動をはじめとする

活動や役割に対して、コスト＝ベネフィットのバランス・シートによる合理的選択過程を

判断軸として、近未来も含めた将来の目標達成の手段として位置付け関わっていくことを

意味している。(森田 1991: p241）

③コンサマトリーな自己実現によるボンドとは、「コンサマトリー」な（＝現時充足的な、

それ自体を目的とする）欲求充足を、学校生活の諸活動からどの程度得ているのかを意味

する。（森田 1991: p242）

④規範的正当性への信念によるボンドとは、法の威信ないし正当性に対する信念を意味

する。これは単に法を破ることがよくないことだという信念を意味するだけでなく、法が
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納得のいく妥当な物だという信念をも含んでいる。（森田 1991: p242）

ボンド理論による説明モデルは、比喩的に表現すれば、四要素を束ねた学校社会と子ど

も達の間にあるつながり糸の太さをボンドの強弱とし、その束ねられた意図が細くなるこ

とによって不登校現象の発生を説明するモデルである（森田 1991: p261）。

そして、不登校現象を以上で説明してきたボンド理論の枠組みで解釈すれば、子どもた

ちが学校社会へのつながりを弱めていこうとする傾向（＝斥力）と、親や教師が子どもた

ちを学校や社会へとつなぎとめよう圧力（＝引力）との「綱引き」の中で発生していると

いえる（森田 1991: p263）。

では、本節の冒頭で紹介した不登校の子どもたちの語りはどのように解釈できるだろう

か。不登校になったきっかけについて当事者によって様々な語りがなされるものの、現代

の不登校問題の裾野が広いのは、このような子ども達と学校社会とのつながりの脆さを共

通の背景としている（森田 1991: p263）のであり、語られている内容が不登校になった決

定的な原因ではないだろう。

今の子どもたちは、ふとしたことがきっかけとなって「不登校」に陥ったり、もっと

もなり理由が見当たらないままにずるずると学校を休んだりする傾向が目立ってき

ているといわれている。･･･（中略）･･･むしろ問題は、わずかなことによって切れて

しまうほどに脆い子ども達と学校社会とのつながり方にある。勉強のつまづき教師と

の関係の行き違い、級友との葛藤など不登校の理由としてあげられるものは、弱まっ

た絆にかかるわずかな力にすぎない（森田 1991: p263）。

現在の多くの不登校現象は、学校社会と子どもたちのつながりが欠如ないし希薄化した

上に、わずかなことをきっかけとして発生すると理解できるのである。

では、学校社会と子どもたちのつながりがなぜ欠如ないし希薄化したのだろうか。次節

からはマクロ社会の変動・ミクロ社会の変動から、学校社会と子どもたちのつながりがど

のように変化したのか検討したい。

第２節 社会経済の変動と不登校の関係

本節では、社会経済の状況と不登校の発生には関係があることを述べる。社会経済の変

動のうち第一に注目すべきは近代化による都市的生活様式の広がりと合理的思考の広がり

である。合理的思考によって、これまで自明視されていた学校へ通うことの根幹が揺らい

できたことをここでは述べる。それに加え、近年は雇用市場の流動化によって学校を通じ

た将来の達成が保障されないことがリアリティをもって感じられるようになってきたこと
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も考えられる。本節ではこの２点に注目し、不登校との関連を分析していく。これは、森

田のボンド理論では、主に「規範的正当性によるボンド」と「手段的自己実現によるボン

ド」が該当すると考えられる。

まずは、不登校の増減を社会経済の変化に照らし合わせて検討してみたい。

滝川によると（７）、統一的な近代国家と豊かで文明的な産業社会を築き上げる目的で西欧

から移入した学校（公教育）制度は、充分に豊かで近代的な高度産業社会が実現された現

在、かつてのかけがえのない存在意義と絶対性（聖性）を失い、代わりに当初から抱えて

いた全員に同じ内容、同じ進度、同じ期限で一斉一律に教えていくという制度上の無理が

露呈した結果増えてきたのが不登校である（滝川 1998: p228）。

近代化によって人びとは都市的な生活様式を手にするようになる。都市型の中産階級以

上の裕福な家庭がまず手にしはじめた知的で洗練度の高い雰囲気や、その中での手厚く濃

やかな養育は、繊細過敏なものであり、そのようなパーソナリティーを持った子どもは、

大集団での共同生活や公教育が自明のものとしてきた集団主義的な原理に親和しにくくて

不思議はない（滝川 1998: p233）。近代化がよりはやく深く浸透した都会の生活意識のな

かでほど、学校生活が負荷と感じられた際、それがより耐えるべくもない過剰な負荷と感

受されたのであろう（滝川 1998: p234）。

近代的な社会様式が浸透した結果、はじめから抱えていた制度上の無理のために、当然

の結果として不登校数が増加を始めたという説明である。しかしながら、絶対性の低下に

よる不登校の説明には若干の留保が必要であるだろう。なぜならば、学校に対する社会か

らの視線がいくら厳しくなり、「何でもできる学校」ではなくなったとしても、違う意味で

絶対性を保持し続けているからである。それは、学校を通じた地位の達成が当然のことと

考えられており、「学校へ行かなければ大変なことになる」という社会意識は何も変わって

いないということである。

滝川の論考で説得力を持つのは、むしろ次のような指摘である。滝川は中学長欠率と高

校進学率の関連から、将来の見通しと不登校との関連について分析した。それによれば、

中学生長欠が昭和 30（1955）年から昭和 50（1975）年にかけて一貫して低下しているが、

一方の高校進学率は一貫して上昇している。進学熱（受験競争）が子どもたちを疲弊させ、

不登校を招くとする言説がマスメディアによって広められたのもこの時期であるが、数量

的データと照らし合わせれば、それは妥当ではないという議論である。

進学熱は不登校を生むどころか子どもたちを学校へ向かわせる力となったことを示唆し

ており、高校が高嶺の花ではなく努力次第でみなが入れるようになってきたこの時代、進

学という夢と展望が開いて子どもたちの心を能動的に学校へ向ける新しい力となり、長欠

率を押し下げた（滝川 1998: p236）と考えることが妥当であろう（８）。少し長いが、これ

に関連して大多和（2008）を引用する。
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わが国の学校社会は、1970～80年代前半に世界でも稀にみる「大衆教育社会」を成立

させた社会でもある。高校進学率が 9割を越え、子どもたちは 18歳まで学校に取り

込まれることとなった。この背景には高度成長期からの経済成長を基盤として「良い

学校から良い会社」というような学校社会の成功物語が人々の間で共有され、学校を

通じた選抜競争が過熱していった状況がある。そうして、「一億総中流」というよう

な意識をもった「中流」層が形成され、その子どもたちが学校へと取り込まれ、学校

での学業パフォーマンスを通じて選抜される大衆動員型のメリトクラシー社会が成

立した。こうした状況に支えられ、当時の学校は「管理的教育」と呼びならわされる

厳格な指導を徹底することができたと考えられる。事細かに規定のある標準服（制服）

や男子に丸刈りを適用したり、一般社会よりも高次に規範化された校則を運用したり

することを通じて、学校は子どもたちを独自のスタイルをもったりすることを通じて、

学校は子どもたちを独自のスタイルをもった＜生徒＞として管理・統制していくこと

が可能となった。――（大多和 2008: p96）

厳格な指導が通用していたのは、高度経済成長期からの経済成長を基盤とした「良い学

校から良い会社」というような学校社会の成功物語が人々の間で共有されていたという背

景があるからである。また、次のようにも述べている。

当時は「学歴社会」（＝受験競争・選抜競争）が社会的問題となっていたが、裏を返

せば、学校での成功を通じて高い地位達成をめざすことが生徒の間で共有されていた

とみることができる。･･･（中略）･･･また、この時期に既に確立した日本的雇用形態

では、学卒直後に入職した就職先に定年まで勤め上げる長期雇用が一般的であり、し

かも「学歴」によって、昇進ルートや給与が異なっていた。このこともまた、学校で

の選抜の重要性を上昇させていたと考えられる。――（大多和 2008: p103）

日本が高度経済成長を続けるなか、進学率が上昇する過程で、学校へ行って努力をすれ

ば明るい未来が待っているという希望を持つことができた時代である。「希望社会における

学校の絶対性」と言っても良いかもしれない。学校に行くことは自分の未来につながる。

それゆえに学校へ行くというインセンティブが高まり登校するということである。森田の

ボンド理論に照らし合わせれば、手段的自己実現によるボンドが太くなっていった。こう

して、この時期には長欠率が低下したと考えることができる。

そして、昭和 50（1975）年からは高校進学率が天井に達したとほぼ同時に中学生長欠率

が増加に転じるが、これは、子どもたちにとって進学の意味が変わったことに加え、超近

代的で豊かな社会がくまなく実現し、全国レベルでの都市化が進んだことが背景にある（滝

川 1998: p236）と説明している。

つまり、ほぼ全員が高校へ進学するのがあたりまえの社会が実現したが、それによって
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進学は夢と希望に支えられた主体的な目標をなくし、「半義務的なコース」でしかなくなっ

た。それに加え、豊かな社会の到来によって、負荷や違和をおしてまで登校を続けさせる

だけの重要不可欠性や絶対性（聖性）を学校が持ちえなくなり、また子どもたちは固定さ

れた大集団に囲い込まれた生活はしばしば被拘束的で退屈なだけの無意味な負荷としか体

験できなくなったと滝川は分析する。

この分析についても、学校の重要不可欠性や絶対性（聖性）の低下については、これま

でも述べたような理由から、若干の留保が必要であろう。

先に見たように、子どもたちが学校を通して将来に対して明るい展望を持てるかどうか

に関連して不登校現象が発生するとすれば、近年の労働市場の流動化についても考えてお

く必要があるだろう。ライフコースのイベントの中でも重要な位置を占めるだけに、登校

へのインセンティブに関わる可能性は充分に考えられるからである。

本田（2006）によると、1990年代初頭までの日本の若年労働市場は、他の先進諸国と比

較した場合、それぞれの学校と企業との間に長年つちかわれてきた、就職―採用に関する

「実績関係」を基盤とした「学校経由の就職」に特徴があった（本田 2006: pp68-70）。し

かし、1990年代半ば以降は、人口構造の変化と女性の労働市場の参入にあわせ、グローバ

ル経済競争の激化からくる人件費縮減の要請と、サービス経済化や生産サイクルの短期化

からくる労働力の量的柔軟化の要請によって新規学卒採用、すなわち「学校経由の就職」

が量的に大きく後退した（本田 2006: pp72-74）。これに関連して、山田（2004）も、従来、

強固に機能していた学校と進路先とを接続する「パイプライン」が、1990年代の経済不況

の中で「漏れ」を多く生じさせるようになり、生徒全員を進路先へと導けなくなったと指

摘している。

それに代わって急増してきたのは非正規雇用である。90年代後半からは、学校へ真面目

に通ってさえいれば、それなりの仕事につくことができるという見通しをもつことができ

なくなった（新谷 2008: p66）。

学校は選抜機能を有することを背景として（『学校で失敗したら大変なことになる』！）、

そうした『生活共同体』へと生徒を強く巻き込むことが可能になったのだが、その選抜機

能でさえも確たるものとは言い切れなくなっている。もはや、学校での学びは、何かに役

立つという感触も、自己を肯定する感触も得られるものではなくなっている（新谷 2008:

p64）のである。森田のボンド理論における「手段的自己実現によるボンド」はこうして細

くなっていったと考えられる。

同時に、「いい子」「いい大学」「いい会社」というルートのリアリティが薄れていく過程

で、学校は行くべきものという観念も薄れていくことにも触れておきたい。学校へさえ行

けば何とかやっていけるという、これまで信じられてきた人生を保障するルートが信頼で

きるものではないと社会的に認識されることになり、学校に対して様々な疑問符を投げか

ける社会意識も醸成される。これに関連して、宮台（1999）は次のように述べている。
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成熟社会とは、掃除機や洗濯機、自動車、クーラーなど耐久消費財が市場全体に行き

