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学校教育においてシティズンシップの涵養や子どもの政治的自立を促す上で、個々の教師が権力性を自覚し、

その「脱構築」を目指す重要性が示されている。しかし、従来の研究で行われてきた教師の権力性を明らかにす

るためのアプローチは教師にとって負担が大きい。本研究ではより教師の負担が少ないアプローチとして歴史上

の国家や外交関係における権力行使の形態をアレゴリーに用いることを提案する。小学校、中学校、高等学校の

教師及び教員経験のある大学院生を対象にフォーカス・グループ・インタビューを行ったところ、調査対象者は

歴史をアレゴリーに用いて自らの権力行使の形態を語ることができた。なお対象者は教師の権力性に関する自主

勉強会の参加者である。また歴史をアレゴリーに用いることは、シティズンシップの涵養を目指す際に権力行使

の形態の改善点を考察する際にも有効である可能性が示された。
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1. 問題の所在

1.1. 教師の権力性の「脱構築」に関する議論 

小玉（2016）によれば、日本では 1960 年代に「学校

教育が企業でのトレイナビリティ（訓練可能性）と忠誠

能力を養成し、また、企業戦士と受験戦士を支える家族

がこの学校と企業との結合にリンクするという、家族、

学校、企業社会のトライアングルの構図」が形成された。

小玉は、イギリスやアメリカでは「社会民主主義ないし

はリベラル左派的な志向性をもつ政権の政治的意志」が

「福祉国家政策」を主導し、こうした政策の中で公教育

が拡充されたが、日本では「非政策的な次元での、家族、

学校、企業社会のトライアングルが、福祉国家を代替し

た」と指摘する。1960 年代の「福祉国家政策」以後、

アメリカやイギリスでは 1980 年代の「新保守主義によ

る福祉国家批判」、1990 年代の「新しい社会民主主義」

といった一連の政策の転換が展開した。これに対して、

日本では 1980 年代まで「家族、学校、企業社会のトラ

イアングル」が「福祉国家」の代替であり続け、「政策

課題の変更等を議論しそれを公共的に明確化する政治

的意味空間」が形成されなかった。また、この時期まで

の日本では「学校を卒業して就職すること（社会人にな

ること）が、成人期への移行のメルクマールとして機能」

していたが、バブル経済の崩壊や労働市場の変化を受け

て 1990 年代以降に「トライアングル」の「構造を改革

しようという動き」が見られるようになると、「成人期

の移行への困難性」という問題が生じた。小玉は上記の

「政治的意味空間の未形成という問題」と、「成人期へ

の移行」の問題をふまえて、公教育に対して次の二つの

課題があると主張する。第一に「日本の戦後民主主義に

おいて政治的意味空間が未形成であったために、成人期

への移行を画するメルクマールとしてのシティズンシ

ップという概念が根づいてこなかったという問題」、第

二に「福祉国家的なシティズンシップという概念をいか

に組みかえるかという課題」である。第二の課題につい

て小玉は「いいかえれば、福祉国家的な枠組みのもとで

統一的に解釈されてきた生活者としての経済的な自立

と、市民としての政治的な自立とを、いったん切り離し、

両者を関連しつつも相対的には別個の課題を含むもの

として考えていくべき段階に入りつつあるのではない

かということ」だと述べている。小玉は「政治的な自立」

について「後期中等教育までの公教育が特に責任を持つ

べき領域として特立していく」と指摘し、2015 年の 18
歳選挙権の開始と「政治教育の復権」はこの「延長線上

に位置づくもの」だと主張する。これらの課題をふまえ、

小玉は「啓蒙主義的教師像から政治的コーディネーター

としての教師像へという、教師像転換」を提起している。 
高橋（1998）は「近代化の時代の学校の教師は、啓

蒙という名のモノローグの担い手であった」と指摘する。

高橋は「近代学校において、生徒は教師の意図的な教育

行為の対象であった。そこでは、教師と生徒の間の言語

ゲームが想定され、言葉を解釈するコードは同一である

Moeko AKASHI : A Study of the Use of historical States 
and diplomatic Relations as Allegories to Understand the 
Power of Teachers.  
Graduate School of Humanities and Studies on 
Public Affairs, Chiba University 

27



歴史上の国家や外交関係をアレゴリーに用いた教師の権力性の把握に関する考察

と考えられてきた」と述べている。高橋によれば「モノ

ローグ」とは「自分が今考えていることは、万人にあて

はまるはずだという強制的普遍化の論理」であり、「他

者にそれを押しつけていながら、それを押しつけとは感

じない権力的思考の発生母体」である。つまり近代以降

の学校における教師は、知識の伝達などの教育行為を通

して子どもを啓蒙し、その際の「言語ゲーム」や「言葉

を解釈するコード」を設定する権力を有している。高橋

は 1990 年代においても「教師の権力性」が見られる理

由について「学校がいまだに前近代的な体質を温存させ

てきている」ためではなく「学校という近代的システム
、、、、、、、、、、、、

が宿命的に有する技術依存と秩序維持の機能
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

」のためだ

と主張する。1990 年代以降でも、教師は近代以降培わ

れてきた教師の権力性を前提とする教育技術に依存し

ており、学校の秩序を維持するためにも権力性を行使し

ていると高橋は指摘している1。

諏訪（1989）は、「Y 高校」の教師として勤めていた

1970 年代を回顧し、「「権力存在」である教師がどのよ

うな言葉を使おうとも、生徒と真に「通じあえる」はず

がないと信じきっていた」と述べている2。諏訪は、「Y 
高校」に赴任する以前において、生徒たちに「言葉が通

じなかった」という経験をしたと言う。諏訪はその理由

の一つに「教師と生徒との「関係の絶対性」に思いがい

たらず、ひととひととの純粋なコミュニケーションが学

校でもできると夢想していた」3ことを挙げている。上

記の第一の理由に示されている「教師と生徒との「関係

の絶対性」」とは、教師が生徒に対して「権力存在」で

あるという絶対的な関係性を指していると考えられる。

諏訪は、「Y 高校」赴任以前の生徒たちに「言葉が通じ

なかった」という経験から、教師が生徒に対して「権力

存在」であるために「ひととひととの純粋なコミュニケ

ーション」が困難であると「思い込んでいた」と振り返

っている。諏訪は、このような思い込みを乗り越えた契

機として「Y 高校」の「C氏」の実践を挙げている。諏

訪は「C氏」の実践について、「教師と生徒という権力

関係を利用しながら、教師と生徒間・生徒と生徒間の「関

係性」を通じての意思疎通を行ない、生徒自身がなんら

かの「自己表現」ないしは「自己投企」をせざるをえな

いように追いこんでいくのが氏の方法であった。（中略）

教師の権力性を利用しながら、同時に権力性の解体に向

かわせる、すなわち生徒の「人間的自立」をうながす契

機があきらかに存在するように、私には思われた。」4と

述べている。「C氏」の「教師と生徒という権力関係」

を利用して生徒が「人間的自立」をせざるを得ないよう

に追いこむ実践とは、教師が自身の権力を利用して、生

徒が「自己表現」や「自己投企」をせざるを得ない状況

を作り出すということだった。諏訪が回顧している実践

では、「C氏」は「授業をサボって帰ってしまった生徒」

に対し「明日の HR で決着をつけるから、力でつける

か理屈でつけるか、考えておけ」と指示し、翌日生徒の

「力でつけます」という発言に応じてクラスの生徒に教

室の中央を空けるように指示し、「まず、生徒に自分を

思いきりなぐらせ、自分はコツンと軽くなぐって「オレ

の負けらしいね」とニヤッとする」様子を見せた5。こ

の実践で「C氏」は、「授業をサボって帰ってしまった」

という指導対象生徒に「決着をつける」方法を考えてく

るように指示する権力や、クラスの生徒に教室の中央を

空けるように指示する権力を行使している。「C氏」は

「決着をつける方法」を考えてくるように指導対象の生

徒に指示することで、この生徒が自分の意見を「自己表

現」せざるを得ない状況を作っている。また、指導対象

生徒が「力」で決着をつけることを選択すると、「C氏」

は他の生徒に教室の中央を空けるように指示を出し、指

導対象の生徒に先に自分をなぐるように促すことでこ

の生徒が決着をつけるための行動を起こさざるを得な

い状況を作っている。今日の学校教育では「C氏」の上

記の指導は暴力に依拠している点などで批判を免れな

いだろうが、諏訪は「C氏」に対して、教師の権力を利

用し、生徒が教師の権力行使の対象という立場を逸脱し

て「自己表現」や「自己投企」を行う場を作り出してい

る事例として肯定的に評価している。諏訪はこのような

場では生徒が教師の権力行使の対象という立場から自

立するため、結果として教師の「権力性の解体」に向か

うと指摘している。

以上の諏訪の回顧では、1990 年代以前から学校の中

には教育行為の主体である教師と客体である子どもと

の間にはたらく教師の「権力性」を「解体」するような

指導を通して、子どもの「人間的自立」を企図する教師

が存在していたことが示されている。諏訪は、河上亮一

が主宰する「プロ教師の会」の中心的なメンバーの一人

であった。「プロ教師の会」で展開された議論について、

小玉（2016）は次の二点の「両義的意味」を指摘する。 
 第一の点は「プロ教師の会」は「戦後市民社会批判を

強力に展開し、市民社会と対抗する教師の政治的権威の

独自性を強調した」ことである。小玉によれば、「プロ

教師の会」は「教師と親が合意を形成しうるという戦後

教育の前提を批判し、むしろ親との対決を強調する議論

を展開したが、そこには、親の自然的権威に対し、教師

の政治的権威を対置するモチーフ」を有していた。1990
年代までの日本の基本構造だった「家族、学校、企業社

会のトライアングルの構図」では、家族と学校は「合意

を形成しうる」とされてきたが「プロ教師の会」はこの

前提を批判したということである。また、小玉は「プロ

教師の会」では「高度成長期以降の市民社会イデオロギ

ーとしての「能力＝平等主義」への批判と対決の姿勢が
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鮮明に示されていた」と主張する。「能力＝平等主義」

