
授業実践開発研究 第 12巻（2019） 

 83 

多部制定時制高校は学校的「秩序」をどのように扱うべきか 
―山口昌男の「秩序」、「混沌」概念をたよりに― 

伊藤  晃一  
千葉大学人文社会科学研究科博士後期課程  

 
 

	 本稿は、文化人類学者、山口昌男の『文化と両義性』の「秩序」と「混沌」概念をたよりに多部制定時制高校

の現状を解釈し、その課題を明らかにすることを目的としている。2019 年現在「多様な生徒たちの学びのニー
ズの受け皿」としての役割を期待されている定時制高校では、従来の夜間定時制高校の統廃合が進み多部制定時

制高校への転換がなされており、それに伴い新しい定時制高校のあり方が模索されている。しかしその模索が学

校的な「秩序」を志向するのであれば慎重になる必要がある。従来の夜間定時制高校は、一般的に考えられる学

校像を「秩序」側とするならば、むしろ「混沌」側であることを引き受けた上で独自の教育方法を採ろうとして

いた。文化人類学の知見から「混沌」なきコミュニティがやがて終焉を迎えることを示唆した山口の視座に立ち、

「秩序」を志向しながら「混沌」であることを引き受けるようなバランスの取り方を示唆した。 
	 キーワード：「中心−周縁」図式、定時制高校、「秩序」、「混沌」、授業 

 
 

1. はじめに 
 
本稿は、文化人類学者、山口昌男（1931−2013）の『文
化と両義性』（1975）における「秩序」、「混沌」概念を
定時制課程の高等学校（以下、定時制高校とする）の現

状に引きつけながら解釈することを目的としている。 
	 まず本章では、なぜ定時制高校の現状を解釈する必要

があるのかについて述べる。 
2019年現在、定時制高校は転換期にある。 
従来の夜間定時制高校は統廃合され、午前・午後・夜

間の三部を持つ単位制の高校、通称「三部制の定時制高

校」や、朝や昼に授業時間が設定される通称「昼間定時

制高校」への転換がなされている。本稿では、これらの

新しい定時制高校を「多部制定時制高校」（複数の部を

持つ定時制高校の意）と呼ぶ。 
	 このような転換がなされている大きな要因として、社

会情勢の変化が挙げられる。社会情勢の変化によって定

時制高校の社会的な役割も変化した（板橋 2007）。 
近年の定時制高校は、「多様な学びのニーズへの受け

皿」（文部科学省 2013）と表現されるように、いわゆる
「勤労青年」のみならず、 

 
・ 全日制課程の高等学校（以下、全日制高校）に

馴染めなかった者や何らかの理由で進学できな

かった者 
・ 義務教育での不登校経験者 
・ 外国につながりのある者 
 
の学ぶ場として今日的役割を与えられている。 
	 定時制高校には、それまでの学校生活に何らかの理由

でうまく馴染めなかった者が一定数いることが考えら

れる。	  
馴染めなかった理由は様々あるだろうが、少なくとも

そのような生徒たちを一定数受け入れる定時制高校で

は、彼・彼女らが経験してきた学校とは異なる、新しい

学校のあり方を模索する必要があるはずだ。ことさら、

新しい定時制高校のあり方を模索している多部制定時

制高校においては、この課題を真剣に考えなければなら

ない。 
それでは、なぜ、このような現状にある定時制高校を、

『文化と両義性』における「秩序」、「混沌」概念をたよ

りに解釈すべきなのだろうか。 
 
2. 『文化と両義性』の「秩序」、「混沌」概念を

たよりに定時制高校の現状を解釈する意義 

 
本節では、『文化と両義性』がいかなるテキストであ

り、「秩序」と「混沌」とはどのような概念なのかを整

理した上で、それらの概念を定時制高校の現状に引きつ

けながら解釈する意義を述べる。 
なお、本稿で用いる『文化と両義性』のテキストは
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2000 年 5 月 16 日に岩波現代文庫にて刊行されたもの
とする。 
 
