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幼児期における模倣機能の類型化の有効性

－幼児の身体表現活動を焦点とした検討一

鈴木裕子

1．研究目的と問題の所在

(1)研究の目的

「子どもが他者の動きを模倣する」ことへの筆者の関心は、子どものこころとからだの相

互作用を捉えたいという保育現場における試みから生まれた。こころとからだの相互作用を

個人内の働きとしてだけでなく、他者との相互行為に広げて捉えた時、模倣行為やそこでの

諸作用が、身体を媒体としたコミュニケーション力を育み、社会で生きる力を培うことに通

じるという気づきに至った。身体を媒体としたコミュニケーションとは、身体的コミュニケ

ーションと称され、広く身体を介した他者との相互行為をもとに、ひとがひとをわかり、わ

かり合う営みと定義している。また、身体を介するとは、自己と他者との関係性において身

体の働きや作用が互いに把握でき共有できる状態と捉えている。また相互行為とは、自己と

他者が、それぞれを発揮しつつ何らかの調整を図る過程と位置づける。

模倣を身体的コミュニケーションという視点から捉え直し、他者との相互行為としての役

割を明らかにすることが本研究の目的である。特に本稿では幼児の身体表現活動における他

者との相互行為の展開場面に着目し、模倣はどのような役割を果たしているのかを、模倣機

能の類型化をもとに追究したい。身体表現活動を対象とする理由は、それが、からだや運動

という媒体が強調される活動であるために、身体的コミュニケーションにおける典型性の高

い模倣機能への解釈が可能と考えられたためである。同時に、身体表現活動における模倣の

解釈を新たな視点から整備したいという、後節で述べる背景にも動機づけられる。

(2)身体的コミュニケーションとしての模倣を追究する意義

幼児期の模倣は、幅広い働きを持った日常的な行為であり、模倣の果たす役割は幼児期に

留まらず生涯に続く。本節では身体的コミュニケーションとしての模倣に関する研究を概観

し、幼児期の模倣を相互行為として研究する意義を述べる。

模倣は、芸術学領域では､創造性の対概念もしくは創造の土壌として論じられ(')､心理学領

域では､乳幼児期の知的発達を支える言語獲得過程での機序として意義が追究されてきた(2)。

近年では、文化人類学に端を発し、学際的な広がりをもって、社会生活の文脈において関心

が注がれている(3)。そこでは、身振りによる‘|冑報の伝達としての非言語コミュニケーション

という概念を超えて、他者との交流のなかでの共振、共鳴などの身体が応答しあう現象に
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焦点が当てられた(4)。他者に対して、乳児が引き込み'5)や成り込み(6)という同化行動を用いて、

