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教育実践における階級・階層論的視点

ー全国生活指導研究協議会の集団づくり実践論の場合

The Theoretical Viewpoint of Social Class and Social Stratification in-

volved in Educational Practces : In the Case of the Theory of Group-Con-

structiong Practices of the Japanese Society for Life Guidance Studies 

長谷川 裕

1.テーマ設定

本稿は、共同研究「戦後日本の民間教育実践における『目標・評価』の検討

ー教育実践に立ち現れる階級・階層的不平等への取り組みに焦点を当てて-J1 

の一環として筆者が実施してきた研究の中間的まとめである。この共同研究

は、①戦後日本の民間教育実践における「目標・評価jの展開の中で、階級・

階層による不平等がどのように認識されてきたのか、②そこでのI目標・評価J

のあり方が階級・階層による不平等の克服にとってどのような意味があると

考えられるか、を検討することを課題としたものである。

本稿は、その検討を、「全国生活指導研究協議会J(全生研)の場合について行

う。全生研は、戦後日本の民間教育運動団体のひとつであり、 1959年に結成さ

れた。特に教科外活動の領域で、 f集団づくりJと呼ばれる教育実践やその研究

を進めてきた団体である。

金生研では、 1990年代初め頃、階層・階級という視点(当時の全生研では、主

には f階層jという概念が用いられていた。以下本稿でもそれに倣って、基本的に「階層J

概念のみを用いることにする)を前面に押し出した形で、集団づくり実践をめぐる

議論が展開されていた。本稿は、主としてそれらの議論及びそれらが批評の対

象としたりそれらによって促されて試みられたりした集団づくり実践を検討

しながら、そうした議論や実践の場合上の共同研究の課題についてどのような

1教育目標評価学会から若干の補助を得て取り組まれた同学会会員による共同研究。本稿
は、その共同研究の中間的な成果報告という位置づけで行った、同学会第 22回大会
(2011年 11月 20日)での口頭発表、及びその当日配付資料にもとづくものである。
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ことが言えるのかを明らかにしていく。

2.階層論的視点、に立つ集団づくり実践の事例:神保映の場合

まず、階層論的視点に立って行われた 1990年代初めの全生研の集団づくり

実践の典型事例のひとつである、神保による小学校高学年の子どもを対象とし

た実践を、主としてその実践記録をもとに紹介する。時期的には、 1980年代半

ばから 1990年代初め頃に行われた実践である 2。

取り上げる実践は、おおよそ次のような特徴を帯びている。すなわち、結果

的に階層別に分かれる子どもたちの自然発生的な IグループJを、集団づくり

のベースとして位置づけ、そのグループごとの活動に対して教育的に介入しな

がら、メンバーにとって安心してその場に居られる居場所として組織しつつ、

それと並行してグループ聞の共同を図っていくという特徴である。それは、集

団づくりの前提となる子どもたちの自然発生的な集団関係やその背景にある

かれらの生活を掴む上で、それらが階層性を帯びていることに注目するもので

あり、かつ子どもたちがそうした階層性を帯びた自分たちの集団関係や生活を

対象化し、階層性を超えた形での子どもたちの問の共同的な関係性をっくり上

げることを目指したものであると言っていいだろう。

全生研の結成後まもなく、 I班・核・討議づくりJの方式 3がこの団体の実践ス

タイルのメインストリームとなったが、その方式は、特に 1980年代に入った

頃から、この団体のメンバーの問でもその行き詰まりが意識化されるようにな

る。そうした中、子どもたちの自然発生的な小集団であるグループに依拠しつ

2これ以外にこの時期の全生研において、階層論的視点に立った集団づくり実践として取
り上げられたものには、宮本誠貨の実践(宮本 1992、宮本・浅野 1994)、鈴木和夫の実
践(浅野・鈴木 1992、鈴木 1994)などがある(いずれも小学校高学年対象の実践)。

3全生研常任委員会(1971)は、この方式を体系化したものと目されている文献であるの
で、詳細はそちらを参照されたい。ただ、その文献を参考にして、この方式の集団づく
りの基本的性格について筆者が捉えているところを述べれば、それは次のようなもので
ある。“生徒たちに、学級や全校を統一的な組織的集聞として編成していくプロセスに参
加させる。そのプロセスにおいてとりわけ、生徒たちが集団の規律をつくり上げその規
律にもとづいて集団を自主管理して集団の凝集性を高めていく局面を重視し、そのため
の様々な行動にコミットさせる。かつ、こうした行動を進めようとする中で生徒個人間
あるいはグループ聞に様々な札幌・葛藤が発生してくることを、そして生徒たちがそれ
らを調盤すべく取り組むことを重視する。また、このように統一的な組織的集団として
生徒集団がその磁集性を高めていくプロセスにはある発展法則があると捉え、その発展
法則にもとづきながら教師の指導のすじ道を定式化する。"
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数育実践における階級・階層治的視点ー全国生活指噂研究協級会の集団づくりき克服Miの相場合{長谷川 紛}

つ集団づくりを進めるやり方が模索されるようになる七ここで取り上げる神

保の実践も、その系譜に位置づくものであると考えられる 50

2.1 地域の階層分化状況、各階層の教育意識(神保 1991a:6、神保 1991b:26・27、

神保 1992:19、神保 1993:48・51)

実践の舞台は、神奈川県西部の地方都市である。京浜地区への通勤闘であり、

ハイテク産業の進出も見られる。神保によれば、駅前の再開発ともに新しい階

層分化が進み、次のような分化状況が生まれる。

A r新興グループJ:近年 (1980年代"'1990年代初頭を指す:筆者〕新築

の一軒家またはマンションを購入した居。エリート社員、医師、中小企業

主など。地域の行事などに対して無関心。

教育は「家庭の領域Jのことがらと見る。子どもの進学に熱心。学校が

宿題を出すのを嫌う。子どもが高学年になると学級の役員をするのを止め

る親もいる。自分たち自身も PTA行事に対して不熱心。

B r地元グループJ:従来からこの地域に居住。 A層に土地を売り、そのお

金で自分の家の改装・新築した家族も含む。

c r借家・アパートグループJ:市営住宅・アパートに住む層。

2.2 各階層の子どもたちの状況、およびかれらの人間関係の状況(神保 1991a:

5-8、神保 1991b:26・28、神保 1992:19、神保 1993:49・50)

子どもたちの聞には次のような状況が見られると、神保は捉える。

4全生研常任委員会(1971)では、「学級には普通、自然発生的なグループがいくつか存在す
る。しかし、それらはお互いになんらのつながりもないぱらぱらなグループとしてあり、
学級を集団として統一するよりは、むしろ学級の目的を拡散させ、学級を解体する役割l
のほうを多く担っている。(..・H ・〕学級集団のための共通の目的を持ちながら、しかも異
なった集団として編成されるのが班なのである。それは自然発生的な仲良しグループの
ように、相互にばらばらであってはならない。(..・H ・〕学級の共通目標に統一的かつ競争
的にとりくむことによって、自分たちの集団(班)とともに他の集団(他の班)をも意
識し、班内の話しあいや行動と他の班のそれとを互いに比較することをとおして、集団
というものを知り、学級集団を認識していくーーそのための教育的な道具として編成さ
れたものが班なのであるJ(93・94)と、自然発生的なグループは否定的に見られていた、
あるいは少なくともさほど重要視されていなかった。

5神保は、いち早く子どもたちの自然発生的な私的グループを重視した実践を展開した代
表的な実践家の一人であると見ていいと恩われる。神保(1987)など参照。

q
d
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-上記の A・B・Cという階層性を反映する形で、子どもたちの暮らし方が

下記のように分化し、また階層ごとの「グループJが形成される(階層性

のみがグループ分化の原理というわけではないが)。

A 進学教室に毎日のように通う。

学校での「共同学習j的なものに対して消極的な姿勢、受験的な

知識の獲得やそれをめぐる競い合いにのみ専心。力量があっても学

級委員・班長などリーダー的な役割に立候補しない。「マスコミ文

化jを取り入れ、「ファッション性jのある服装・持ち物を身につけ

る。そうしたスタイルによって学級の中でヘゲモニーをとる。

かれらのグループは、学校にいる限られた時間だけの交わりであ

り、内部の結びつきはそれほど強くない。

B A層ほどの切迫した感じはないが、英会話・学習塾等に週 2、3回通

う。「深い友人関係を切り結べる数少ない子どもたちjである。

c 経済的に恵まれていない場合が多く、学力不足という問題を抱えてい

る。「毎日のように同じ服を着ているJという理由で無視・いじめを

受ける子どもたちを含む。

互いの聞の交わりは少ない。

清潔で快活な子どもは、しだいに Bグループの子どもと交わる。

・それら階層別グループ相互の聞に、 I交わりの境界線jが敷かれる。すなわ

ち、 Bグループは A・C両方と交わるが、 Aグループと Cグループは交わ

ることがない。

・学級全体では、 A層(あるいは、 A グループ)の子どもの影響力が強い。

2.3 実践1(神保 1991a:8・11、神保 1991b:26-27、浅野・神保他 1991:24司 25.37・39)