2.1. 『文化と両義性』及び「秩序」、「混沌」概念につ

いての概要 

山口は『文化と両義性』において、古今東西の神話を

はじめとする物語を取り上げながら、文化を中心性と周

縁性という二項対立的な枠組みを用いながら解釈した。

山口のこのような文化の捉え方は「「中心−周縁」図式」

（東 2017）などと呼ばれている1。 
	 「中心−周縁」図式を説明する際、代表的な二項対立

的概念として挙げられるのが「秩序」と「混沌」である。

それらは文化における「中心」と「周縁」に対応してい

る。文化の「中心」は光が当てられ「秩序」だっている。

一方でその文化の「周縁」は光の当たりきらない「混沌」

の状態にある。「混沌」の状態にある場所は「秩序」の

中にいる人々にとって忌み嫌われる。しかし一方で文化

の成立や発展には「混沌」である「周縁」こそが重要な

役割を担う。 
 
シュールレアリストが明らかにしたように、混沌こ

そは、すべての精神が、そこへ立ち還ることによっ

て、あらゆる事物との結びつきの可能性を再獲得す

ることができる豊饒性を帯びた闇である。（p.1） 
 
この引用が示すように、山口は特に文化研究の中でそ

れまで十分には検討されてこなかった「周縁」、「混沌」

の側に着目し、そこに文化を成立、発展させる重要な意

義を見出した。 
さらに「秩序」、「混沌」概念について確認していこう。

山口は次のように言う。 
 
混沌から身を引き離した瞬間に、彼は混沌を対象化

する。混沌の対象化は、秩序の確認への第一歩であ

ったことは疑えない。（p.1） 
 
	 「混沌」とは、物事や出来事を「対象化」できていな

い状態のことを指す。人々は「混沌」から身を引き離す

ことができれば、「混沌」にある物事や出来事を「対象

化」できるようになる。「対象化」とは客観的に物事や

出来事、それらの関係性を捉えられることだとしておこ

う。そうすると「秩序」とは、物事や出来事やそれらの

関係性を客観的に捉えられることができる状態と言う

ことができる。 
	 また山口は次のようにも述べる。 
	  
我々の概念は、文化の中心に位置する、または近い

事象であればあるほど一元的であって、差異性の強

調がなされる。それに対して、周縁的な事物につい

ての概念は、それが明確な意識から遠ざかっている

ゆえに、「曖昧性」を帯びている。曖昧というのは

多義的であるということに他ならない。（p.7） 
 
文化の中心に行けば行くほど概念の意味は「差異性」

が強調され、より「秩序」だったものになる。反対に、

中心から離れ周縁に行けば行くほど概念の意味は「曖

昧」＝「多義的」なものになり「混沌」さが増していく。 
	 「秩序」と「混沌」を暫定的に定義づけておこう。 
	  
秩序…物事や出来事が客観的に捉えられる状態。そ

の存在のために「混沌」を必要とする。文化におい

ては、中心に近づくほど概念は差異性が強調され一

元的な意味を持つ。 
 
混沌…客観的に物事や出来事を捉えられない状態。

その存在のために「秩序」を必要とする。文化にお

いては中心から離れるほど概念は曖昧で多義的な

意味を持つ。 
 
2.2. なぜ『文化と両義性』の「秩序」と「混沌」を定

時制高校の現状に即して解釈する必要があるのか 

1章で述べたとおり、定時制高校は現在進行形で、そ
の新しいあり方を模索している。 
定時制高校は、発足時、働きながら学ぶ、いわゆる「勤

労青年」のための学びの場として機能していた。生徒た

ちの多くは貧困のために朝から働く必要があったため

授業時間は主に夕方から夜にかけて設定され2、1 日 4
時間の授業で修業年限も 4 年以上とされた。主に夕方
から夜の時間帯に授業時間が設けられていたことから

「夜間定時制高校」と呼ばれた。 
しかし、発足当初勢いよく伸びた生徒数・学校数は、

1955 年をピークに 1980 年あたりにかけて激減してい
く。それは時代の変化に伴い「勤労青年」の数が減少し

たことが原因とされている。 
1980 年から 2010 年あたりにかけ、いわゆる「ヤン
チャ」な生徒が目立ち、「荒れる定時制」などと揶揄さ

れることもあったが、近年その傾向は落ち着きを見せ3、

生徒数に関していえば 1999年から約 11万人（高校生
全体の約 3%）程度を維持するようになった4。これは、

それまでの学校での学びに何らかの理由でうまく馴染

めなかったり傷ついてきたりした生徒たち、いわゆる不

登校傾向の生徒たちが一定数入学するようになったこ

とが理由である。 
	 多部制定時制高校は、このような背景の中で生まれて
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きた学校である。多部制定時制高校では、単位制が採用