渡って、人びとが物を欲しがる動機が当たり前ではなくなった社会である。頑張れば

豊かになるという成長神話も消えて、未来の透明性も失われていく。そうすると、も

のの豊かさという国民的目標が消えて何が幸せか、何がいいことなのかが、ひとそれ

ぞれに分化することになる。

成熟社会の到来により、学校へ行き、その後の明るい将来を達成していくという今まで

前提とされてきたことが揺らぎ始めてきたのである。それに加え、近代化によって人々は

合理的思考によりものごとを判断するようになる。加野（2001）の論考を引用する。

教育の近代化過程は、同時に合理化の過程と読み替えていくことが可能だから、近代

に位置するほど儀礼的空間が失われ、合理的空間が支配する。しかし、この合理性の

徹底が、不登校を生み出さずにはおかれない。なぜなら「合理的思考」が強くなれば、

なぜ学校に行かなければならないのか、学校に行くことによってどの様ないいことが

あるのかという、かつてはタブーであった問いに人々を駆り立てるからである。しか

し、学校に通うことに万人を納得させるような合理的な理由などあろうはずもなく、

それが、必ずしも学校に行くことに縛られる必要はないのだというメンタリティを蔓

延させ、不登校を増大させているのではあるまいか。（加野 2001: p11）

近代化の過程で合理的思考が広がり、あわせて人々の目標とするものが多様化したため、

「学校は行くもの」とは無条件には思えなくなってきているといえよう。森田のいう規範

的正当性への信念によるボンドはこのように細くなっていった。

この学校の正当性の揺らぎとともに起こったのが、フリースクール運動など、学校教育

以外でも子どもは教育できるという社会運動である。こうした運動の起こりにより、ます

ます合理的思考による学校へ行くことの儀礼性が問われるようになってきた。こうした動

きがあるから不登校が増加してきたとして問題視する向きもある。実際にそうした面は否

定できない。しかしながら、こうした動きは、学校教育を相対化させ、よりよい教育を提

供しようというインセンティブになったとも考えられ、肯定的に評価すべきである。



15

第３節 親密圏変容と不登校

第２節では、マクロ社会の変動、特に、近代的な生活様式の全国的な普及と合理的思考

の広がりによって、これまで自明視されてきた学校へ行くことの意味が問われるようにな

ってきたこと。それにあわせて雇用市場の流動化による将来の不安定性の増大が不登校に

関連していることを述べた（９）。不登校について社会学的に論じる学者の多くは、こうした

マクロ社会の変動との関連性を指摘している。

一方で、フリースクールの関係者やスクールカウンセラーなど、不登校支援をする現場

からは、不登校の子どもたちが学校での友人関係に疲弊して学校に行かなく（行けなく）

なった背景を持つ子が多いという指摘をよく聞く。また、学校に行っている子どもたちも

学校生活における生きづらさを感じているということが指摘されている。例えば、岩田ほ

か編（2006）、浅野（2008）、ほか多数。学校での居心地の悪さは不登校の背景と何らかの

関係があると考えられる。例えば、教育心理学者の保坂亨（10）は次のように述べている。

筆者は、これまでも教育相談の立場からこうした子どもたちの仲間関係の発達に注目

してきた。（保坂 1991）。したがって、当然そうした視点は長期欠席を考えるうえで

もきわめて重要なものであると考えている。それは、最近の事例報告にあるように、

いじめが長期欠席のきっかけ（誘因）になるという以上に、その背景に上に述べたよ

うな児童期から思春期にかけての仲間関係の発達があり、長期欠席にはそうした仲間

関係からの離脱という側面が大きいと考えているからである（保坂 2000: p226）。

森田（1991）も、不登校に陥った様々な理由を因子分析にかけたところ、説明力が最も

高い第１因子として友人関係性不安軸が抽出されたとし、不登校現象は、これらの私事化

という学級集団の対人関係へのボンドの希薄化を背景としつつ、第１因子軸の様々な友人

関係性不安やこじれを理由として発生しているものと解釈されると述べている。

第２節で述べたような将来への見通しなども不登校には大きな関連があると考えられる

が、それ以上に対人関係は重要である。なぜなら、将来につながっていようがいまいが、

学校に通うことによって満足感を得られるのであるならば、それだけでも登校要因になる

と考えられるからである。現在の日本の学校は、学級生活に重点が置かれていることもあ

り、学級の友人や教諭との対人関係には大きな比重が置かれていることは想像に難くない

からである。

友人関係がどうであるかが登校行動につながるということの中間の説明変数として学

校の楽しさがあると考えられる。つまり「友人関係→black box→登校」のうちの black box

が、学校が楽しいかどうかということである。学校が楽しいものであるならば、子どもた

ちはその楽しさを求めて学校に行くことが考えられるからである。まずは、友人関係と学

校の楽しさには関連があるかどうかを見ておく必要がある。
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本田（2011）は、神奈川県内の公立中学校 23校の 2年生 2874人を対象とした質問紙調

査を行っている。調査の実施時期は 2009年 10月下旬から 2010年 1月中旬で、対象とする

効率中学校を選定する際には、まず神奈川県を４つの地域ブロックに分け、それぞれから

人口比に即して複数の市を抽出し、さらに各市内から複数の中学校を抽出するという手順

を経ている。

調査データを重回帰分析を行った結果が表１である。

男子 女子

クラスの友

だちに満

足

学校は楽

しい

日常生活

全般が充

実

クラスの友

だちに満

足

学校は楽

しい

日常生活

全般が充

実

学力スコア -0.053+ 0.028 0.043 0.017 0.015 0.080**

「生きる力」スコア 0.069* 0.071** 0.090** 0.0478+ 0.010 0.078**

経済的資源 -0.016 -0.008 0.015 0.027 0.004 -0.020

文化的資源 -0.026 -0.017 0.004 -0.002 -0.019 0.007

一緒に行動する友だ

ちは決まっている 0.085** 0.063** 0.053* 0.072** 0.042+ -0.005

クラス内友人数 0.354*** 0.127*** 0.056* 0.263*** 0.135*** 0.045+

運動部所属 -0.009 0.128*** 0.047 -0.066 0.028 0.034

文化部所属 -0.023 0.077* 0.011 -0.075+ -0.008 0.039

クラス内「地位」高位 0.035 0.072** -0.006 -0.011 0.049* -0.016

クラス内「地位」低位 -0.132*** -0.057* -0.007 -0.093*** -0.042+ 0.044+

クラス内「地位」いじられ -0.039 0.018 -0.001 -0.038 0.018 -0.007

キャラを演じる 0.027 0.029 -0.024 -0.041 -0.014 -0.070**

友だちも自分をわかっ

ていない 0.067* -0.069 -0.081** -0.187*** -0.075** -0.042

どこかにほんとうの自

分がいる -0.049+ 0.015 0.015 -0.014 -0.060** -0.050*

一人称「伝統型」 0.096* 0.061+ 0.020

一人称「ウチ」 0.200*** 0.110** 0.012

一人称「愛称型」 0.108** 0.041 0.013

クラスの友だちに満足 0.416*** 0.132*** 0.476*** 0.117***

学校生活は楽しい 0.348*** 0.408***

調整済みR２値 0.186 0.315 0.256 0.177 0.377 0.319

有意確率 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 1361 1360 1354 1351 1350 1335

（注） +：p<0.1、*：p<0.05、**：p<0.01、***：p<0.001。

これによると、「クラスの友人に満足」しているかどうかを説明する指標として、男女と

も「一緒に行動する友だちは決まっている」「クラス内友人数」「クラス内『地位』（11）」「中

の良い友だちも自分のことをわかっていない」が統計的に有意である。そして「クラスの

表１ 学級内の友人関係と学校の充実度の関連（重回帰分析、数値は標準化係数）

出典：本田（2011）
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友人に満足」と「学校は楽しい」との間には強い相関関係にある。このことから、友人関

係と学校生活の充実度には関係があるということができる。

また、先の調査データに教師との親密さに関する項目を加え、重回帰分析を行った結果

が表２である。

「クラスの友だちに満足」は

先の分析結果と同様に強い相関

があるが、それと並んで「親し

く話すことのできる先生がい

る」「先生から高く評価されてい

る」などの教諭との関係の良さ

も「学校は楽しい」を説明する

指標として統計的に有意である。

よって、教諭と生徒との関係は、

学校が充実したものと感じてい

るかどうかに関連がある。

これらの結果から、学校生活

における充実度との関連が深い

ものとして、少なくとも友人関

係と教諭との関係という２つの

変数が考えられる。

本論文においては友人関係の

み詳細に考えていきたい。友人

関係が良好であることと学校生

活が充実していることとの関連

が深いということは、反対に友

人関係が良好でない場合には学

校は生活は充実しているものと

して捉えられない傾向があると

いうことである。では、学校空

間において、子どもたちが取り

結ぶ友人関係はどのようなもの

であろうか。

最近、親密圏のあり方が変容し

てきているという議論が多数みられる。ここからは、そうした最近の議論に注目しながら、

不登校との関連を見ていきたい。富田（1999）によると、現代の子ども・若者は、「地縁・

男子 女子

学校は楽

しい

日常生活

全般が充

実

学校は楽

しい

日常生活

全般が充

実

学力スコア 0.003 0.030 -0.031 0.041

「生きる力」スコア 0.020 0.070* -0.024 0.045+

経済的資源 -0.026 -0.005 -0.005 -0.014

文化的資源 -0.019 -0.005 -0.015 0.002

一緒に行動する友だち

は決まっている 0.049* 0.070** 0.042+ 0.022

クラス内友人数 0.077** 0.065* 0.105*** 0.084**

運動部所属 0.117*** 0.087** 0.030 0.048

文化部所属 0.052+ 0.020 -0.013 0.027

クラス内「地位」高位 0.033 -0.016 -0.003 -0.038

クラス内「地位」低位 -0.038 -0.010 -0.043+ -0.056*

クラス内「地位」いじられ -0.021 -0.021 0.000 -0.010

キャラを演じる 0.018 -0.026 -0.014 -0.080**

友だちも自分をわかっ

ていない 0.069**

-0.101**

* -0.070** -0.058*

どこかにほんとうの自分

がいる 0.020 -0.008 -0.065** -0.082**

クラスの友だちに満足 0.366*** 0.241*** 0.456*** 0.291***

親しく話すことのできる

先生がいる 0.173*** 0.100** 0.097*** 0.070+

先生から話しかけられ

ることが多い 0.067* 0.034 0.065* -0.012

先生から高く評価されて

いる 0.127*** 0.153*** 0.157*** -0.178***

調整済みR２値 0.378 0.211 0.426 0.248

有意確立 0.000 0.000 0.000 0.000

N 1324 1319 1310 1300

（注） +：p<0.1、*：p<0.05、**：p<0.01、***：p<0.001。

表２ 表１に教諭の関係を付加後の重回帰分析結果（数値は標準化係数）

出典：本田（2011）
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血縁・規範が希薄になった中で、その分かえって利害・打算をこえた個人的な親愛感情以