このような地域を舞台にし、そこで暮らす子どもたちを対象に、神保は、以

下のような実践を展開する九

62.3のf実践 1Jはおそらく 1991年度の実践であり、 2.4の「実践 2Jのほうはその前後
の年度のものである可能性がある。そういう理由から、項を分けた。
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2.3.1 r好きなものどうしの班jの編成

・どんな子どもにも、「情緒的な結び付きjを伴い「一定の協同行動jも行わ

れる、「第一次集団j的な「友人関係jが必要であるという考え方にもとづ

き、「好きなものどうしの班jをつくらせるに

・すると、前述の階層別グループを反映した班ができ上がる。したがって、や

や極端に言えば、 rw階層別的なグループ』を促進することにもなるん

・しかし、「自分の自由なる意思によって交わりをつくりだすことを助成j

し、そのように f自分がっくりだしたグループという鏡をとおして、学級

とそこに所属する全ての人間の問題と課題について考えられるように迫

っていきたいjと考え、 f階層別グループj的な「好きなものどうしの班j

をベースに、以下のような働きかけを子どもたちに対して進めていくえ

2.3.2 r残されたものどうしでしかたなくくっついたようなj班 (5班}に対す

る働きかけ

・「好きなものどうしjという編成の仕方をすると、このような班が必ず発生

する。

・それは、 Cグループの子どもを中心とした班〔明記はされていないが文脈

から考えて:筆者〕であり、生活・学習どちらの面でも「もっとも援助が

必要jな子どもたちの班である。

・この班の子どもたちは、朝の会は「班で好きなことをやってよいjといっ

7神保はこの点について、この実践を検討対象(のひとつ)とした座談会において、「ぼく
は、友と交わるということは楽しいことであり、それが豊かな自分をつくりあげていく
んだということを、どんな手を使っても経験させたいと思いました。学級とか学校はそ
ういうものを阻害するエネルギーとして働くんじゃなくて、それをつくり、支えてあげ
たい、そういうエネルギーの方向をぼく自身が援助してあげなきゃいけないと、強く感
じたわけです。そこで『好きなものどうし』ーという表現がいいかどうかは別にして一、
まず“こいつとならウマが合いそうだな"と思った人の隣りの席になって、遊んだり話
し合ったりする。それが、ぼくの考えた最初の学級づくりのテーマだったんですjと述
べている(浅野・神保他 1991:21)。

8前註で触れた座談会において、列席者の一人である足立自朗(教育心理学)は、これま
での「生活指導の班づくりの伝統的なやり方Jは「いろんな人が入っている一様なグル
ープ(f班jのほうが精確であると思われる:筆者〕をいくつもつくっていくjものであ
ったのに対して、神保のこの実践の場合、「階周差をあえて固定して『好きなものどうし』
のグループをつくって、そこに個別に存在するであろう子どもの要求に基づいて新しい
グループ〔向上:筆者〕編成をしていこう、要求の掘り出しをやろうjとしている点が
特徴的であると指摘している(向上)。

-5-
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ても、そうした班独自の活動を始めようとしない。それに対して神保は、こ

の子どもたちこそ「第 1次集団的な、まず所属する世界をもってほしいjと

考え、聞に入り、そのことでいっしょに遊べるようになる。

・それをきっかけに、 Cグループの子どもの中からかれらの遊びのリーダー

が出てきて、その子のアパートに集まったりする。この時点では既に「だ

れかから助けられてじゃなくてJ、「自分たち自身が似たような仲間と連れ

そって遊びグループを形成しj、「そのなかでは自分の言いたいことが言え

るようになってjきたといえる。

・その結果、 1ヶ月ほどして r5班はさびしそうだからjと班替えの提案が他

のグループの子どもから出た際に、 5班の子どもたちの中から「先生、ゃ

だよ。おれたち、あの人たちといて、今までいいことなかったものjとの

発言が出てくる。というのも、「冷やかしがない、おっとりしたこの世界を、

5班は楽しんでいたJためである。

2.3.3 グループ間共通の活動づくり 9

-ある男子(典型的な Aグループの子ども)は、学校でちょっとした空白の時間

ができても、むさぼるように漫画を読むだけで、他の子どもと交流する精

神的ゆとりがもてない。

-班長会での話し合いに基づいて、学級で 15日間の将棋大会を開く (1日

1入、 15日間で 15人の相手と対局)。それは、子どもたちがいろいろな人と交

わる機会となる。

・これをきっかけに、 Bグループの子どもを中心に、 Aグループ・ Cグルー

プの子どもの声も聞きながら、[クラス遊びjを進める。

2.3.4 グループ混在の班編成へ

. 10月、班替えを行う。子どもたちの提案で、これまでの班をばらばらにす

るような編成となる〔結果的に、 A--Cグループ横断的な班編成:筆者〕。

9このような試みを行おうとしたことに関して、神保は、 Iこういう班づくりをしている
と、ますますクラスが3つにわかれていっちゃうんですよ。それは担任としては耐え切
れないですね」と述べている(浅野・神保他 1991:37)。

氏
U



教f1兆般における階級・階初治的視点ー全国生活指噂研究協議会の集悶づ〈り実践論の樋合(長谷川 総). 
-しかしこれは、子どもたちにとって「がんばりすぎた班j編成で、よそよ

そしい感じがする。特に、その班編成の仕方で「最初にパテたjのは Cグ

ループの子どもたちだった。

・そこで、再度班替えを行う。その結果、元のような編成に戻る(神保が「ほ

んとに好きな子(..・H ・〕のところへ行こうjと言うと、ほとんどの子が元

に戻った)。しかしグループ聞の混在がかなり見られるようになる。また、

A.Bグループのリーダー的な子どもたちによる r5年 2組をよくする会j

が組織される。

2.3.5 グループ別の働きかけ (2.3.2への追加)

-前述の将棋大会の際、 Cグループの子どもたちに[特訓Jをする。

-放課後、 Cグループの子どもたちを対象に勉強を教える<r神保塾J)。他の

子たちは塾に行くので、その子たちには「どうぞ、自己防衛してくださいj

と言いつつ、塾に行っていない Cグループの子たちを対象にして。

.Aグループの子どもたちの聞に、放課後のクラスの活動に参加できず申し

わけないという雰囲気が出てきたので、「じゃ、おまえらがみんなのために

できることは何だjと尋ね、試験問題っくりは得意だと言うので、「神保先

生のテスト問題予想係jに取り組ませる。このことと関わって、神保は次

のように述べている。 f彼ら〔進学塾に通っていて勉強の得意な Aグルー

プの子ども:筆者〕のもっている武器とそうじゃない子たちの武器と、お

互いにいいところがあるんだとまずは肯定しなきゃいけないj。

2.4 実践 2(神保 1992:20・22、神保 1993:52・60)

もうひとつ、ひと連なりの実践を紹介する。

2.4.1 当初の授業の状況(算数の場合)

-進学塾に通う子どもは、授業に対して無関心で、問題を解く時だけ鉛筆を

持つという様子だった。また、 3分の 1の子はわからずつまらない顔をし

ている。残り 3分の lには授業がフィットするが、この子たちも既に「で

きてしまっている子jたちの冷ややかな態度の中でのびのびとできない。

-7-
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2.4.2 r放課後教室Jの取り組み

-親たちに事前に「わたしでよければ、わたしを必要とするならば、授業中

に教えきれなかったことを放課後学習というかたちで援助します。ご希望

でしたら、子どもさんを説得して残るように伝えてくださいJと知らせる。

子どもたちにも個別に参加するかどうかを確認する。

・当初、「掛け算九九のできない子どもたちJ(明記されていないが、おそら

くCグループの子たち:筆者〕が集まって開始される。学習しているとこ

ろを見られたくないと、教室のドアを閉め切って行う。掛け算九九だけで

なく、ゲーム、将棋、おしゃべりなども。

-やがて、 Bグループのリーダー的な子どもが I私が使った掛け算九九のテ

ープがあるから、貸してあげるjと持ってくる。

・これをきっかけに、他の子どもも入れていいかを「放課後教室Jの子ども

たちで話し合う。「じゃましなければよいJrばかにしなければよいjとの

結論になる。

-次第に人数が増え、学級の半数ほどの子どもたちが参加するようになる。

2.4.3 外遊びでの共同

• r放課後教室jのある子ども〔おそらく Cグループではリーダー的な子

ども:筆者〕が、九九をマスターできたお礼にと[秘密の場所J(カルガモ

がいて、魚がたくさんとれるところ)に連れていく。

・これをきっかけに、魚とりを中心とした外遊びが盛んに行われ〔おそら

くB・Cグループの子どもたちの問で:筆者〕、教室にはとってきた魚を

入れる 4つの大型水槽が置かれる。

2.4.4 Aグループの進学塾組の子どもたちに対する取り組み

-神保はかれらに対しては、「進学教室の子どもたちに部分的に共感しなが

ら、かれらとの 1対 1の対話を繰り返し、学校生活における自分の態度に

ついて考え直す機会を多くつくるjという方針で取り組む。

-そうした方針に基づいて、「進学教室組の子どもが、先に帰るときには、わ

たしはできるだけ声をかけた。『よお、がんばってこいよ。おれたちは、こ
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こでがんばっているから、きみもがんばれよJ少なくとも、かれらが生き