は「家族、学校、企業社会のトライアングル」によって

支えられていた1990年代までの日本社会におけるイデ

オロギーであった。このイデオロギーに対する批判的な

姿勢からも、「プロ教師の会」の戦後市民社会批判が示

されていると小玉は述べているのである。

一方で第二の点は、1990 年代において「家族、学校、

企業社会のトライアングル」の構造が改革されていく中

で「プロ教師の会」の議論が「近代学校とその教師性」

を「社会の変化に抗して擁護する性格」を持つようにな

ることである。小玉はこの点をふまえて「プロ教師の会」

は「教師を学校改革と新しい公共性の担い手としてとら

えることを困難にするアポリアへと、自らを追い込んで

しまっている」と批判している。先に引用したように、

小玉は公教育の二つの課題に対応する上で近代的な「啓

蒙主義的教師像」を転換する必要性を提起している。そ

のため、小玉は諏訪が指摘した教師の「権力性の解体」

に着目していた。しかし、「プロ教師の会」では 1990
年代以降に「近代学校とその教師性」を擁護する姿勢に

転換してしまい、小玉はこの点を批判しているのである。 
 小玉は諏訪が提起した教師の「権力性の解体」に依拠

して「生徒を自分とは異なる異質な他者としてとらえる

視点が、教師が社会的なるもののエイジェントとしての

自らの存在性を脱構築し、新しい公共性と市民教育の担

い手、政治的ネットワークのコーディネーターとして自

らを再構築していくためにもとめられているのではな

いだろうか」と述べ、「自らの権力存在性に自覚的であ

り、その脱構築へのセンスをもった政治的コーディネー

ターとしての教師と、学校に関わる市民、生徒たちとの、

異質性を前提とし、論争をうちに含んだ連携」が不可欠

であると述べている。学校教育を通して子どもにシティ

ズンシップを涵養し政治的自立を促すために教師は自

らの権力性を自覚し、その上で教育行為の主体としての

権力性を「脱構築」し、「新しい公共性と市民教育の担

い手、政治的ネットワークのコーディネーター」として

自己を「再構築」していく必要があると小玉は主張して

いるのである。

Biesta（2011）は「シティズンシップを教えること

に強力な影響を及ぼすものは、子どもや若者が行動し存

在する民主的なあり方と、市民としての自らの立場につ

いて日常生活のなかで経験するものによってつねに媒

介される」と指摘する6。このことに鑑みると、学校教

育においてシティズンシップを子どもに涵養するため

には、教師がシティズンシップの概念などの知識を教授

し子どもを啓蒙するという方法では不十分だと考えら

れる。また、Biesta が「民主的なシティズンシップを

理解し策定するには多様性と差異が重要である」7と示

していることと合わせて考えると、日常の学校生活の中

で教師と子どもや子ども同士の多様性や差異を意識し

ながらシティズンシップを培うことも求められるだろ

う。また、学校内だけでなく、学校外の市民と関わる機

会を積極的に設けることで、子どもが多様性や差異に触

れる機会を増やすことも重要であると考えられる。以上

をふまえると、シティズンシップを涵養し子どもに政治

的自立を促すにあたり、教師には自身の権力性を自覚し

て啓蒙主義的な権力行使に終始することから脱却し、子

どもたちが多様性や差異の中で行動できる場のコーデ

ィネーターとしての役割を担うことが求められる。この

ような教師のあり方は、小玉の言う「政治的コーディネ

ーター」とも重なると考えられる。

 以上に鑑みると、今後の学校教育で子どものシティズ

ンシップを涵養し政治的自立を促す上で、個々の教師が

自らの権力性を自覚し、啓蒙主義的な教育行為の主体と

しての権力行使のあり方を見直していくことが重要に

なると考えられる。

1.2. 教師の権力性へのアプローチ 

 教師の権力性のあり方を明らかにするために、様々な

アプローチがなされてきた。

例えば蓮尾（1980）は Blau の「権力」概念を学級に

おける教師と生徒の行動に適用し、「生徒は、教師の役

割行動に対し、独自の場面規定をなして、個人的、ない

し集団的に学級行動を展開して」おり、「教師は、生徒

の側の「権力」、すなわち教師の役割達成の成否を左右

する実質的な統制力を認知し、それによって自己の場面

規定を修正し、生徒との役割の交渉を営むようになる」

と指摘した。また、蓮尾によると、教師は上記の過程で

「自己の新たなる「権力」を更に行使して、その役割を

遂行」する。蓮尾は、教師と生徒は「互酬性と「権力」

を中軸とする交換関係を営みながら、実は、それらの互

酬性や「権力」をより実効ならしめ、その基盤をなして

いる学級内外の集団や社会の価値や規範に、彼ら自身が

準拠することによって、そうした集団や社会に、直接

的・間接的に規定されつつ、学級内での「社会的」交換

関係を成立せしめている」と述べ、「「社会的」交換関係」

の観点から教師と生徒の学級における行動を把握する

ため」に小学校 7 校を対象に調査を行った8。蓮尾は児

童への質問紙調査、担任教師への面接調査、授業場面の

録画をもとに考察を行い、「一般に尊敬と信頼の関係や

支配と服従の関係として把えられている教師と生徒の

関係には、教師と生徒がそれぞれ依拠する学級内外の集

団や社会の価値や規範を一つの準拠枠として相互に役

割の交渉を試みる「社会的」交換関係を展開している事

実が含まれていること」を明らかにした9。

また、望月（2009）は自身が実施した高校 1 年生の

家庭科の授業における教師と生徒の発話を分析し、生徒
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とのコミュニケーションの過程における「教師のポジシ

ョナリティ」を明らかにした。望月は授業中のコミュニ

ケーション過程で生じた教師の発話を「教師の権力」、

「教師の方略」、「教師の知識」のカテゴリーに分けて、

教師の権力性についても明らかにしている。望月の分析

では「教師の権力」カテゴリーには「生徒全体へ活動の

指示をする」、「生徒個人へ教師が活動の指示をする」、

「教師が正解を知っていて、生徒に質問し、生徒の答え

を評価する」、「生徒の発話や行動を教師が評価する」と

いったポジショナリティが含まれており、教師は生徒に

指示を出したり評価したりする権力を有していること

が示されている10。

藤川（1993）は当時小学校教師であった築地久子氏

の授業を観察し、授業記録における築地氏の発話や子ど

もとの会話を分析して築地学級における教師の権力性

のあり方を考察している。藤川の授業記録によると「じ

ゃんけんを考える」という授業の冒頭で築地氏は「今度、

先生が受け持つことになった先生です。（中略）一年間

で、みんなを、いい子に――今よりいい子にだよ――今

より賢く、今より元気になるように、係として担任にな

りました」と発言した。藤川はこの発言の中で「係」と

いう言葉に注目し、この言葉は「教師の権力が限定つき

のものであることを示唆している」と指摘した。また、

藤川は「美由季さんという子どもの発言中、友浩君とい

う子どもが近くの子どもと話をしていて美由季さんの

発言を聞いていないという場面」において、築地氏が友

浩君に「お話しててもいいけど、あの人の話も聞いてよ。

二つできたらいいよ」と発言したことに注目し、「「係」

としての役割を負う築地氏」は「友浩君が美由季さんの

発言から学ぶ機会を失う」ことを放置するわけにいかな

いため「権力を発動して友浩君に話を聞くことを要求す

ることになる」と考察した。一方で、築地氏は「友浩君

のおしゃべりをやみくもにやめさせる権限」を持たない。

藤川は「このエピソードにおいては、築地氏が自らの権

力を限定して捉え必要な限りにおいて発動しているこ

とを読み取ることができる」と述べ、築地氏における教

師の権力性のあり方を示している11。

 望月が明らかにした教師の権力性と藤川が明らかに

した教師の権力性のあり方は大きく異なっており、教師

には多様な権力性が見られることが示されている。

他にも水本（2009）は Blase のミクロ・ポリティク

スの理論的枠組みの観点から教室、職員室、保健室など

を対象とした調査研究を検討し「外部の権力関係や法的

な権限関係がそのまま学校組織の日常で実現している

のではなく」、各々の場における「児童・生徒や教職員

の相互行為の結果として一定の秩序が創発的に形成・更

新」されており、「学校組織はこのようなミクロ・ポリ

ティクスの場の連結として捉えられる」と指摘した12。 

 以上に示したアプローチの例はこれまでに蓄積され

てきた様々な先行研究の一部であるが、権力関係に関す

る既存の概念や理論的枠組みを教師と子どもとの関係

に応用したり、授業における教師の発言や子どもとの会

話を分析したりすることによって教師の権力性のあり

方を明らかにしようとする試みがなされていることが

わかる。このように、教師の権力性は多様なアプローチ

で研究がなされており、多様な権力性のあり方が明らか

になっている。

 しかし学校の教師にとって、自らの権力性を自覚する

ために権力に関する概念や理論を学んで自身に当ては

めたり、授業記録を詳細に分析したりすることは負担が

大きいと考えられる。個々人の教師が自らの権力行使の

形態を具体的に自覚し、その「脱構築」を目指すために

は、より学校の教師にとって負担が少ないアプローチも

求められるだろう。

1.3. 教師の権力行使のアレゴリーとしての歴史 

教師の権力は抽象的な概念である。そのため 1.2.で示

した蓮尾（1980）や水本（2009）のような先行研究で

は、権力に関する既存の概念や理論を教師による権力行

使の形態を把握するための枠組みとして、学校の具体的

な場面に応用するアプローチが採られてきたと考えら

れる。抽象的な概念を具体的に理解する手段として、他

にも具体的な他の物事に擬えるという方法がある。

 権力行使の具体事例として、歴史上の国家や外交関係

に見られる様々な権力行使の形態が挙げられる。過去の

国家や外交における多様な権力行使の形態を学ぶのは

主に1989年以降必修化された高等学校の世界史であり、

これらの知識は多くの教師に共通理解されていると考

えられる。そのため、権力に関する既存の概念や理論を

学んで具体的な場面に応用したり、授業記録を分析した

りするアプローチに比べ、既習知識である歴史上の権力

行使のあり方をアレゴリーに用いて自らの教師として

の権力行使の形態を把握するアプローチは、教師にとっ

て負担が少ないと考えられる。

 そこで本研究では、歴史上の国家や外交における権力

行使のあり方をアレゴリーに用いて教師に権力行使の

形態に関する質的調査を行い、このアプローチの有効性

を検討する。

2. 研究の目的と方法

2.1. 研究の目的 

 本研究の目的は小学校、中学校、高等学校の教員経験

者を対象に質的調査を行い、教師の権力行使の形態を明

らかにする上で国家や外交の歴史をアレゴリーに用い

ることの有効性を検討することである。また、調査対象
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者と子どもとの間の権力構造において、シティズンシッ