外に支えるものがないような『純粋な関係性』（12）を生きうる時代」（富田 1999: p83）にい

る。また、同じような指摘であるが、友人や家族との関係からなる親密圏での関係性につ

いて様々な概念で説明しようと試みられてきた。現代の子どもたちにとって関係を維持す

るため高度に気を遣って、互いに装った自分の表現をし合っている「優しい関係」（13）（土

井 2004）や、同小集団内においての対人関係において人びとの「目」をこれまで以上に気

遣う「ウチの世界」（14）（森 2005）などがある（15）。

新谷（2008）によると、こうした関係性においては、自分と相手の双方にとって適切な

距離感、関係のあり方がどのようなものかをその都度、個々人が丁寧に判断していかなけ

ればならない（新谷 2008: p70）という状況が発生する。例えば、携帯電話が中学生・高

校生に広く普及した現代では（16）次のような現象が見られる。

絵文字のないメールは冷たくていや。音符でも何でもいいからつけてほしい。メール

の返事がなければそれで終わり。･･･朝起きてすぐから寝る直前まで、毎日 40～50通

のメールをしている（朝日新聞社 2006）。

学校では明るい話しかしない。「相手の表情を見て、入りやすい話しをする。楽しく

過ごしたいから。

家に帰ると、相談メールがよく来る。《あいつは何でクラスの輪に入れないんやろ》《彼

女とうまくいってない》《クラスにイジメられてる人がいる。どうしたらい

い》･･････。誰にも知られずに大切な話ができるから、友達とのきずなが強くなる感

じがする（朝日新聞社 2007）。

こうした状況について、新谷は内藤（2002）の

ノリがいいことは「よい」。周囲のノリにうまく調子を合わせるのは「よい」。ノリの

中心にいる強者（身分が上の者）は「よい」。強者にたいして素直なのは「よい」。

「みんなから浮いて」いる者は「わるい」。「みんなから浮いて」いるにもかかわらず

自信をもっている者は、ものすごく「わるい」（内藤 2002）。

を引用しながら、学校内で重視されるのは「空気を読む」ことであり、「空気を読めない」

やつは排除されて当然だという学校内の秩序が存在することを指摘する（新谷 2008: p72）。

純粋な関係性を生きる若者の、互いの表出性に配慮した丁寧な人間関係づくりをあらわし

ていると同時に、他方で、それに同調できない者を排除するという一元性をあらわしてい

る（新谷 2008: p73）。

こうした関係性は、学校の教育目標が一元性を内包していることと関連がある（新谷
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2008: p79）。小・中学校のクラスに張り出されている学級目標で多いものは①なかよし、

思いやりのある子②がんばる子、元気にあそぶ子③勉強をしっかりするの３つである。

このうちの①と②は、集団や他者が先にあり、それに自己を合わせるというものである。

学校における教育目標が、集団への同化を子どもたちに求めており、また日本社会におい

ても組織や集団への同化の態度が歓迎されることもあり、そうした態度を内面化させるこ

とで、子どもたちは「空気を読む」という戦略を身に付けたのである。

さらに新谷は、この関係性は、他人に頼られていないと不安になる人と、人に頼ること

で、その人をコントロールしようとする人との間に成立するような依存・被依存の関係で

ある「共依存＝嗜癖的人間関係」（斎藤学 1999）といわれる関係性に近似していると指摘

する。抜けようとしても抜け出すことができない状況で、子どもたちにとっては苦しいも

のであっても他者からの承認を得るためにはそこから脱することができないのである。

このようなとき、その物や人との関係が苦しみをもたらすものだとしても、人はそれ

を自ら切り離すことができない。とくに友人関係が蜜であることは、社会的・教育的

に称賛されてきたことであるし、携帯電話･インターネット上の人間関係が主要なモ

デルとなっている世代にとって、異なるあり方は想像しようとしてもできないものな

のである。（新谷 2008: pp77-78）

純粋な関係性を生き抜いていくことは、他者からの承認を得ることにつながり、それが

安心感につながるという点では、そうした関係の維持は、現代の子どもたちの生きる戦略

になっている。しかし、その関係を維持しようとすることによる生きづらさもあるだろう。

精神療法家の妙木（2003）は次のようにいう。

私たちが安心を求める気持ちには、一種のパラドクスがあることが分かります。つま

り安心感は重要だが、それを求めてこだわることは、自分がひとりでいられなくなる

ことなのです（妙木 2003: p25）。

現代の日本の子どもたちは、純粋な関係性が伸び広がった他者や物との自他区別ができ

ないことによる傷つきやすさが増している（新谷 2008: p78）という状況が考えられる。

こうして、子どもたちは学校において、場合によっては学校外の友人関係においても生き

づらさを感じている。

純粋な関係が生きづらいものであったとしても、直ちにこれから離れようとはしないで

あろう。自己承認欲求を絶えず満たそうとするならば他者の存在が不可欠である（斎藤

2007）ことを考えると、多大な労力を必要とする純粋な関係であっても、これを維持する

ことが重要になってくるからである。

本節の冒頭で検討した中学生の調査のように、学校における友人関係の充実感と学校生
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活の充実感に関連がある（本田 2011）。そして、以上で述べてきたように、友人関係をう

まくやりこなすのには多大な労力が必要とされ、その関係をうまくやりこなせなかったり、

その関係の維持に疲弊しその関係を脱したりする場合、友人関係をうまくいっていないと

感じ、それが学校生活の充実感の低下につながるのだろう。

このように考えると、現代の日本社会に存在する純粋な関係は不登校の発生に対して複

雑に関連していることが考えられる。つまり、純粋な関係を維持することは、ある人に対

しては自己承認を得るための戦略となり登校行動を促進するが、一方では、別のある人に

対してはむしろ離脱のインセンティブとなるということである。

多くの生徒にとって対人関係によるボンドおよびコンサマトリーな自己実現によるボン

ドは太くなっているが、純粋な関係から離脱する生徒に関していえば、それらのボンドは

共に細くなっていることが考えられる。

付言すると、対人関係によるボンドおよびコンサマトリーな自己実現によるボンドが太

くなっているのにも関わらず、手段的自己実現によるボンドが細くなっているままである

ため、生徒たちは不全感を持ちつつも、居場所をなくすことの恐れから学校から離脱しな

いと解釈できる。もっと具体的にいえば、将来に直接的に結びつく実感のしない学校へ行

くことに意味があるのかと疑問を抱きながら、それでも学校に行かなければ居場所を失っ

てしまうという恐れが背景にあり、学校からの離脱は抑制されるということである。
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第２章 不登校支援の現状

現在は、不登校の支援を行っている主体は様々であり、その数の分だけ異なった形式で

不登校支援が行われている。学校内においては、養護教諭やスクールカウンセラー（17）など

による専門的な相談が受けられ、学校外においても教育センター（適応指導教室）や病院、

民間団体（フリースクール（18）など）による支援が受けられる。

しかし、NPO東京シューレ代表の奥地が言うように、まずは保健室登校、それでだめなら

適応指導教室、それでもダメならフリースクールという構図ができており、あくまで学校

復帰が優先されている。フリースクールに対しても、学校復帰を目的としないものには公

的な援助を全く出さないという現状がある。

不登校に対する支援のメインストリームは学校復帰であり、公的にもこれしか認められ

ていないという実態があるため、学校へ復帰できない、しない子どもたちは日本国憲法が

保障するような公費による教育を受けられない。そればかりではなく、他の選択肢が認め

られないため、学校へ行かないことが即「学校へ行けない」という劣等感につながり、「自

分は学校に行けないどうしようもないやつ」と自己否定感を持ってしまったりするケース

が少なくない。自己否定感を持つ期間が長くなるほど、元気になるのには時間がかかると

いう実態もある（19）。

本章では、公的に推進されている不登校支援が学校復帰を前提としていることによる問

題点を指摘する。また、学校復帰以外の方法で教育を受けたいと考える子どもたちには「子

どもの教育を受ける権利」が保障されていないことを問題提起し、それとともに、学校復

帰できない、しない子どもたちが、社会からの登校圧力のもと、心を痛めている現状に迫

る。

第１節 学校復帰を前提とした教育政策

これまでの教育政策における不登校支援は、学校復帰が前提となってきた。現在は、平

成 15（2003）年 5月 16日付けの文部科学省初等中等教育局長通知『不登校への対応のあり

方について』（文科省 2003）に記述されている内容が、教育政策における不登校支援の方

向性とその手段を示しているため、この内容を検討したい。

この通知は、「不登校については、特定の子どもに特有の問題があることによって起こる

ことではなく、どの子どもにも起こりうることとしてとらえ、関係者は、当事者への理解

を深める必要があること。同時に、不登校という状況が継続すること自体は、本人の進路

や社会的自立のために望ましいことではなく、その対策を検討する重要性について認識を

もつ必要がある」とし、また「不登校については、その要因・背景が多様であることから、

教育上の課題としてのみとらえて対応することが困難な場合があるが、一方で、児童生徒

に対して教育が果たすことができる、あるいは果たすべき役割が大きいことに着目し、学
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校や教育委員会関係者等が一層充実した指導や家庭への働きかけ等を行うことにより、不

登校に対する取組の改善を図る必要がある」という観点から提言がなされているものであ

る。

不登校の子どもに対しても教育の必要性があることを認めているが、後述するように、

それはあくまで学校に復帰させて行うことであり、学校へ復帰しない子どもに対しては別

の場所を設けて教育するというものではない。

その通知の内容には、「義務教育段階の学校は、自ら学び自ら考える力なども含めた『確

かな学力』や基本的な生活習慣、規範意識、集団における社会性等、社会の構成員として

必要な資質や能力等をそれぞれの発達段階に応じて育成する機能と責務を有しており」、

「関係者はすべての児童生徒が学校に楽しく通うことができるよう、学校教育の一層の充

実のための取組を展開していくことがまずもって重要である」とあるとして学校の機能的

な部分を強調する。そして、学校教育の充実のために、「地域社会の教育力を積極的に生か

し、学校と社会とのつながりを強め、開かれた学校づくりを推進すること」や「学ぶ意欲

を持って主体的に学校に通うことができるよう、発達段階に応じて自らの生き方や将来に

対する夢や目的意識について考えるきっかけを与えることのできる指導を行うこと」、「一

人一人の個性が異なることを常に意識し、具体的な指導の方法や進度につき、児童生徒の

側に立った配慮が必要であること」などを挙げている。

第１章において論じた不登校の背景とあわせて考えると、「すべての児童生徒が学校に楽

しく通うことができるよう、学校教育の一層の充実のための取組を展開していくことがま

ずもって重要である」という認識と、それを達成するための手段が機能すれば、不登校の

発生や長期化を抑制するのには効果があるということになる。

例えば、「学ぶ意欲を持って主体的に学校に通うことができるよう、発達段階に応じて自

らの生き方や将来に対する夢や目的意識について考えるきっかけを与えることのできる指

導を行うこと」という方向性は、将来のビジョンをより明確にするものであり、森田のい

う手段的自己実現によるボンドを今以上に太くするだろう。（20）

学校生活が子どもたちにとって安心でき、楽しく、将来に役に立つ様々な力を身に付け

ることができれば、子どもたちの日常生活の大きな部分を占める学校生活が充実し、日常

生活における充実度も大きく向上するであろう。

一方で、この通知において注意すべき点もある。「不登校児童生徒が学校外の公的機関や

民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」と

いう項目においては、「不登校児童生徒の中には、学校外の施設において相談・指導を受け、

学校復帰への懸命の努力を続けている者もおり、このような児童生徒の努力を学校として

評価し支援するため、我が国の義務教育制度を前提としつつ、一定の要件を満たす場合に、

これら施設において相談・指導を受けた日数を指導要録上出席扱いとすることができるこ

ととする」とし、その条件として「当該施設への通所または入所が学校への復帰を前提と」

していることと定められている。
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それに加え、文部科学省は「『指導の結果登校する又はできるようになった児童生徒』に