がいにしている進学教室にわたしは敵対しているのではないことを示し

た。そして、『今日は書くことがない』とだけしか書いてないかれらの家

庭学習ノートに具体的にいろいろな質問や指摘を書いてあげた。j

2.4.5 算数の授業でのグループ聞の衝突

-算数の授業で、 1単元がひととおり済んだ時点で、その単元はそれで終わ

りにしていいかどうかを、班会議をして班ごとに意見を出させるという

やり方をとる。

• 2つめの単元の終了時点の討議の際、進学塾組の子どもの多い班は先に進

むことを強く主張する。それに対して Bグループのリーダー的な子ども

(2.4.2で登場した子どもと同じ:筆者〕が、「先に進んでいいと言ってるけ

ど、よくそんなこと言えますね。今日だって、算数の苦手の人とおしゃべ

りしたりして、ちっともまわりの人のことを考えていないのに、分かって

いても手をあげないで……jと発言する。この発言を皮切りに、授業のあ

り方をめぐって初めて論議が行われた。

2.4.6 授業をめぐるグループ間関係の組み替わり

・上記のことをきっかけに、 Aグループの子どもの授業中の態度がいくぶん

変わる。

. r君たちは塾ではどうおそわつているのjとふと言うと、塾ごとに集まって

話し合い、それにもとづいて発言がされる。

-放課後教室に参加する子どもたちは、どの塾の子の発言が一番わかりやす

いかを評価する立場になる。

・このことが、「自分のことばで授業に参加してよいという雰囲気jをつく

り、以後「発言者がしだいに増えていったん

2.4.7 Aグループの子どもたちの変化

• 2.4.6に記したことがあった頃から、 Aグループの子どもたちに対して

rw昼間の生活と学習〔つまり、学校での:筆者〕はあなたにとってどうい
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う意味をもっているのか』を徹底的に聞き込んでいったん

.学級の活動に参加してくるようになる。

・夏休みの宿泊学級キャンプでは、 Aグループ以外の子どもたちが準備を

し、 Aグループの子どもたちは「それに感謝する気持ちを素直に表したj。

2.4.8 授業などを通じた自分たちの生活の見つめ直し

. r菊川を学ぶjという単元を設定する〔菊川はこの学校の所在地域を流れ

る川。理科と社会の時間を統合した、 40時間の、総合学習に当たる単元:

筆者〕。それは、 m日本の豊かさ』を問う学習Jになる。

. rアジアに目を向ける学習と活動Jを行う。具体的には、授業でネパールの

子どもたちの様子を描いたビデオを見せる。関心をもった子どもたちが、

ネパールの 3つの学校と文通を始める。その子たちがネパールの貧困・不

衛生の中で困っている子どもたちのために何かしたいと考え、何をすべ

きかを議論。全校にはたらきかけて、 4000本の鉛筆と 500冊のノートを

送ることになる。

-これらの授業・活動を行いながらの神保の思い:r中流からおちこぼれま

いと、小学校低学年から受験準備にほんろうされている子どもたちの現実

を目の当たりに見ていると、その目標である『中流』とは、いったいどん

な現実の姿をしているのかを問わないわけにはいかないはずだ。小学生に

すべてを教えることはできない。しかし、自分が向かっていこうとするも

のが何ものなのかについて、考えられるちからをつけたいと願わずにはお

れない。子どもたちに〔……〕この地球上に起きている『貧富の拡大/国家

別・民族別階層化Jの問題を対象化させていきたい。(..・ H ・〕かれらのうちな

る能力主義・差別選別主義を絶対視しないで、せめて相対化させながら。J

3. 1990年代初めの全生研の階層論的集団づくり実践論とそれを

めぐる論議

1990年代初めの全生研の階層論的集団づくり実践論を主導してきたのは、

研究者である浅野であったと言っていい。と同時に、同じく全生研の研究者で

ある折出らによって、同時期に既に、主要には浅野のその議論を念頭において
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のことと思われる批判もなされている。

そこで 3.では、まず浅野の階層論的集団づくり実践論を紹介し (3.1)、その上

でそれに代表される階層論的集団づくり実践論に対する批判論も紹介する

(3.2)。それらによって、 1990年代初めの時期に、全生研において階層論的集団

づくり実践をめぐってなされていた論議がどのようなものであったかをおさ

えていきたい。

3.1 浅野の階層論的集団づくり実践輪

浅野の階層論的集団づくり実践論の骨子は、おおよそ次のようになる。

①日本の学校は、ある価値基準に生徒たちを合致させようとする「同化構造jを

有している(浅野 1994:15)。

②その価値基準(=r同化軸J)の主たるものは、「国民統合Jの軸と「能力主義J

の軸である(向上)。

③この「同化構造jは、「支配施策Jの結果として次第に生徒をはじめとした学

校成員の聞に浸透・定着してきたものである(同:17・18)。

④「同化構造Jの定着とは、その「同化軸jが自明視されるようになることで

あり、そうなると成員の聞にその「同化軸jに「囚われる強迫的性格jが生

まれてくる(同:18-19)。

⑤そうした「同化軸jへの[囚われjは、その価値基準にどの程度首尾よく合

致できているか否かをめぐる「序列J• r競争jを成員たちの聞に生み出す

(同:19)。

⑥こうした学校の「同化構造jは、階層的には「中流上層性(階層上昇志向)Jと

いう性格を帯びたものとして表れる{浅野 1993:13)。

⑦学校制度がそのような階層的性格を帯びているとしても、学校に通ってくる

生徒たちの家族の階層のほうは多様であり、大まかには「底辺J層・一般「中

流j層・「中流j上層というふうに分かれる。教師は、このように「厳然とし

た事実として階層性が存在することを踏まえた実践構想を展開する必要が

あるJ(浅野 1992b:51・52)0

⑧生徒の家族の階層性は、生徒たちが「形成するグループにも反映Jし、かれ

らは日常的に「同一階層でグループを構成するjことになる(同:52)。教師は、
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教育実践を進める上で子どもたちの状況がどうなっているかという〈子ども

分析〉が不可欠であり、その際[子どもたちのさまざまな人間関係・グルー

プ関係jを把握することが重要であるが、そうした人間関係・グループ関係

把握のための「視点jとして、今日では f階層的な視点jが必要である(浅野・

鈴木 1992:88・89、浅野 1994:129・131)。

⑨「同化軸による支配Jから解放されていくためには、[まずは同化軸にとらわ

れていること自体に気づき、また絶対的なものと思っていたそれを相対化

し、疑問を立てる作業が必要となるんそのためには、 I当然のことと思って

たことが実はおかしいことであると気づかせる(異化)の手法jがとられる

必要がある(浅野 1994:22)。

⑩学校教師は、教育実践としてそうした方法をとることできるようになるため

には、自らの中にある前述の「中流上層性jを自党化し、「特定の階層を排除

否定Jしたり、低階層からの[脱出をはかることを中心眼目にしてj実践を

したりしていないかを自己点検する必要がある(浅野 1993:13)。

⑪そのような「相対化jが可能なのは一方で、生徒やその家族において、「同化

軸による支配jが完全に貫徹しているわけではなく、そこから逸れたものが

完全には消滅していないからである。例えば、「偏差値システムのなかの下方

に置かれて、『肉体労働』に従事する階層Jが「同化軸での上昇をはからなけ

ればという気持ちと自分たちには自分たちなりの誇るべきもの、たとえばワ

ザの文化をもっているという気持ちとの聞を揺れ動くことがあるJ0 rこうし

た揺れ動きを、同化軸を強化する方向ではなく、それを相対化して見つめ直

す方向jに向ける必要がある(浅野 1994:23)。

⑫相対化が可能なのはもう一方で、学校や教師の階層的性格が前述のように

f中流上層性jのみで一元化されているわけではなく、[民衆性jをもあわせ

もったものであるからでもある。教師は、自らのそうした「矛盾的性格jを

意識化して、「民衆的性格Jを I積極的に創造的にふくらませてjいく必要が

ある(浅野 1993:13・14)