無意識に他者をまねるという同型性(7)の様相が語られている。乳児が、他者との身体的な相

互行為をもとに関係をつくりだす主体的な存在であることを明らかにし(8)、その時期の模倣

的な行為は、成人しても様々 に発現する(9)と考えられる。ひとのコミュニケーションの重要

な部分を担う行為として、模倣が再認識される方向にある。その流れを加速させたのは、脳

科学におけるミラーニューロンの発見側であろう。

幼児期においても、他者との共感に必要な行為として模倣をとりあげ、表層模倣から深層

模倣へのプロセスを論じることで、他者とのかかわりを軸にした共感性の育成が提唱されて

いる(Ⅱ)。また、模倣が間身体による共同世界を構築することを論じる方向も見られ⑫、身体

的コミュニケーションへと集束する模倣の役割への関心は大きくなっているのである。しか

しながら現状では、幼児期を対象とした模倣と相互行為の関係を実証的に取り上げた研究は

見当たらない。

そこで本研究は、幼児期の相互行為としての模倣が身体的コミュニケーション力を育むこ

とを明らかにするために、模倣機能を類型化し有効性を検討する。その際、模倣類型化の解

釈が保育者の保育行為に及ぼす影響を視野に入れて考察を進める。

(3)本研究における身体表現活動の位置づけ

本研究で扱う「幼児の身体表現活動｣について共通理解を得ておきたい。

保育における「身体表現｣の定義や内容は暖昧であり、「身体表現｣の価値認識と実施状況が

合致せず研究上支障をきたす場面がある03)。本山側は、「身体表現」は、「イメージを中心とし

た『動きの表現』｣｢音楽的なものに付随したものとしての『動きのリズム』｣「日常的に自然に

あらわれるもの」に大別しながらも、明確な枠組みとして普遍化されない実態を指摘する。

本研究での｢身体表現活動｣は､『動きの表現』と同義と考え、幼児期の自然な模倣遊びやご

っこ遊びへの欲求を礎石とし、子どもたちが自らのイメージを自らの動きで表す活動と定義

する。｢活動｣の文言の付加は、「身体表現活動｣を「身体表現｣に包括された保育内容として位

置づけるためである。保育活動として意図された時間のなかで営まれる「活動」と限定する

ことを確認しておきたい。

(4)幼児の身体表現活動での模倣に着目する背景

幼児の身体表現活動における模倣の捉え方と、模倣を解釈する新たな視点が求められる背

景を概括し、身体表現活動を通して模倣を捉える意義を述べる。

幼児の身体表現活動においては、日常的・慣習的な動きにより誰もが同じような表現をす

る模倣表現と、創造的表現に分けられる。模倣表現には、同一の題材に対して他者の動きを

模式的に模倣する低次の段階と、様々なイメージで捉え相応しい動きで表現する高次の段階

があるとされる05)。模倣表現は、創造的表現と境界線がなく、加齢による創意性の強まりと

ともに減少する一方で、創造的表現を見いだそうとする過程では繰り返し発現する。模倣が、

創造的表現あるいはその子どもらしい表現を生むための重要な要素となることは理論上自明

である。
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しかし一方で、このような理論とは裏腹に、保育者は子どもの模倣行為を肯定的には評価

しにくい。子どもの表現を個人内に対象化し表現の変化を検討する視点のみでは、模倣が表

現の出発点という('6)理念的な理解はできても、それ以外の模倣の価値や役割を具体的に見出

しにくい。また、模倣を対象とした実験的な手法をもとにした動きの習熟過程解明の試みは

あっても、模倣が、どのように発現し、どのようなプロセスや役割を持つかを、文脈のなか

で他者との相互行為として実証的に捉えた研究は少ない。

身体表現活動の場では、普段の友人関係を超えたかかわりが生まれ易いという保育者の声

を聞くことがある。それは、この活動が、身体を媒体としているために二度と繰り返すこと

のない予想に反する場面が生まれ易く、意識でとらえられる合理的なもののみでない広がり

を持つ活動だからであろう。したがって、他者との相互行為に焦点を当て、活動する子ども

同士の関係性の視点から事例検討することで、新たな模倣の役割を見出す可能性が期待でき

るのである。

2.研究方法

l)対象

2001年～2007年の期間に愛知県内の幼稚園3園、保育園2園の年中児・年長児クラス単位

で、筆者または担任保育者が保育した身体表現活動を対象とした。年中児・年長児(4～6

歳児)を対象にしたのは、この年齢が、言語によるコミュニケーションを持ち始めながらも、

身体的なコミュニケーションを活発に並行させる時期と考えられ、そこで発現する模倣が、

知的発達の指標としての認知的機能に視点を置いた模倣現象だけでなく、大人になってもな

お続く身体的コミュニケーションとしての模倣行為の萌芽的な時期と考えられたためである。

2)事例の抽出方法

身体表現活動は、『からだ』『まねっこ探検隊』『風船』『雲の上で遊ぶ』などのテーマをもとに

遊戯室または保育室にて、筆者または担任保育者により20分～40分程度展開された。本研

究では、筆者が保育した実践または観察した実践を対象とし、かつ実践後に筆者と保育者と

の討議の時間が設定された実践のみを対象として、VTRや記録、保育者からの聞き取りを

中心に模倣が発現した場面を抽出し、観察された対象者(模倣する子ども）の言動とそれが

生起した状況を事例として記述した。

3)模倣として抽出する事例の定義

本稿では、身体表現活動において出現する相互行為を、「模倣」と捉える枠を以下のように

定義し事例を抽出した。

①原則的に1人の子ども（模倣する子ども）に、他の子ども（模倣される子ども）と同一の

動きまたは類似した動きが現れた場合

②模倣された子どもと模倣する子どもの相互的な行動が比較的短時間の間隔で見られ、一

連の文脈として捉えられる場合。その場にない対象を思い描いて表す延滞模倣をより創造的

な模倣とする広義の解釈もあるが、今回は模倣対象として他児(模倣される子ども）の動き

が確認できることを条件とした。
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③ただし、同一の行動を要求されたような場合(皆で一緒に踊ることを求められた場合な