特に効果があった学校の措置」を統計データとして webページ上で公開している。こうし

たことから文部科学省は、不登校支援に関しては学校復帰を前提としていることが見て取

れる。

この通知は、学校における不登校支援に対して大きな影響を与えた。「“ただ待つ”から

“早期対応”へ」という変化のもと、担任による電話掛けや家庭訪問が増え始めたのもこ

のころからであり（不登校新聞 2011）、この通知の全てが実現されているというわけでは

ないが、多くの部分では通知通りの対応が行われるようになった。

NPO東京シューレ代表の奥地によると、これまで文部科学省は不登校への支援は学校復帰

を前提とするものしか認められてこなかった。実際、「誰にでも起こりうる登校拒否」「子

ども個人の性格傾向に何ら問題がない子も多く見られる」と文部省は 1992年に認識転換し

たが、その後急増したのは学校復帰を目的とした適応指導教室である（NPO東京シューレ編

2000: pp25-28）ことから考えても、文部科学省の不登校支援の方向性が学校復帰を重視し

ていることは明白である。

もちろん、学校復帰支援によってどの子どもも学校へ復帰し、その後の人生を歩んでい

くことができるならば、学校の絶対性が強まり「学校一本主義」が今以上に強くなるかも

しれないが、進路の問題としての不登校はほとんど問題とならないだろう。しかしながら、

学校復帰を前提とした不登校支援のみを文部科学省が認め、同時にそれだけに公的資金を

投入するようになれば、学校復帰できない、しない子どもたちにとっては不利な状況が生

じる。学校改革が進んで不登校の子どもも学校へ行きやすい環境が整ったとしても、どう

しても学校が合わないという子どもは一定数存在するだろう。これに関して、フリースク

ールを訪問した子どもの手記を引用する。

見学中は好きな時間に遊んだり、勉強をみてもらえたりしてたのしいなあ、と感じて

いたのですが、入会したとたんに態度が変って「学校に行くことが一番良いことなの

よ、一回だけでも行こう？」「彼（そのフリースクールに通っていた男の子）のよう

に保健室登校だけでも、行ったらえらいのよ」など、とりあえず学校から距離をおこ

うとしていたにも関わらず、学校へ行くことを奨める言葉を言われるようになったの

で、再び感情が爆発してしまいました。

そこはどうやら学校へ戻そうとする考えを持つフリースクールだったようです。母に

聞いて知ったことなのですが、そのフリースクールのホームページには特に「学校へ

戻す」などの言葉はなかったけれど、かわりに「子ども一人一人に合った道へ」みた

いなことが書かれていたようで、ついつい「道、全部学校なの……？学校が合わない

からフリースクールに言ってみようと思ったのに」と泣き怒っていたのを覚えていま

す。――（王子シューレ高等部）

（東京シューレ編 2010: p82）
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不登校になって半年くらい家を中心に過ごしたこの手記の筆者は、学校復帰を目的とす

るフリースクールに通ったことで、「道、全部学校なの」と泣き怒った。これはまれな事例

に過ぎないというのではない。NPO法人東京シューレ代表の奥地がいうように、保健室登校、

教育支援センター（適応指導教室）を勧められ、最後にフリースクールを紹介されるため、

フリースクールには学校がどうしても合わない子どもが多い。

こうした状況から考えれば、不登校支援に関しては、学校復帰を前提とするものだけを

認め、公的資金を投入するという方法をとっていては、学校へ行くことの自明性を押し付

けていることにしかならず、学校は合わないが勉強はしたいし友達も欲しいという子ども

たちにとっては何の支援にもなっていない。不登校に対する包括的な支援になっていない

ことは明らかである。

それだけではなく、学校復帰を前提として不登校支援が行われることによって、学校へ

行くことは当然のことであるという社会意識の強化にもつながる。増井（2002）によると、

現在の日本における社会意識として、「不登校という生き方を一つの生き方として人格的に

認められるほど成長しておらず、会社に入らないと幸せはないというような、個性を殺し

てでもその学歴信仰のようなものにしがみつくという心的、文化的状況が現在も進行中で」

（増井 2002: p36）ある。不登校になれば、「いい子」で「いい学校」に入り「いい会社」

で働くという日本社会におけるメインストリームに乗ることができなくなる。そうなって

しまっては一生幸せにはなれないという意識が根付いており、不登校の本人も、その親も

大変苦しむことになる。また同じ著書で次のように述べている。

心の深い部分では、学校に行かなくては、学校に行きたい、そして皆と同じように遊

んだりしたいとの思いが強いことに加え、何らかの内的状況によって自然な行動がと

れず、行けなくなります。そしてその行けない自分が「気にしなくてよいのよ」とい

う周りの援助の声に出会えることはまれです。家族はどうしても登校することを求め、

意識ないし無意識的にそのサインを送り、それを明敏に感じとった子は、またどうし

ようもなく心の行き場を失い、自分自身が自分であることを許せない、嫌だという自

己嫌悪をつのらせます。そして登校した時の心配などでまた行けなくなるという、子

どもにとりエンドレスな心の雑音が高まり、葛藤が深まり、仮に無理して登校しては

またひどく疲れて帰るという苦しみが続きます。（増井 2002: p34）

東京シューレの子どもたちが全国各地の全国各地の＜登校拒否＞の子どもたちを対象 に

1989年に行った『登校拒否の子どもによる登校拒否アンケート』の中に「あなたは（＜登

校拒否＞をしていて）つらい時に、次のことを経験した事がありますか」という質問があ

る。これは、ア（自殺しようとした）～シ（不安を静めるために薬を飲んだ）の 12の選択

肢を複数回答で選択するというもので、中学生の回答者数は 94人、高校生の回答者数は 129
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人である。

その結果が図１である。これを

もとに、朝倉（1995）は自室たて

こもりや自殺しようとした子が多

いことに着目し、「学校に行くのが

当たり前」と思っていて学校に行

けない自分という現実があるとき

に、学校に行けない自分が受けい

れられないことがいかにつらく、

また家の居心地が悪いものかが伝

わってくる（朝倉 1995: p150）と

述べている。

そして、学校に行けない自分と

いう現実があるときに、学校に行

けない自分を受け入れられないの

は家だけではなく、社会全体とし

ても同じであるということを「学

校中心の社会構造」とも指摘して

いる。以下は引用である。

現在の日本社会では、家庭にいる子どもも、ただ「子ども」として存在しているわけ

ではない。学校に行くべき子どもとして存在していることが多い。家にいても学校の

規範は及んでくるのである。そのため、熱が出たり、頭痛が起きたりするようなある

いは学校に行くことに必死で抵抗する子どもに対して、親は学校に行くべきだという

規範を守ることに一生懸命になるのである。

学齢期にある子どもたちにとって学校の規範が及んでくるのは学校と家庭だけでは

ない。立ち読みをしている本屋で、商店街の路上で、同級生が通るかも知れない公園

で他者の視線にさらされていると感じるとき、学校に行っていない子は学校と家庭の

外の世界からも扉を閉ざされてしまったかのように感じるのです（朝倉 1995: p151）。

以上引用した朝倉（1995）の指摘は、増井（2002）の「多くの不登校児は、＜人に変な

眼で見られているようで嫌な気分がする？＞とか、＜学校に行けたとしても人に変な眼で

見られそうな気がして、とても窮屈なんだね？＞とかの問いかけに頷きます」（増井 2002:

p61）という指摘と適合的である。

学校へ行くのが当然のこととなっている日本社会においては、学齢期の子どもは学校へ

行っていなければならないという考えが社会で広く共有されている。それゆえ学校へ行こ
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うとしても行けない子どもたちは、学校だけでなく、家族や社会全体においても受け容れ

られないことを感じ、自己否定感を募らせることになる。学校へ行けなければ未来がない

かのように感じてしまう不登校の子どもは多いが、これは、周囲に不登校の子どもが少な

いことによる情報量の不足と同時に、学校へ行かなければ「立派になれない」という社会

からの圧力を受けた結果生じたものであるだろう。

学校へ行けなければ未来がないかのように感じてしまうのは、日本における社会意識の

反映であると同時に、その社会意識と蜜に関連がある不登校に関する法整備の問題である。

文部科学省の示す不登校支援の方向性と大いに関連があるであろう。（21）

学校復帰を前提とする不登校支援しか認めないという文部科学省の不登校対応は、学校

に行くのは当然であるという社会意識を強めるものである。しかし、以上に述べたように、

学校に行くのは当然だという社会意識によって不登校の子どもたちが生きにくさを感じる

というデメリットを考えれば、学校復帰だけを不登校支援とすべきではない。

もちろん、長い歴史を培ってきた日本における学校教育が機能不全だと主張したいので

はない。学校教育は、どの子どもに対しても共通の基礎教育を行い、仲間集団を形成し、

社会化を促進するという点では言うまでもなく重要である。市民社会を維持するためには、

こうした基礎教育によって獲得したスキルが必要であることに異論はない。

だから、今まで文部科学省が舵を取ってきたように学校復帰のルートを残し支援を行っ

ていくのに加え、学校復帰を目的としない不登校支援についても検討しなくてはならない

だろう。

なぜ学校復帰が前提とされ、子どもは学校でしか学べないことになっているのかという

議論が日本においては少ないように思われる。社会学などの分野からそうした自明性を問

う、延いては日本における学校を自明視する社会規範に迫った体系立った論文は決して多

くはない。そのような、学校を自明視する日本の社会規範の分析もあわせて行われるべき

である（22）。このことは、本論文の第 4章において改めて考えることにしたい。

次節からは、現場における不登校支援の現状を紹介したい。

第２節 教育支援センター（適応指導教室）での不登校支援

教育支援センター（適応指導教室）は、不登校児童生徒の集団生活への適応、情緒の安

定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善等のための相談・適応指導（学習指導を含む）

を行うことにより、その学校復帰を支援し、もって不登校児童生徒の社会的自立に資する

ことを目的としている（文科省 2003）。

大阪府教育センター教育相談室が、平成 16年に府内適応指導教室を設置する 37市町教

育委員会（大阪市を含む）に対して質問紙調査した結果、教員 OB／OG（27市町）や学生（22

市町）、臨床心理士等（22市町）がスタッフに加わっているところが多かった。ただし、こ
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れはスタッフの中で多くを占めるということではなく、誰がスタッフに含まれるのかとい

う意味でしかないことに注意を要する。常勤のスタッフ数で見ても、常勤０人は 14市町、

常勤１人は 18市町で、それに対して非常勤スタッフが多数のところが多いという実態があ

る（大阪府教育センター教育相談室 2004）。

学生ボランティアについては、子どもとの人間関係における効果や活動面での効果から

肯定的な意見が多かったものの、大学の授業等によって定期的に活動に参加できないとい

った課題があると報告されている。

また、学習支援についても報告している。たとえば、次のように報告している。

・ 小学生には週１日、中学生には週 2日、学習の時間を設定している。

・ 午前中を学習時間にしている。

・ 時間割を作成し、教科学習・自主学習・総合学習の時間を設定している。

・ 週４日、中学生には国語・数学・英語を、小学生には国語・算数を中心に指導してい

る。

（大阪府教育センター教育相談室 2004）

進路指導についても、進学予定校への学校訪問の実施、在籍校との連携による具体的な

進路決定の促進、適応指導教室で支援を受けるすべての子どもを対象に、中学校卒業後の

進路についてのガイダンスを行う、といった内容の報告がなされている。

教育委員会によって教育支援センター（適応指導教室）の指導のあり方は違うため、一

般化するのは難しいと思われるが、学校復帰を目的とした支援が行われるという点に共通

性を見出すことができるだろう。しかし、そこへ通う子どもたちの誰もが「いつかは学校

へ」と考えているかといえば、話は別である。

私はある教育支援センター（適応指導教室）で参与観察を行ったことがあるが、それと

は別の教育支援センター（適応指導教室）へ通っていた森隆志さん（仮名、19歳）が、個

人的なつながりからインタビューに快く応じてくれた。

彼は、中学校１年生の夏休み明けから不登校になり、中学校へは定期テストの日以外に

は全く行かなかった。中学校３年生から行き始めた教育支援センター（適応指導教室）へ

通った当時のことを、次のように述べている。

僕の場合は、中学校３年になって、親から「高校はどうすんの」って言われるように

なって、「高校は行かんとな」と思って、適応指導教室を紹介されたで行き始めたん。

月曜日から金曜日まで、朝の 9時くらいから昼ご飯食べて 1時半ごろまであって。１

限目は自習学習、２限目は日替わりの授業、３限目も授業、４限目は卓球して、調子

の悪い人は見学。卓球しかできやんで自由度は低いかな。火曜日と金曜日には、体験

学習っていうのがあって、テニス、つり、パソコン教室とかがあった。
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行ってよかったと思うのは、友達ができて楽しかったこと。後から入ってくる人を取