されており、修業年限が 3 年以上であることも可能で
ある。夜間部に通う生徒以外は、もはや夜の時間帯に学

校に通う必要はなく、一見すると全日制高校と変わりな

い学校になっている。 
	 さて、多部制定時制高校を学校として成立させてくた

めには、様々な課題に向き合わなければならない。大別

すれば次の二つの課題が挙げられる。 
	 一つ目は、従来の夜間定時制高校より、さらに多様化

した生徒たちへの対応である。先にも述べたように現在

の定時制高校は「勤労青年」のみならず全日制高校に進

学できなかったり馴染めなかったりした者や、義務教育

での不登校経験者や、外国につながりのある者の学ぶ場

として今日的役割を与えられている。またこれらに加え、

特に多部制定時制高校では、以前まで全日制高校で受け

入れていたような生徒たちも入学するようになってお

り、ますます多様になる生徒たちの「ニーズ」に学校と

していかに応えうるのかという方途を模索している。 
	 二つ目は、一般的な全日制高校と比べてより複雑にな

らざるを得ないシステムをいかに構築していくかにつ

いてである。一つの学校に複数の部があり、それを生徒

たちの現状に即しながらどのように機能させていくの

か。このことについて多部制定時制高校の教員が知恵を

出し合っている状態であることは想像に難くない。 
それではなぜ『文化と両義性』を定時制高校の現状に

引きつけながら解釈するべきなのか。定時制高校にまつ

わるこれらの状態を念頭に、先の「秩序」と「混沌」の

議論を思い返してほしい。	  
	 多部制定時制高校はまさに今「混沌」の状態であると

言えないだろうか。多様化する生徒をどのように捉え、

指導、支援していくべきなのか。あるいはそれを支える

学校のシステムをどう構築していくべきなのか。この状

態を精緻な言葉として対象化するのは難しい。 
しかし先の山口の議論をなぞるならば、「混沌」があ

るからこそ「秩序」は生気づけられる。この「混沌」の

状態をどうにかしようと日夜奔走する教員も少なくな

い。 
このような新たな定時制高校のあり方の模索は、素朴

には学校としての「秩序」を志向してなされると考えら

れる。先に挙げた「混沌」の状態を考えるならば、それ

は当然のことであろう。 
しかし、である。もう一歩踏み込んで考えたい。もし

その模索が学校的な「秩序」を志向され行われるのであ

れば慎重になる必要がないだろうか。 
	 現在定時制高校に通う生徒の中には、これまでの学校

生活にうまく馴染めなかったような一定数がいると考

えられる。このような生徒は、実は学校としての「秩序」

なるものに馴染めなかった者であったと考えられない

だろうか。もしそうだとしたら定時制高校において志向

される「秩序」は、それが定時制高校教育に携わる者の

善意によってなされているとしても、その意図に反して

生徒たちを傷つけてしまうことになりかねないのでは

ないか。 
	 このようなことを検討するためには、まずは学校とい

う文化の「中心−周縁」図式を読み解き、そこでの問題

を整理しなければならない。そしてその上で、現状の多

部制定時制高校の課題を明らかにしなければならない。 
	 新たな定時制高校における課題の検討はまだ道半ば

である。しかしながら「中心−周縁」図式あるいは「秩

序」や「混沌」といった文化人類学的な知見を用いてそ

れを検証するような研究はまだなされていない。 
それゆえ、本研究に取り組むべきなのである。 

 
3. 研究の目的と方法 

	  
本研究の目的は、文化人類学者、山口昌男の『文化と

両義性』における「秩序」と「混沌」概念をたよりに、

転換期にある定時制課程の高等学校の現状の課題を明

らかにすることである。 
	 研究の方法として次の三点を順に行っていく。 
	 第一に、日本の学校における一般的な教室において

「秩序」と「混沌」がどのように形成されているのかを

山口の「秩序」と「混沌」概念の議論をたよりに解釈し、

妥当性を検証する。 
	 第二に、従来の夜間定時制高校では、一般的な教室に

おける「秩序」と「混沌」は成立していたのか、当時の

文献をたよりに考察する。 
	 第三に、従来の夜間定時制高校の「秩序」、「混沌」の

あり方と、昨今の多部制定時制高校のそれらとを比較し、

その課題を明らかにする。 
 
4. 一般的な教室では「秩序」と「混沌」はどの

ように形成されているか 

	  
まずは日本の学校における一般的な教室において「秩

序」がどのように形成されているのか考察していこう。 
	 教室の「秩序」は、素朴に考えれば、教師の指導よっ

て形成されていくと思われるかもしれない。しかし実際

はどうなのだろうか。 
学校の教室の現実を描き出すものとして、2007年ご
ろから「スクールカースト」と呼ばれる教室内の階層の

存在が指摘されている（鈴木 2012）。「スクールカース
ト」とは、「クラスメイトのそれぞれが「ランク」付け

されている状況」（p.27）を指す。児童・生徒たちは、
教室において何らかのグループに所属しており、その力

関係の差から階層ができている。たとえばある教室では
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「ギャル」グループが一番力を持っており、その下は「普

通」グループ、そしてその下には「地味」グループが存

在するというようになる（p.97）。カーストにおける上
位グループは、「言いたいこと」が「（みんなに）通る」

（p.117）ほどの力を持っており、逆に下位のグループ
は上位グループに従うという形で学校生活を送ってい

る。 
この議論で重要なことは、教師もスクールカーストの

存在を重要視し、「積極的に学級経営の戦略として利用

している」（p.263）ということである。むしろ教師が
このような「勢力関係の把握（p.254）」の判断を誤る
と、クラスが立ちいかなくなることさえあるという。 
この議論を踏まえるならば、一般的な教室においては、

