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Close Relations among Teachers and Students in Koto Sensyu Gakko
―Strategy for Students’ School Attendance and Social Independence―

Hideki ITO

In Japan’s upper secondary education, there are various kinds of schools and institutions besides full-time high schools. At these
schools and institutions, teachers and students have close relations. This study examines the followings, through the ethnography of
a Koto Sensyu Gakko. First, what kind of resources is necessary to make close relations among teachers and students? Second, why
were teachers going to make close relations with students?

望するなかで，全日制高校で受け入れきれない進学希
望者を受け入れ，教育を行うという役割を担ってき
た。そのため，現在これらの学校や教育施設には，不
登校，高校中退，発達障害，学業不振，非行傾向，外
国籍（ニューカマー）などの生徒たちが集まる傾向に
ある。上記のような特性をもつ生徒たちに対して，こ
れらの学校や教育施設は，彼らを中等後教育への進学
や高卒（扱い）での就職へとつなげる走路（トラック）
として，重要な役割を担っている。
では，これらの学校／教育施設の教師たちは，上記
のような特性をもつ生徒が多く入学してくるなかで，
どのような教育実践を行っているのだろうか。
１）
これらの学校／教育施設を対象とした先行研究 で
は，教育実践の重要な特徴の１つとして，教師が一人
ひとりの生徒に積極的できめこまやかなサポートを行
い 密着型 と呼べるような教師−生徒関係を築いて
いる様子が描き出されている。また，教師−生徒間の
１．問題設定
親密な関係によって不登校経験をもつ生徒の登校継続
が支えられるという，密着型教師−生徒関係の効果も
本研究の目的は，全日制高校ではない後期中等教育
指摘されている（伊藤２
０
０
９，杉田２
０
０
９）
。
段階の学校／教育施設において，教育実践の一つの特
しかし，これらの先行研究からは，密着型教師−生
徴である 密着型教師−生徒関係 が形成されるメカ
徒関係の存立基盤に関わる以下の２つの問いも同時に
ニズムを事例から提示することにある。
浮かび上がってくる。
日本の後期中等教育には，全日制高校のほかにも，
一つは，これらの学校／教育施設では密着型教師−
定時制高校，通信制高校，高等専修学校などの学校や， 生徒関係を形成するために，どのような工夫がなされ
サポート校などの教育施設が存在する。これらの学校
ているのかということである（リサーチクエスチョン
や教育施設は，ほとんどの中学生が卒業後の進学を希
（RQ）１）
。東 村（２
０
０
４）や 伊 藤（２
０
０
９）で は，教 師
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に対して不信感をもつ状態で入学してくる生徒が少な
からずいることが指摘されている。教師が生徒に積極
的に関わろうとすると，逆に生徒から反発や衝突を招
くのではないだろうか。
もう一つは，なぜこれらの学校／教育施設では，あ
えて密着型教師−生徒関係の形成が目指されるのかと
いうことである（RQ２）
。というのも，伊藤（２
０
０
９）
では，密着型教師−生徒関係がもつ意図せざる帰結も
指摘されているためである。
伊藤（２
０
０
９）では，教師が積極的なサポートを行う
学校と卒業後の社会生活の場との対人関係の変化が大
きなギャップとなり，それが卒業生の早期離職や中途
退学の背景になっている様子を記述している。つま
り，教師の積極的なサポートによって生徒の現在の登
校継続を支えると，卒業後の社会的自立の達成が危ぶ
まれるのである。しかし，教師の生徒への積極的なサ
ポートがなければ，そもそも生徒の登校継続は達成さ
れない。密着型教師−生徒関係の形成をめぐって，生
徒の登校継続と社会的自立の達成の間でジレンマ関係
が生じているのである。
これまでの先行研究では，密着型教師−生徒関係の
存立基盤を揺るがしかねないこれらの問いに対して，
十分な答えは与えられていない。なぜ生徒からの反発
やジレンマを抱えうるにもかかわらず，密着型教師−
生徒関係は形成されるのだろうか。そこで本研究で
は，伊藤（２
０
０
９）でも事例とした高等専修学校（以下
Y 校）について上記の２つのリサーチクエスチョンを
表１
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検討し，密着型教師−生徒関係が形成されるそのメカ
ニズムの一つの解を提示する。
２．対象と方法
本研究で事例とする Y 校は，東京都の私立の高等
専修学校（高校段階の専修学校）である。Y 校は，週
５日，１日６〜７時限の授業に出席することが単位取
得と卒業の要件となるという，全日制高校に近い制度
を採用している。なお，Y 校は３年制であり，卒業後
は四年制大学への進学や高卒条件での就職が可能であ
る。
Y 校は，法人内の幼稚園，小・中学校で受け入れて
いた自閉症の生徒が実社会に出るための最終教育現場
として設立されたという非常に特殊な経緯をもち，現
在も自閉症の生徒が６割近く在籍する。しかし同時
に，自閉症ではない生徒（Y 校では彼らを「健常な生
徒」と呼ぶ）も積極的に受け入れている。健常な生徒
の約半数が不登校・高校中退経験者であり，学力的に
全 日 制 高 校 へ の 進 学 が 難 し か っ た 生 徒 や，LD や
ADHD などの発達障害を抱える生徒なども入学して
くる。本研究では健常な生徒を対象として分析・考察
を行う。
筆者は Y 校で２
０
０
５年６月から継続的にフィールド
ワークを行っており，教師・生徒へのインタビュー，
学校生活や学校行事などの参与観察，校内資料や新聞
記事，生徒の作文などの収集を行ってきた。インタ