⑬かくして私たちに必要なのは、 I異質のものを発見し、取り込んでいく jこと

を通じて、「学校を支配しているこれまでの同化軸Jを、その同化軸によって

支えられて成り立っている「能力主義秩序・国民統合秩序jを組み替え、「異
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質協同原理にもとづく学校再構築jを図ることである(浅野 1994:24・25)。

⑭そのことは、「階層jに関わることとしては、能力主義に同化しその価値基準

にしたがって「上昇志向jをもった「中流性jをのりこえて、「民主的市民に

脱皮成長していくことj、「庶民的感覚を民衆性として開花発展させていくこ

とj、そうしたなかで「階層的差異を保持しつつも、階層間の連帯を民主主義

的に実現していくことjの追求を意味する(悶:25)。教育実践において階厨論

的視点をもっということは、そのように、「今日の学校が陥っているような階

層性の再生産ということから脱却し、階層的支配を越える、ないしは階層的

支配・関係をくみかえていくということjを意味している(浅野 1992b:52)。

3.2 階層論的集団づくり実践論に対する批判

本稿が検討対象とし、 3.1で見た浅野の論が典型であるような、階層論的視点

を前面に押し出した実践論に対しては、全生研内部において、その論が唱えら

れたのとほぼ同時に、批判的な見解も表明されていた。

その批判的見解は折出からものであり、その論旨はおおよそ次のようになる。

①上記の実践論は、「戦後の『国民教育』論が十分に正面にすえることのなかっ

たcr国民Jとして括られる人々の聞の:筆者〕差異の問題をリアルな状況に

おいて捉えることjを促す点において、またこれまでの m集団づくり』では

表にはあらわれなかった個人間の階層的差異の問題を明るみに出jし「民主

的集団Jr民主的人格jなどの「鍵概念Jを今日の「状況のリアルな認識jを

踏まえて「豊富化jすることを促す点において意義あるものである(折出

1994: 38)。

②しかしこの論は、「学校の世界に事実としてある階層分化の実態を考察する

ものjではあっても、その世界に存在する f競争的磁場jが「差異jの認知

を[差別jへとつなげるメカニズムを[変革していく実践論jにはなり切れ

ていない。それ故、この論による学校の「同質化傾向を克服するには『差異』

の現実をまずみよJとの提起は、 rw差異』の実態が示されることjによる「差

別の容認jをもたらすことへとつながりかねない(同:40)。

③[民衆jに当たる階層の人々が、この社会が階層分化しているという事実を

I受け入れj、自分たちの「階層に応じたアイデンティティをつくりつつ、全
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体として各自が分相応にjこの社会の形成に加わり役立つているという「生

活実感jをもつことは、その社会の支配を容易にすることにつながる。各階

層がそれぞれの文化を[異質Jなものとして認め合うことは、そうした事態

をまねくおそれがある{折出 1993:18)。

④今日の階層分化は、[構造的暴力jのはびこる社会の現実に密接に関わって生

じており、その現実は f階層や階級を横断する子どもたちに共通の矛盾であ

り、苦悩の根源jである。したがって、「階級・階層の視点よりもj、「課題と

要求の共通性を基礎として成立する階級横断的な層jという意味での I社会

層jとしての子どもという視点を優先して実践論が立てられるべきである

(同:18・19)。すなわち、「階層別の差異を意識した働きかけではなく、社会層

としての子どもの共通の要求がどう一人ひとりの内的矛盾となって現れて

いるかを読みとるようにすることが、大事であるJ(同:21)。

折出による批判論の④とほぼ同趣旨と思われる批判は、照本(1992)によって

も表明されていた。その論旨は次のようなものである(同:109・110)。

(a) r学校での競争への参入のしかた、過程、結果Jに見られる階層ごとの違い

は「様態のレベルjのことがらとして捉えるべきである。それらの土台には、

諸階層を共通に組み込む「企業社会的秩序、能力主義的秩序jが存しており、

上記の違いはこの秩序によって「画一化された枠内での、これらの秩序への

組み込まれ方の階層的差異Jとして捉えるべきものである。

(b)したがって、そうした「様態jとしての階層的差異のなかに隠されている、

[企業社会的秩序、能力主義的秩序jの支配下に等しく組み込まれているこ

とから生ずる、「共通の願いや要求を明らかにすることj、Iそれらの組織化

をとおして『共同』の世界を具体化していくことjにこそ、階層的視点の導

入の意義がある。つまり、「階層の枠を乗り越えたものの見方、感じ方、考

え方を獲得させていくーこれが階層分化を視野に入れた集団づくりの基本

的構図Jであるべきである。
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4.全生研の実践論に見られる階層論的視点:全生研大会基調提

案より

2.及び 3.では、本稿の検討対象である、 1990年代初めの全生研の階層論的視

点に立つ集団づくり実践論や集団づくり実践とはどのようなものであるのか

を、それへの批判論も併せて紹介した。では、そうした実践論や実践は、 1990

年代初めの時期以前及び以後を含めた長期にわたる全生研の実践論の中でど

のような位置を占めているのだろうか。

その点を検討すべく、 4.では、全生研の実践論の中に階層論的視点がどのよ

うに表れてきたかを、全生研が毎年 1回開催している全国大会に合わせて発表

される、全生研の組織的な文書である「大会基調提案J10に傑ってみたい。そ

の上で、上で述べた 1990年代初めの階層論的集団づくり実践論・実践の位置

がどう捉えられるかという論点については、 5.1で論じる。

4.1 r階級j概念の初出:現代学校:::r階級学校jという命題

大会基調提案に f階級Jr階層Jという言葉が始めて登場するのは、第 7回大

会のそれ (1965年、文武:春田正治)においてである。そこには、次のように

ある。

〔……〕現代学校の一般的な教育荒廃をもたらしたものは、ほかでもない、権

力による教育支配、その政策の浸透である。(..・ H ・〕権力が決定し公布した教

育課程が日本の青少年にひとしく注入される。そしてこの注入の成果を、権

10大会基調提案は、 1959年の第 1回大会時から今日に至るまで、欠かさず発表され続け
ている。この文書の性格について、 1970年代の時点で「この提案は、はじめの問は個
人署名になっていることにあきらかなように、提案者の個人質任でまとめていました
が、途中からはたとえ個人署名ではあっても、常任委員会内部に特設された基調提案作
成委員会のたび重なる討議をへることになり、第 9次からは直接常任委員会名をもっ
て提案することに改められ、最近ではその素案はあらかじめ全国委員会にもかけられ
ることが例となってきています。だからこの基調提案こそは全生研の研究と実践に関
するもっとも質の高い組織的な文献だといってよいかと思われますJ(春田 1974:5)と
されている。細部の事情はその後いろいろと変わってきたところもあるだろうが、組織
的な討織を経て発表される「組織的な文献jであるという点は、今日でも変わりないと
言っていいだろう。なお、 f組織的な文献jではあるが、必ず「文責jの所在が個人名
で示されている。

-15-



続球大切法文学的紀'>>! 人間科学郷 30号 2013年9月

力は直接学力テストを実施してためし、それによって青少年を選別し、序列

づける。〔……〕これはまさしく、子どもの能力を格づけし、エリー卜をより

わける方法と基準とを、権力が掌握しようとしているのである。こうして現

代学校は全面的に権力の支配する階級学校として再編成されてきた。現代学

校はあげて権力のメガネにかなったエリートを次第に選別し、養成する巨大

な装置と化しつつある。そこに教育、子どもたちが内にある人間性をのばし、

人間として生きる力を高めてやるという意味での教育が荒廃していくこと

は、当然のなりゆきである。(全生研常任委員会 1974:111) 

ここには、現代学校が、「権力Jによってその担い手である「エリートjとい

う[階級Jを「選別j・「養成Jする「装置jとなっている、その意味でそれは

[階級学校jであるという認識が示されている。それは、一般的・理論的な命題

であり、各階級・階層の子どもやその家族の生活実態を掴み描くというもので

はない。

4.2 r班・核・討職づくりJ方式の集団づくりの階級的性格についての自認

次に「階級Jr階層jという言葉が出てくるのは、第 11回大会基調提案 (1969

年、文貨:城丸彰夫)においてである。それは、次のようなものである。

わたしの問題意識をズパリといえば、労働・労働者・労働者階級をどうや

って子どもたちに認識させるかということです。

こんにちの子どもたちは、父母の労働を知らず、労働者として生きている

父母の姿ではなくて、消費的・家庭的生活における父母をしか知つてはいま

せん。これは現代の子どもたちを健全に育てる道ではありません。だいいち、

どうやって、自分たちの将来の労働生活について準備することができましょ

う。また、自動車をもったり、ステレオを買ったりする楽しみ以外に、人生

にはもっとねうちのある生きがいがあるということを、どうやって知らせる

ことができましょう。(..・H ・〕

生活指導で労働者・労働者階級を教えるということは、まず何よりも集団

づくりをきちんと指導することでなければなりません。なぜなら、集団づく
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りは、労働者階級の組織論であり、モラルであり、そのことを行為・行動を

通して教えようとするものであるからです。(......) 