り込んで、友だちの輪を作ってコミュニケーションとれるのが楽しかった。学校は先

生に注意されるばっかりやったけど、こっちはそんなになかった。人に迷惑になるこ

とはいけないっていうのがあって、携帯電話は本当はあかんけど持ってきていいこと

になっとって、茶髪とか金髪は注意されるらしい。束縛が強すぎるは嫌やけど、ちょ

うどいいのがいいかな。学校に行けとも言われなかった。（筆者注：適応指導教室に）

行きたくないときはなかった。

いつもは自転車で行っとったけど、雨が降ったときは１時間くらいかけて歩いて行っ

とったなあ。

（2011年６月 26日 インタビュー記録）

教育支援センター（適応指導教室）に行き、友だちができて楽しかったことや、束縛が

ちょうどよく、発言者にとっては居心地が良かったことが述べられている。注目すべきは、

行きたくないときはなかったこと、雨が降っても１時間ほどかけて歩いてでも通い続けた

ということである。

友人との交流や体験学習などが楽しく、在室する時間が長すぎるわけでもなく、また注

意されることもそれほど多くないという環境が、森さんにとって居心地のよいものと感じ

られ、雨の中１時間歩いてでも行くというインセンティブになったと解釈すべきであろう。

森さんはその後、定時制高校に行ったが、まわりに不良が多いから嫌だといってまた不

登校になったが、現在は通信制高校に転学し、学業を継続しながらパン屋において正社員

として働いている。午前３：00前に出勤し、帰宅するのは遅い日で夕方の５：00という生

活を続けている。「高校は出とかな困る」（インタビュー記録）ということを、正社員とし

て働き出してから感じるようになったそうである。

以上は１つの例である。教育支援センター（適応指導教室）は、先に取り上げた事例の

ように学校復帰を目的としながらも、それを前面に出すことなく、「さりげなく寄り添う」

という形式の不登校支援を行っているものばかりでは当然ない。しかしながら、文部科学

省が発表した「『指導の結果登校する又はできるようになった児童生徒』に特に効果があっ

た学校の措置」という 2010年度の統計データ（文科省 2011）によると、「教育相談センタ

ー等の相談機関（23）と連携して指導にあたった」は小学校で 5.3％（1662校）、中学校で

5.2％（2790校）であり、一方で、「登校を促すため、電話をかけたり迎えに行くなどした」

は小学校で 11.2％（3481校）、中学校で 10.2％（5419校）である。（調査対象小学校：ｎ

＝31128校、調査対象中学校：ｎ＝53216校、複数回答）

教育相談センター等の相談機関の示している内容が教育支援センター（適応指導教室）

だけに限定されていないため、単純に評価することはできないが（24）、それでも登校するの

にはあまり効果がなかったものと、少なくとも学校は考えているということである。

学校復帰を目的とし、学校的な文化がただよっている教育支援センター（適応指導教室）
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であっても、学校には合わないという子どもたちが安心して通っている「居場所」になっ

ている可能性がある。

中学校３年生で教育支援センター（適応指導教室）へ通っている生徒の多くの部分は、

定時制・通信制高校に入学するという実態もあり（25）、学校復帰せず、ここを自己実現に向

けての手段として捉えている不登校の子どもたちは決して少なくないだろう。

そうだとすれば、学校復帰を前提に不登校支援を行うのを継続するだけでは、様々なニ

ーズに対応しきれないという事態も招きかねない。学校復帰を前提とするかしないかに関

わらず、学校に合わないが教育委員会が設置した教育機関で学びたいという不登校の子ど

ものニーズに応えることをもっと視野に入れた不登校支援が必要である。これは、子ども

の教育を受ける権利を多様な場で実現することにつながるであろう。

本論文では直接取り上げることはしないが、特区制度によって設置された特区中学校が

参考になるかもしれない。特区中学校とは「行財政改革の一環として、規制緩和の流れの

中で、学校教育においても例外ではなく、授業時間数の削減や科目の弾力的な設置などを

特徴とした不登校のための」（忠井・本間ほか編 2006: p44）中学校である。

適応指導教室では、最終的には学校復帰を目指すものであるから学校に籍を残したまま

にするのに対し、特区中学校では、不登校のための学校であるため、入学してから卒業式

を迎えるまで、そこに在籍し続ける。

本節において紹介した、学校復帰を望まないが適応指導教室に通い続ける子どもたちの

例が不登校の子どもの大部分を占めるというわけではないが、必ず一定数は存在するだろ

う。このような「緩い学校」の設置は、不登校への支援策を考える上で有益なのではない

だろうか。

第３節 フリースクールにおける不登校支援

第 2節で紹介した教育支援センター（適応指導教室）は学校復帰を目的として教育委員

会が設置する公的機関であるが、フリースクールは民間団体が設置する学校以外の学びの

場である。

フリースクールの原点は、1921年にイギリスにおいてニイルが設立した｢サマーヒル・ス

クール｣にあると言われている。ここでは、授業にでる、でないが自由であり、科目の種類、

科目数の選択も個人に任されている。学ぶ内容や学び方の自由度が高いだけでなく、学校

の運営にも直接関与する。学校運営に関する細かいことは｢全体集合｣という集まりで決め

られていくが、その集まりでは生徒も職員も同等に扱われ、同じ投票権をもつ。

学ぶ内容や学び方についての自由度が高く、学校の運営にも直接関与するのは、上から

知識を浸透させる教育とは異なることから「オルタナティブ・スクール」ともよばれ、世

界各地に広がった。「サマーヒル・スクール」が原点ではあるが、各地において独自の発展
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をとげた。例えば、フランスではフレネ学校、ドイツではシュタイナー学校がある。

日本においては、1985年に東京シューレというフリースクールが開設され、その後多く

のフリースクールが国内各地で設立されていった。しかし、公的な補助金がない場合が大

多数であるため、経営基盤はかなり不安定であり、運営をめぐる方針の違いなどもあり、

これまでに多くのフリースクールが「閉鎖」に追い込まれていった。

日本におけるフリースクールは、民間団体が不登校の増加を背景にして自主的に設立し

たため、内容は様々である。NPO法人東京シューレ編『フリースクールとはなにか』（2000）

には次のような記述がある。

居場所・フリースペース・フリースクールの線引きは難しい。どんな場もそれぞれの

考え方、やり方があるため一括りに説明できないが、二つの流れとも、昼間、学校の

ある時間に、学校とは別の場に、自由に通い、オルタナティブな教育活動（特定のプ

ログラムをつくらない、ということも含めて）があり、子どもに強制するのではなく、

子ども主体に考えていきながら、子どもとつきあう、あるいは学び成長することをサ

ポートするところ、として共通である。そして、居場所・フリースペース・フリース

クールのどの要素も入っており、あとはどう自称しているか、どう社会が見ているか

による。（東京シューレ編 2000: p25）

何をもってフリースクールとするのかはもっと複雑な議論があるが、ここで言うフリー

スクールとは上記のような、「昼間、学校のある時間に、学校とは別の場に自由に通い、オ

ルタナティブな教育活動があり、子どもが主体となる場所」と緩く定義しておく。

日本におけるフリースクールの草分け的存在としてフリースクール東京シューレがある。

東京シューレの運営理念には、「まずは居場所であること」（東京シューレ編 2000: p80）、

「やりたいことを大切にする」（東京シューレ編 2000: p82）、「自由を尊重する」（東京シ

ューレ編 2000: p84）、「子どもたちによる自治」（東京シューレ編 2000: p87）、「個の尊重」

（東京シューレ編 2000: p90）などが掲げられている。

学校が絶対性を持つ日本社会において、奥地も言うように、まずは保健室登校、次に適

応指導教室、それでもだめならフリースクールというような、「当然」とされている不登校

支援の過程がある。その過程が長期化すればするほど「学校へ行けないだめなやつ」「この

先どうしようもない」と考え、自己否定感を抱き勝ちになるだろう。その時に、学校へ行

っていない自分が承認される必要がまずは必要である。それが「まずは居場所である」と

いう理念である。

日本社会の価値観は、不登校を問題視、劣等視するため、学校へ行っていないことだ

けで、本人自身の自己評価が低く、ダメ人間だと思い、それに苦しんでいることが多々

ある。不登校である自分を受けとめる環境と、理解しあえる仲間とスタッフがいる
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日々のなかで、しだいに自己否定から自己肯定に変わっていく。また、生きていく道

があることも、先輩たちの情報に接して知り安心していく。何より、変な子たちでは

ないと自分で出会って確認することが、どうやら自分も変ではない、と思えたりする

根拠になっているらしい。（東京シューレ編 2000: p82）

学校に行くか行かないかに関わらず、子どもがどう育つかという視点から考えれば、自

分の存在が無条件に受容される場があることによって自己否定感が緩和されるのは望まし

いといえる。

「自由を尊重する」「やりたいことを大切にする」という理念だが、一応のプログラムは

決まっており、それに参加するかしないかは個人が決めることになっている。「東京シュー

レの授業や講座の特徴といえば、なんと言っても①プログラムを子どもたちでつくる②参

加しなければならないものでなく、学びたい人が参加する③異年齢がともに同席すると言

う三点があげられる」（東京シューレ編 2000: p152）。「英語」「数学」など、学校で習う科

目のほかに、「空手」「ドラム」の教室やホームページ編集会議など多数である。ほかにも、

ログハウスやミニトレインを作るプロジェクトを立ち上げ、広い意味での社会勉強（＝東

京シューレの子どもたちは「広勉」といったりする）をする。

不登校の子どもたちはフリースクールをどのように感じているのだろうか。フリースク

ール東京シューレでフィールドワークを行った朝倉（1995）の分析を引用する。

この子のように、東京シューレで遊んでいる子どもの姿を見ることをきっかけに閉じ

こもっている中で、学校に行かないことは悪いことではないというように考える子ど

ももいる。

あるいは、「学校に行かないことは悪いことではない」んじゃないかと思いながらも

半信半疑で東京シューレに来て、他の子どもたちの姿を見ることで安心したり、他の

子に影響されたりして考えを整理していく子どももいる。（朝倉 1995: p146）

また、朝倉は不登校の子が自分をどのように考えるのかという、自己定義の変化の傾向、

つまり自己定義の可塑性について次のように述べている。

どのように＜登校拒否＞をしているかは個々別々のことである。個々別々のことでは

あるが、東京シューレの子どもたちの姿を通してみるとそこには一つの傾向が現れて

くる。学校外の居場所のひとつである東京シューレに子どもが初めて来るときには、

少なからぬ子どもは「学校に行けないもの」として自己定義している。しかし、「今

は学校に行っていないもの」として自己を定義している子や、「学校に行かないこと

を選んだもの」として自己を定義している子たちと行動を共にする中で「学校に行け

ないものとして」自己を定義していた子たちは、「今は学校に行っていないもの」と
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して自己定義する
マ