Ｙ校の概要

学校の形態

私立・高等専修学校（後期中等教育段階の専修学校）

開校年数

約２
０年

専門コース

情報処理科，美術科など

修業年数

３年制

１学年の人数

約８
０人（３クラス）
※Ａ・Ｂ組はともに３
０人強（健常な生徒と自閉症の生徒の混合）
※Ｃ組は１
５人（重度の自閉症の生徒）
※健常な生徒と自閉症の生徒の割合は４：６

（不登校経験者）
（高校中退者）

生徒全体の約２割
生徒全体の約１割

教員数

３
５人
※１学年の担任団は８人（３クラスの担任・副担任＋専科２人）

授業出席率

９割以上

中退（転出）者

若干名

長期欠席の生徒

若干名

卒業後の進路

自閉症の生徒以外は就職：進学（大学含む）＝１：３，その他は毎年若干名
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ビューは，これまで，教師５名，在校生２
１名，卒業生
３名に対して行った。インタビューに関しては，許可
を得たうえで IC レコーダーに録音し，逐語的に書き
起こした。他にも，インフォーマルな形で多くの教
師・生徒から話を聞いたが，これらは参与観察の様子
とともにフィールドノーツに記録している。参与観察
の際は，観察者という立場で参与することが多かった
が，スキー教室や自閉症の生徒の作業実習などの際に
実習補助の形で教育実践に関わることもあった。な
お，以下の分析のなかで登場する教師・生徒について
は，匿名性を保つためにすべて仮名で記載している。
本研究ではこれらのデータを用いて分析・考察を進
めていく。
３．密着型教師−生徒関係の様相
生徒へのインタビューでは，多くの生徒が「やっぱ
り中学校の時と全然違いますよね。けっこうそんなに
中学校だと先生とそんなにしゃべんなかったんです
よ」「違いますね。関わる量とか」というように，そ
れまでに通ってきた学校と比較する形などで，教師と
生徒が関わる密度の濃さを指摘している。以下では，
いわば 密着型 の教師−生徒関係を築くために，教
師が生徒に具体的にどのような働きかけを行っている
か，その特徴を２点にわけてみていく。
Ａ．生徒との積極的な対話
Y 校では，生徒が職員室に入ってくると，用事があ
る教師だけではなく，複数の教師から話をもちかけら
れるという様子がよく見られる。校長は著書のなか
で，Y 校を「一人の生徒の担当は全員の教員であるの
精神」を実践している学校であると称しているが，各
教師においても，
「どの先生もどの生徒にも声をかけ
るからさ，こんな小さいなかでやってるから。そうい
うところでいろんな生徒に話しかけようとは思ってる
２）
ね」［神田先生］ というように，生徒に積極的に話し
かけるということが意識されている。
特に，
「１年は逆におう，おはようってこっちから
声かけます。で向こうが返答返ってこなくても」［大
崎先生］
，
「（コミュニケーションの特に苦手な生徒に
は）とことんつきあって，とことん毎日のように毎時
間のように話しかける」［田端先生］というように，
意思の疎通が十分でない相手にこそ，積極的な働きか
けが行われている。
また，Y 校には，生徒が生活や学習の予定の立案を
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行うためのノートがあり，生徒はノートの感想欄に感
想を記入して提出し，教師がコメントを記入し返却す
るという取り組みが毎日行われている。生徒はノート
の提出が義務づけられており，教師と生徒との対話が
制度化されている。
Ｂ．時間・空間の共有度の高さ
教師と生徒が長い時間同じ空間にいるということも
Y 校の特徴である。Y 校には給食があり，担任・副担
任は教室で生徒と給食の時間をともにする。また，掃
除の時間も，どの場所においても必ず１人は教師が掃
除に参加している。教師からも，
「子どもたちと会う
時間を多くしてます」［大崎先生］というように，長
い時間を生徒と共有することが意識されている。
教師がときに生徒と同じ部屋に宿泊するという実践
が行われるのも，Y 校の特徴である。４月下旬に２泊
３日で行われる１年生研修では，教師たちは生徒と同
じ部屋で寝泊りをしている。１年生研修以降も，場合
によっては，コミュニケーションを深めることを目的
として生徒と一緒に学校に宿泊することもある。
このように，教師は生徒と長い時間，同じ空間で生
活をともにし，生徒に積極的に対話を求めていく。し
かし，Y 校においても，
「（入学当初は）学校嫌い，イ
コール大人嫌い。教師は絶対に嫌な存在。ていうのが
ほとんどの生徒はもっていると思う」［田端先生］と
いうように，教師に対して不信感を抱いている生徒が
多く入学してくることが指摘されている。はたして，
教師たちは，教師不信の生徒が多いなかで，密着型教
師−生徒関係を形成するためにどのような実践上の工
夫を行っているのだろうか。
４．密着型教師−生徒関係を形成するための工夫
（RQ１の分析）
その答えとして挙げられるのが，自らも生徒と同じ
価値の世界にいることを示すよう意識した働きかけで
ある。たとえば，生徒と関わるうえで心がけているこ
ととして「今の時代に合わせたことや，彼らの気持ち
をわかってやることも必要」だとインタビューで語る
大崎先生は，日々の生徒との関わり方について以下の
ように語っている。
変なくすぐりあいっことか，トントン相撲とかでコ
ロッて転げてこっちがゴロゴロになって汚れたとし
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ても，気にしない。こちらがリスクを感じてるよう
な行動をとると，あーあの大人ってこのぐらいの付
き合いしかしてくれないんだっていうふうにしか見
ないので，
（①）たとえばグラウンドとか，グラウ
ンドって言ってもうちは校庭でしかないけど，相手
が寝っ転がってワーってふざけてたらこっちも寝転
がってワーってふざける。向こうが汗だくになって
キャッチボールしてたらこっちも汗だくになって
キャッチボールする。暑い日は一緒に暑い思いして
寒い日は一緒に寒い思いしてってやると，あっこの
人って近いかもしれないって一部一部思うっていう
のが，心がけていることかな。
（②）
下線部①からは，大崎先生が，教師を含めた大人へ
の不信感が生徒にあるということを前提として話をし
ていることがうかがえる。そして，そのような状況を
ふまえたうえで，生徒に「この人って近い」と思わせ