集団づくりは、労働者階級の組織のしかた、活動のしかた、団結のしかた、

民主的管理と指導、自主独立、連帯、規律を、子どもが社会的に保議されてい

るという条件のもとで、子どもたちの発達を保証するために教育的集団の形成

に適用したものです。したがってそれは労働者階級の現在の組織のしかたや活

動のしかたと同じものではありません。それらの総括をとおして導き出される

教訓を、教育的集団の発展に伸張に利用していくということであり、また、集

団像や人間像を具体化していくうえで利用していくということであります。

集団づくりは、このような意味で、子どもたちに、労働者・労働者階級を教

える基礎であり、また、労働者・労働者階級としての人格形成の基本的みちす

じであります(全生研常任委員会 1974:188・189)。

ここには、当時精力的に推進されていた I班・核・討議づくりjの方式の集団

づくりの階層的性格が、全生研自身によってどのように自認されているかが表

れていると見ていいへ

4.3 子どもやその家族の教育・生活の実態についての階層論的把握

その後も、「階級Jr階層jという言葉が基調提案の文面に出てくること自体

がほとんどない。しかし第 25回大会基調提案 (1983年、文責:大西忠治)で

は、子どもやその家族の教育・生活の実態を把握・描写する際にこの言葉が使

用されている。そこでは I現代をどう把握するのかjを論じるという文脈の中

で、現代を生きる人びとが I狭く均質化された階層、地域集団、個別的世界に

閉じこもり、他の階層・地域・人間への僧悪と無関心J(全生研常任委員会

1983:213)の状態にあると論じられている。

それに先だって第 17回大会基調提案(1975年、文買:竹内常一)では、子ども

たちは「発達疎外状況jにあるとされる。以後この認識が繰り返し示され、そ

11 r階級jという言葉は使われていないにせよ「班・核・討議づくりjの方式の集団づくり
の基本的性格についてのほぼ同様の捉え方は、春田(1974)、第 21回大会基調提案(1979
年、文責:坂本光男)、などにも見られる。
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の発達疎外状況についての具体的な把握が試みられる。社会・教育・子どもを

めぐる情勢分析に関する記述は、第 6回大会基調提案 (1964年、文賀:械丸彰夫)

の頃から開始された 12が、その後は断続的であった。しかし第 17回大会基調

提案の頃から、そのような記述が定着するようになり、かつ子どもの状況につ

いて詳細で具体的な描写もなされるようになってきた。そうした中で、上記の

第 25回大会基調提案のような、多少とも階層論的な観点からの、子どもやその

家族の教育・生活実態に関する議論もされるようになる。

階層論的視点をもって、子どもの状況が階層ごとに描写されるようになるの

は、第 30回大会基調提案 (1988年、文寅:竹内常一)においてである。そこでは、

I中流階層jの子どもたちは「学校の権威的・競争的な秩序に囚われ、それに過

敏に反応する傾向、つまり、学校適応過剰の傾向をもたされているjと、他方

で「低所得・家庭崩壊jにさらされている子どもたちは I学校にたいする適応

不足という状況に立たされるJと描き出されている。その上でこれら二類型の

子どもたちいずれもが、[支配としての学校に囲いこまれた子どもたちjである

とされている 13(全生研常任委員会 2000:124)。

第 30回大会基調提案より少し遡って第 27回大会基調提案 (1985年、文責:

竹内常一)では、人々の生活状況を描き出す中で、「低所得者層、貧困層がしだ

いに増加し、不安定就業者が老年、若年、婦人のあいだにひろがりはじめ、『中

12近年の大会基調提案では、社会・教育・子どもをめぐる時々の情勢分析が必ずなされ
ているが、初期の大会基調提案ではそうしたものがほとんどなく、もっぱら I生活指導j
f集団づくりJr集団主義j等、全生研の実践論のキー・コンセプトについての理論的検
討がなされていた。そうした理論的検討はその後も続けられたが、それに情勢分析が多
少とも加わるようになったのは、本文で述べたように第 6回大会基調提案からである。

13こうした捉え方は、この 1988年の大会基調提案の文武者である竹内の前年の著書、竹
内(1987)にいっそう詳しい。この著書に結実する子どもの捉え方ーすべての階層を買
いて子どもたちの I支配としての学校Jへの囚われ、しかしその現れ方の階層的偏差、
その囚われから脱却しようとするプロセスとしての「自分くずし、自分っくりj、その
際の拠点としての子ども同士の対人関係ーは、竹内が文賞者となっている基調提案を
拾ってみていく限りでは、おおよそ 1980年代初め頃から竹内の中で生成していったこ
とが推測される。例えば、 1981年の第 23回大会基調提案は竹内が文責者で、そこには
「能力主義、管理主義が子どものなかに巣くい、それが子どもの魂となると、子どもの
なかに本格的に自己を攻撃し、破壊しようとする傾向、自己を差別し、迫害しようとす
る傾向が出てくる。しかし、そうなると、子どものなかで抑圧され、切り捨てられた自
己が反発をはじめる。だがそれは、反抗というかたちをとるよりは、逃避や逸脱という
退行現象として現れてくる。(..・H ・〕実際、子どものなかに、こうした創造的対抗をつ
うじて自分を再編し、原質的な自己に服ざした自我(わたし)をっくり出していくもの
も少なくない!とある(全生研常任委員会 1983:174)。
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間階層』も二極分化のきざしをみせはじめているJ(全生研常任委員会 2000:67)と

され、上記の第 25回大会基調提案と比べてより具体的に階層論的視点でもっ

て状況描写がされている。こうした階層論的視点からの状況描写は、第 29回大

会基調提案 (1987年、文責:鰐鋼二・竹内常一・能重真作)でも rr新中間層』の二

極分化J(同:101)というかたちで繰り返され、その延長上に、第 30回大会基調

提案のように、子どものおかれている状況に焦点化した、階層論的視点に立っ

た描写が登場したのであった。

翌年の第 31回大会基調提案 (1989年、文寅:神保映・竹内常一)でも、 f階層

間の格差jの拡大状況、それに拍車をかける「階層分化を再生産するJ学校(同:

136)という描写が、さらに第 32回大会基調提案 (1990年、文武:宮原腐司)では、

f受験体制j下の競争が「中流Jからの脱落を回避しようとする[底辺の競争j

とより上位の地位を占めようとする[頂点に向けての競争jと「二重j化して

いる(同:154)という描写が、いずれも階層論的視点に基づいてなされている。さ

らに、第 33回大会基調提案 (1991年、文武:竹内常一)では、 Iレーガン・サッ

チャー・中曽根路線といわれる新自由主義の展開のなかで、生活と教育の全面

において敵対的な競争秩序が浸透し、社会的階層分化が急激に広がりつつある

こと、それが『教室のなかの南北問題』ともいってよい様相をとりつつあるこ

と、しかも、学校がこの社会的階層分化をいっそう拡大する働きをしJ(同:172) 

ていると、階層分化と新自由主義との関連が指摘されている。

このように 1980年代後半から 1990年代初頭にかけての時期は、大会基調

提案に階層概念が頻出していた時期だったと見ていいだろう。

そうした階層への着目は、大会基調提案と同様に組織的な検討を経て作成さ

れた、集団づくりのねらい・方法等を体系的に解説した文献であり 14、この時

期に発刊された全生研常任委員会(1990)・全生研常任委員会(1991)の中では、

次のように示されている(太字は筆者による)。

学級生活がはじまると、(......)子どもたちは、私的な交わりとグループを

つくっていく。〔……〕中学年以上になると、子どもたちは、それぞれに一定

の目的をもっグループをあちこちにつくっていく。そうなると、学級はいく

14前に触れた全生研常任委員会(1971)も、同様の性格の文献である。
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っかのグループに分かれていく。これらのグループは自然にできたようにみ