ど)や、日常的な行動(皆で同じ方向に歩く場面など）は除外する。

4)分析方法

これまでの乳幼児を対象にした模倣研究は実験的セッティングによるものが中心であり、

自然な状況での子ども相互の模倣を観察した研究は少ないq加剛。本研究では、他者との相互

行為を捉えるためには、自然な子どもの事象検討が有効であり、幼児と同じ場所に身を置き

ながら観察や保育活動をすることで、文脈に根ざした事例が収集できるという質的研究の有

効性に依拠して進める。しかし、クラス単位で行っている活動を対象としており、複数の対

象者を同時に個別に観察することは難しい。目に留まりやすい子どもに記述が集中しやすい

ため、研究者の指向性が全く介入していないとは言い切れず、本研究の事例抽出と考察の限

界が認められる。その点を認識したうえで、抽出された事例に対して、身体表現活動を分析

する理論的な枠組みとして、身体と動きを媒体とした本活動の特性を重視し、空間、時間、

力性という表現運動を捉えるための動きの成立要素に関する理論09'を援用し、模倣する子ど

もと模倣された子ども双方の動きの特徴を、フォルム、リズム、空間の使い方から捉えるこ

とを基軸とした。それを基に子どもの視線位置関係、発話、模倣後の変容の表記と合わせ

て、双方の意志や思いに対する保育者の省察を加えた研究者側の解釈から考察を行なった。

3.結果と考察

(1)幼児の身体表現活動で発現する模倣機能の類型化

幼児の身体表現活動で発現する模倣について、抽出された事例をもとに考察を進めた。は

じめに内容の読み取りによって、模倣する子どもと模倣される子どもの関係とその変容が

類似するものを集約して分類した。その後、分類された事例の特徴を｢機能」として命名し、

再度、各事例がどの機能に該当するかを保育者との合議で検討し「幼児の身体表現活動で発

現する模倣機能」として4パターンに類型化した剛。身体表現活動における模倣とは、様々な

要素が含まれる複雑な現象のようにも見えるが、実はひとつひとつの細かな現象が重なって

いるとも思える。それは法則の追究というよりも解釈の問題として捉えるべきであろう。そ

こで本研究では、事例間で共通する現象を研究者の視点からまとめ｢機能」として名づけた。

命名は、短い単語や専門的用語で示すことが一般的だが、ここでは保育者の捉えやすさとイ

メージのしやすさに配慮した表現を用いることにした。

次いで｢Patternll:行為をなぞらえたり旧')、やりとりをしたりして楽しむ｣機能に焦点を

当て、4歳児3クラス1年間の身体表現活動における事例を検討し、模倣のもたらす現象の異

なりから5つの細分化が適当という結果を得た⑫。

以上から導き出された結果､「幼児の身体表現活動で発現する模倣機能の類型」を冒頭に提

示しておきたい。

〈幼児の身体表現活動で発現する模倣機能の類型〉

Patternl:行為のはじめのきっかけやタイミングを求める

Patternll:行為をなぞらえたり、やりとりをしたりして楽しむ
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（その結果として）