る（つまり，反発を招かない形で生徒に接近する）た
めに，生徒と同じ価値の世界にたって遊ぶという振る
舞いが意識されているのである（下線部②）
。
また，筆者が参加した１年生研修のなかでは，大崎
先生と田端先生はともに，生徒たちに向けて自らの挫
折とそこからの再起の体験を語っていた。研修でこの
内容を選んで話した理由について，大崎先生はインタ
ビューのなかで以下のように語っている。
（生徒たちに）どうせ僕は高等専修学校にしか入れ
なかった，という劣等感があるわけよ。だからこの
負のアドバンテージをね，どうやって取り除くかっ
てすると，そうだ，やりなおせるんじゃん！って立
ち上がる人間がいるか。だから奮い立つような話を
したかったの。
〈中略〉あの子たちの想像力と話を
聞く力からすると，具体性がないとわかんないん
だ。うん。抽象的な言葉並べ立てても頭の中の想像
力がないから，たとえばだよ，ある人がいました，
ある人ですね，その人は実は中学校時，中学校時
点って具体的なところをこうやって構築していって
あげて，あっなんだ先生じゃんみたいな感じで，そ
れを一番さっき前の話に戻っちゃうけども，あっあ
んたもそうだったのって。じゃああんたわかってく
れるの俺のこと，っていうところにはもっていきた
いなって。
下線部からは，
「やりなおしができる」というメッ
セージの裏に，
「自分も生徒たちと同じだった」とい
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うことを開示することで生徒の教師不信を解消する，
というねらいがもたれていることがわかる。
以上より，教師は生徒の教師不信を解消し密着型教
師−生徒関係を形成するために，生徒と同じ価値の世
界にたつ振る舞いをするよう意識している，というこ
とが見出せる。
５．ストラテジーとしての密着型教師−生徒関係
次に，密着型教師−生徒関係の形成がどのような意
図のもとで行われているかという，RQ２の検討に移
りたい。しかしその前に，教育社会学における「スト
ラテジー」という概念と，それを活用した先行研究を
引用しながら，現時点で密着型教師−生徒関係の形成
がどのようなねらいをもつものだと推測できるのかに
ついて示しておく。
ストラテジーという概念は，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
いくための戦略として定義される。この定義をふまえ
ると，教師の行為は，学校の構造的制約のなかで直面
するさまざまな問題やジレンマに対して，教師がそれ
に対処すべく編み出したストラテジーとして捉えるこ
とができる（稲垣１
９
９
２）
。Y 校における密着型教師−
生徒関係の形成と，それを可能にするための「生徒と
同じ価値の世界にたつという振る舞い」についても，
生徒の教師不信という構造的制約のなかで採用された
教師のストラテジーとして考えてよいだろう。
そして，ストラテジー概念を用いたこれまでの先行
研究は，採用されるストラテジーにこめられる意図に
ついて，２つの側面を提示している。一つは，代表的
な先行研究である Woods（１
９
７
９）をはじめ多くの研
究が着目してきた，
「教師個人の生き残り」という側
面である。もう一つは，これらのストラテジー研究の
流れとは異なる，
「理想の教育の実現」という側面で
ある（清水１
９
９
８，伊佐２
０
０
９）
。
なお，前節の大崎先生の語りから見出された，生徒
と同じ価値の世界にたつという振る舞いは，小学校教
師が用いるストラテジーについて検討した清水
（１
９
９
８）のなかでも指摘されている。清水（１
９
９
８）は，
教師が「理想の教育の実現」という目的を達成するた
めに編み出すストラテジー（「ペタゴジカル・ストラ
テジー」
）の１つに，教師と子どもは同じ価値の世界
に住む者であるという印象を子どもたちに与えるよう
な《同質な者》という振る舞いがあることを指摘して
いる。この《同質な者》という振る舞いは，教室では
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教師は存在しないかのような印象を子どもたちに与え
る振る舞いであり，教師の要求の表面化を避けるもの
であるとされる。
では，Y 校においてときに《同質な者》として振る
舞いつつ行われる密着型教師−生徒関係の形成は，教
師の要求の表面化を避けつつ「理想の教育の実現」を
達成するためのストラテジーなのだろうか。これは，
半分は正しいが，半分は間違っている。上記の大崎先
生の１年生研修での語りでは，
「やりなおしができる」
という教師の要求（メッセージ）は表面化されていた。
《同質な者》という振る舞いは，教師の要求の表面化
を避けるというより，むしろ教師−生徒間の葛藤を解
消することで教師の要求の表面化を受け入れさせる基
盤を作るために行われていたのではないだろうか。
そして，
「やりなおしができる」というメッセージ
の内容を考えると，これらの実践は「教師個人の生き
残り」よりも「理想の教育の実現」が意図にあると考
えることができる。次節では，密着型教師−生徒関係
にこめられる２つの意図を指摘し，それが具体的にど
のような「理想の教育の実現」を目指すストラテジー
であるのかということを見ていく。
６．密着型教師−生徒関係にこめられる２つの意図
（RQ２の分析）
Ａ．社会的自立に向けた指導を受容させるため
Y 校には，頭髪や制服の着こなしに関する細かい規
定や，貴重品（財布・携帯電話）の回収，通学路の指
定，買い食いの禁止などの細かい校則があり，校則を
守らない生徒には生徒との衝突も厭わないような毅然
とした態度で指導が行われる。また，校則に限らず，
「授業中に寝ている」「起立・礼をきちんとやらない」
「ひじをついてご飯を食べている」などの生活態度に
ついても，日常的に細かい生活指導が行われている。
しかし，Y 校と似たような特性をもった生徒が入学
３）
してくる ，
「教育困難校」と呼ばれるような下位ラ
ンクの全日制高校での教師の指導は，Y 校で行われる
指導とは大きく様相が異なる。吉田（２
０
０
７）によると，
事例とした「教育困難校」の教師は生徒指導を行う際
に，生徒と「ぶつからない」ために，校則など外部に
設定された規準をクリアするよう生徒を支援するよう
振る舞うストラテジー（「お世話モード」
）を採用して
いるという。
では，なぜ Y 校では厳格な生徒指導が行われるの
か。それは，Y 校では「社会自立」ということを教育