よう
マ

なる傾向がある（朝倉 1995: p80）。

「学校に行けなかったもの」として自己定義する子は、東京シューレに通う日が長くな

るにつれて少なくなっているという。つまり、フリースクールに行き、他者との相互作用

の蓄積によって劣等感を抱く不登校の子が少なくなってくるというのである。

学校でなければダメだという人にとっては、こうした自己定義の変化を否定的に解釈す

るかもしれない。学校に行けないことによる劣等感があるならば学校へ行けばよく、「今は

学校に行ってない」などと呑気なことを言っている場合じゃないと。たしかに、フリース

クールへ行く期間が長くなり、それに加えて学校よりフリースクールの方が楽しく元気に

なることができると認識されていれば、学校への復帰ルートからはますます離れていくと

いう可能性はある。

しかしながら、こうした自己定義の変化について、これだけを持ち出してフリースクー

ルの是非を問うことはできないとしても、自己否定感が大幅に緩和されているのは事実で

あると考えることはできるだろう。不登校の子どもが自己否定感を強く持っており、それ

ゆえに広い意味での社会参加が難しくなっているとすれば、こうした感情を取り除くこと

は何よりも重要であるとはいえないだろうか。子どもが元気に育つという点で考えればな

おさらである。

こうした、不登校の子どもたちが「元気」になる場としてのフリースクールはそれだけ

でも重要な役割を果たしていると考えられる。それに加えて、注目すべきなのは、「フリー

スクール」という以上は、少なからず既存の学校制度に対する社会運動的な側面があると

いうことである。

先述したように、イギリスやドイツなど西洋各国では、かなり前からフリースクールが

広がっていた。日本でのフリースクールの歴史は浅い。NPO法人東京シューレ（2000）によ

ると、フリースクールが日本において注目を集め始めたのは、新聞記者であった大沼安史

氏がアメリカのフリースクールを取材して『教育に強制はいらない』（一光社）を 1982年

に出版して大きな反響があり、出版元で「日本フリースクール研究会」が発足してからの

ことで、1980年ごろである。この後、1985年の東京シューレの開設を皮切りに、登校拒否

の親の会の活動を母体としたフリースクールが全国に広がっていき主として不登校の子た

ちが通った（東京シューレ編 2000: p23）。

そうしたフリースクール運動が、なぜ不登校の急増を背景にしなければ起こってこなか

ったのだろうか。すなわち、なぜ学校教育制度を相対化するような実践がこれまで活発に

行われてこなかったのかという疑問である。

フリースクール運動が日本でも起こった。しかし、現在の学校制度、社会意識を見る限

り、フリースクール運動が現在の教育に大きな影響を与えたとはいえないだろう。しかし

ながら、学校というシステムは変えずに、学校において教育をどうするのかという議論は

現在も膨張するばかりである。経済界が教育行政に大きな影響を持っているという指摘が
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あり（本田 2005）、実際にデザインや交渉力など「ポスト近代型能力」と本田がいうよう

な能力を持った人材育成を目的とした教育が徐々に説得力を増しつつある。しかしそれは、

クラス小編成化による「個性教育」であったり、「開かれた学校」議論であったり、結局は

学校が中心にあることには変わりがない。

ドイツのような複線型教育の議論が行われることもなく、現在のような学校を前提とし

つつ、そのなかで何をするかという議論に終始しているのである。

なぜ日本においては学校が絶対的なのか。これを考えることは重要であるが、第４章の

考察部に譲りたい。
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第３章 望ましい不登校支援とは何か

第１章において、不登校現象は社会の諸領域における変化によって引き起こされやすい

状態になってきたことを述べた。第２章では、それにも関わらず、文部科学省の不登校支

援の内容は、あくまで学校復帰を目的とするものであり、また社会意識として学校へ行く

ことは当然であると考えられていることで不登校の子どもたちにとっては生きにくい現状

が日本社会には存在するということを述べ、学校外の場所において不登校の子どもたちが

学びたいという意思を達成している現場に焦点を当てた。

本章では、「子どもが教育を受ける権利」の実現という観点から、望ましい不登校支援に

ついて論じたい。

第１節 望ましい不登校支援の全体像

不登校を問題とすべきかという論争があるが、これは大きな問題ではないと結論する。

なぜなら、第２章で論じたように、学校へ復帰していなくても「立派に」成長した子ども

たちを見れば明らかである。フリースクール東京シューレでは、「自由」が与えられたもと

で、「自分の権利」「他人の権利」を共に尊重しながら東京シューレ内での秩序を自ら作り

出し、また創意工夫によって、それぞれが充実した時間を送ろうとして成長してきた。

斎藤（2007）が主張するように、不登校に対しては再登校の是か非かを考えるよりも、

その子にとって何が必要なのかをゆっくりと時間を掛け関わりながら探していくという方

向が必要である。その過程で、学校復帰が望ましい場合もあれば、フリースクールへ通う

方が望ましい場合もある。

公教育が保障すべきものは、人間が生きていく上で必要とされる知識の取得である。そ

うであるならば、知識の取得は学校でしか行えないわけではないし、実際にフリースクー

ルの例を見れば、人間が生きていく上で必要とされる知識の取得は充分に達成されている。

今後は、上記のような、生きていくために必要とされる知識やスキルの取得を、子ども

たちが様々な場面において達成できるような仕組みを構築すべきである。義務教育は公共

性が高く基礎教育の重要性もあるため、現状よりも学校の自由度を高くすることにより学

校へのアクセスを容易にした上で、通常は学校へ行くものとしながらも、不登校の子ども

に対してはフリースクールやホームエデュケーションといったオルタナティブな学びの場

を認め、公的資金の投入も同時に行うべきである。

「自分はここで学びたい」という子どもたちの意思を尊重し、自分に合っている学び方

で、学びの場で教育を受けるという視点を加えるべきである。そうなれば、学校に行かな

い、行けない子どもたちの心の葛藤は軽減されるし、学校自体も改革を余儀なくされるだ

ろう。

もちろん、それによる弊害についても触れておかないとアンフェアであろう。まず、第
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一に共通教育が徹底されないため、全国民が習得すべき内容の相対的な価値が低下する可

能性である。例えば、興味がない場合は日本史を学習しないということが考えられる。第

二に、教育の地域間格差を生むかも知れないという点である。現在の学校は、教育設備、

教育内容等に関しての要件があり、これを満たしていないと設置できない。しかし、学校

以外でも教育を受けられるとなると、図書館や交通網など社会資本の有無が教育内容に大

きく格差をもたらす可能性がある。

本章では、これまで行われてきた学校復帰のみ認められてきた不登校支援の方向性を切

り替え、子どもが教育を受ける権利を多様な場において実現できるようにするのが望まし

いことを述べる。

第２節 学校で学ぶという選択

現在、公的機関の不登校支援で目標とされているのは、学校復帰を目的とした支援であ

る。学校を通じた将来の展望を描くのが当然だとされている現代日本社会においては、最

も異論が少ないと思われる方法である。

しかしながら、学校復帰を押し付けることは不登校の子どもの自己否定感を増幅させ、

また家族などの人間関係が傷つけられ、事態をより悪化させてしまうことができることに

は注意を要する。

だから、無理矢理学校復帰を上から押し付けるのではなく、家族や在籍校との関係を切

らないようにするのを前提にしながら、個人対個人の関係をしっかりと持った上で、自発

的な登校が起こるように試行錯誤を重ねるという時間のかかるプロセスが必要である。

また、学校も変わる必要があるかもしれない。日本の場合、学校はメリトクラシー社会

の中で、学校を通じた業績や地位達成、知識の取得を可能にするが、その一方で、クラス

を単位とした集団への同調が求められる場である。

しかし、前述したように、学校を通じた将来の達成や、学校でしか入手できない情報な

どの「道具性」といわれる部分に関わる学校の優位性は相対的に低下している。それに加

え、クラスへの同調が強く求められ、さらに教育的意図を目的とした強制が多く行われて

いる。こうした状況が改善されなければ、子どもたちが元気に学校へ行くことは困難にな

ってくるのではないだろうか。まずは、学校が子どもたちにとって安心して勉強できる「居

場所」となることが必要であるだろう。

教育評論家の芹沢俊介（2000）によれば、居場所であるためには、命令、禁止、競争、

干渉、管理といった教育政治学における権力概念を放棄しなければならない。教育的意図

を持つ学校が居場所となれるのか。新谷（2008）は道具レベル、表出レベル（26）を区別する

ことによって学校を居場所として理解する可能性が開かれると主張する。
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表出レベルにおいて、できるかぎり多様なものを許容することで、意図性をもつ道具

レベルに接続する可能性をもたせるということである。具体的にいえば、学校での振

る舞い方や価値観、教員やクラスメイトとの関係のとり方等をできるかぎり自由にす

ることによって、学力の獲得及び進路形成への接続を保障するということである（新

谷 2008: p79）。

学校での自由度を高めることにより、学校での居場所性が高められるというのである。

これは、本論文でも取り上げているフリースクールへ通う子どもたちの手記にもあらわれ

ているようなことである。つまり、禁止や強制が多すぎる学校には向かないという生徒が

学校を居心地の良い場所と感じるのにはプラスに働くであろう。

本節において最後に検討したいのは、学校が自由度の低さを維持できた時期があったの

はなぜかということである。具体的には 1970年～80年代前半であるが、大多和（2008）に

よると、この時期は、事細かに規定のある標準服（制服）や男子に丸刈りを適用したり、

一般社会よりも高次に規範化された拘束を運用したりすることを通じて、学校は子どもた

ちを独自のスタイルをもった＜生徒＞として管理・統制する「管理的教育」と呼びならわ

される厳格な指導を徹底することができた（大多和 2008: p96）。

そのような厳格な指導を徹底することができたのは、学校が選抜機能を有することを背

景にしている。当時、学校が持っていた選抜機能とその重要性について大多和は次のよう

に述べている。

この時期に既に確率した日本的雇用形態では、学卒直後に入職した就職先に定年まで

勤め上げる長期雇用が一般的であり、しかも「学歴」によって、昇進ルートや給与が

異なっていた。このこともまた、学校での選抜の重要度を上昇させていたと考えられ

る。この中で、学校システムは、学校階層構造によって生徒の進路先を事実上振り分

ける「トラッキング」（学校による水路づけ）として機能した（藤田 1980）。こうし

た学校を通じた地位達成＝キャリア形成パターンは、学校から職業への移行（トラン

ジション）の一つの標準型であった。山田昌弘（2004）の言葉でいえば、学校と社会

（進路）を結ぶ「パイプライン」が強固に機能し、「漏れ」（進路未決定などの混乱）

は生じていなかったということになる。（大多和 2008: pp102-104）

学校での選抜の重要性が非常に高く、さらに学校と社会の「パイプライン」が強固に機

能していたという指摘は、第１章で引用した本田（ 2005）の指摘とも適合的である。学校

が自由度の低い場所であり、また、学習する際の集団を超えてさまざまな活動を内包する

「生活共同体」で息苦しさを抱えていようとも、学校から離脱することは地位達成の観点

からも合理的ではなかったということができるだろう。

現在は、1970年～1980年代前半のように「よい学校」→「良い就職」→「良い人生」と
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いう図式は、崩壊まではしてないまでも信用できなくなった。その状況の下で、従来のよ

うに厳しい秩序を維持しようものなら、学校から離脱する子どもたちが増えてもおかしく

はない。

だからといって、義務教育が不必要であるということでは決してない。すべての国民は

義務教育を受ける権利を有しているのだから、高度に規律化した学校の閉鎖性を縮小させ、

だれにでもアクセスしやすいような学校にする努力がこれまで以上になされる必要がある。

学校には学校の文化があってよい。しかしながら、その文化が、ある特定の人を排除す

るような方向に働くのであれば、それは議論の余地があるということである。

第３節 学校以外で学ぶという選択

本論文では、学校に行かない、行けない子どもたちのメッセージを紹介してきた。「いじ

め」など友人との関係性不安から学校へ行けなくなる場合や、なんとなく学校の文化にな

じめずに学校へ行かなくなった場合など原因は様々であるし、それが身体症状に出るかで

ないかもケースバイケースである。

不登校を「神経症型」「怠学型」などに分類して不登校支援を行うべきだとするのが教育

者や医学界の主流であるが、その区分は身体症状の有無や登校意志があるなどの恣意的な

ものによっている。こうした分類には意義があるかもしれないが、学校復帰だけを前提と

しないのであれば、マニュアル的に対応するのにはあまり意味がないであろう。

それ以上に大切なのは、子どもがどのように育ちたいのかを大切にすることである。だ

から、学校以外のオルタナティブな学びの場において９年間の義務教育を受けることがで

きるようにすることが必要である。これにあわせて公的資金を投入しつつ国家の介入を少

なくすることが重要である。

NPO法人東京シューレ（2000）はこうしたオルタナティブな教育の構想についても提言し

ている。

私たちの教育改革への提言は、先述した「まず国家ありき」ではなく、まず「子ども

ありき」から始まる。子どもを一人の人間として尊重すること、子どもの権利条約に

あるように、子どもの最善の利益にたって、子どもの自己決定権を大事にし、意見表

明に耳をかたむけながら、一人ひとりの違いを認めあって、教育という成長へのサポ

ート活動が社会的になされていくのがよい（東京シューレ編 2000: p109）。

これがオルタナティブな教育のスタートラインとなる。そして、制度の具体的な設計に
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関して、長くなるが引用を続ける。