教師によってのみならず児童・生徒が形成するスクール

カーストが基盤となりその「秩序」が形成されていると

考えられる。 
カーストの下位に位置付けられる者はカーストの上

位者によって支配されており、スクールカーストがある

ことでクラスは「秩序」立っている。教師は、場合によ

ってはその「秩序」に乗るしかなく、もしそのようなカ

ーストに対立する姿勢を見せると、授業不成立や学級の

荒れにつながってしまうこともある。 
では、このような現状の中にあって、もしもクラスの

どのグループにもうまく馴染めないような児童・生徒や、

一人であることを好む者や、あるいはそのクラスに属し

ていながら、そのクラスに属することに価値を見出して

いない者がいたとすれば、そのような生徒（児童）たち

「スクールカースト」内のいかなる位置に置かれてしま

うのだろうか。 
山口の議論を参照してみよう。 

 
文化のプラクシスの中に生きて、これを疑わない

人間の世界像は、多かれ少なかれ、己れを中心とし

た同心円を形成しており、当然のことながら境界を

円周として持っている。中心はもちろん円心と重な

る「私」であり、この「私」は「彼」、「我々」に対

する「彼ら」、「この世界」に対する「彼方の世界」

という外で意識化される円周およびその彼方の部

分に対置する形で、世界の像を描く。この円周の部

分に現われる「彼ら」は他者の原像を提供する。と

はいえ、円周は流動的であり、拡大したり、縮小し

たりするから、「内」と「外」と言う観念は決して

固定的なものではない。円環内の「我々」は運命を

共有し、共に裕かになったり、共に窮乏を味わった

りする。彼らの利害は、基本的には我々のそれに対

立し、「彼ら」は我々の成功を妬んでいる。我々は

共に住み、助け合い、理解し合い（実は、そうでは

ないのだが、この際そういったずれは問題ではな

い）、喜怒哀楽を共にし、同じように考える。とこ

ろが、「彼ら」は我々と交わらず、理解不能であり、

不吉な赤の他人である。（pp.88-89） 
 
この議論を敷衍するならば、スクールカースト内のど

のグループにも属していない者は、クラスの一員であり

ながら、クラスのグループのどこにも属さない者として、

そのクラスの周縁に追いやられてしまうと考えられる。

ここでいう「周縁に追いやられ」るとは、クラスにいな

がら、そのクラスの一員ではないような扱いをされるこ

とを意味する。 
スクールカーストによって「秩序」だっているクラス

における支配者、すなわちカースト上位者から見れば、

そのような者たちは、クラスにいながらクラスのグルー

プのどこにも属さないという意味で「混沌」の側にいる

者のように見えるかもしれない。そしてそのような者た

ちは、「理解不能」の「不吉な他者」なのである。 
たとえば、学校に来たばかりの転校生や、まだ日本語

をうまく話せない外国につながる児童・生徒や、あるい

は何らかの理由で教室に継続して入れず、どのグループ

にも属せ（さ）ないような児童・生徒たちは、そのよう

な状態に追いやられてしまう可能性がある。 
山口が、「文化のプラクシスの中に生きて、これを疑

わない人間の世界像」と述べているように、スクールカ

ーストの存在は、必ずしも当事者たちに自覚されない。

そして、そのような「不吉な他者」の存在が際立つほど、

そのコミュニティはより強い「秩序」を志向してしまう。 
鈴木は、スクールカーストを分析する中で、どのグル

ープにも属さない生徒はどのように扱われるのかを述

べている（pp.111-116）。鈴木によればそのような生徒
は、カーストの「最下層」（p.111）に位置付けられ、時
にクラスメートからの嘲笑の対象になったり、いじめの

対象になったりするという。 
以上の考察のように、一般的な教室の現実における

「秩序」は、時にスクールカーストに馴染めない者が排

除されやすい場を形成してしまう可能性がある。 
	 山口の議論は、鈴木スクールカーストの議論と一定の

整合性があると考えられる。 
 
5. 従来の夜間定時制高校は「秩序」と「混沌」

をどのように扱ってきたか 

 
5.1. 従来の夜間定時制高校においてスクールカースト

は成立しえたのか 

	 前章では、一般的な教室における「秩序」、「混沌」が

いかに形成されるのかを見てきた。それでは、従来の夜
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間定時制高校では、これと同様のことが成立していたの

か検討していこう。 
	 本節では、多部制定時制高校ができる前の夜間定時制

高校に対象を絞り、従来の夜間定時制高校がいかにして

学校としての「秩序」と「混沌」を扱ってきたか見てい

こう。 
 
5.1.1. 夜間定時制高校教諭、脇浜の言葉より 

夜間定時制高校教諭としての経験を持つ脇浜（1999）
は、夜間定時制高校の様子を次のように語る。 
 
定時制高校は、中軸的な学校教育システムから疎外

され、差別されていることからくる気安さもあって、

かなりのんびりしている。偏差値競争もなければ、

刑務所の囚人を管理するような学則もない。特に私

の学校は学校というより広場という雰囲気で、先生

も生徒も勉強の進度とか効率に縛られることなく、

毎日楽しんでいる。（p.132） 
 
脇浜の語る夜間定時制高校は、我々が素朴に考えるよ

うな学校のあり方とは大きく異なるようである。 
脇浜の勤め先の定時制高校は、学校でありながら「学

校というより広場という雰囲気」を持つ、いわば学校で

ありながら学校ではないものとして成立しているよう

だ。「広場」とは、様々な人々が自由に行き来できる場

所のことである。その意味で、この学校は、脇浜の言う

ように我々が素朴に考えるような学校像とは異なる、

「のんびり」した場所であったことがうかがえる。 
それでは、このような学校においては、先に挙げたよ

うなスクールカーストは成立しえたのだろうか。 
もちろん、この夜間定時制高校のクラスにおいても趣

味とか境遇で結びつくような様々なグループがあった

可能性はある。しかし「広場」のような雰囲気である脇

浜の夜間定時制高校では、それらグループの力関係によ

るカーストが発生するとは考えにくい。むしろそのよう

な学校では、生徒たちが、お互いに干渉せず、自分のい

たいようにそこにいるような、そういうあり方が許容さ

れていたのではないだろうか。d 
脇浜の夜間定時制高校は、一般的な教室で起きうるス

クールカーストが基盤となりその「秩序」が形成されて

いるような場が、成立しづらい構造を持っている可能性

がある。 
それはもしかしたら、脇浜の夜間定時制高校が、一般

的な学校像に対して、学校でありながら、広場でもある

と言う「多義性」を持った「混沌」としての学校である

からかもしれない。このことは、脇浜が彼の夜間定時制

高校を「中軸的な学校教育システムから疎外され、差別

されている」と述べていることからも示唆されている。

この夜間定時制高校は、一般的な学校像を「秩序」だっ

た中心と想定するならば、その文化の周縁に位置する

「混沌」としての学校として自らを位置づけていたので

はないだろうか。 
	 もちろん、全ての夜間定時制高校がこのような状態に

あったとは言えないが、多部制定時制高校ができる前の

夜間定時制高校は、学校文化における「混沌」を引き受

けた上で独自の教育方法を採ろうとしていたと言える

のではないだろうか。 
 
5.1.2. 夜間定時制高校教諭、A教諭の言葉より 

	 もう一人、夜間定時制高校の教諭の言葉を挙げて考察

の材料にしよう。当時の高校生を対象に書かれた『高校

って何だ』という小島ら（1986）の中に、定時制・通
信制高校について書かれた一節がある（pp.108-112）。
ここに、ある定時制の工業高校教員の、生徒に向けた入