１
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目標として据えているが，生徒たちは社会的自立に向
けて大きな課題を抱えていると考えられているためで
ある。大崎先生によると，Y 校に入学してくる生徒た
ちには，常識や一般的な倫理観を大きく逸脱している
ところがあるため，
「せめてここにいる３年間だけは
その規則等に関しては厳しくしてあげなきゃいけな
い」という意識のうえで，厳格な指導を行っていると
いう。
生徒の社会的自立という目標は他の教師たちにも共
有されていて，参与観察のなかでは，教師の指導のな
かで卒業後の社会生活ということが根拠としてもちだ
される様子がたびたび見られた。たとえば２年生の情
報処理の授業において，駒込先生は下線部のように，
上級学校への進学のことを見据え，私に質問する形で
自主的に学習ができることの重要さを伝えようとして
いる。
男子生徒に自主課題の Excel の説明をしていた駒込
先生がいったん前に戻る。
駒込「はいやめてください。
」
「前向いて，手気をつけ。
」
「A，何で消したんだ。
」
一回全員のディスプレイが消され，A くんの Excel
の画面に移しかえられる。彼は遊んでいたらしく，
「平成教育予備校」「IQ サプリ」などと打ち込まれ
ている。
以下は，すべては書き取れなかったが，駒込先生の
言葉の断片。
駒込「何をする時間だったの。
」
「IT 検定３級取ったからっていい気になって
んじゃないの。
」
「この自主課題学習の時間は，みんなにとって
一番難しい時間だと思う。
」
「みんなは与えられたことをやるのは得意だけ
ど，自分で何かを見つけてそれをやるのは苦
手でしょ。
」
B くんが途中で余計な口を挟むと，駒込先生から
「お前もだ B。
」という注意が入る。
自主学習の大事さを説いた後，駒込先生は「上級学
校に行った××さん（筆者）がいるから，聞いてみ
ようか」と後ろの席にいた私に話をふり，
「自主学
習なんて，やらなくても誰も指摘してくれる人はい
ませんよね？」と質問する。私は「そうですね。や
らなくても誰も文句は言いませんけど，卒業できな
い……。
」と答える。