義務教育の義務は、子どもの学びと成長を、親と行政が保障する義務とし、子供の育

つ権利を国が保障するという考え方ですすめる。

ただし、義務教育の中身は、学校教育、フリースクールやオルタナティブな教育、ホ

ームエデュケーション、海外教育など多様とし、選択できるようにする。どれを選択

しても地域にあるラーニングセンターで相談やサポートを受けられる。また義務教育

期間は、学校教育以外にも、学校にかけると同じくらいの費用が公的に支出されるこ

ととする。なかにはお金を子どもの教育以外に使ってしまう親がでるかもしれない。

そんな親への歯止めに、地域のラーニングセンターを窓口として、正当に使われたか

どうかゆるやかな管理規定を設ける。または、フリースクールなどの教育機関に直接

支出し、そういうところへは無料で通えるようにする。

いったん、フリースクールやホームエデュケーションを選んだ子どもが、学校を活用

したい場合、選択の変更が途中でできるようにする。学校へ入学した子も同じである。

卒業資格は廃止して、進学したい高等教育機関や就職先が学歴などではなく、その人

の能力や適性を見て人材を選ぶ。その方法は、その大学や会社が個々に考え、試験や

面接、実技テストなど個別にまかせる。・・・（東京シューレ編 2000: pp109-112）

こうした議論は既存の制度や社会規範からみると奇異に見えるだろう。教育を定めてい

るのは教育基本法や学校教育法である。しかし、その根源にあるのは日本国憲法の精神で

ある。つまり、教育は国民が国家に対して有する権利なのである。

教育社会学者の藤田英典（2005）が言うように、義務教育は、全ての国民が民主主義国

家を構成する一員となり、自分の権利を主張するような土壌を義務教育の９年間で培うこ

とができるようにするという意義がある。

そのように考えれば、学校しか学びの場がなくそれに合わない子どもたちは、他の場に

おいて民主主義国家を構成する一員となるために 9年間の義務教育を受けられるようにす

る必要がある。その際には学校へ行かなかったことが不利にならないような仕組みが必要

で、それが卒業資格の廃止なのである。

卒業資格の廃止についての必要性は議論の余地があるが、こうしたオルタナティブな教

育と、教育へのインプット（＝資源投入）、アウトプット（卒業後）についての新しい議論

もなされて良いはずである。

第４章 考察―学校の絶対性は低下したか
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本章では、滝川（1998）は、学校の絶対性が低下したことにより様々な理由で不登校が

増加したと問題提起した。ここにおいて検討したいのは、学校の絶対性は本当に低下した

のかどうかである。

学校の絶対性はある部分では弱まっているが、それは表面的な部分であって、実質的に

は何も変化していないだろうというのが私の結論である。

彼が学校の絶対性の低下だと指摘しているのは、「学校に行ったからといって、幸せには

なれない」「学校だけが幸せになるための道ではない」という意識が日本社会で共有されて

いることである。実際に、学校よりも家族旅行を優先したり、通知表に関係のない３学期

は風邪を引かないように学校を休ませ塾へ行かせる例も報告されており、学校の絶対性が

低下しているように見える。

学校に行き学歴の階段を上ることが将来の地位達成につながり、ある程度の幸せな生活

が待っていると期待することができた。学校へ行くことは幸せを保障するものであり、学

校を通じた将来の達成というルートを疑う人はそれほど多くなかったと考えられる。「希望

社会における学校の絶対性」ということができるかも知れない。

滝川が指摘するように、今日ではたしかに「学校に行ったからといって、幸せにはなれ

ない」という社会意識が広がっているだろう。しかし、その一方で「学校へ行かなければ

大変なことになる」という意識も同時に共有されているというねじれた関係がそこには見

出される。

学校が持つ社会化機能や学歴・学校歴などの選抜機能に人々は今もすがりついているの

が実態であり、学校の絶対性は以前とは変わらないのではないか。いや、むしろ本文でも

述べたように、若者労働市場が不安定化し、少しでも安定した職業に就くために「最低で

も高卒」、できれば「一流大学へ」という、学校へ行くことによって地位を達成しようとす

る意識は強くなっているようにも見える。言ってみれば「不安社会における学校の絶対性」

である。

ベネッセコーポレーションが 2007年に行った『第３回子育て生活基本調査―小学生・中

学生の保護者を対象に』という意識調査（27）がある。それによると、減少したのは「将来ふ

つうの生活に困らないくらいの学力があればいい」｛58.1％（1998）→46.5％（2002）→

47.0％（2007）｝や「どこかの大学・短期大学に入れる学力があればいい」｛30.7％（1998）

→24.5％（2002）→24.7％（2007）｝、「学校生活が楽しければ、成績にはこだわらない」

｛35.8％（1998）→ 29.3％（2002）→22.4％（2008）｝である。一方で増加したのは「で

きるだけいい大学には入れるよう、成績を上げてほしい」｛18.0％（1998）→19.5％（2002）

→25.5％（2007）｝である

高学歴、一流大学を志向する傾向が現れていると社会学者の樋田大二郎は調査報告書に

おいて指摘しているが、こうした実態からみても、ますます学校を通じて将来を達成しよ

うとする親の姿が浮かび上がってくる。
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この結果だけを見れば、上野千鶴子が「ガンバリズム」というような学校的価値観がま

すます広がってきているということもできる。「どの大学でもいい、はダメ」「学校生活の

楽しさよりも成績を」「できるだけいい大学に」という、現在の充実を抑えてまでも将来の

地位達成のために努力することを良しとする親たち、ひいては社会。

「良い学校」は「良い就職」につながるとはいえないまでも、「良い高校」は「良い大学」

へつながるというのは今でも妥当性を持っているのではないだろうか。大検に合格し、高

校を卒業することなく大学へ進学するというのはメインルートではない。メインルートで

あるのは高校を通じて大学へ進学することであり、それには中学生のときの通知書の評価

が重大な意味を持っている。

岩見和彦・富田英典は、学校の社会化機能の特質を抽出し、学校は成熟した大人へと生

徒を社会化させるのではなく「一人前の生徒」という未熟な存在へと社会化させると捉え

た（岩見・富田 1982）。学校で先生の話を一生懸命聞き、注意されれば「自分が悪かった」

と反省し、授業中は挙手して発言し、生徒会役員に立候補するなど、生徒らしい行動様式

を身に付ける。このように戦略的に「生徒」を演技し、良い評価を獲得して次のステップ

である高校へと進んでいく。

ここで少し違った視点から考えてみたい。「生徒」となった子どもたちやその家族は、将

来の地位達成をどのように考えているだろうか。矢野眞和（ 2011）は、不況であっても大

学進学率が上昇している理由として、少子化による大学の入学競争の緩和による合格率の

上昇、失業率の上昇があり、両者の中でも失業率の影響の方がより大きいと統計分析の結

果から指摘している（矢野 2011: p213）。

不況期に入って、失業率が高まりました。働きたいという意欲をもっているにもかか

わらず、職をみつけることのできない人が増えています。失業は、経済問題の中で最

も深刻な問題です。同時に難問です。政府に期待してもなかなか解決してくれないと

なれば、自分で何とかしなければなりません。とても不安な時代が続いています。学

生たちも、入学した時から、就職の心配をしています。心配せざるをえない就職事情

です。「就活」と略称される就職活動に奔走しています。その一方で、世間のお偉い

方々が、「無理をして大学に進学する必要はない」と言ったりもします。無責任な発

言だと私は思います。高校や専門学校の就職は、大学よりもっと厳しいからです。不

安で、危険な社会を生き抜くためには、大学のほうが相対的に有利です。不安を少し

でも和らげるために、危険を少しでも回避するために、大学に望みをかけて、進学し

ようとしているのです。（矢野 2011: pp212-213）

また、ベックも、大学で学ぶことは地位達成のための十分条件ではないが、必要条件で

あり、前提条件であると述べている。
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「大学の卒業証書は、もはや何かを与えることを約束してはくれない。しかし、大学

の卒業証書は、相変わらず、あるいはそれどころかより一層、職業において将来に対

する希望を失うという事態を回避するための前提条件となっている。そして、足元に

迫りつつある恐怖感に追いたてられ――目の前に職業キャリアをつかめるソーセー

ジの端っこがあるというのは、昔の話である――、人は、官僚制化された職業教育と

いうえさを、一口ずつ食い進む。こういう事情を知っているなら、人がその後「もは

や口をあけない」のも理解できよう。（Beck 1986=1998: p308）

日本だけでなく、近代化を遂げた国々では、多くがグローバリゼーションの進行を伴っ

ており、社会経済状況や雇用市場が流動化している。こうした中で、より高い学歴が幸せ

な生活を保障してくれると言い切れない状況が発生しており、それでもなお、少しでも「マ

シ」な生活ができるように、学歴を獲得しようとしているのが実態である。

日本の場合は、高校卒業後すぐに大学に入学し、卒業して就職。その後は、長期雇用、

年功賃金による流動性の低い労働市場の中で安定的に、別の言い方をすれば固定的にそこ

で働くことになる（28）。そのため、大学は地位達成のワンステップという捉え方が妥当であ

ろう。一方、ノルウェーやスウェーデンなどは 40歳越えの大学生が 20％以上を占めている

（矢野 2011: p102）。「学びたいときに学ぶ」ではなく、地位達成のため「学ぶ必要に迫ら

れるから学ぶ」というのが実態である。

これまでの論点をまとめておく。学校の絶対性は、その意味を変えながらも依然として

存在し続けている。

1970年代～1980年代前半は、大多和（2008）が主張していたように、厳格な管理的教育

と、一体性を重んじ学級が基礎的な集団での「重たい学級」であっても、社会経済的な状

況から、具体的には、学校と企業との「パイプライン」効果によって、生徒たちは中学校

にしがみついたし、社会の大人たちも学校に対して疑問を突きつけなかった。

しかしながら、その後は社会経済的な状況変化により社会は不安定になった。1970年代～

1980年代前半のような厳格な管理教育を維持するのは困難になった。学校は規律を緩めつ

つも、制服や頭髪、持ち物になどにルールを課し、学校独自の文化を未だに維持している

ということができる。「なぜ学校に行かなければならないか」と問う子どもたちや活動家が

取り上げられるが、それでも彼らの多くは学校から離れることに踏み切れない。フリース

クールに行く子どもたちや、教育支援センター（適応指導教室）に行きながら学校復帰を

望まない生徒たちも、在籍する中学校の卒業を機に高校へ進学する。学校社会への復帰で

ある。学校へ行ったからといって幸せになれないことは分かっていても、学校へ行かなけ

れば大変なことになる、というような不安や焦りが、彼らを学校社会へ復帰させることに

なる。この背景には、不安社会における「より高学歴になれば、少しはマシかもしれない」

という意識があるだろう。
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こうして整理して考えると、「希望社会における学校の絶対性」も「不安社会における学