えるが、そこにはさまざまな社会的な関係が投映〔ママ〕されている。それ

らは、性別に応じてつくられ、学力や運動能力の格差、パーソナリティの差

異を刻みこんでいる。また、かれらが属しているスポーツ少年団や塾やクラ

ブなど、子どもたちの階層、子どもたちの居住地域を反映している。(..・H ・〕各

グループは、他のグループと対立、連合、同盟、支配、不干渉、敬遠などな

どの関係をつくりだしていく。そうなると、学級のなかに、一定の力関係を

はらんだ集団地図、集団構造が急速にできあがっていく(全生研常任委員会

1990: 107)。

中学生ともなると、生徒たちは、学級編成と同時にただちに、親密な友だ

ち関係を中心にして、グループをつくりはじめる。〔……〕たいていの生徒は、

だれかと友だち関係をむすび、グループをつくりだし、それを居場所とする

ようになる。そのために、一ヶ月もしないうちに、一定の『集団地図』が学

級のなかにっくりだされる。このような友だち関係やグループは自然につく

られたようにみえるが、そこには、さまざまな社会的・文化的・教育的な関

係が投影されており、性別・階層・趣味・関心・学力・運動能力・イデオロ

ギーなどの差異が刻みこまれている。そして、これらの差異に応じて、一定

の力関係、情緒関係、イデオロギー的関係がっくりだされている。同じこと

は、グループ聞にも生じてくる。いや、グループ内では潜在的であるこれら

の関係も、グループ問となると、顕在的なものとなる。そのために、各グル

ープは他のグループと対立・連合・同盟・支配・不干渉・敬遠などの関係

をとりむすび、そこに一定の集団構造をつくりあげることになる。このため

に、生徒たちは、一ヶ月もしないうちに、学級のなかに、一定の勢力(権力)

構造・情緒構造・イデオロギー的構造をつくりだすのである。そのなかで、

早くも学級全体、または、その向性集団を支配する社会的権力が生じること

がある(全生研常任委員会 1991:86-87)。

4.4 r格差社会j化・「貧困jの拡大が叫ばれる中での階層慨念の再登場

1996年の第 38回大会基調提案(文責:浅野誠)では、 rr一億総中流化』の

社会現象が崩れ、『中流層』の分解jが進行している{同:214)との状況認識が示
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されているが、その後しばらく大会基調提案において階層についての言及はさ

れていない。

再度言及されるのは、 2000年代後半の第 48回大会基調提案 (2006年、文武:

加納昌美・北嶋節子・照本祥敬)である。そこでは、次のように指摘されている。

子どもたちの生活は、親の世代を襲う生活不安や生活困難のなかで、激し

く浮き沈みしながら揺れ動いている。(..・H ・〕かつての『頑張れば、いま以上

の生活をおくることができる』といった上昇志向のイメージは、すでに消滅

しつつある。『生き方』をめぐって大人と子どもに共通して認められるのは、

現在の生活水準を維持するために必死に競争にしがみついている厨と、『頑

張ってもムダ』という思いを抱きつつ無力感にとらわれている層へのこ極化

である。このような現実が、子どもたちのなかに分断と格差を生み出してい

る。ひとにぎりの『上の層』と『中間層』、そして『下の層』のあいだに垣根

が作られている。早くから進学塾に通い、学校での成績もよい『上の層』や

これに続く『中間層』は、『下の層』がときに逸脱や暴力のかたちで発信する

ヘルプに無関心であったり、これを一方的に資め立てるだけのことが多い。

また、それぞれの層の内部でも、抑圧や排除、侮蔑の対象にしたり・された

りする関係性が認められる。一人ひとりが不安や困難を抱えながらも、お互

いに応答することなく、孤立した生活をおくっているのである(全生研常任委

員会 2008:200-201)。

階層の二極分化の進行の指摘という点では、 4.3で見た 1980年代後半から

1990年代初頭期の大会基調提案と同様の論調に立つものであるが、 I上昇志

向J型の競争への積樋的コミットメントがもはや上層においてすら消失してい

るとの指摘がされているところが、 1980年代後半........1990年代初頭期の基調提

案の論調と異なる点であると言っていいだろう。

最近では、第 50回大会基調提案 (2008年、文武:照本祥敬)・第 51回大会基

調提案 (2009年、文賀:安島文男・照本祥敬)・第 52回大会基調提案 (2010年、文

責:山本敏郎)と、 I貧困jの新たな拡大というかたちをとって表れている階層

問題が大きく取り上げられ、第 51回大会基調提案では、 f<貧困〉を『自己責任』
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の問題に回収させようとする『社会』や『教育』に抗して、子どもたちの人間

的尊厳を守る立場から、剥奪や社会的排除の事実を直視し、かれらのなかに〈貧

困)に立ち向かうちからを育てる教育実践jをつくりだすことが f私たちが追

求すべき基本的課題Jである(基調提案委員会 2009:85)とされている。

このように、「格差社会j化.r貧困Jの拡大が教育領域においてだけでなく

広く取りざたされるようになった 2000年代後半において、全生研の基調提案

の中でも階層概念の再登場が見られた。

5.考察

2.、3.では、 1990年代初めの全生研の階層論的視点に立つ集団づくり実践

論・集団づくり実践やそれらをめぐる論議を紹介し、 4.では、全生研の実路論

の中に階層論的視点がどのように表れてきたかを見た。 5.では、以上を踏まえ、

1.で設定した本稿のテーマに対して回答を与えていく。

その回答を示すのに先だち、まず、 4.で見た全生研の実践論における階層論

的議論の系譜を踏まえつつ、 1990年代初めの階層論的集団づくり実践論・実

践がその中でどのような位置を占めているのかについて述べる (5.1)。次いで、

1990年代初めの全生研の階層論的集団づくり実践論・実践が、階層論あるい

は f階層と教育j論としてはどのような特徴・性格をもつものであるかについ

て論じる (5.2)。その上で、上記の回答を提示していきたい (5.3)。

5.1 1990年代初めの階層論的集団づくり実践論・実践の位置

全生研の実践論における階層論的議論の系譜を踏まえつつ、 1990年代初め

の階層論的集団づくり実践論・実践のその中での位置について考えてみると、

それはおおよそ次のように捉えられると忠われる。

5.1.1 r階層Jというコンセプトの実質的不在の時期

4.で見たように、階層という概念を実質的に用いて実践論を語ることは、全

生研において、 1950年代末のその結成以来、長らくほとんど見られなかった。

もちろんこの団体が階層・階級という概念を知らなかったわけではなく、 4.1

で見たように、 1960年代半ばには現代学校は「階級学校jであるという捉え方
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も提示されていた。しかし、この時点ではこの概念は、一般的・抽象的な理論

的概念として用いられていたに過ぎず、実践の対象となる子どもやその家族、

さらにかれらを取り巻く社会を、階層論的視点をもって具体的に把握しようと

いう志向は弱かったと言っていいだろう。

当時の全生研の実践論は、もっぱら「班・核・討議づくりj方式の普及・練り

上げに焦点化していた。そして、 4.2で見たように、それそのものを労働者階級

の階層性を帯びたものとして性格づけるような議論もあったが、日常的にはそ

のことの意味が前面化して意識されていたとは思えない。前述のように f班・

核・討議づくりJの方式を体系化したものと目されている全生研常任委員会

(1971)の中でも、階層あるいは階級については特に記載がされていない。

5.1.2 1990年代初めの階層論的集団づくり実践論・実践登場のコンテクス卜

4.3で見たように、 1980年代半ば以降、新たな階層分化が進行しつつあると

の社会状況把握が、またそれに伴い子どもたちがどのような状況におかれてい

るかについても階層論的視点から把握しようとする議論が、全生研において有

力な論調としてせり上がってくる。それは、この時期の教育領域の議論の中で

は、さほど一般的なものではなかった。

全生研は、そのフル・ネーム「全国生活指導研究協議会jが示しているとお

り、「生活指導jというタイプの教育実践の実践的研究を目的とした団体であ

る。生活指導とは、“人々が自らの生活そのものに導かれながら自らの生き方を

より価値あるものに高めていくプロセスに、様々なタイプの専門家・ボランテ

ィアが参加しそれを指導・援助する営み"とでも言えるようなものである(cf.竹

内 1995:3)。したがって、生活指導の実践者やその理論家は、対象とする人々の

生活の階層性に自ずと直面するものである。したがって、社会において新たな

階層分化が進行している中では、そのことをも感じ取ったに違いない 150

15例えば2.で見た神保の場合、この点を次のように述べている(自分自身のこれまで実践
がどのような階層的性格を帯びたものだったかを振り返り、近年従来のような実践が
実現不可能になりつつあると論じている文脈)。
I余裕のあるものは、余裕のないものに援助することに努力してくれたし、余裕のない
ものはその期待に応えようとしてくれた。そして、結果として、最低高校ぐらいは行け
る学力をつけることを学校生活の中心に置いた。どんな高校があるべきかという問い
以前に、既成の高校への進学を保証できるような『基礎学力』をつけようとやっきにな
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しかし、生活指導実践の対象者の生活が階層性を帯びているということは、