１
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［フィールドノーツより］
しかし，教師不信を抱いている生徒が多く入学して
くるなかで，厳格な指導は教師−生徒間の軋轢を招く
ことが想定できる。そこで，
《同質な者》という振る
舞いを添えた密着型教師−生徒関係の形成が同時に求
められる。たとえば，大崎先生はインタビューのなか
で，
「自分が彼らにとって恐い存在であり続けなく
ちゃいけないというさっきの話の，裏づけっていうか
そのフォローとして自分のなかで近くありたいと思
う」と述べ，さらに以下のように語っている。
両方（筆者注：恐さと面白さ・近さ）が表裏一体っ
てのは，両方あるから一体なんだもん。だからどっ
ちがあるからどうじゃない。表があれば裏があんだ
から。でもそれを，表だけで通しちゃう先生もい
ちゃうの。厳しいだけっていう。そうすると煙った
がられちゃう。うん，つまんねえ。逆に面白いだけ
でもね。面白いだけの先生がある日進路はこれがい
いと思うよって，何言ってんすか先生！ で終わり
になっちゃう。
（そうですね。
）それが両方もってる
から真剣なときの一面で，君は大学よりも専門学校
向いてるんじゃない，先生そういうんだ，じゃあそ
う行ってみようかなって思うし，じゃあ俺学校行く
のやめるわって，バカヤロウもうさよならだよって
言ったら，もうすいませんってなるし，ちゃんとし
た正当な話し合いになる。
この大崎先生の語りからは，厳しいだけでは生徒に
煙たがられてしまうし，面白いだけでは真剣な話も流
されてしまうため，厳しさと面白さの両面があること
が生徒との正当な話し合いをするうえで重要だと考え
られていることが見出せる。つまり，
「恐さ」「厳し
さ」という言葉で形容される社会的自立に向けた厳格
な指導に耳を傾けさせるために，
「近さ」「面白さ」と
いう言葉で形容される《同質な者》という振る舞いを
添えた密着型教師−生徒関係の形成が必要とされてい
るのである。
また，神田先生も，インタビューのなかで，以下の
ように，生徒と会話を多くすれば教師の意図も知って
もらえること，逆に生徒との会話が多くないと意思の
共有がうまくいかないことを指摘している。指導の意
図が円滑に生徒に届くようにするために，密着型教師
−生徒関係が必要とされているのである。
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神田：だから会話はやっぱり多くないとできないね。
こっちがどうしろこうしろって言ってるだけ
じゃね。
筆者：会話を多くすることが大切。
神田：うん，そうすればこっちの意図も知れるだろう
し。一声かければ，今の３年生ぐらいになれば
何が良くて許されるかってのはわかってくると
思うんだよね。ここまでだったらやっても許さ
れるだろうと。
以上より，ときに《同質な者》として振る舞いなが
ら密着型教師−生徒関係を形成していく営みには，社
会的自立に向けた指導を生徒に受容させるという意図
がこめられていると考えられる。つまり，密着型教師
−生徒関係の形成は，生徒の社会的自立という「理想
の教育の実現」に向けて教師の要求の伝達を可能にす
るためのストラテジーなのである。
Ｂ．生徒が出すサインを見逃さないため
ただし，このような密着型教師−生徒関係の形成
は，生徒の社会的自立と同時に，登校継続を目指した
ストラテジーでもある。
Y 校の教師たちが考えている生徒の課題は，教師不
信ということだけではない。たとえば，教師インタ
ビューのなかで，板橋先生は，不登校経験をもつ生徒
を例にあげつつ，近年の生徒は全体的に「ちょっとし
た言葉で傷ついちゃう子が多い」ということを指摘し
ている。また，他の教師たちからも，自信のなさや劣
等感などが生徒の課題として指摘されている。それゆ
えに大崎先生は，先ほど示したように１年生研修のな
かで「やりなおしができる」というメッセージを伝え
ようとしたのである。
生徒がそのような課題を抱えると考えられているが
ゆえ，生徒が出すサインを見逃さないということが教
師たちの間で意識されている。たとえば神田先生はイ
ンタビューのなかで，生徒への接し方で心がけている
こととして，
「表情は毎回は見てるね。何かあるかな
とか」と話している。
そして，その主要な意図は，生徒の登校継続を支え
るためであり，その際には密着型教師−生徒関係が必
要とされるということが指摘されている。田端先生は
イ ン タ ビ ュ ー の な か で，生 徒 と の 関 わ り に つ い て
「
（アプローチの）タイミングを逃しちゃったらうまく
いくものもいかない」ため，
「何かの反応を見逃すよ
うなことがないようにってのは常に心がけていて」と