学式でのあいさつが掲載されている。この教員を A と
しよう。少し長いが引用する。 
 
こんばんは、さて諸君、本校へ入学してほんとうに

おめでとう。ええか、いま、君らがここにいる、こ

の工高は、日本一の定時制高校なんや。日本一やで。

こういうと君らのなかには、“なにいうとんねん。

わしら勉強できんかったから、しゃあなしにこの学

校へきただけや”と思うヤツもおるやろ。ちがうで。

絶対にちがう。 
そりゃ、勉強は苦手やったかもしれん。できんか

ったかもしれん。それがどないしたん。そんなもん、

一からやりなおしたらええやん。ええか。いままで

の君らがどうやったか。そんなもん、全然関係ない。

みーんな、一から出発や。まかしとき、ここの先生

に。―中略― 
おい、あの後にあるサンドバッグ、あれはだれの

もんや？	 おまえのもんやんか！	 おまえの。よー

し、今日は一発けって帰れ。もってかえったらあか

んぞ。そやけど君のもんや。君らの座っているたた

み、頭の上の蛍光灯、黒板、マット、食堂、便所、

教室、クーラー、テニスコート、それにまわりにお

られる先生がた、みーんな君らのもんや。待ってた

んやで、君らが来るのを待ってたんや。 
ええか、この学校は、これしたらあかん、あれし

たらだめ、そんなことばっかりいってるショボクレ

タ学校とはちがうんや。これもやれるで。あれもや

れるで。なんでもやらしたろ。ホラやってみろ。必

ずできるから。ホーラできた。ヨーシよくやった。

こういう学校や。これが日本一の定時制ということ

なんや。（pp.110-111） 
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A は生徒たちがこれまでの経験してきたであろう一
般的な学校像と、この夜間定時制高校とを二項対立的に