プはどのように涵養されうるかについても考察する。

2.2. 調査対象者の選定 

本研究の調査対象者には 2 つの要件が求められる。 
 第一の要件は、自身の子どもに対する権力性を自覚し

ていることである。学校現場では自身の権力性に無自覚

な教師の存在が指摘されている13。このような教師は、

自らの子どもに対する権力行使の形態を具体的に語る

ことが困難であると考えられる。本研究の調査対象者は、

自身が教師として子どもに対する一定の権力性を有し

ていることに自覚的であることが求められる。

第二の要件は、自身の権力性や権力行使について語る

ことに心理的な抵抗感のないことである。今日では教師

の権力性は批判的に捉えられる傾向があるため、自身の

権力性に自覚的な教師の中には自らの権力行使の形態

を語ることに抵抗感のある者がいると考えられる。こう

した心理的抵抗感のある教師からは具体事例を収集す

ることは研究倫理に悖る。本研究の調査対象者は、自身

の権力性や権力行使について語ることに抵抗感のない

教員経験者であることが求められる。

 以上の要件を満たす教員経験者として、筆者自身も参

加している教師の権力性についての自主勉強会の参加

者を調査対象者に選定した。この勉強会では教師の権力

性に関する質的研究が掲載されている Philip W. 
Jackson（1968）の”Life in Classrooms”を読み、文献

における教師の権力性のあり方と参加者の子どもとの

関わり方を対比することで、現在の日本の学校における

教師の権力性のあり方を考察している。本勉強会の参加

者は文献を通して教師の権力性という概念について一

定の知識を身につけており、自らの子どもに対する権力

性を自覚しており、互いの教師としての権力行使のあり

方について議論することにも慣れているため、調査対象

者に適していると考えた。調査対象者は、児童の自治的

集団づくりに力を入れている小学校教師の A 氏（教員

歴 14 年）、中学校・高等学校の社会科・日本史の教師

である B氏（教員歴 7 年）、中学校の数学の非常勤講師

の経験がある大学院生の C氏（非常勤講師歴 2 年）の

3名である。 

2.3. 調査の方法 

関口（2013）が指摘するように「当事者の感じてい

ることや考えていること、当事者のものの見方・感じ

方・考え方」は「当事者の頭の中」にあるため、「直接

観察」だけで十分に理解することは困難である。関口は

「直接観察だけではとらえにくい事柄に関するデータ」

を収集する調査方法として「インタビュー」を挙げてい

る14。教師の自らの権力行使に対する見方や感じ方、考

え方も本人の「頭の中」にあるため、本研究の調査方法

としてインタビューが適していると考えられる。

 また、本研究の調査対象者は自らの権力行使の形態に

ついて語ることに心理的な抵抗感が少ない教師を選定

しているものの、教師の権力性という批判的に捉えられ

る傾向がある概念についてインタビューを行う際、でき

るだけ調査対象者が語りやすい環境を整えることが望

ましいと考えられる。そこで、Kruger（1994）が調査

対象者の不安が少なく、尊重されているように感じられ、

批判されずに自由に意見を表明できる集団として定義

しているフォーカス・グループ（Focus Group）に注目

する。Vaughn et al.（1996）はフォーカス・グループ

の様々な定義を整理し、共通する特徴として次の 5 点

を指摘している。第一に「選択されたトピックに取り組

むための視点を持つ対象者の非公式な集団であること」、

第二に「比較的同質的で、6〜12名から成る小集団であ

ること」、第三に「司会者が質問や調査方法を用意し、

場を設定し、参加者の反応を引き出すこと」、第四に「集

団の目的は選択されたトピックについての参加者の認

識、感覚、意見、そしてアイディアを引き出すことであ

ること」、第五に「より大きな集団に一般化できるよう

な量的な情報を集めることを目的としないこと」（筆者

訳）である。以上から、フォーカス・グループは特定の

トピックに関する感じ方、考え方、認識、感覚、意見な

どを収集することを目的に、トピックに関わる共有点を

持つ参加者を集めた比較的同質的な少人数の集団であ

るといえる。フォーカス・グループの目的は、教師の権

力行使に関する調査対象者の事例を収集するという本

研究の目的に適っている。また、フォーカス・グループ

は調査者によって参加者が自由に認識や視点を共有し

やすい環境が整えられた場であり、教師の権力性につい

て語りやすい場として適していると考えられる。そこで

本研究では、個別の調査対象者にインタビューを行うの

ではなく、3名の調査対象者から成るフォーカス・グル

ープを対象にインタビューを行う。先に示した Vaughn 
et al.（1996）の定義では、フォーカス・グループは 6
〜12 名の調査対象者から構成されるものであり、3 名
の調査対象者から成るフォーカス・グループは通常より

も小規模である。本研究の 3 名の調査対象者は教師の

権力性に関する自主勉強会の参加者という点で同質的

であり、他の教師を入れるとフォーカス・グループの同

質性が失われてしまうと考えられる。3名から成るフォ

ーカス・グループを対象とした研究事例もある15ことも

ふまえ、本研究では 3 名から成るフォーカス・グルー

プを対象にインタビューを行うことにする。

インタビューでは、Vaughn らの定義に倣って筆者が

司会者の役割を担う。具体的には、3名の調査対象者に

対して 1 名ずつ司会者が「子どもと関わる際に自身は
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どのように権力を行使していると考えるか」を質問し、

回答を引き出す。また、それぞれの調査対象者と子ども

との間の権力構造に置いてシティズンシップをどのよ

うに涵養しうるかを考察する際の参考として、「主権者

教育における教師と子どもとの間の権力関係をどのよ

うに捉えるか」についても問い、調査対象者の意見を引

き出す。なお、シティズンシップを養う教育活動に関す

る用語には市民教育やシティズンシップ教育、主権者教

育などがある。文部科学省の文書などでは主権者教育と

いう用語が使われることが多く、この用語が調査対象者

の教師にとっても馴染みがあると考えられる。そこでイ

ンタビューでは主権者教育という用語を用いることに

する。インタビューにおいて、教師の権力行使の形態や、

教師と子どもとの間の権力関係について語る際には国

家や外交関係の歴史をアレゴリーに用いる。

 調査対象者には、インタビューにおいて歴史上の国家

や外交における権力行使の形態をアレゴリーに用いる

意図を事前に伝えた。また、高等学校の世界史 B で扱

う主な歴史上の権力行使の形態を示した模式図をイン

タビュー実施日の 2 日前に調査対象者に共有し、高等

学校で学んだ知識を再確認してもらった。インタビュー

において不正確な歴史の知識に基づく発言があった場

合には、筆者が正確な知識に基づいて発言の意図を発言

者に確認することにした。

2.4. インタビューの分析・考察の方法 

インタビューは 2021 年 12月 16 日の 19:30〜21:00
にテレビ会議で実施し、調査対象者 3 名の許可を得た

上で録画した。事後に筆者が録画を元にインタビューに

おける発言を文字化し、そのデータからそれぞれの調査

対象者における権力行使の形態の事例と、主権者教育に

おける教師と子どもの間の権力関係の捉え方に関する

意見を抽出した。収集した事例に対する考察を通して、

各々の調査対象者における権力行使の形態の特徴を明

らかにし、教師の権力行使の形態を把握する上での国家

や外交の歴史をアレゴリーに用いることの有効性につ

いて考察した。また、各調査対象者がつくる権力構造に

おいて、子どもに対してシティズンシップをどのように

涵養しうるのかについて考察した。考察の際、調査対象

者に追加で質問したい事項がある場合には、個別に連絡

を取り、回答を得た。

3. 歴史をアレゴリーに用いた

教師の権力行使に関するインタビュー 

3.1. 小学校教師の A氏における権力行使の形態 

インタビューを実施した2021年において小学校では

教科担任制が採用されていないため、教師は授業だけで

なく学校生活全体を通して担任している学級の児童と

関わっている。筆者が「子どもと関わる際に自身はどの

ように権力を行使していると考えるか」と質問すると、

A氏は最初に自身の学級づくりの過程を述べた。A氏の

発言の一部を以下に示す。

  一人一人の児童との信頼関係をつくるのがやっぱ

り 4 月で、児童同士の横のつながりが出来てくるの

が 5月、6月くらいです。僕は学級づくりの最後は自

治的集団づくりを目指します。早稲田大学の河村茂雄

先生によれば16、4月は混沌・緊張期といって、ぐち

ゃぐちゃしていてルールも特に定まっていない状態

なのです。この状態を抜けると、僕のクラスでは 5
月くらいに小集団形成期が来て、子どもたちのグルー

プがつくられていく時期になります。それで、6、7
月くらいには中集団成立期が続いてきますが、これは

早い方で、一般的には小集団形成期で一学期が終わる

ような、大変なクラスを持つと大抵そうなります。（中

略）次に大集団期が来ますが、それは先生の意思や思

いがほぼほぼ児童の中に入っているので、安心して見

ていられます。それが大体 11月過ぎくらいになりま

す。この時期に先生が大事にしていることとか、クラ

スルールとかが 8割・9割の児童に浸透しているし、

友達関係の中で「こういうことは言わない方が良いよ

な」とかそういうのも入っているので、ほとんど喧嘩

とかそういうのが起きなくなってきます。そして 3
学期くらいに自治的集団期という、先生はサポート役

で、児童が好きにやっちゃうみたいな時期に入ります。

そういう子たちになるのが理想だな、と思って指導に

当たっています。（A氏） 

上記の発言から、A氏の学級では最初に教師と児童の

信頼関係が構築され、その後徐々に児童同士の関係性が

築かれていくことが窺える。また A 氏によると、こう

した関係性の構築の過程と並行して、4月頃のルールが

ない状態から徐々に「先生の意思や思い」や、「先生が

大事にしていること」、「クラスルール」が児童に「浸透」

していく。「大集団期」に入ると、A氏は児童を「安心

して見ていられる」状態になり、児童も喧嘩などのトラ

ブルを起こさなくなるという。そして、「自治的集団期」

に至ると A 氏は「サポート役」として児童に関わり、

児童は「好きにやっちゃう時期」になるという。

「大集団期」以降において、A氏は児童を「見て」い

たり「サポート役」として関わったりすると述べており、

一見直接的に児童に権力を行使していないように思わ

れる。しかし A氏の「先生が大事にしていることとか、

クラスルールとかが8割・9割の児童に浸透しているし、

友達関係の中で「こういうことは言わない方が良いよ
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な」とかそういうのも入っている」という発言から、A
氏が学級に浸透させた秩序に基づいて児童がトラブル