言うまでもないが、この時期になって生じたことではなく、いわば不変の事実

である。したがって、浅野の言うように「実践家は、たとえ無意識にせよ階層

性にからんだ実践を展開してJ(浅野 1992a:112)いるものである。ゆえに、教師

が階層を意識化して実践を構想する可能性は、常にあるはずである。しかし、学

級や全校を統一的な組織的集団として編成していくプロセスを重視する[班・

核・討議づくりjの方式がヘゲモニックな状況の中では、生徒の生活基盤やその

階層性がそれとして意識されることが押しとどめられ、生徒の生活はこの方式

の実現の条件という観点から把鋸されることが前固化する。しかし、 2.冒頭で

も述べたように、 1980年代に入った頃から、「班・核・討議づくりjの行き詰ま

りが見られるようになり、改めて生徒の生活をより鋭敏に捉えていこうとする

指向性が生まれることになる。

その時期はまた、「競争の教育J(久冨 1993a)の激化、それに抵抗する生徒たち

の行動<r校内暴力j等として表れる)に対する f管理主義j的取り締まりの強

化が見られた時期であり、そのような学校の抑圧的状況の深まりの中、学校制

度を社会の支配装置として捉える理論動向が一定の隆盛を見せるようになる。

そうした理論が採用した視点のひとつとして、学校を階層構造の再生産装置と

して見る見方 16があった。 3.1でその実践論を紹介した浅野や 4.3で言及した

竹内は、こうした理論動向を受けとめ自らの実践論の中にその視点を組み込む

ったし、いくぶん、その成果に誇りさえ持っていた。
しかし、わたしが最近、自の前に見る学級は、こういう梢図はとりにくくなってきて

いる。子どもたちの多くは、他を見る余裕をなくし、それぞれの『自己課題』にしがみ
つく。
中間府からの離脱をおそれるようにせわしく受験的な生活をしている子ども、中間

層への甘い期待を裏切られ生活の危機・家庭崩壊の危機にさらされている子ども、そ
していぜんとして最底辺周を形成している貧困層とが、学級のなかに直接顔をだして
いるように思える。
かつての子どもたちは、家庭や地域社会のなかで少しは保越され、社会的な支配構造

がこれほどまでにむきだしになることはなかったJ(神保 1991b:28)。
164.1で見たように、 1960年代半ばの全生研でも類似する議論がされていたが、その場

合、 f権力jというポジションに立つ者たちのエリート選別・強成のためという意図に
もとづいて学校制度が階級再生産機能をもたされるという点が強調されていた。それ
に対してこの時期の学校=再生熊装情論の場合、特定の誰かの意図によってというよ
りも、社会の全体構造の中で学校制度が占める位置や、自明視され問題化されることの
少ない、あるいは問題化されても容易に変更されがたい頑強制:を帯びた学校制度の内
部構造によって、学校制度がそうした機能をもつようになることが強調された。
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ことになる。特に浅野は、それ以前から 2.冒頭で触れた子どもたちの自然発生

的な[グループjに着目しており、そのグループが編成される際の原理のひと

つとして子どもたちの家族の階層性があるということもあって、階層論的視点

を取り入れた集団づくり実践論を提起するに至ったのであると思われる九

このように、「新たな階層分化の進行jという社会状況、[班・核・討議づくりJ

方式の揺らぎという教育実践上の状況、 f階層再生産装置としての学校J把握の

受容という理論状況が交差するところに、 1990年代初めに全生研において階

層論的集団づくり実践論・実践が登場するに至ったと見ることができるので

はないだろうか。

5.1.3 集団づくり実践論・実践におけるその後

4.4で見たように、 1990年代半ばを過ぎると近年に至るまで、全生研の実践

論において階層はあまり前景に出てくることはなくなった。しかしそれは、階

府という観点が忘れ去られたからというわけではない。むしろ、子どもたちを

めぐる状況把握の上で必要不可欠な観点のひとつとして一般化したと見たほ

うがいいだろう。例えば、 4.3で触れた全生研常任委員会(1990)・全生研常任委

員会(1991)などに準ずる組織的な文献である全生研近畿地区全国委員連絡会他

編(2002)では、次のように階層論的な視点からの子ども把撮が示されている。

〔……)r学びからの逃走』という言説は、子どもの世界の現状分析として

すぐれた視点を有しているが、正確ではない。むしろ、子どものなかに二極

分化が進行しているという見方が重要であろう。すなわち、『勝ち組』と『負

け組』の顕在化という現象である。(..・H ・〕子どもたちの生き方は二つに分か

れる。一つは、小さくなったパイに何とかありつこうと、いっそう競争的・

規範的秩序にしがみつく生き方を選択する者と、いま一つは、そうした生き

方から降りて、撤退する層である。『しがみつき』と『撤退』は、今の子ども

の生き方を表わすこつの特徴である.。

17浅野自身は、「どちらかといえば、教育社会学など他研究分野からの問題提起を受けて、
生活指導実践としてそのことをどう考えるかJ(浅野 1992c:106)という順序で、階層論
的視点を取り入れた集団づくり実践論について考え始めたとしている。
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ただし、子どもたちをめぐる状況把握の上で階層論的視点がどの程度の重要

性をもつものとして位置づけられてきたかは、確かな判断ができない。例えば

4.3で引いた全生研常任委員会(1990)・全生研常任委員会(1991)の文章は、子ど

も同士の関係性を掴む上でのいくつかの観点のうちのひとつとして階層を挙

げているのだが、 1990年代初めの階層論的集団づくり実践論・実践以外では、

それらのうちで階層の占めるウェイトはどのくらいのものであると見ていい

のかは、何とも言えないところがある。

5.2 1990年代初めの階層論的集団づくり実践論・実践

では、全生研の実践論において 5.1で見たような位置を占める 1990年代初

めの階層論的集団づくり実践論・実践は、階層論あるいは f階層と教育J論と

してはどのような特徴・性格をもつものであるか。そのポイン卜は、以下のよ

うに捉えられると思われる。

5.2.1 競争論的階層論という特徴・性格

3.1で見たように、浅野は学校の「同化構造jの「軸Jのひとつに[能力主義」

原理があり、学校に関わる人々が、この原理にもとづき「競争Jし階層上昇を

めざして行為することによりこの構造が成り立っており、教育実践は子どもた

ちがその[同化前liJを相対化できるように促す必要がある旨を述べている。神

保の場合も、 2.で見たように、進学競争・学力獲得競争という能力主義的競争

にどれだけコミットするか・できるかをめくーって子どもたちの学校内外での

生活やかれらの問の関係性のあり方が大きく左右され、そのコミットメントの

程度が階層によって規定されていると捉えた上で、この競争から排除され萎縮

している子どもたちが、逆にそこに強くコミットさせられ緊張を強いられてい

る子どもたちが、安心してその場に居られるような人間関係をっくり上げ、ま

たこの競争によって分断されている関係性を補修して協同的な関係をっくり

上げ、そうした関係づくりに取り組む中で子どもたちがこの競争を相対化して

見ることができるようになることを企図して、その実践を展開している。

このように 1990年代初めの全生研の集団づくり実践論・実践に見られる

階層論的視点は、学校制度のもと繰り広げられる能力主義的競争に対する各階
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層の生徒のコミットメントの仕方・程度やその差異と、その競争からいかに距