比較している。たとえば引用の後半において、Aは他の
高校や義務教育の学校など、これまで生徒たちが経験し

てきたであろう学校をひとからげに「ショボクレタ学

校」と表現する一方で、自身の夜間定時制高校を「日本

一の定時制高校」と表現している。 
それでは、Aの考える一般的な学校像とはどのような
場所なのだろうか。読み取れる範囲で書き出してみよう。 

 
・ 勉強ができるかどうかで判断される場所 
・ 学習の積み重ねが必要な場所 
・ 〜をしてはいけないという規則のある場所 

 
Aが想定しているこのような学校像は、実際の学校の
現実から見れば、過度に単純化されたモデルと言えるか

もしれない。しかしながらこれは、一般的に考えられる

建前としての学校像として、比較的受け入れやすいので

はないだろうか。Aはこのような学校像をあえて描き出
し、生徒たちの前で批判する。 
たとえば、「わしら勉強できんかったから、しゃあな

しにこの学校へきただけや」という、それまでの学校に

ついていけなかった生徒の気持ちを先取りした上で、そ

れは「絶対に違う」と言い、「それがどないしたん」と、

まともに取り合わない姿勢をとる。また高校は、義務教

育を終えた者が学びにいく場所であるが、生徒たちのそ

れまでの学びの積み重ねについてなどには一切触れず、

「みーんな、一から出発や」と言い切る。 
	 小島らによれば、当時の定時制高校制の生徒は、「全

日制に入れず、心ならずも定時制高校に来る生徒」

（p.109）や「いったんは全日制にはいったが学校とあ
わなかったり、留年したり、処分されたりして退学し、

再起を期して転・編入学してきた生徒」（同上）が主体

であった。 
そのような中にあって、Aのこのような言葉は秀逸で
ある。それまでの学校での学びに何らかの理由で傷つき、

しかも行きたくもない学校に行かねばならない生徒た

ちの気持ちを汲んだ上で、それまでの学校を取るに足ら

ないものとしてあしらう表現を採りながら、定時制高校

の魅力を分かりやすく説明しているのである。 
	 さてここで注目したいのは、Aがこの夜間定時制高校
の「秩序」と「混沌」をどのように扱ってきたかという

ことである。先に挙げた A の考える一般的な学校像か
ら考察を始めよう。 

Aの考える一般的な学校像は、建前としては、学校的
な「秩序」を志向し形成されていると考えられる。そも

そも学校とは知識や技能の習得が目指される場所であ

り、それが習得できているかを判断するために試験が課

される。よりレベルの高い内容を学ぶためには積み重ね

が必要であり、そのために休日をのぞいては毎日学校に

くることが求められる。また児童・生徒が守るべき規律

を教えるために、校則等の規則が定められている。 
	 しかし A はこの学校的な「秩序」を取るに足らない
ものとして扱い、そうではない場所として自身の夜間定

時制高校を紹介する。 
	 ただしここで留意しなければならないのは、Aが学校
的な「秩序」を批判しながらも、その全てを批判してい

るわけではないということである。 
	 A は確かに生徒が現段階で勉強ができるかどうかに
はこだわっていない。それまでの学習の積み重ねの有無

も気にしていない。 
しかしだからといって勉強をしなくてもよいとは言

っていない。また学習の積み重ねが必要ないとも言って

いない。むしろ「一からやりなおしたらええやん」と勉

強することやそれを積み重ねていくことについて実は

奨励している。 
	 規律にしても同様である。Aは確かに自身の定時制高
校を「これしたらあかん、あれしたらだめ、そんなこと

ばっかりいってるショボクレタ学校とはちがう」と明言

し、「これもやれる」「あれもやれる」学校として提示し

ている。しかしだからといって、本当に何でもしていい

かというと、そうではない。 
 

おい、あの後にあるサンドバッグ、あれはだれの

もんや？	 おまえのもんやんか！	 おまえの。よー

し、今日は一発けって帰れ。もってかえったらあか

んぞ。そやけど君のもんや。 
 
	 一般的な学校的「秩序」の中においては、集会では規

律が重んじられ、集会後にサンドバッグを蹴って帰るな

どということが許可されているとは考えづらい。しかし

Aは、生徒たちにサンドバッグを蹴って帰ることを奨励
するような物言いをしている。ただ、その一方で「もっ

てかえったらあかんぞ」と、本当にサンドバッグを私物

としてしまうことについては釘を刺す。 
これも、先ほどの解釈と同様、これまでの学校で是と

されてきたことを「ショボクレタ」ものと見なしながら、

その全てを批判するのではなく、それとなく新しい規律

のあり方を提示しようとしていると解釈できる。 
	 このような A の論理は、先に述べた山口の「混沌」
概念を用いると、より分かりやすくなる。従来の夜間定

時制高校は、学校という文化の「周縁」に位置し、「混

沌」にひらかれていた。それは「秩序」の側から見ると、

得体の知れないものに見えたかも知れない。しかし「混
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沌」にひらかれていたことによって、夜間定時制高校は、