を避ける行動をしている様子が窺える。つまり「大集団

期」以降では学級の中に教師が決めた秩序が内在してお

り、児童は教師に言われなくてもその秩序に従って行動

していると考えられる。「自治的集団期」について A氏
は「児童が好きにやっちゃう」と述べているが、この時

期においても児童は学級に内在している秩序の範囲内

で好きに活動していると言えるだろう。このように学級

に内在するようになる「クラスルール」の決め方につい

て、A氏は次のように述べている。 

  担任の先生が主軸となるルールを児童に与えます。

「これじゃ！ 」みたいな感じで。その上で、細かい

ルールは子どもと確認しながら決めていくという原

則が小学校にはあるのです。中学高校から見たら不思

議かもしれませんが、本当に細かいルールを一つ一つ

決めていくのです。例えば、引き出しの中に入れるも

のやロッカーの整理袋に入れるもののルールがクラ

スごとにバラバラに決まっているので、子どもに「昨

年は何を入れていたの？ 」と確認して、「それじゃ、

今年はこうしよう」と教師が決めていきます。（A氏） 

A氏は小学校では「主軸となるルール」は教師が決め

ると述べている。また、上記の発言から「細かいルール」

についても児童に以前の学級でのルールを確認した上

で教師が決めていることが窺える。こうした事例をふま

えて、A氏は自らの権力行使の形態について歴史をアレ

ゴリーに用いて次のように説明した。

  小学校の教師自身も、絶対王政だな、と自覚してい

ます。一応児童に確認するけど、ルールを決めるのは

教師なのです。最終決定は教師です。そこをぐちゃぐ

ちゃにすると学級崩壊するのです。これを端的に言い

表してくれたのが向山洋一先生で、初任のクラスは何

故あっという間に崩壊するのかというのを述べてい

ます17。新任の先生は何故混乱するのか、それはルー

ルがないからだ、というような言葉で。（A氏） 

絶対王政は、16〜18世紀のヨーロッパにおける政治

体制で18、「国王が権力を集中し、理念的にはなにもの

にも制約されることなく、強力な統治をおこなった」19

と言われている。A氏は学級のルールの決定権を持つと

いう自らの権力性を絶対王政の国王の権力のあり方に

擬えて語っている。A氏は学級のルールの運用について

詳細に語り、自らの有する権力の種類を具体的に述べた。 

  「じゃあ、今年はこのルールで良いかな。不都合が

あったらまた変えていこう。皆それで良いね。全員良

いね。じゃあ、それで行こう」と決めて、これをもっ

て立法となるのです。児童に訊いて最後は教師が立法

として教室に知らしめるのです。教師が立法権を持っ

ています。それで、次の日からその法でクラスを治め

て。間違っていたら「違うよ」って伝えて。小学校の

教師は、国会的に意見は聞きますけど、自分で立法し

て行政して司法していますね。（A氏） 

上記における「全員良いね。じゃあ、それで行こう」

という発言だけを見ると、A氏が全児童の同意を得た上

でクラスルールを決めているように思われる。しかし、

その後の発言で A 氏は、ルールを決める立法権だけで

なく、ルールを行使してクラスを治める行政権、ルール

に則って児童の言動が間違っているか否かを判断する

司法権を有していると述べている。この発言では、A氏
の学級において絶対王政の国王と同様に教師に権力が

集中していることが示されている。なお、A氏の「国会

的に意見は聞きますけど自分で立法して」という発言に

おける「国会」は絶対王政の議会ではなく日本の立法府

である国会を指しており、国会が議員の意見をふまえる

ように児童の意見は聞くものの、立法権は A 氏が行使

することが示されている。

以上をふまえると、「クラスルール」は A氏の絶対権

力によって立法されたものだと言える。A氏は絶対権力

を行使して「クラスルール」に基づいてクラスを治め、

「クラスルール」に違反した児童は注意すると述べてお

り、このような指導を通して「クラスルール」が児童に

浸透していくと考えられる。こうした指導の中で次第に

A氏が積極的に権力を行使しなくても児童は「クラスル

ール」の範囲内で活動できるようになり、「大集団期」・

「自治的集団期」に入っていくと考えられる。つまり、

「自治的集団期」では、児童は A 氏の絶対権力によっ

て定められた「クラスルール」に即して活動をしており、

A氏は「サポート役」として児童に関わりながらも実質

的に絶対権力を行使し続けているのである。

A氏の絶対王政的な権力のあり方を受けて、他の調査

対象者は次のように発言した。

  法律を民衆が決めているように見えて、実際には上

層部・統治者が決めているのが面白いです。（B氏） 

  多民族国家であるシンガポールを思い出しました。

色々なクラスの文化からやってきた子どもたちをま

とめて新しい国づくりをしているように見えました。

複数民族国家を一つの国としてまとめるための法を

つくっているということではないでしょうか。（C氏） 
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A氏は上記の発言を肯定的に受け止めた上で、「自治