i一緒にできる楽しさの機会が保障される

li同調することで動きが広がる

iiiまねされることで他者に関心を持つ

ivまねしあうことから自己表現が息づく

v他者と行為でつながることで世界が変わる

Palternlll:自分の行為、心情やイメージを意識する場合

PatternlV:自分にないイメージやアイディアを取り込む

（主として何を取り込むか）

i主として方法や技術のアイディアを取り込む

ii主としてイメージを取り込む

iii主として感情や感覚を取り込む

iv主として対象へのあこがれとして取り込む

(2)幼児の身体表現活動における模倣機能の解釈

模倣機能の類型化に至る考察の経緯を中心に、各機能の主な事例をもとに他者との相互行

為において模倣がどのような役割を担うかを考察する。事例中の下線部は、模倣する子ども

と模倣された子どものフォルム、リズム、空間の使い方などの動きの特徴、位置関係、視線、

発話、模倣後の変容など、考察の手がかりとした現象である。事例は紙幅の都合上、要約で

あり、子どもの名前は仮名とした。

l)｢Patteml:行為のはじめのきっかけやタイミングを求める」に見られる相互行為としての

模倣

【事例l】｢からだ」R幼稚園年長クラス2003.11．

保育者の｢背中はどこかな？」などの言葉かけに応じて、からだの部位をさわったり動か

したりする遊び。リサは保育者の言葉かけを聞くと、右隣に立つヨシミが動き出したのを見

て、 ワンテンポずらして、 同じ身体部位を使って同じような動きをすることを繰り返した。

子どもたちが遊技室に散らばりはじめ、 各々違う方向へ動きはじめた後、リサの模倣行為は

なくなった。

【考察】｢ヨシミの動きがアキコに表す勇気を与えた」

リサは活動のはじまりで戸惑いを見せていたが、ヨシミの動く様子を見て、それをまねす

ることで動きはじめることができた。リサは他者（ヨシミ）のまねをすることで動き出しの

きっかけを得ているが、動き方などの具体的な情報を得ているわけではないようだった。模

倣される子どもは、模倣する子どもの視野に入り、動きの気配が感じられる近さに位置する

事例が多い。この類型の模倣は、情報の受け取りが中心でなく、傍にいる他者の行為をきっ

かけに、自身が表現することへの不安を解消させ、皆と一緒にする勇気を得るための役割を

担っている。
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2)｢PatternlI:行為をなぞらえたり、やりとりをしたりして楽しむ」に見られる相互行為とし

ての模倣

1人の子どもが他児の動きをなぞらえ、それが相互の動きのやりとりに発展する現象であ

る。その機能がもたらす結果の違いから、5つに分類している。

II-i一緒にできる楽しさの機会が保障される

【事例2】｢海の中の探検隊｣A幼稚園年中クラス2006.10.

保育者が｢雲の上を泳いでみよう」と声かけながら、床にうつ伏せで泳ぐ’･子どもたちも

保育者のまねをしてうつ伏せになり泳ぐまねをした。少しするとダイキが立ち上がり、頭上

に両腕を広げて立てて、うさぎのようにぴょんぴょん跳ねた。それを見た保育者もダイキの

後を追って同じように ぴょんぴょん跳ねた。 ダイキは保育者を見ながら嬉しそ うに跳ねた。

他の子どもたちは､2人につられるように立ち上がり、部屋中を跳び回り はじめた。

【考察】｢センセイと一緒にうさぎになってみたい」

ダイキと保育者のまねし合う行為が、他の子どもたちにとって無条件に楽しそうに感じら

れ、子どもたちのやってみたいという気持ちを喚起させたようであった。模倣によって、他

者の感情が、身体を通して受けとめられ、他者と同じことをする楽しさの感情が確実に保証

されている。この類型の模倣は、素朴ながらも他者との相互行為を促進させる役割を持つよ

うであったハ

Ⅱ－ii同調することで行為が広がる

【事例3】｢まねっこ探検隊｣A幼稚園年中クラス2005.10.