一般的な学校の中では手にすることのできない、新しい

学びの仕方を提示できた。まさに「混沌こそは、すべて

の精神が、そこへ立ち還ることによって、あらゆる事物

との結びつきの可能性を再獲得することができる豊饒

性を帯びた闇」（p.1）だったのである。	  
それでは、従来の夜間定時制高校は、なぜここまで「混

沌」にひらかれていたのだろうか。それはやはりそこに

在籍している生徒たちの存在が大きいと考えられる。 
	 実際、従来の夜間定時制高校には、一般的な授業を成

立させようとしても一筋縄ではいかない現状があった。

たとえば、奈良井（1995）は、彼女の受け持つ定時制
高校の生徒たちは出席すれば成績が取れることを知っ

ているので「限度となる出席のぎりぎりまで」休むこと

や、クラスの大半が「筆記用具、教科書、ノート」を持

ってこない状態を述べている（p.57）。このような状況
は、一般的な学校像からすれば「混沌」した状況に他な

らないだろう。 
このような状況の中、それでも生徒たちの置かれた境

遇に思いを馳せ、その人生を肯定し、一般的な学校像の

「秩序」を押し付けるわけではなく、それとなく学びに

向かわせようとするところに、従来の夜間定時制高校の

優れた点があるのである。 
	 5.1.1.の議論と合わせて考えると、従来の夜間定時制
高校は、学校でありながら学校ではない、一見すると相

矛盾する機能をもつ、「多義的」な教育機関として自ら

を位置づけていたのではないだろうか。 
	 従来の夜間定時制高校が学びの場としてどのように

成立していたのかについて、現段階でまとめておこう。 
従来の夜間定時制高校では、一般的に考えられる学校

像を「秩序」側とするならば、「混沌」側であることを

引き受けた上で独自の教育方法を採ろうとした。それは、

一般的な学校では、何らかの理由でうまく学べなかった、

多様な生徒たちに対応するために採られた方法でもあ

った。 
	  
5.2. 夜間定時制高校における「混沌」の扱いについて 

	 二つの事例を通して、従来の夜間定時制高校が、学校

としての「秩序」と「混沌」をどう扱ってきたのか見て

きた。 
	 当時の夜間定時制高校の教諭たちが当時の様子を振

り返った記述を紐解くと、何からの理由でそれまでの学

校（あるいは社会）にうまく馴染めなかった生徒たちの

様子が描かれている。そしてそのような記述からは、夜

間定時制高校の教師や生徒が、自らの学校と全日制高校

や義務教育課程の学校とを、次のような対比の中で捉え

ていたことがうかがわれる。（表 2） 
 

表 2 全日制高校や義務教育課程の学校と夜間定時制高
校との生徒像の比較 

全日制高校 
義務教育課程の学校 

夜間定時制高校 

・ 朝から昼にかけ学ぶ 

・ 受験を経て進学先を勝

ち取る 

 
・ （家庭に）一定の経済

力がある 

・ 一定の基礎学力がある 

・ 夜に学ぶ 

・ 生活環境が原因で、

あるいは受験に失敗

して否応無しに行く 

・ （家庭の）経済力に

乏しい 

・ 基礎学力に乏しい 

 
	 当時の夜間定時制高校（の教師）は、この図式を理解

した上で、あえて全日制高校や義務教育課程の学校を一

般的な学校と見なし、そこでの「秩序」などは、取るに

足らないものとして批判し、むしろ「混沌」こそが価値

あるものなのだと生徒に強く伝えているように見える。

その意味で、従来の夜間定時制高校は、全日制高校や義

務教育にとって危険な存在であったと言えるかもしれ

ない。 
	 山口は、『文化と両義性』の第 4章の中でフランスの
歴史家ミシュレを「文化の構造論的ダイナミックスに基

礎を置いた記号論の視点」（p.148）を先取りしていた
者として高く評価し、ミシュレがキリスト教における魔

女やサタンについて考察したものを多く引用している。

その中に、次のような言葉がある。 
	  

人びとはかつて破廉恥にも言ったものだ、「笑う

者どもに不幸あれ！」と。この言葉は、サタンだけ

が笑う権利をもっていることを認めること、しかも

笑うことがひとを楽しませる
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

と公言するほかなら

ず、前もってサタンにあまりに過分の分け前をあた

えることであった。もっとはっきり言おう、笑うこ

とは必要なのである
、 、 、 、 、 、 、

。というのは、笑いとはわれわ

れ人間の本性の本質的作用なのだから。［中略］ 
	 ローマ教会が投げ棄てたもうひとつの、小さなも

のがある、「論理学」、自由な「理性」だ。これこそ

すてきに美味
お い

しいものなのだし、だからこそ

もうひとりの男
、 、 、 、 、 、 、

は貪欲にそれを手に入れてしまう。

―中略― 
ルネッサンスが起こったのは、さらにそれ以上に、

「学校
エコール

」や教養ある
レ ッ ト

人びとから遠くはなれたところ、

サタンが魔女たちや羊飼いたちに授業を授ける

道 草 教 室
エコール・ビュイソニエール

においてなのである。 
	 この上ない危険をともなう教育だった、が、こう

して危険を冒すことがかえって新奇なものへの愛

を、ものを見たい、ものを知りたいという度はずれ

の欲望をかきたてたのである。（ミシュレ 1983：
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pp.27-28） 
 
	 ここでのサタンは、「秩序」に縛られ笑うことさえで

きなくなってしまった者たちを嘲笑い、当時のローマ教

会が手放した「論理学」や自由な「理性」を手に入れ5、

秩序からは遠く離れた場所で教育を施す存在として描

かれている。そしてこの教育こそ、後のルネッサンスの

礎を築くものとして位置づけられているのだ。 
	 このような考えを、先の夜間定時制高校になぞらえる

のであれば、当時の夜間定時制高校は、「混沌」側であ

ることを受け入れた上で、真に意味のある生活を送るた

めの独自の教育方法を採ろうとした点において、サタン

の学校であったと言えるかもしれない。 
	 サタンの学校は、学校的な「秩序」の側からみれば脅

威である。しかしそこには重要な学びがあり、後の社会

の礎にもなりうる可能性を秘めていた。 
 
6. 多部制定時制高校は「秩序」と「混沌」をど

のように扱うべきか 

 
	 それでは、新しいあり方を模索している多部制定時制

は、「秩序」や「混沌」をどのように扱うべきなのだろ

うか。 
多部制定時制高校は、先に挙げた夜間定時制高校のよ

うな、一般的な学校像の「秩序」を批判し「混沌」側で

あることを引き受けるようなあり方はとっていないよ

うに思われる。それは本稿 2 章でも述べた以下の二つ
の点が関係していると考えられる。 
 
・ 従来の夜間定時制高校より、さらに多様化した生

徒たちへの対応が求められていること。 
・ 全日制高校と比べてより複雑にならざるを得ない

システムを、いかに構築していくか考える必要が

あること。 
 
	 先にも述べたように、近年の定時制高校は「多様な学

びのニーズへの受け皿」としての役割を与えられている。

しかしそれらの「ニーズ」に本当に全て応えようとする

と、それはそれで無理が生じる。しかしだからと言って

それを放置しておくと「混沌」は増大し、やがては学校

として機能しなくなる可能性もある。そしてその「混沌」

は、学校なるものを求めて入学してくる生徒の「ニーズ」

に対してそぐわない可能性もある。そのような「ニーズ」

に応えるためには、放置しておけば崩壊してしまう複雑

なシステムをより効率的に機能するものに常に更新し

続けなければならない。多部制定時制高校の「秩序」化

はこのような背景においてなされていると考えらえる。 

	 山口は「秩序」が志向される際の「混沌」との関係性

を次のように述べている。 
 

文化は、無定形の自然に、絶えず新しい秩序を与

えることによって成り立つ。そういった意味で、文

化の枠として成立している世界観は、絶えず新しく

形成される混沌を秩序の中に組み込む装置として

働く。したがって文化のプラクシスは決して固定し

たものではなく、流動的でダイナミックである。秩

序と混沌の接点はいつも固定しているわけではな

く、それは絶えず移動している。文化は、そういっ

た視点から見ると、絶えず増大するエントロピーと

の葛藤の過程として捉えることができる。	

（p.103） 
 
	 このように考えると、これからますます複雑で多種多

様な学びの「ニーズ」が出てくると予想される多部制定

時制高校は、「混沌」を「秩序」の側に組み込み、「秩序」

を志向し続ける可能性がある。 
 

7. 新しい定時制高校のためのアイデア 

 