的集団期」に近づいている学級で新しいルールをつくり

たいという意見が出てきた事例を提示した。A氏がこの

事例について語った内容を以下に示す。

5 年生のクラスで更衣室についての新しいルール

づくりが必要だ、と子どもから出てきたことがありま

す。その学校では、女子は更衣室、男子は教室で着替

えるルールでした。ところが、女子が更衣室に行くの

は時間がかかって面倒だという理由で、教室で着替え

ていることがあったのです。教室で女子が着替えてい

ることが気になってしまう男子が「女子は自分たちの

権利を守るために、全員更衣室で着替えるべきだ」と

主張し、ルールづくりを提案したのです。一方の女子

は「自分たちにも教室で着替える権利はあるはずだ」

という主張を譲らず、「どうしたら平和になるか」を

話し合うことになりました。僕はその議論をニヤニヤ

しながら見ていました。この時僕は、学級が自治的集

団に近づいていたので「こうしよう」と教師が決める

ことを避けたかったのです。ただ、「皆が幸せになる

にはどうしたら良いか考えてみなよ。自分たちでこう

すれば良い、と思うことはないの」と助け舟は出しま

した。すると、女子から「教室で着替えている時に、

男子に「見ないでよ」と言わなければ良かったです」

という意見や「後ろで女子は固まって着替えるから、

教室で着替えさせてほしい」という意見、男子からは

「それはそれで良いので、僕たちは女子の着替えを見

る気が全くないことを誓います」という意見が出まし

た。子どもたちの意見をふまえて、最終的には僕から

「じゃあ、しばらくそれで様子を見るか」と伝えてル

ールが決まりました。また、「先生はなるべく決めた

くなかったから、皆から決まって良かった。良い決ま

り方だったよ。これからもそうやって決めてごらん。

先生が決めるわけじゃないからね」と子どもたちを褒

めました。これはギリシア的でしょうか。（A氏） 

 この事例では、教室での着替えについて男子と女子が

意見を出し合い、相互の意見をふまえて「皆が幸せにな

るにはどうしたら良いか」を議論する中で新しいルール

が決まった。ルールを最終的に決定したのはA氏だが、

新しいルールの内容は児童が議論の中で考えたもので

ある。A氏は児童の議論によって新しいルールが決まる

ことについて「ギリシア的でしょうか」と発言している。

古代ギリシアの都市国家では、「全市民が平等な立場で

話しあい、決定権を持つ」民主政治が行われていた20。

「自治的集団期」の学級における上記の事例では、児童

が平等な立場で議論している点が古代ギリシアの民主

制に近い。その一方で最終的な決定権は A 氏が保持し

ているため、A氏は「自治的集団期」においても立法権

を有していることが窺える。また、A氏の「じゃあ、し

ばらくそれで様子を見るか」という発言からは、A氏が

新しく決まったルールを行使してしばらく学級を治め

るという意図を読み取ることができ、A氏は行政権も保

持していると考えられる。先に引用した発言において、

A氏は学級を治める際に「その法でクラスを治めて。間

違っていたら「違うよ」って伝えて」と述べており、A
氏は司法権を保持している。以上から、「自治的集団期」

においても A 氏は立法権、行政権、司法権を併せ持つ

絶対権力者であり続けており児童の「自治的」な活動は

手続上民主制に近いものの、完全な民主主義とは異なる

と言えるだろう。

この事例における男子と女子の話し合いについて、B
氏は次のように発言した。

  お互いの妥協点がわかっているので、両方とも外交

がとても上手だと感じました。（中略）色々な民族が

住んでいるスイスやオーストリアの国内でも同じよ

うな交渉がありそうですね。歴史上の国なら、プロイ

センはどうでしょう？ A先生が皇帝で、帝国領内の

交渉と捉えられませんか？ （B氏） 

プロイセン王国は 1701 年に成立した国であり21、19
世紀にドイツ地域の君主国を統一して連邦制のドイツ

帝国を成立させた。プロイセン国王はドイツ皇帝を兼ね、

他の連邦構成国に優越した地位を保証されていた22。B
氏は、児童同士の議論をドイツ連邦構成国間の外交上の

交渉に擬え、最終的な決定権を持つ A 氏をドイツ皇帝

に擬えているのだ。なお、厳密にはドイツ地域の君主国

が外交権を有していたのは神聖ローマ帝国が解体され

る前の時代までである。神聖ローマ帝国は多数の領邦国

家と帝国都市によって構成されており、それぞれの領邦

国家や帝国都市は神聖ローマ皇帝の統治下にありなが

ら外交権などの権限を有していた。上記の B 氏の発言

は、このような皇帝の統治下における帝国構成国同士の

外交関係を想定していると考えられる。B氏の発言に対

し、A氏は次のように発言している。 

  たぶん、僕は皇帝なのです。最終的に責任を持って

いるのは教師なので、どこまでいっても統治者なので

はないでしょうか。（A氏） 

この発言から、A氏は「自治的集団期」の学級でも教

師が最終的な決定権や「責任」を持っているため、教師

は「統治者」であり続けると考えていることが窺える。 
以上のように、A氏は児童の民主的な自治を目指しつ

つ、立法権、行政権、司法権を自らが保持し、絶対王政
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のような形で権力を行使している。歴史上、絶対王政国

家では次第に市民の不満が増大し、多くの場合最終的に

は市民革命によって打倒されて民主政治に移行する。一

方で、A氏の学級では児童が教師の絶対権力を打倒しよ

うとする様子は見られず、教師の絶対主義的な統治の中

で民主的な活動を行っている。それはなぜだろうか。

高橋（1997）は学校教育を通して「子どもの蒙昧状

態を理性化する」ことを背景に、教師の権威は支えられ

てきたと指摘している23。蒙昧とは、「知識が不十分で

道理にくらいこと」24である。このことをふまえると、

「蒙昧状態を理性化」することとは、子どもに不足して

いる知識を教えることであり、論理を教えて「道理にく

らい」状況を脱却させることであると理解できる。また、

学校教育を通して教師が子どもの「蒙昧状態を理性化」

するということは、学校という場において教師が教授す

る知識や論理は正しいものと見做されるということで

ある。この論に沿えば、A氏が絶対権力を行使して定め

た「クラスルール」は学級の児童に正しいものとして受

け止められていると考えられる。また、「自治的集団期」

において児童が考えた新しいルールを最終的に A 氏が

認めて「クラスルール」として決定することについて、

児童は新しいルールを正しいものとして成立させる上

で必要な手続きだと捉えていると考えられる。そのため

「自治的集団期」において「クラスルール」の最終決定

権を A 氏が有していることについて、児童は疑義を呈

さないと理解できる。上記で引用した「自治的集団期」

に関する発言で、A氏は「僕は、学級が自治的集団に近

づいていたので「こうしよう」と教師が決めることを避

けたかったのです」と発言している。この発言から、A
氏は教師としての権力の絶対性を自覚した上で、「教師

が決めること」を回避するように自らの権力を制限し、

児童に新しいルールの内容を考えさせていることが窺

える。「自治的集団期」の A氏の学級では、教師の絶対

権力は保持され続ける一方で「クラスルール」の内容な

どに対する児童の裁量は拡大し、児童が民主的な手続き

で新しいルールづくりに取り組んでいると考えられる。 
以上のように、絶対王政の歴史をアレゴリーに用いる

ことで小学校教師の A 氏は自らの学級における教師の

権力行使の形態を語ることができた。

3.2. 中学・高校教師の B氏における権力行使の形態 

中学校・高等学校では教科担任制が採用されている。

B 氏は主に授業における生徒との関わり方を示しなが

ら自らの権力行使の形態について語った。

  私は孔子の徳治主義に近いと思います。いつも思う

のですが、自分が指導している内容って、自分が実践

できていないと説得力を持てないので、生徒には私が

一番お手本になるように振る舞うようにしています。

例えば、挨拶は必ずすること、相手に対して敬語で必

ず話すこと、生徒は私より年下だけど一対一の対等な

人間として話すこと。勉強しなさい、宿題出しなさい

と言うのだから、私が誰よりも勉強していること。こ

ういうことを常に生徒に示し続けて、あなたたちも真

似てくださいね、みたいな。ただし、同じようにして

ね、と言うのではなくて、そうすることが格好良く見

えるように演出しているかな。そうすると、生徒と教

師は対等な人間関係かな、と思います。だから、私に

憧れを持つ生徒が多いな、という感じがします。（中

略）荀子の主張のような感じで私の態度に生徒が学ん

で、同じように真似ていくみたいな。それはすごく徳

治主義的で、目に見えない私のルールに生徒を組み込

んでいるので民主主義的ではないと思います。（B氏） 

 徳治主義は、古代中国の思想家である孔子による、君

主は徳をもって民衆を導くべきだという主張である25。

B 氏は古代中国の君主が徳を示して民衆を導いたよう

に、生徒に対して道徳的な態度や率先して勉強する姿勢

を示していると述べている。また孔子の主張を奉じる思

想家の一人である荀子26は、「礼」による人々の教化を

目指した27。「礼」とは「理知的におこなう道徳行為」28

である。B氏は荀子の主張のように、自らの道徳的な態

度や勤勉な姿勢を生徒に浸透させ、生徒を教化すること

を目指している。B氏は、自らが示す徳や「礼」に従う

ことを生徒に求める形で関係を築いているため、自身の

生徒との関わり方を民主主義的ではないと述べている。 
中学校・高等学校の教師である B 氏は複数のクラス

の授業を担当している。B氏はそれぞれのクラスの生徒

と自身との関係性について、次のように述べている。

  一つ一つの教室は帝国に組み込まれていると思い

ます。（中略）冊封体制に近いです。私というカリス

マが必要なのだと思います。そして、私をカリスマた

らしめる根源がなくなった途端に崩壊する帝国だと

思います。つまり、私の徳が認められない行動が生じ

た瞬間に崩壊すると思います。私が勉強をサボってい

るとか、挨拶しようねって言っているのに本人は挨拶

を蔑ろにしているとか、そういうところが見えた瞬間

に崩壊すると思うのです。（B氏） 

 冊封体制とは近代以前の東アジア諸国が中国皇帝に

朝貢使節を派遣して貢物を献上し、中国皇帝が見返りと

して「官爵・印綬・返礼品」を与える形で結ばれた君臣

関係である29。朝貢の背景には「文化的に遅れた諸国」

が「文明国」である中国皇帝の「徳を慕って」来訪する

という「中華思想と徳治主義」が存在したと言われてい
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る30。「一つ一つの教室は帝国に組み込まれていると思