保育者は｢隊長さんのまねをして、ついてきてね｣｢出発するよ、

こ探検隊」と歌うように言葉かけながら足踏みをする。アキラは

まねっこ探検隊、まねっ

アキラは「まねっこ探検隊、 まねっ

こ探検隊」 と合わせ－直歌いながら、膝を高くあげ、腕を大きく降り、顔を横に向けて歩きは

じめた。 オサムとススムはアキラの後に続き、 脚と腕の動きを同じにし 顔は進行方向を向

けたまま足踏みする。「まねっこ探検隊、 まねっこ探検隊｣の口調を合わせて進む。アキラが

｢まねっこ探検隊｣の ｢隊,を言い終わると同時に 首を振り始めると、 オサムとススムはます

ます大きな声で口調を合わせ、同じタイミングで首を降って足踏みするリズ ムを繰り返した。

周囲にいた子どもたちも、そのリズ ムと動きに合わせはじめた。

【考察】｢まねっこ探検隊！のリズムを合わせることで動きが生まれる」

オサムとススムが、アキラの動きのリズムに同期させて動くことにより、他児にもそのリ

ズムが派生していった。子どもたちにとっては、身体のリズムのもたらす一体感が、他者の

身体をも巻き込み、イメージを喚起させる。この類型の模倣は、模倣によるリズムの同期か

ら生まれる快感を媒体にし、他者とのイメージ共有を誘発する役割を果たしているようであ

った。

Ⅱ－Ⅲまねされることで他者に関心を持つ

【事例4】｢海の中の探検隊｣A幼稚園年中クラス2006.10.

"プール遊び”を表す遊び。子どもたちは「ザブーン」と“プール”に入る。
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保育者が｢アヤちゃんが泳いでいるよ」て泳ぎ始める。 苛者が’アヤちゃんが泳いでいるよ」と