7.1. 多部制定時制高校の全日制高校的「秩序」化の問

題点 

これまで従来の夜間定時制高校と新しい多部制定時

制高校を「秩序」と「混沌」という概念を通して検討し

てきた。 
	 特筆すべきは、一般的な学校像を想定し、その「秩序」

を批判し、「混沌」の側であることを引き受けた上で、

独自の教育方法を採ろうとした従来の夜間定時制高校

のあり方である。 
	 従来の夜間定時制高校のこのような学校文化の構築

の仕方が、果たして妥当性を持ったものであったかどう

かは検討の余地がある。しかし、少なくともそれまでの

学校生活にうまく適応できなかった者たちに対して、同

じようなあり方は繰り返さないという方法を採用しよ

うとしている点においては評価できよう。 
	 一方、複雑で多種多様な学び手の「ニーズ」に特に応

えることが期待される現在の多部制定時制高校は、放置

しておけば、学校として成立しなくなる可能性もあるこ

とから、全日制高校的な「秩序」が志向され続ける場で

あることが考察された。放置しておけば過度な「混沌」

を生み、学校としての体裁が保てなくなる可能性があり、

それが生徒たちの「ニーズ」にそぐわないと判断される

ならば、定時制高校の「秩序化」は現実の問題として避

けては通れないであろう。 
しかし、ここで課題となるのは、それまでの学校の学
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びにうまく適応できなかった生徒たちが多部制定時制

高校において一定数いるということである。そしてその

ような生徒たちは、本稿 4 章で述べたようなスクール
カーストの中で、不当に周縁に追いやられてしまった生

徒たちなのかもしれない。 
そのような生徒たちにとって、学校的な「秩序」をそ

のまま志向し続けることは果たしてよいことなのだろ

うか。 
先に述べた多部制定時制高校の「秩序」の構築は、素

朴に教師による「秩序」形成に重きが置かれているもの

であった。しかし、スクールカーストの議論が示唆する

ように、実際の教室の「秩序」は、教師によってのみな

らず児童・生徒が形成するスクールカーストが基盤とな

っており、それは教師によってコントロールできない場

合もありうる。	  
	 それゆえ、多部制定時制高校においては、安易な学校

的「秩序」を志向することは問題なのである。 
 
7.2. 緩やかな「秩序」の解体と再構成について 

教師たちが志向する学校的な「秩序」は、これまでの

学校教育に馴染めなかったり傷ついてきたりしたよう

な者たちにとって、生気を失わせるようなものであるの

かもしれない。仮に学校的な「秩序」が実現されたとし

ても、生徒たちの生き生きとした学校生活や学びは実現

され得ないのかもしれない。 
スクールカーストに縛られ、自由に身動きが取れない

ような教室をどのようにするのか、ということと、一般

的な学校像としての「秩序」が志向され、生気が失われ

てしまったような生徒たちをどのように生気づけるの

かという議論は、もしかしたら同じなのではないだろう

か。 
「秩序」を志向し続ける多部制定時制高校にはどのよ

うな未来が待っているのだろうか。 
	 第一に、それはそれまでの学校生活に馴染めなかった

者たちが、同様の傷を負いながら、なお行かねばなない

学校となるだろう。そのような未来は生徒たちのニーズ

に応えようと奮起する多部制定時制高校としても本意

ではないはずである。 
第二に、そのことで多部制定時制高校そのものの意義

が失われてしまうかもしれない。 
	 山口は「秩序」と「混沌」が「相補性」（p.149）に
基づいていることを指摘した上で、次のように述べる。 
 
この「開かれた」状態が閉じられたら、それは、「秩

序」そのものを支え絶えず生成させる根源的な諸力

の崩壊としてのエントロピーの増大にそのままつ

ながることになる。しかしながら文明が保証する

「秩序」とは、そういった諸力からの逃避によって

動機づけられてきたこともまた確かなことである。

（pp.151-152） 
 
「混沌」をすべて排除し「秩序」のみになった時、「秩

序」と「混沌」の相補性は成立しなくなる。山口は「混

沌」なき共同体が、やがて終焉を迎えることを示唆して

いる。 
我々は、学校としての「秩序」を志向しながらも「混

沌」であることを引き受けるようなバランスの取り方を

探らなければならない。それではそれはどのようにして

なされるのか。 
	 問題は複雑である。その「秩序」をただ打ち壊せばい

いというような単純な話でもないはずだ。 
	 我々は生徒たちの現状に即しながら、「秩序」を緩や

かに解体し、その上で、新しい「秩序」を再構築してい

く必要があるのではないだろうか。 
	 この「秩序」の緩やかな解体と、新たな「秩序」の再

構築の方法については、近い将来考察すべき課題とし、

本稿の考察を終える。 
                                                   
1 東（2017）が自身の「観光客論」において、この概念から
示唆を得たことを述べている。 
2 地方には、その地域の要請に応じて日中に授業時間が設けら
れる「昼間定時制高校」もあった（たとえば酪農地域など）。

しかしこれは、平成につくられた「昼間定時制高校」とは全く

別のものであることに留意されたい。 
3 地域による違いは大きい。 
4 学校数は減少傾向にある。 
5 当時のローマ教会では、キリスト教徒として信仰の中に生き
ることは、キリスト教を学び祈りを捧げ救済を求めるとともに、

信仰にとっては許されざるものを規律となければならない、と

考えられていた。「魔女狩り」はこの文脈において行われたと

考えられる。「魔女狩り」の論理は現代の我々からすれば詭弁

である。しかしそれが解き明かされてしまうとローマ教会にと

っては都合が悪い。ローマ教会にとっては、そのようなことを

明らかにしてしまう「論理学」や「自由な理性」は排除すべき

対象であったのだろう。 
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