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話している。そして，以下の語りの下線部に見られる
ように，登校できなくなるという反応への適切なアプ
ローチの選択は，日常的に生徒と密に関わっているこ
とで可能になると考えられている。密着型教師−生徒
関係の形成は，登校継続という目標のために生徒が出
すサインを見逃さないようにするためのストラテジー
なのである。
（筆者注：学校に登校できなくなってしまった生徒
への対応に関して）ですから，あのー，すべてのタ
イプの子に応じた対応ができますね。家に行って迎
えに行くんじゃなくて，話をして次自分で来る約
束，次の段階を約束してくる場合もありますので，
ほんとに個々の状況によって違いますから，マニュ
アルがあってマニュアルどおりというものじゃない
んでね，その場その場の対応した教員の瞬間的な判
断，これが一番じゃないかな。じゃあその判断はど
こにあるかっていうと，それはやはりどんだけ多く
普段生徒と接しているか，じゃないかな。だから表
面的に授業だけやってね，教科書の何ページ開いて
じゃあこれやりましょう，答え合わせしてじゃあ丸
つけて，次の時間はこれでやるよ，表面的な付き合
いだけであれば瞬時の判断ってのはできないし，ま
た生徒がやはりどんどん距離が離れていってしまう
と思うんですよ。ですからいかに普段生徒と距離を
縮めていく努力，対応ができているかいないかじゃ
ないかなと思いますね。
以上より，
《同質な者》という振る舞いを添えた密
着型教師−生徒関係の形成は，清水（１
９
９
８）の言葉を
借りるならば，生徒の登校継続と社会的自立という
「理想の教育」に向けたペタゴジカル・ストラテジー
であると考えてよいだろう。
最後に，密着型教師−生徒関係の形成にこめられた
教師の２つの意図は成果としてつながっているのかに
ついて，簡単に述べておく。
まず，教師の指導について，Y 校では，頭髪・服装
の校則違反をしている生徒，また教師の指導を無視あ
るいは反発する生徒は，入学して数ヶ月の間の１年生
を除いてはほとんど見られない。生徒インタビューで
も，
「１・２年の時すごいう る さ い 先 生 た ち だ な と
思ってたんですけど，３年になってみると，合ってん
なとかありがとうみたいな感じで，そう捉えちゃう」
というように，教師の指導を徐々に受容していくよう
になった様子が複数語られている。
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また，登校継続については，中退・転学者は各学年
で若干名であり，長期欠席者もほとんどみられない。
サインを見逃さないという実践についても，生徒イン
タビューのなかで，教師がサインを見逃さず働きかけ
を行ったことで前向きになった経験が語られている。
精神的に疲れてる時期があって，
「今日は疲れまし
た」みたいなかったるい感じで書いたノートがあっ
たんですけど，それを見て副担任の先生が「どうし
たの」ってすぐに駆けつけてきてくれて，でそっか
らポンと背中押されて，またやっていこうかなって
感じで。だから先生は，うーん他の学校に比べて生
徒に入り込んできてくれる。
これらの状況より，密着型教師−生徒関係の形成と
いうペタゴジカル・ストラテジーは，その有効性が認
識されたうえで採用され続けているのではないかと推
４）
察できる 。
７．結語にかえて――まとめと新たな考察――
Ａ．まとめ
冒頭に設定したリサーチクエスチョンに対する Y
校の事例からの一つの解をまとめると，以下のように
なる。まず Y 校では，教師不信を抱いている生徒た
ちが多く入学してくるなか，密着型教師−生徒関係を
形成するうえで生徒と同じ価値の世界に住む者（《同
質な者》
）として振る舞うという工夫が添えられてい
た（RQ１に対する回答）
。そして，Y 校で密着型教師
−生徒関係を形成・維持しようとするのは，生徒の登
校継続と社会的自立をともに達成するためのストラテ
ジーであるためであった（RQ２に対する回答）
。
しかし，密着型教師−生徒関係には，生徒の登校継
続と社会的自立の達成がジレンマ関係に陥るという課
題があったはずである。ここで，なぜそのようなジレ
ンマがあるにもかかわらず，密着型教師−生徒関係は
採用されていたのかについて，考察しておきたい。
密着型教師−生徒関係は，生徒の社会的自立を目標
としたストラテジーではあるが，そこで具体的に達成
が目指されているのは，生徒が社会的自立に向けた指
導を受容するようになることであった。これは，社会
的自立という最終目標に対して，登校継続とジレンマ
関係に陥るとされる社会的自立に向けた課題（つま
り，卒業後の進路での就労・就学の継続）より前に達
成すべき課題である。というのも，生徒たちが常識や