離化できるようにするかという点に焦点化したものであると見ていいだろう。

こうした競争を、フランスの社会学者P・ブ‘ルデ、ユーは、学校制度の普及し

た現代社会に特徴的な「階級闘争の特殊形式jであると捉えている(プルデュ-

1989: 255)。ブルデュ一理論におけるこの論点の重要性に着目した小津によれ

ば、この競争という階級闘争の形式は次のように表れるという。すなわち、「い

ままで学校制度を利用しなかった階腐が学校制度を利用することによって、学

歴のインフレが起こり、職=ポストと学歴資格の関係が再編され、同じ学歴資格

では同じ職=ポストに就くことができなくなった。そのことによって、いまま

で学校制度を利用し自らを再生産していた集団は、従来よりも一段高いレベル

の教育水準に移行する戦略をとるが、これは結局のところ、集団関の隔差それ

自体は相変わらず保たれたままの状態を維持することになるJ(小樗 2005:119)。

1990年代初めの全生研において展開された階層論的な集団づくり実践論・実

践は、こうした、結局は既存の階層構造を維持する蓋然性の高い「再生産的な

闘争J(プルデュー 1989:258)に人々が巻き込まれていくという、現代社会に特徴

的な階層状況のあり方の、日本的な表れ方に対する相対化の試みであったと言

える。そのことは、浅野による「企業社会秩序・能力主義秩序による階層分化

の進行に抗した集団づくり jをどのように展開するかという問題意識の表明

(浅野 1992a:112)に端的に表れている lt

こうした意味では、 1990年代初めの階層論的集団づくり実践論・実践は、

3.2で見た折出や照本が、ここが足りないと批判しているまさにそのことこそ

を、むしろ関心の焦点においていると見ていいように思う。つまり、この実践

論・実践は、照本のいう「企業社会的秩序、能力主義的秩序jへの[組み込ま

れ方jの差異としての階層差をもっ子どもたちが、その各々のポジションに適

18競争との対峠という課題の重要性は、先にも触れた当時の全生研の組織的文書の中に
も、次のように指摘されている。すなわち、今日の子どもは、学校の f権威的・競争的
な秩序jに I過剰適応jしており(全生研常任委員会 1990:24-25)、生活指導は、その
ように f学校と家庭と社会の競争的・権威的な秩序に囲い込まれ、自立の可能性をうば
われている今日の子どもたちに取り組んでいくjことが課題となっている(同:30)、と。
なお、プルデューのいう I階級闘争の特殊形式jであり I再生産的な闘争jである「競
争jを重視して f階層と教育」問題について追究した、 1990年代初めの時点の日本で
の代表的な研究としては、久富編著(l993b)がある。
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合した形で、上の秩序やその現れである「競争Jという、折出のいう「階層や

階級を横断する子どもたちに共通の矛盾であり、苦悩の根源Jを問題化してい

くことができることをねらいとしたものであると解釈できるからである。

折出・照本が述べるような批判の余地があるとすれば、神保が試みたように

階層性を反映して形成される子どもたちの自然発生的なグループをベースに

集団づくりを行うことが、そこにのみにとどまれば、神保自身も欝戒していた

ように階層別グループ編成をいっそう促進することにつながる点、またそれら

階層別グループがお互いを[異質jなものとして承認し合うことをよしとする

だけであれば、階層分化の固定化を是認することにつながり、階層分化を生み

出し、折出のいう「社会層jとしての子どもたちが共通して直面している「矛

盾Jr苦悩の根源jを追認してしまう点であろう。

しかし、階層別グループを[異質jの相互承認の場としていこうという試み

は、競争の相対化へと向かうーステップとして位置づけられているものとして

受けとめればいいし、その限りでは必要なステップでもあると考える。という

のは、階層別グループに依拠した集団づくりとは、そのグループが、爾藤(2003)

のいう、「社会的な評価に過剰に曝されることを防ぎJ、「社会的な承認とは異な

った承認を、社会的な否認に抗しながら、人びとの生に与えるj可能性を有す

る「親密圏J(同:232)たることを追求するものであると捉えるのが妥当ではない

かと考えるからであるべ

5.2.2 学校教師が自らの階層性を自覚化する

1.で見たような、[競争jという形式をとった階間分化・再生産に対峠する集

団づくりを実践するならば、それを担おうとする教師は、自らが負っている階

層性を自党化することが必要になってくる。浅野は 3.1の⑩に挙げたように、

19浅野は、神保の実践(特に 2.3で紹介した実践)を次のように批評している。
I神保さんの実践では、まず自分の落ち着き場所を見つけて、そのうえでいろんな他
者のいることを知っていくJ 人ひとりの子どもがあらためて同質の人間と出会う
一一人間というのは、同質の人間と出会うことによって自己を発見するということ
があるわけだから一ーという作業をしながら次の共同へ、という。いままでのよう
な、最初から教師が強引に班をつくっちゃって“品初から他者を知って自己を空しゅ
うせよ"という実践の形態とは違いますねJ(浅野・神保他 1991:34)。

ことばの使い方は異なるが、実質的には本文で述べたのと問様の評価であると思われる。
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まさにこの点を問題にしている。神保の場合も、 rw日本の学校は、「一位、総中流

階級意識jという社会風潮の中で、中流意識を拡大再生産することを目的とし

てきた』という指摘がある。わたしの実践は、意図は違っていたとしても、結

果的には、『いかに今日の中流社会の中に子どもたちを推し〔ママ〕あげていく

か』にちからこぶを入れてきたのではないかという疑念がわきはじめている。

たとえば、一律的に学習課題をつくり、その達成のために、余裕のあるものが

〔に:筆者〕余裕のないものに〔を:筆者〕援助させながら、活動を組織するこ

とを主軸として実践をしてきたように思えるJと述べ、自らが行ってきたこと

の階層性をどのように意識化しているかを表明している(神保 1991b:27・28問。

5.2.3 教育達成の階層聞の平等の追求にポイントをおく実銭論・実践ではない

階層論的な視点をもった実践論・実践としては、階層間の教育達成の平等・

不平等の状況に関心を向け、不平等があればそれをいかに是正するかという問

題意識に立つものが最も一般的なのではないかと思われる。しかし、 1990年代

初めの全生研の階層論的集団づくり実践論・実践では、そのような問題意識は

少なくとも第一義的なものとはなっていない。

例えば浅野の場合、 3.1の⑩に見られるように、教育達成の平等化志向が低階

層からの「脱出をはかることを中心眼目jにおくことにつながる危険がある点に

警戒的であるように思える。神保の場合は、 2.3で見た I神保塾jや 2.4で見た

「放課後教室jのように学力の上で遅れの見られる子どもに対する補充の取り組

みを行っているが、実践の全体構造を見てみると、補充すること自体が目的とい

うよりも、そのことを契機に、階層性を帯びた子どもたちのグループ聞の関係を

組み換え協同的なものに構築していくことが主眼となっているように読める。

5.2.4 階層・階層分化について正面から取り上げて、それを子どもたちに教え

ることにポイントをおく実践論・実践でもない

5.2.1で見たように、階周分化・再生産の現代的様態である競争について子

20 1990年代初めの時点の日本で、教師の階間性とその自覚化の必要性を問題にした研究
としては‘久冨編著(1993b)所収の I学校から見えるヴェール一重一教師・学校にとっ
ての生活困難問一J(執筆者:久富)がある。
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どもたちにも見つめさせようというものであるが、しかし階層・階層分化・階

層再生産といった慨念を用いた社会の認識の仕方を正面切って教えることは、

追求されてはいない。神保は、「階層分化という現実を子どもたちにはどう教え

ていくべきなのだろうかj、「ラジカルな意味で階層別に生きるというのか、そ

れとも、真に階層を克服するとはどういうことなのかを追究しながら生きてい

けというのかJと述べており(神保 1991b:31)、そういうことも必要ではないか

との問題意識はあるように見えるが、そのことが実践の中心に据わっているわ

けではない。

5.3 結論

以上で述べてきたことを踏まえて、冒頭で設定した、本稿がその一環である

共同研究の課題について、本稿の対象である 1990年代初めの全生研の階層論

的な集団づくり実践論・実践の場合はどのようなことが言えるかというテー

マに対して、回答を示したい。

共同研究の課題は、

①戦後日本の民間教育実践における I目標・評価jの展開の中で、階級・

階層による不平等がどのように認識されてきたのか

②そこにおける「目標・評価Jのあり方がその克服にとってどのような意

味があると考えられるか

についての検討である。これらについて、 1990年代初めの全生研の階層論的な

集団づくり実践論・実践の場合はどのようなことが言えるだろうか。

①については、階級・階層による不平等が競争とその中での序列という形式

をとるものとして認識されていたということになるだろう。

②については、子どもたちがその競争的価値を相対化できることを、それが

可能になるような子ども同士の関係性のあり方をっくり上げつつ追求してい

る。そのことがこの実践論・実践の[目標Jであり、それは階級・階層による

不平等が競争形式をとる現代日本社会において、その実情に噛み合った妥当な

「目標j設定であったと言えるだろう。

テーマに対する回答は、以上である。

1990年代初めの全生研の階層論的集団づくり実践論・実践が問題にしてい

-30-



教育実践における階級・階層論的視点ー全I~生活指漕研究協J絡会の集問づ〈り実践論の地合(長谷川 総)

た、競争が人々を強力に「同化jするという事態は、少なくとも今日ではもは

や揺らいでいるとの指摘が様々にされている。4.4で見たように、その指摘は近

年の全生研においてもなされているものである。そうした状況の変化の中、上

の実践論・実践の延長上には、今日の時点ではどういう I目標j設定やその実

現のための方法が求められるかの検討が必要とされているだろう。
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