校の絶対性」も、両者は同様に学校を中心とした枠組みを超えられてはいない。学校の絶

対性は、低下していないと考えられる。

そして、どんな状況下でも学校を通じて自分はどうなるかと考える人々は不登校の子ど

もたちがなぜ学校へ行かないのか理解できないだろう。それだけでなく、家族に不登校の

子どもがいる場合は、学校に行かないわが子の将来を案じ、社会においては「みんなと違

う」不登校に対して奇異の感を抱き、接する。

今この瞬間も、学校に行かなければ未来が閉ざされてしまうような社会意識が否応なく

覆い、自己否定感に苦しんでいる不登校の生徒がいる。

現在の不登校に対する議論は、行くか行かないかという議論に終始し、子どもがどう育

つかという根本的な問題に関する議論が抜け落ちてしまっている。子どもがどう育つのか

ということを中心にして、教育制度のハードとソフトの両面をどうするのかという議論が

真剣になされるべきである。
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＜注釈＞

（１）新谷は、『居場所化する学校／若者文化／人間関係――社会の一元化を乗り越えるための課題』（新谷

2008）で、パーソンズの「道具的機能」という概念を広く捉えて「道具性」ということばを使ってい

る。新谷のいう道具性とは、「人びとがある目的を得ることを可能にする側面であり、具体的には学力

やスキルの習得、それを通した学歴・資格の獲得、また就職や、場合によっては結婚による生活に必

要な資金・条件の獲得である」（新谷 2008: p64）。

（２）樋田（2001）は、こうした学校外の教育機関を公的に認めることを「パノプティコンの脱学校化」と

いう概念で権力論的に捉えている。学校だけで子どもたちを管理するだけではなく、権力が学校以外

の場において用意した「不登校カテゴリ」への適合だという議論である。

（３）「病気」に含まれる例として、子どもが学校に行きたくないと言ってきかないが、病気でなければ学校

へ行くのが当然と考える親は、学校に対して「行きたくないと言っているから休ませる」とは言いに

くい現状がある。そのため、熱がある、腹痛だからと休み、それが年間 30 日以上の欠席になり「病気」

に含まれる例。

（４）保坂亨（2000）によると、『学校ぎらい』が調査項目として再登場する 1996 年度の各県別データをみ

ると、長期欠席に占める病気の割合は、小学校で一番高い県は 91.2％、低い県は 58.3％、同じく中学

校では 82.7％と 27.8％であった。しかし、それは「現在のわが国の公衆衛生や医療水準の均質性を考

えた場合説明しにくい」（滝川 1998: p27）。その上に、現在ではあらゆる病気が心理的要因の影響を

受けている可能性があると考えられるようになったこと（Davison＆Neale 1994／神庭 1999）からす

ると病気を理由とした長期欠席のほとんどが不登校のものともいえなくもない。こうした実態をふま

えれば、学校基本調査の長期欠席者のうち「学校ぎらい」だけをとらえて「登校拒否」の数字として

みることはあまり意味のないことになる。

（５）柳治男（2005）が言うように、学校をめぐる様々な議論がなされ、また教育改革論が提出されてきた

が、学級規模の縮小をめぐる議論であったり習熟度別学級編成の議論であったり、いずれも学級を自

明なものとして議論がなされている。「学級」の存在を自明視する意識は、「児童・生徒学級になじむ

はずである」とか、「学級は子どもにふさわしい場である」とかいう、予定調和的な考え方を作り出す

（p3）という柳の問題提起は＜学級＞だけでなく＜学校＞にも当てはまるものである。また、学級制

が現在も自明視される日本の学校教育の場合には、＜学級＞そのものの自明性を疑うことは、そのま

ま＜学校＞の自明性を疑うことにつながるだろう。

（６）ハーシィ（Hirschi）のボンド理論についての説明。

（７）滝川（1998）は、長欠を不登校とみなしている論者の一人である。

（８）少年非行の急激な軽度化がおこったのも昭和 40 年代である。（『犯罪白書』〔平成元年版〕より）（滝川

1998: p231）

（９）不安定だからこそ資格を取得しようとする傾向もあるので、学歴の取得に関しても検討しておくこと

が必要であるかもしれない。

（10）保坂（2000）も滝川（1998）と同様に、長期欠席を不登校として考えている。
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（11）「クラスメイトに馬鹿にされている」度合いと「クラスの人気者」度合いのクロスによって「クラス内

『地位』」を定義している。「馬鹿にされる」と「人気者」の両スコアが高い場合「いじられ」、「馬鹿

にされる」がまったくあてはまらず「人気者」があてはまるならば「高位」、「馬鹿にされる」があて

はまり「人気者」がまったくあてはまらないならば、「低位」。

（12）「純粋な関係性」とは、ギデンズ（1992）の概念で、社会関係を結ぶというそれだけの目的のために、

つまり、互いの相手との結びつきを保つことから得られるもののために社会関係を結び、さらに互い

に相手との結びつきを続けたいと思う十分な満足感を互いの関係が生み出していると見なす限りにお

いて関係を続けていく、そうした状況である。

（13）土井（2004）によれば、友達や家族との関係からなる親密圏では、その関係を維持するために高度に

気を遣って、互いに「装った自分の表現」をしあっている「優しい関係」が現代の子どもたちに見ら

れるようになり、演技しあわなければお互いの関係が破綻するのではないかとつねに怖れるような関

係に変質した（pp17-19）。

（14）森（2005）によれば、近代化の進行により移動の自由や社会の流動化がおこり、これによって疑うこ

とのなかった「ウチの世界」のルールや価値観があたりまえのものではなくなってきた。「ウチの世界」

の崩壊を回避するため、「ウチの世界の」ルールが厳しくなった結果、掟破りといわれて「村八分」に

遭わないように「ウチの世界」の人びとの「目」をこれまで以上に気遣うことになり、マナー神経症

の時代になった（pp49-50）。

（15）浅野（2008)は、中学・高校にヒアリングした際の実話から、そのときの関係性をより大事にするのは

友人関係だけにとどまらず、生徒―教諭関係にもみられることを指摘している。それによれば、「複数

の生徒が何か問題を起こし、その中の一人が不幸か教員に詰問されるはめに陥ってしまった。教員と

しては、仲間の名前を白状させるのはなかなか骨が折れそうだと思っていたところ、意外なことに、

拍子抜けするほどすらすらと話してくれた。果たしてこれはこの生徒が仲間たちとの間に強いつなが

りをもっていなかったということを意味しているのだろうか。必ずしもそうではないというのが上の

議論から引き出される結論だ。友人といるときには友人との関係を気づかい、教員といるときには教

員との関係を気づかう。それが比較的気の合う教員であればなおさらだ。目の前の教員との関係を最

優先しようとして、悪気なく、また裏切っているというつもりもなく、仲間の名前をやすやすと白状

してしまう、そんなことが起こりえる」（pp38-39）。

（16）「自分専用の携帯電話」中学生（n=540）：45.7％、高校生（n=342）：97.1％、内閣府調べ。日本全国、

青少年調査（平成 22 年 11 月 30 日現在で、満 10 歳から満 17 歳までの青少年 2000 名、調査員による

個別面接聴取法、調査期間：平成 22 年度９月 1日～9 月 20 日、層化二段階無作為抽出法）。「平成 22

年度青少年のインターネット利用環境実態調査報告書」を参照。

（17）加野（2001）は、「心の問題」を扱うとされる臨床心理学的知が学校での発言力を増している現状につ

いて、臨床心理学的知の拡大は不登校のある部分を拡大して映し出し、ある部分を隠蔽することにな

るのではないかと注意を喚起する。第１に、小泉英二（1973）による不登校の 5つのタイプ（神経症

的不登校、精神障害によるもの、怠学傾向、積極的・意図的登校拒否、一過性の登校拒否）のうち、

臨床心理士を始めとする支援者は圧倒的に神経症的不登校に関わるため、不登校への認識や対応の大
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部分が神経症的不登校と重なってしまう点である。第２に、臨床心理学的知によるアプローチは、個

人への対応であり個人的な問題へと還元していくものであるから、個人的な問題がクローズアップさ

れやすくなることによって、学校や社会の構造的な問題を隠蔽しかねない点。第３に、専門的な知識

を持った「一歩高いところに立つ」スクールカウンセラーの配置が、教員との軋轢を産むという点で

ある。それとは別になるが、1960 年代には政治や経済の問題として捉えられることが多かったが、心

理学的な言説が優位になっている点について社会学的な考察が必要であるだろうとしている。（筆者

注・ 2012 年現在は、格差・貧困問題として語られることが優位である。例えば秋葉原事件報道。）

（18）フリースクールについては、p28 で詳しく述べる。

（19）ＮＰＯ法人フリースクール三重シューレ代表の石山佳秀さんインタビュー記録（2011 年 11 月 10日）。

（20）しかしながら、第１章で述べたように、「学校経由の就職」（本田 2006）が数的に大きく減少したとい

う現状では、現在学校で行われている「キャリア教育」がどの程度効果的なのかは分からない。学校

に行き続けることが将来の「いい生活」につながらないという実態を知れば、行きたくもない学校へ

行くことの意義を感じられないということは大いに考えられる。

（21）ここで、学校の絶対性の低下に関連して不登校が起こっているのに、「学校へ行かなくては」という焦

りが出ることはないだろうという指摘が予想できる。しかし、学校の絶対性の意味するところは、学

校に対して何の疑問も持ち得ないという状況を想定している。学校に行くのは嫌だと思いながらも、

でもやはり学校へは行かないと行けないという社会からの圧力も当然考えられる。学校の絶対性の低

下とは、すなわち学校へ行かなくてもいいと心から思わないということでない。

（22）柳（2005）は『＜学級＞の歴史学―自明視された空間の中で』において、画急制が自明視されている

社会規範について迫っている。

（23）教育相談センター等の相談機関とは、①教育支援センター（適応指導教室）②教育委員会及び教育セ

ンター等教育委員会所轄の機関（①を除く）③児童相談所・福祉事務局④保健所、精神保健福祉セン

ター⑤民間団体、民間施設⑥上記以外の機関等のことである。

（24）文部科学省の質問に回答しているのは、不登校支援に直接関わる学校であり、自分たちの取り組みを

甘く評価しがちであることに留意しなければならない。実際に、「『指導の結果登校する又はできるよ

うになった児童生徒』に特に効果があった学校の措置」として、「登校を促すため、電話をかけたり迎

えに行くなどした」「家庭訪問を行い、学業や生活面での相談に乗るなど様々な指導・援助を行った」

などの家庭に対する学校の働きかけに効果があったとするという回答が、小学校で 30.0％（9322 校）、

中学校で 29.1％（15492 校）、「教師との触れ合いを多くするなど、教師との関係を改善した」「保健室

等特別の場所に登校させて指導にあたった」などの学校内で指導の改善工夫に効果があったとすると

いう回答が小学校で 61.6％（19174 校）、中学校で 61.6％（50442 校）であった。一方で、「教育相談

センター等の相談機関と連携して指導にあたった」「病院等の医療機関と連携して指導にあたった」な

どの他の機関との連携に効果があったとするのは、小学校で 7.7％（2403 校）、中学校で 8.5％（4501

校）である。学校内における取り組みや、教諭による生徒の家庭への働きかけなど、学校が直接関わ

る部分については、効果があったと答えられやすい傾向があるようにも見えなくもない。

（25）森さんへのインタビュー記録（2011 年６月 26 日）。中学３年生８人のうち、定時制・通信制高校への
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進学が７名、進路未定が１名であった。

（26）表出性と呼ぶのは、情緒的安定を可能にする側面であり、友人関係やその他の人間関係、その場や空

気の提供する安全・安心の感覚等である（新谷 2008: p64）。もともとはパーソンズ（1964）の概念で、

表出的機能とは、第一次的に集団の調和ないし連帯、つまり集団内の成員相互の関係にかかわり、集

団内の成員の役割に結びついた『情動的』な緊張状態や緊張欠如の状態にかかわるものである。

（27）調査テーマ：小・中学生をもつ保護者の子育て生活の実態、しつけや教育に関する意識、調査方法：

学校通しによる家庭での自記式質問紙調査、調査時期：第１回調査 1998 年 12 月・第 2 回調査 2002

年９月・第３回調査 2007 年 9 月、調査対象：1998 年調査（第 1回調査）＝首都圏（東京都・埼玉県・

千葉県・神奈川県）の小学３年生から中学３年生の子どもをもつ保護者 4718 名（配布数 8380 通、回

収率 56.3％）・ 2002 年調査（第２回調査）＝首都圏（東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県）の小学

１年生から中学３年生の子どもをもつ保護者 6512 名（配布数 9038 通、回収率 72.1％）、2007 年調査

（第３回調査）＝首都圏（東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県）の小学１年生から中学３年生の子ど

もをもつ保護者 7282 名（配布数 9962 通、回収率 73.1％）。

（28）小池和男『日本産業社会の「神話」』日本経済新聞出版社、によると、そのような日本的雇用慣行は、

日本に特異のことではない。
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