２
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密着型教師−生徒関係が達成を目指す課題

一般的な倫理観を大きく逸脱しているままでは，彼ら
の状態に合わせてくれるわけではない就労の場で大き
な困難が訪れると想定されるためである。
また，密着型教師−生徒関係がねらう登校継続とい
う目標も，卒業後の進路での就労・就学の継続という
ことの手前にある課題だと考えることができる。生徒
たちが義務教育ではない Y 校に入学する動機には，中
等後教育への進学や高卒扱いでの就職へとつなげる走
路（トラック）にのりたい，という意思が少なからず
あるはずである。しかし，Y 校では授業の出席による
単位取得が卒業の要件となるため，卒業後の進学・就
職には登校継続が必須の条件となる。
密着型教師−生徒関係の形成というストラテジー
は，生徒に卒業後の進路での就労・就学に対する危機
をもたらしうるものかもしれない。しかし，そもそも
生徒の登校継続や指導の受容というより根底の課題を
達成しなければ社会的自立への道は始まらないため
に，密着型教師−生徒関係の形成というストラテジー
は採用されているのではないだろうか。
Ｂ．密着型教師−生徒関係が抱える新たなジレンマ
しかし，ここで密着型教師−生徒関係にまつわる新
たな問題を指摘しておきたい。実は，密着型教師−生
徒関係がもたらすジレンマは，伊藤（２
０
０
９）で指摘し
たような学校と卒業後の社会生活の場での対人関係の
ギャップからくるジレンマだけではない。指導に従う
ようになることと自主的な行動がとれるようになるこ
とという，社会的自立に向けた目標のあいだでも，ジ
レンマが生じうるのである。
「教育困難校」の事例研究を行った古賀（２
０
０
１）は，
教師の自主的な活動の奨励と逸脱への厳しいサンク
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ションは，表向きの自由と実際の規制という二面性の
ある活動になってしまうことを見出している。そし
て，そのような二面性のある活動は，教師の言葉と態
度の乖離が生徒に読みとられてしまうため両立が難し
いということを指摘している。
自主的な活動の奨励と逸脱へのサンクションの両立
の難しさは，Y 校でも課題とされている。Y 校では６
節でも述べた通り，逸脱に対する厳格な指導を行って
いる。そして，密着型教師−生徒関係の形成は，その
厳格な指導を有効にするためのストラテジーであっ
た。しかし，田端先生はインタビューのなかで，生徒
たちに細かい指導を行い続けてきたことが，逆に指示
を出さないと動けないという生徒の課題につながって
いると述べている。
（筆者注：校則や教師の指導について）３年生がす
んなり納得しているいないっていうよりも，これは
守らなくちゃいけないっていうのを自覚させなく
ちゃいけないとしてやってきたつもりなんで，ある
程度はみんな耳を傾けていることを聞いているよう
にみえて，その反面何か指示を出さないと動けな
い，ちょっと実践には欠けちゃうんじゃないかな。
我々にとっては物足りない。それは我々の課題なの
かもしれない。逆にこういう風にしなさいよって言
い続けてきたばかりに，こういう風にしなさいね，
何々しなさいねって「さい」がないと動けないん
じゃないかな。
密着型教師−生徒関係の形成というストラテジーが
目指す２つの目標（生徒の登校継続と指導の受容）が
達成されると，同時に２つの意図せざる帰結（卒業後
の場との対人関係のギャップと自主性の欠如）が生み
だされ，ジレンマを抱える状態に置かれてしまう（図
２）
。Y 校の事例から描き出されるのは，密着型教師
−生徒関係の形成がいかに複雑さをはらんだ営みかと
いうことである。
しかし，密着型教師−生徒関係を形成するというス
トラテジーの採用が間違いだと非難するのはあまりに
短絡すぎるだろう。教師が積極的に生徒に働きかける
ことなしに，生徒の登校継続と指導の受容が同時に達
成されるという術ははたしてあるのだろうか。
むしろ着目べきは，ジレンマを抱えてしまうような
その構造ではないだろうか。Y 校では生徒の達成すべ
き課題として，本研究で挙げたものに限っても，
「登
校継続」「常識や倫理観の習得」「自信のなさや劣等感