います」という B 氏の発言から、授業を担当している

全てのクラスの生徒が B 氏の徳に追従していることが

窺える。このように B 氏と、B 氏が担当するそれぞれ

のクラスの間には冊封体制における宗主国と朝貢国の

ような権力関係が見られる。

 ここで、教科担任制における教科担当者ごとの生徒と

の権力関係の違いについて少々検討を加えたい。中学

校・高等学校では教科によって異なる教師が授業を担当

する。教師によって権力行使の形態は様々であるため、

B 氏と同じクラスを受け持つ教師が B 氏とは異なる形

で生徒との権力関係を結んでいる可能性がある。中学

校・高等学校では、各クラスにおいて教科の担当教師と

生徒との間や、担任教師と生徒との間に多様な権力関係

が結ばれていると考えられる。B氏は他の教師と生徒と

の権力関係について言及していないため、同じクラスを

担当する教師同士で互いの権力性がどのように影響し

合うのかについては検討できない。今後事例を収集する

中での課題としたい。

B氏のインタビューに戻ろう。B氏と各クラスの生徒

は徳を媒介に関係性を築いているため、B氏は自身の徳

が失われた瞬間に生徒との関係性が崩壊すると考えて

いる。各クラスの多様な生徒に徳を波及させていくにあ

たり、B氏は様々な工夫を行っていると述べている。B
氏が自らの工夫について語った内容を以下に引用する。 

  私の授業は基本的に静かじゃなくて良いのです。私

の説明に対して、生徒が「何故ここでイギリスが出て

来るのですか」など疑問をすぐに発言して良くて、私

は「良い質問だね。その話しても良い？ 」という風

に、なるべく拾うようにしています。（中略）勉強が

好きでも嫌いでもない子に対しては授業中に 5 分間
の休憩時間を入れて私の普段の話、生活の話をして、

面白い場面を作ります。そうすると、「20分頑張れば

先生の面白い話が聞ける」と惹きつけられる生徒がい

ます。その後、私の話が生徒との会話の糸口になるこ

ともあります。休憩時間の後はあまり重い内容は入れ

ないようにして、復習を多く入れます。復習で答えら

れた生徒は「よく答えられたね」と褒めたり、解答に

詰まった生徒がいたら「惜しいね、誰かヒント出して

あげて」などと周りも活躍できるようにしたりします。

こういう環境をなるべく作って頑張らせています。生

徒を指名する時も、答えられなかった生徒を繰り返し

指名します。前に答えられなかった内容を別の角度で

発問して、その生徒が「メモを取っていて良かった」

と感じられる場面を作ります。指名する時はその生徒

の隣まで行って、「ちゃんとメモを取ってあって良い

ね」「綺麗なノートで見やすいね」などと声をかける

ようにしています。その生徒自身を見ているから、生

徒は私を好きなのだと思います。（B氏） 

以上の発言から、B氏は個々の生徒の学習意欲の度合

いや授業への集中の度合いに応じて徳を示す工夫をし

ていることが窺える。生徒の疑問に対して「「良い質問

だね。その話しても良い？ 」という風に、なるべく拾

うようにしています。」という発言から、B氏は学習意

欲が高い生徒の疑問に対して可能な限り解説を加えて

いることが窺える。生徒の疑問に応じるための知識が足

りない場合も想定されるが、先に示した「私が誰よりも

勉強していること」という発言をふまえると、B氏はそ

のような場合に積極的に勉強して知識を補完しようと

すると考えられる。生徒の疑問に答えるために必要な知

識を学ぶ勤勉な姿勢を示すことで、B氏はさらに自らの

徳を生徒に示していくことができるだろう。一方で「勉

強が好きでも嫌いでもない子」に対しては、B氏は教科

の内容から離れた日常的な「面白い話」を介して自身の

話に興味を持たせて関係性構築の糸口をつくっている。

B 氏は授業において個々の生徒に応じた声かけをした

り、全ての生徒が活躍できる場面をつくったりして「そ

の生徒自身を見て」関わることを心がけている。古代中

国でも、皇帝が自らの権威を高めるために臣下に黄金な

どを下賜したという説がある31。B氏は徳治主義的統治

を行う君主として、臣下にあたる生徒の学習意欲の度合

いに応じて「面白い話」を聞く機会や活躍の場を与えて

関係性を強化していると解釈できる。このように、B氏
は個々の生徒に応じた関わり方を工夫することで自身

の徳を波及させ、生徒が徳に追従するように導いている。 
以上から、B氏は個々の生徒に応じた関わり方を通し

て自らの徳を波及させ、徳を介して生徒を統治するとい

う形で権力を行使していることが示された。

B氏へのインタビューからは、徳治主義の歴史をアレ

ゴリーに用いることで B 氏の中学生に対する権力行使

の形態を把握できることが示された。

3.3. 中学校非常勤講師経験を持つ C氏における権力行

使の形態 

中学校の数学の非常勤講師の経験を持つ C 氏も、B
氏と同様に主に授業における生徒との関わり方につい

て語った。C氏の発言を以下に示す。 

  私はルールづくりに特化して取り組んできました

が、やはりルールは脆いものだし、先生がいないとこ

ろでは適用されないこともあると感じます。私の授業

には 2 つのクラスから生徒が参加していたので、一

体感のようなものもなく、2 つの異なる文化的背景を

持つ人たちがいて、しかも主体的に活動する一部の男
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子と客体的な受け身の姿勢の一部の女子がいるとい

う明確な構図があったからこそ、皆に統一して適用で

きるルールをつくろうとしてきたのだと思います。国

連やヨーロッパ連合など多民族的な組織でも、最低限

守ってほしいこととしてのルールづくりになってい

くのだと思いました。だから私は皇帝ではないですね。

（C氏） 

上記の発言では、C 氏が授業を担当したクラスは 2
学級の生徒から成り、授業に向かう姿勢が異なる一部の

男子と女子がいたため、「皆に統一して適用できるルー

ル」をつくることが求められたことが述べられている。

C氏は自らの担当クラスを「国連やヨーロッパ連合など

多民族的な組織」に擬えている。国際連合とヨーロッパ

連合はいずれも複数の国家から構成されており、C氏は

加盟国ごとの民族的な違いがあることを指して「多民族

的な組織」と述べていると考えられる。C氏は、多様な

民族から構成される組織では、「皆に統一して適用でき

るルール」とは「最低限守ってほしいこと」に帰着する

と言う。また、C氏の「私は皇帝ではないですね。」と

いう発言から、C 氏はルールづくりの際に A 氏のよう

に絶対的な立法権を行使していないということが窺え

る。C氏がアレゴリーに用いた国際組織のうち、国際連

合の総会では各国が 1 票の投票権を持ち、重要問題に

対する決定は「3分の 2 の多数」、その他の問題に対す

る決定は「単純多数」で行われる32。また、ヨーロッパ

連合の決定機関である「EU理事会」33の意思決定の方

法には全会一致、単純多数決、特定多数決の 3 種類が

あり、重要事項に対する決定には全会一致、欧州委員会

からの提案に対する採決には原則として特定多数決が

用いられる34。このように国際連合の総会では各構成国

が、EU理事会では構成員が物事を決定する際の投票権

を有している。このことに鑑みると、C氏の担当クラス

におけるルールづくりでは、決定権が C 氏一人に集中

しているのではなく、C氏と一人一人の生徒に投票権の

ような形で分散していると考えられる。C氏のクラスに

おいて決定権が分散していることは、C氏がクラスにお

ける物事の決め方をギリシアの直接民主制をアレゴリ

ーに用いて説明している次の発言からも窺える。

  私が決めたから生徒が守るという関係性ではなく

て、「皆さんにとって良いと思う提案をしたいのです

が、どうでしょうか」という感じで、私も民主的な集

団を構成するうちの一人で、私の提案と他の生徒の提

案は対等という感じです。本当に重要なことは皆の了

解を得た上で私が決定しますが、私が決める必要がな

い場合はランダムで決めたり多数決で決めたりしま

す。決め方の決め方まで毎回子どもと決めることは時

間的に難しいこともあるので、そこは空気を読み取っ

て決めることもあります。嫌そうな顔をしながら、た

まに統治者的な役割を私がやる感じだったかもしれ

ません。（中略）積極的な統治者ではなかったと思い

ます。（C氏） 

以上の発言では、C氏と生徒たちは「民主的な集団」

の構成員という点で対等な立場であり、教師である C
氏の「提案」と生徒の「提案」は対等に扱われることが

示されている。また、「決め方の決め方まで毎回子ども

と決める」という発言からは、物事を決定する方法も C
氏が決めるのではなく、可能な限り生徒と相談して決め

ていることが窺える。先に示したように C 氏はクラス

を国際連合やヨーロッパ連合に擬えて語っていた。だが、

物事を決定する場面において C 氏は国際連合総会議長

や EU 理事会議長のように物事の決定を取りまとめる

権限を行使するのではなく、集団の構成員の一人として

生徒と同等の決定権を行使するに留めている。このこと

をふまえると、C氏のクラスのルールは国際組織に見ら

れるような「皆に統一して適用できるルール」であるが、

ルールの決定方法は集団の構成員が対等に決定権を持

つ古代ギリシアの民主制に近い形態だと考えられる。

一方で、C氏の「本当に重要なことは皆の了解を得た

上で私が決定します」という発言は、教師と生徒の対等

な関係づくりと矛盾しており、C氏がやむを得ず教師と

しての絶対権力を行使する場面もあったことが示され

ている。久冨（2012）は、近現代の日本の学校制度に

ついて「個々の教師・学校が「子どもたちにはこういう

学力と生活規律を形成します。その責任を負います」と

＜前面性＞を担う」という特徴があると指摘している。

久冨は「学校と教師が、子どもを学校で教育する責任を

積極的に引き受ける」ことを「＜前面性＞」と呼称して

いる35。久冨によれば、上記の学校制度の特徴が「教師・

学校への信頼と権威を、子どもや親・住民から調達する

回路」としての役割を果たしてきた36。このことに鑑み

ると、教師は授業を通して生徒に一定の学力を形成する

責任を負っている。この責任を果たすために、教師は授

業において学力をつける上で有効な学習方法や、学習の

機会を均等にするためのルールなどを決定することが

求められる。このような決定を全て民主的な手続きに則

って行うことは困難であるため、教師の権力による決定

が求められる場面もあるだろう。そのため、C氏も教師

として決定を下すことが求められる場面に直面し、やむ

を得ず「統治者的な役割」を担うことになったのだと考

えられる。しかし、C氏は生徒と対等な立場で意見を出

し合って「ルールづくり」をすることを重視しており、

教師としての権力を行使して決定を下すことは避けた

いと考えていたため、「統治者的な役割」を担う際には
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「嫌そうな顔」をしていたのだと推測できる。