高等専修学校における密着型教師−生徒関係

２
１

わけではない。Y 校でも，母子・父子家庭や生活保護を受けてい
る家庭の子どもや，子育て放棄が疑われる家庭の子ども，児童養
護施設から通ってきている子どもが少なからずいて，近年増えて
きているという。
４）ここで Y 校が密着型教師−生徒関係というストラテジーを採
用することを可能にした構造的条件も指摘しておきたい。私学で
ある Y 校は，
「教育困難校」と呼べるような公立高校に比べて，
小規模校であり，また生徒７人に対して教師１人という恵まれた
教師−生徒比にある。
「教育困難校」では問題を抱えた生徒が多
すぎて問題が次々起き，学校で生徒と話す余裕がなくなっている
という（青砥２
０
０
９）
。しかしこの背景には，公立校における教師
−生徒比の問題があるのではないだろうか。
「教育困難校」の教
師が「教師個人の生き残り」のための「お世話モード」というス

図２

密着型教師−生徒関係が抱える新たなジレンマ

トラテジーを採用せざるをえないのは，密着型教師−生徒関係の
形成が構造的制約によって不可能なために，問題の発生と生徒と
関わる時間の減少を繰り返す負の連鎖に巻き込まれているではな

の克服」「自主性」「卒業後の就学・就業の継続」と
いったものが挙げられている。実践のなかで意図せざ
る帰結によりジレンマが生じてしまうその背景には，
生徒たちが次の進路への移行に向けて克服すべき課題
がそもそも多すぎる，ということを押さえておくべき
だろう。
生徒たちが抱えるさまざまな課題をジレンマなく克
服し社会的自立へとつなげる教育実践はあるのだろう
か。その可能性を探ることは今後の重要な課題の一つ
として挙げられる。しかし，そもそも生徒たちや学校
を苦難に追い込む元凶は，生徒たちのさまざまな特性
を「問題」としてみなす社会の側にあるのではないだ
ろうか。生徒の様々な特性を「問題」化する社会のま
なざしを読み解いていくような研究も今後必要とされ
るだろう。
最後に，本研究では生徒側が密着型教師−生徒関係
を目指す教師の働きかけをどのように受け入れていく
かという点については，紙幅の関係もあり十分に触れ
ることができなかった。この点も今後の研究課題とし
て挙げておきたい。
（指導教員 恒吉僚子教授）
注
１）東村（２
０
０
４）
，三戸ほか（２
０
０
５）
，伊藤（２
０
０
９）
，杉田（２
０
０
９）な
ど。
２）「 」内はインタビューからの引用，
［

］は発言者である。

３）吉田（２
０
０
７）や青砥（２
０
０
９）では，
「教育困難校」には学力的
に厳しい生徒に加え，中学校で不登校であった生徒や軽度発達障
害が疑われる生徒が少なからず入学してくるということが指摘さ
れている。また，生徒の厳しい経済状況や家庭環境が指摘されて
いるが，私学である Y 校でもそのような生徒が入学してこない

いかと推察できる。
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