C 氏は生徒と対等な立場で物事の決定を行いたいと

いう意図のために自らの権力を制限していた。このよう

な C氏の権力行使は、A氏や B氏の権力行使と逆方向

を志向していることに注意したい。絶対王政的に児童を

統治する A 氏や、徳治主義的に自らの徳に生徒を追従

させる B 氏の場合では、自らの権力を児童生徒に波及

させていくことが重要となる。そのため A氏や B氏は

自らの権力を児童生徒に広く行き渡らせることを志向

している。A 氏や B 氏は自らの権力性を児童生徒全体

に拡大することを志向しているのに対して、C氏は生徒

と同等の範囲に自らの権力性を縮小することを志向し

ているのである。

以上のように、C氏は国際組織や古代ギリシアの直接

民主制をアレゴリーに用いて、集団の構成員の一人とし

て極力生徒と同等の権力行使に留まるように自らの権

力を制限していることを語った。

以上において、3人の調査対象者は自身の権力行使の

形態について国家や外交の歴史をアレゴリーに用いて

語ることができた。このことに鑑みると、歴史上の国家

や外交関係における権力行使の形態をアレゴリーに用

いることは、教師の権力性を把握する上で有用であると

考えられる。

4. インタビュー対象者と子どもとの間の

権力構造とシティズンシップの涵養

4.1. 主権者教育における教師と子どもの間の権力関係

の捉え方に関するインタビュー 

 主権者教育における教師と子どもとの間の権力関係

をどのように捉えるかについては、個々の調査対象者を

指名せず、意見を自由に出し合う形で回答を得た。

最初に発言した C 氏は外交をアレゴリーに用いて、

小学生と高校生における他者との関わり方の違いを指

摘した。

  高校生くらいになると、そんなに簡単に相手は変わ

らないと思うようになりませんか。国の外交もそうで

すけど、簡単に変わるわけがないけれども交渉する、

みたいな。小学生は「言えば思い通りになる」みたい

な甘い考えがあると思うのですよ。だから高校になっ

て多民族国家的になるのは、自分たちを守るためにも

相手の人たちを尊重するというか、不可侵条約的にお

互いに攻撃しないことで自分たちの居場所を守ろう

とするからではないでしょうか。小学校では、簡単に

相手を侵略しに行きますよね。攻撃すればどうにかな

る、みたいな。逆に言うと、小学生のうちに自分がは

たらきかけて社会が変わるということを学ばないと、

大人になるとはたらきかける原動力というか、わかり

すぎちゃって動かない可能性もあるので、自分がはた

らきかけて相手が変わったという経験の可能性があ

るのは小学生のうちということもあると思いました。

ルールメイキングとか。（C氏） 

C氏は、小学生は自らの意見を伝えることで他者の意

見を積極的に変容させようとする侵略的な傾向がある

と述べている。また、C氏は高校生では「そんなに相手

は変わらない」と考えるようになり自他の不可侵を守ろ

うとする傾向があると述べている。高校生について、C
氏は「多民族国家」をアレゴリーとして示しているもの

の、直後に「不可侵条約的」と発言していることから正

確には「多民族国家」ではなく異なる民族から成る国家

同士の外交をアレゴリーに語っていると考えられる。C
氏は上記の違いをふまえ、小学生のうちに「ルールメイ

キング」などを通して「自分がはたらきかけて社会が変

わる」ことを学ぶ必要があると指摘している。C氏の発

言を受けて、A氏は中学校段階における子どもの他者と

の関わり方の変化を次のように考察した。

  中学校に上がって、厳格な校則が提示されたり、自

分から声を上げようのない環境に置かれたりして、さ

らに他の子どもや集団との争いを避けるような段階

に入ってしまうと、社会に参加する意識が低い高校生

になるのも頷けます。中学で自ら社会に関わることを

諦め、高校生になる頃には不可侵条約的な段階になる

とすると。僕の学級を卒業する時に「中学校のブラッ

ク校則を壊す」と言った児童がいたのですが、多分中

学校では従っていると思うのです。僕が怖いと思うの

は、特に中学校で教科担任制になって、子ども同士の

横の繋がりが薄まれば薄まるほど「俺たちが社会を変

えていく」といった自主的な意識や意欲が落ちていく

のではないかということです。今の中学校・高校の世

界では「先生がルールを決めた方が楽だ」と思う生徒

が多くなるのではないか、と思うのですが。（A氏） 

A氏は中学校の校則や「自分から声を上げようのない

環境」の中で生徒は「自ら社会に関わることを諦め」て

しまい、その間に自他の不可侵を守ろうとする年代に入

ることで「社会に参加する意識が低い高校生」になって

しまうと考察している。また、A氏は中学校以降の教科

担任制の中で小学校に比べて「子ども同士の横の繋が

り」が希薄化することも、社会変革の「自主的な意識や

意欲」の低下の要因ではないかと指摘している。A氏は

中高の教科担任制について、「先生がルールを決めた方

が楽だ」と考える生徒が多いのではないかと考察してい

る。このことから、小学校教師である A 氏は、担任が
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学級づくりを通して「子ども同士の横の繋がり」を構築

できる小学校に比べて、授業ごとに担当者が変わる教科

担任制では生徒間の「繋がり」を十分に構築できないと

考えていることが窺える。また、3.3.で報告したように

C氏は中学校の数学の非常勤講師をしていた頃、やむを

得ず教師の権力を行使して授業のルール等を決定しな

くてはならない場面があったと述べている。学校では、

教師は子どもに一定の学力や生活規範を形成する責任

を負っており、この責任を果たすために権力を行使して

絶対的な決定を下すことが求められる場面がある。小学

校の場合、担任は学校生活全般を通して児童と関わる中

で学力や生活規範を身につけさせる。年間を通した指導

の中で、A氏のように「クラスルール」に対する児童の

裁量を増やして民主的な手続きで新しいルールを考え

る機会をつくることも可能である。このような機会では、

児童同士が意見を出し合い、A氏の言う「皆が幸せにな

る」ルールを目指して活動することができ、「子ども同

士の横の繋がり」が構築されていくと考えられる。一方

で、中学校や高等学校の教科担任制では、教科担当者は

授業時間内で生徒に学力や生活規範を身につけさせる

ための指導を行う必要がある。民主的にルールを決定す

る際は、生徒が意見を出し合う時間や、意見をふまえて

ルールを検討する時間、ルールの決定方法を決める時間

など、多くの時間が求められる。C氏が「決め方の決め

方まで毎回子どもと決めることは時間的に難しいこと

もある」と述べているように、授業時間の制約の中では

民主的にルールを決定する時間の確保が難しい場合が

ある。以上をふまえると、中学校・高等学校の教科担任

制においては、生徒が民主的な手続きに則ってルールを

決める機会をつくることが難しいため、小学校に比べて

「子ども同士の横の繋がり」を構築する機会が少なくな

ると考えられる。その結果、中学校・高等学校において

A 氏が指摘しているように社会変革への意識や意欲が

低下する可能性がある。

以上のように、C 氏と A 氏の発言の中で、小学校か

ら高等学校にかけて子どもの他者との関わり方が変化

することが示唆された。また、変化の過渡期である中学

校段階において厳しい校則が課せられたり、生徒が主体

的に物事を変えられない環境に置かれたり、生徒同士の

繋がりが希薄化したりすると、社会変革の意識や意欲が

低下する可能性が指摘された。

このような可能性が示されたことを受け、B氏は勤務

校の生徒総会における教師と子どもの関わり方につい

て以下のように発言した。

  私の学校では生徒総会の運営を全て生徒がやって

います。例えば制服を変えたい時は生徒会を中心に生

徒の決議を取ったり、先生と折衝したりします。実際

に今年、生徒から学校指定のリュックがほしいという

意見が出て、実現にまで至りました。生徒が学校の運

営に関わるという意識が強い学校なので、政治参加へ

の意識も強いのだと思います。（B氏） 

B氏は、勤務校では生徒総会において学校課題を生徒

が主体となって解決する活動を行っていることを紹介

した。B氏によるとこの活動において、教師は課題解決

を主導するのではなく、「折衝」の相手として生徒に関

わる。折衝とは「利害の一致しない相手と、問題の解決

に向けて、話し合いなどの手段によって駆け引きするこ

と。双方が納得できるように互いの要求をすり合わせ、

落とし所を探り、折り合いをつける、そうした営み」37

のことである。このことをふまえると、B氏の勤務校の

生徒総会では教師と生徒が互いの要求を伝え合い、折り

合いをつけて双方が納得できるような課題の解決策を

検討する営みが行われていると考えられる。B氏の勤務

校の生徒総会は、教師が絶対権力を行使して課題の解決

策を決定し、その決定を認めるように生徒に一方的に要

求する場ではなく、教師と生徒が互いの要求の落とし所

を探り、双方が納得できるような解決策を検討する場で

ある。B氏は、勤務校では教師が生徒を「学校の運営に

関わる」存在として意識しているため以上のような活動

が実施されており、生徒の「政治参加への意識」が涵養

されていると述べている。

上記の B 氏の勤務校の事例では、教師は「折衝」の

相手として生徒に関わっている。その結果、教師の権力

は制限され、生徒の課題解決における裁量は拡大されて

いる。このような教師と生徒の関係は、A氏の「自治的

集団期」の学級における新しいルールづくりや、C氏の

民主的なルールづくりとも共通している。教科担任制で

ある中学校・高等学校では授業の中だけでは生徒主体の

民主的な意思決定の機会を十分につくることが困難で

あるが、B氏の勤務校の生徒総会のように、授業以外の

活動においてこのような機会を設け、生徒に「政治参加

への意識」を涵養できる可能性がある。

一方で、小学校教師の A 氏は、B 氏の話を受けて次

のように発言した。

  そういう学校にいれば、自分も社会を変えられると

思うようになりますよね。小学校でも児童会はありま

すが、形骸化していて、先生が全部決めています。子

どもの意見は反映されない場になっています。ただ、

中高になれば自分たちの主張を実現するところまで

出来ると思いますが、小学校では 5・6 年生が声を上

げるのが限界かもしれません。難しいですね。（A氏） 

A氏は、B氏の勤務校における生徒主体の課題解決活
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動を肯定的に評価する一方で、このような活動は小学生

にとって高度であり実施が難しいと指摘している。また、

上記における「先生が全部決めています。」という発言

から、A氏の小学校の児童会では教師が物事を決定する

絶対権力を行使していることが窺える。小学校の児童会

では、児童主体の課題解決活動は高度すぎるという実態

があるため、教師が物事を決定する裁量を全面的に有し

ていると考えられる。

 以上をふまえると、ルールづくりや課題解決活動を行

う際に、子どもの実態に応じて物事を決定する裁量を与

え、子どもたちによる民主的な決定を行うことが、主権

者意識の育成のために効果的であることが示唆された。 

4.2. 各調査対象者がつくる権力構造におけるシティズ

ンシップ涵養の可能性 

ここまで検討してきたことをふまえると、3名の調査

対象者はそれぞれ民主主義とは異なる権力構造を築い

ていると考えられる。

A氏は自身の学級において、絶対王政的な権力を保持

していた。A氏によれば、「自治的集団期」の学級では、

児童が古代ギリシアの直接民主制に近い手続きで新し

いルールを決める場面が見られるようになる。しかし、

このような場面においても最終的な立法権は A 氏が保

持しており、新しいルールに則った行政権や司法権も A
氏が保持しているため、A氏は絶対権力者であり続けて

いた。A氏の学級では、教師が絶対権力を行使して児童

を統治するという権力構造が築かれていた。

B 氏は生徒を自らの徳に追従させる形で教師として

の権力を行使していた。B氏は、学校生活の中で自らの

勤勉な姿や道徳的な行為を徳があるものとして生徒に

示し、生徒にもこのような姿勢や行為を求めていた。B
氏は徳がある姿勢や行為を規定する権力を有しており、

その徳に生徒を追従させることで、生徒を自身の権力の

影響下に生徒を置いているのである。このように、B氏
の担当クラスでは教師が規定した徳を媒介に生徒を統

治するという権力構造が築かれていた。

C氏は「民主的な集団」を構成する一人として生徒と

関わることを目指し、自らの権力の範囲を生徒と同等の

範囲に縮小しようとしていた。しかし、「本当に重要な

こと」を決める際には教師としての絶対権力を行使せざ

るを得ず、C氏は「嫌そうな顔をしながら、たまに統治

者的な役割」を担っていた。C氏の担当クラスでは民主

的な集団づくりが企図されていたものの、C氏は絶対的

な権力を保持し続けており、この点において民主主義的

な権力構造とは異なっていた。

それぞれの調査対象者の権力構造において、シティズ

ンシップ涵養の上で小玉（2016）が重視する「教師と、

学校に関わる市民、生徒たちとの、異質性を前提とし、

論争をうちに含んだ連携」や、Biesta（2011）が重視

する「多様性と差異」38の中で「子どもや若者が行動し

存在する民主的なあり方」39は実現しうるだろうか。

A氏の絶対王政的な権力構造では、教師と児童との間

に権力を行使する立場と権力行使の対象となる立場と

いう「異質性」と「差異」が存在する。しかし、3.1.
で検討した内容をふまえると「自治的集団期」でも A
氏は絶対権力を保持しており、児童は A 氏の絶対権力

のもとで一定の裁量を与えられ、民主的な手続きによる

ルールづくりを行っている。この時、児童同士では「論

争をうちに含んだ連携」が行われていると考えられる。

しかし、絶対権力による統治者である教師と非統治者で

ある児童との間では、「論争をうちに含んだ連携」を行

うことは困難だと考えられる。また、A氏の学級では「自

治的集団期」において古代ギリシアの直接民主制に近い

手続きでルールづくりが行われるという点で「子どもや

若者が行動し存在する民主的なあり方」が見られると考

えられる。なお、この時期の学級でも A 氏は絶対権力

を保持しており、「自治的集団期」は完全に「民主的な

あり方」だとは言えないが、児童は民主的な手続きに則

って新しいルールを検討する活動を行なっており、児童

がより良いルールづくりを目指して「行動し存在する」

民主的なあり方」をある程度実現していると考えられる。

以上をふまえると、A氏の場合は、自らの絶対権力を見

直し、教師と児童という「異質性」や「差異」のある者

同士の「論争をうちに含んだ連携」を可能とするような

権力行使の形態を検討する余地があると考えられる。

B氏の徳治主義的な権力構造でも、徳を規定する権力

を有する教師と、徳に追従する生徒との間には「異質性」

や「差異」が存在する。徳治主義的な権力構造では教師

の徳が失われた場合、生徒は教師の権力を認めなくなる

ため、教師の権力は絶対的なものではない。徳治主義的

な権力構造における教師と生徒との関係は、絶対権力に

よる統治者と非統治者の関係ではないため、教師と生徒

による「論争をうちに含んだ連携」の可能性はある。例

えば、教師が異なる立場の者が互いに意見を伝え合い、

双方が納得できるように折衝することを徳のある行為

として率先して実践し、生徒にその徳を浸透させていけ

ば、教師と生徒による「論争をうちに含んだ連携」を促

すことができるだろう。だが、徳治主義的な教師は自身

が示す徳に子どもを追従させることを企図するため、生

徒自身の価値基準は次第に教師の示す徳に影響されて

いくことになる。その結果、生徒自身が持つ価値観の「多

様性」が失われていく可能性がある。B氏の場合は、生

徒の「多様性」を保持できるように自らの権力行使の形

態を見直すことが求められるだろう。

C氏の「民主的な集団」を構成する一人として教師と

生徒が関わる場面における権力構造では、「子どもや若
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者が行動し存在する民主的なあり方」を実現できる可能

性がある。また、生徒間の「多様性と差異」も保持でき

ると考えられる。一方で、C氏は教師と生徒が対等な立

場で関わることを企図しており、教師と生徒の間の「異

質性」は希薄化するのではないかと考えられる。この点

について後日 C 氏に追加のインタビューを行ったとこ

ろ、C氏は教師である自身と生徒との「異質性」につい

て次のように語った。

先生-生徒に権力関係が生じてしまうので、なるべ

くその権力関係をなくすよう努力した結果、一人一人

異質な存在としてコミュニティを形成する先生、生徒

A、生徒 B……というイメージです。（中略）人間は

それぞれ異なる経験をしてきており、それぞれ知識を

持つ存在なので、ある同一の対象物を見たときに、一

人一人の感じ方、捉え方、考えるものは違うだろうと

いう意味での異質性です。

C氏は「権力関係」をなるべく「なくすよう努力した」

と述べており、教師と生徒との間に権力の面における

「異質性」が生じることを極力回避しようとしている。

一方で、C氏は「同一の対象物を見たときに、一人一人

の感じ方、捉え方、考えるものは違うだろう」と述べて

おり、クラスの一人一人の生徒、教師がそれぞれ物事に

対して異なる見方や考え方を有すると考えている。C氏
は、権力関係以外の点では教師と一人一人の生徒におけ

る「異質性」を意識している。以上をふまえると、C氏
の権力構造において、教師と一人一人の生徒は対等な権

力を持ち、物事の見方や考え方が異なる「異質」な者同

士として関わり合っていると考えられる。C氏の権力構

造において、教師と生徒の間、生徒と生徒の間には物事

への見方・考え方の点で「異質性」が存在すると言える

だろう。では、C氏の権力構造において、「論争をうち

に含んだ連携」はどのように実現されうるのだろうか。

C氏は「私も民主的な集団を構成するうちの一人で、私

の提案と他の生徒の提案は対等という感じ」、「私が決め

る必要がない場合はランダムで決めたり多数決で決め

たりします」と発言しており、「民主的な集団づくり」

や、民主的な手続きで物事を決定することを重視してい

る。このような物事の決定においては、「民主的な集団」

を構成する「多様性と差異」、「異質性」を有する教師と

個々の生徒が「論争をうちに含んだ連携」を行うことが

可能だと考えられる。しかし、3.3.で報告したように C
氏は「本当に重要なことは皆の了解を得た上で私が決定

します」、「嫌そうな顔をしながら、たまに統治者的な役

割を私がやる感じだった」と発言している。学校制度に

おいて、教師は子どもに対して一定の学力や生活の規律

を形成する責任を負っており、この責任を果たすために

C氏が言う「本当に重要なこと」のように教師の絶対的

な決定が求められる場面がある。このような場面におい

て、教師と生徒の「論争をうちに含んだ連携」の余地は

ない。普段は民主的に物事を決めているのに、重要な場

面では教師が絶対的な決定を下してしまう場合、民主的

な決定よりも教師の絶対的な決定の方が優越すると捉

える生徒が出てくることが懸念される。このような生徒

は、民主的な決定の意義や「多様性と差異」、「異質性」

の中で「論争をうちに含んだ連携」を行うことの意義を

認められなくなる可能性があるだろう。学校制度の中で

は、C氏のように生徒と民主的な関係を構築することを

目指す教師であっても、絶対権力によって物事を決定せ

ざるを得ない重要な場面がある。このことに鑑みると、

教師と子どもの関係性の中だけでシティズンシップを

涵養するには限界があると考えられる。そこで、教師の

権力が及ばない学校外部の市民が教育活動に参加する

ことが重要になるのではないだろうか。教師、子ども、

市民を含む集団の中で、それぞれの集団構成員の「多様

性と差異」や「異質性」に触れながら「論争をうちに含

んだ連携」を行う機会において、子どもは学校外では教

師の権力は絶対的なものではないことを理解し、多様な

立場の者同士で物事を決定する際の民主的な物事の決

め方の意義を認識できると考えられる。シティズンシッ

プを涵養する上で、C氏の権力構造には学校外部の市民

など、教師の権力が及ばない他者を参入させることで改

善の余地があると考えられる。ただし、子どもと大人が

参加している場で大人が物事の決定を主導してしまう

と、大人は子どもに対して、自ずと優越した権力を持つ

ことになる。子どもと大人が参加している場で民主的な

物事の決定を行う際には、教師や学校外部の市民は大人

として自らが持ちうる権力性を自覚し、意識的に子ども

と対等な範囲に自らの権力の範囲を限定することが求

められるだろう。

 以上のように上記の全ての権力構造において、シティ

ズンシップを涵養する上で改善の余地があることが示

された。このことに鑑みると、歴史上の国家や外交関係

における権力行使の形態をアレゴリーに用いることは、

教師の権力性を把握し、シティズンシップを涵養する上

での課題を明らかにする上で有用であると考えられる。 

5. まとめ

本研究では 3 人の調査対象者へのフォーカス・グル

ープ・インタビューを行い、歴史上の国家や外交関係に

おける権力行使の形態をアレゴリーに用いてそれぞれ

の調査対象者における権力行使の形態について問うた。

インタビュー結果から、国家や外交の歴史をアレゴリー

に用いることには教師の権力行使の形態を把握する上
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で有効性があることが示された。

また、それぞれの調査対象者がつくる権力構造におい

てシティズンシップをどのように涵養しうるのかを考

察したところ、全ての権力構造において権力行使の形態

を見直す余地があることが示された。国家や外交の歴史

をアレゴリーに用いることは、シティズンシップを涵養

する上での権力行使の形態の改善点を考察する上でも

有効であることが示唆された。

Kruger（1994）が指摘しているように、フォーカス・

グループを対象とした調査は通常、同じようなタイプの

調査対象者から成る複数のフォーカス・グループをつく

ってインタビューを繰り返すことで調査対象者の回答

の傾向やパターンを明らかにする40。本研究では 3名の

教師から成る 1 つのフォーカス・グループを対象とし

たインタビューに基づいて考察を行ったため、今後は他

の教師から成るフォーカス・グループを対象にインタビ

ューの事例を集め、今回の考察で得られた知見の一般性

を高めていく必要がある。また、今回のインタビューの

結果だけでは、教師の権力の絶対性や教師の権力の影響

下における子どもの裁量などについて十分に考察を深

められなかった点もある。今後、事例を集める中でこの

ような点についてもさらに検討する余地がある。これら

の点については、今後の研究の課題とする。
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