泳ぎ始めた。保育者が｢先生も泳ぐね」

める。アヤは、その様子を微笑んで見

いで平泳ぎのように両腕をまわL

言葉かけると、 アヤの横にいたユミとミカがまねして

とまねして泳ぎ始めると、 周囲の子どもがまねしはじめる。

つめた。直後、近くにいたエミコが両腕で弧を描くように大きく動かすのを見ると、

エミコの動きをじっと見つめた後、まねして泳ぎ出した。アヤと少し離れた場所で、

アヤは

トシオ

泳ぎ始めた。保育者はトシオを見て「トシオくんは背泳ぎしてるが背泳ぎのように仰向けで

保育者に言われた途端に、背泳ぎをやめ、うつ伏せになって手足よ！」と言う。トシオは、

前進し始めた。保育者は｢早い早い！」と励ますよをバタ足のように早く勢いよく動かして

うに言う。トシオは表情を変えずに両脚を交互に踏ん張るようにして、 何人かのかたまりの

しはじめた。所在なげに手脚を動かしていた子どもたちは、先頭に出るようにして力強く前進

その様子を見て一斉にまねしてうつ伏せで前進しはじめた。 トシオの動きはさらに大きくな

ﾕー 迄1

【考察】｢ユミとミカにまねされたアヤは、エミコの動きに関心を持った。保育者に誉め

られ皆にまねされたたトシオは自分の動きを意識した｡」

アヤは、ユミとミカにまねされ、保育者に認められたことで、自分の行為を意識したよう

だった。アヤは自己を意識したことで周囲への関心が促され、エミコの動きを注視すること

に繋がった。一方トシオは、一連の様子からきっかけを得たように動きはじめた。保育者に

認められても、アヤのように嬉しそうにしなかったが、その後、周囲が自分をまねることを

誘うように独特な動きで表し続けた。いずれの場合にも言語的なやりとりがほとんど発生し

ておらず、子どもたちは身体の動きを媒体にして他者の存在を意識し、自らの行為を確認し

ていた。

「まねされることで他者に関心を持つ」とは、模倣される側を焦点として模倣の機能を捉

えている。動きをまねされたことで、自分になってくれる他者の存在を意識し他者の表現に

関心を持つ。さらに、他者によって自己を認識し自己を肯定していく。子どもにとって見ら

れることやまねされること自体が、自己を認識するための大きな役割につながるようだった

また、模倣する子どもと模倣される子どもの関係がしばしば転換する様相から、模倣する

子どもは、特定の｢人｣に関心を持つというより「身体｣や｢動き」に惹きつけられると解釈さ

れた。身体表現活動における模倣の関係が、必ずしも日常の特定の人間関係に依存せず、多

様な交流が生まれることが多いという保育者の印象に対する根拠の一端が伺われた。

Ⅱ－ivまねし合うことから自己表現が息づく

【事例5】｢大きくなれ、小さくなれ｣A幼稚園年中クラス2006.9．

保育者の｢走って｣「自分の好きなポーズでストップ｣の言葉かけで思い思いのポーズで静

止する。保育者は｢今度はかっこいいポーズでストップ」と言う。

左手をへそに置きサルのまねをして止まる。一緒に走ったキヨ§

ンヨウタは、右手を頭に
、

一緒に走ったキヨシは戸惑った様子で、ショ

ウタを見て立ちすくむ。再度｢スタート！ストップ｣。 ンョウタは先回と同じ
、

サルのポーズ。

キヨシは、ショウタ見ながら、向かい合ってサル ショウタはキヨシを見て、サルのｆ

Ｏ

る
。
』

な
う

こ
ツ

ー

する。「スタート1スト キヨシは先回のショウタと同じジポーズのまま軽くジャンプ
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ヤンプをする。ショウタは向かい合ってジャンプした後、四つん這いになって片足を高く挙

次の「ストップ｣。げる。次の

て静止した

2人は互いの様子を伺わず、各々四つん這いになり片脚を高く挙げ

ショウータは前よりも高い位置に脚を挙げようと両腕を伸ばし、キヨシは顔を上

に向けてからだをねじってノ十足を挙げてポーズをとった。

【考察】｢ショウタとキヨシがかっこいいサルになる」

キヨシは、ショウタの動きをまねしたことをきっかけに、ショウタとのまねしあいを楽し

む時間のなかで、徐々に自分なりのイメージから動きを加えているようだった。

「まねし合うことから自己表現が息づく」とは、他者と動く感覚を共にしてイメージを広

げ、自己表現を芽生えさせる機能である。どちらともなく動きをまねしあう相互同時的、ま

たは模倣の相互関係を転換させた行為のなかで発現し、言語ではなく動きによる身体的な相

互行為が相互関係を支え発展させている。独創的な表現は、個のなかで完結した特殊な能力

によって発揮されるばかりでなく、他者の存在が大きな力となる。その他者を、どのくらい

取り込めるかが重要な力になると示唆され、本類型の模倣はその役割を担うのではないかと

考えられた。

Ⅱ－v他ffと行為でつながることで世界が変わる

【事例6】｢雲の上で遊ぶ｣A幼稚園年中クラス2006.10.

保育者は｢雲に乗ってみよう」と子どもたちを集め、小さな声で｢怖いんだけどね、あっち

に雷の雲があるんだって。行ってみたい？」と遊戯室の隅を指して言う。「行きたい！」と子

どもたち。サトルとタツキは、保育者の指した方向めがけて走り出した。その姿は、雷雲

に乗りたいというよりも、何でも一番にしたがる“いつもの2人"。その場所に走り込み得意

気に皆を見たが、

るかもしれない、

皆は2人に関心を示さない。 保育者は、2人の方は見ずに、皆に｢雷が落ち

と口に指を当てて抜き足差し足で歩きはじめそ－つと、ゆっくり、し－」
､

、海

ノしO

た。

す~ると周囲の子どもたちも 雰囲気を捉えて静かにゆっくりと抜き足差し足で歩き出し

サトルとタツキは
－

且-つ たまま皆の様子を伺う。 保育者は、手で耳をかざしながら「間

で反対方向へ走り去った。ワタルが床こえる？ゴロゴロ」と言う。女児らは「キャー」と叫んで反対方向へ走り去った。

をドンドン踏み鳴らす と、 周囲の男児らがまねる。 サトルとタツキも加わるが、 大きな音を

出すことだけが目的のように足踏みする。ワタルが「こうやってドンドンやると雷が落ちる

んだって」と両足を揃えてジャ ンプする と、 女児らが戻ってきて一緒にジャンプする。 皆が

同じように手をつないで一緒に跳びはじめる サトルとタツキは足踏みをやめて 皆と同じ

ように手をつないで合わせて両脚で跳ぶ。ふたりは、いつのまにか皆の輪に加わっていた ○

【考察】｢空想の世界で|可じ動きをすることで、サトルとタツキは皆のイメージのなかに

巻き込まれ、情と一緒にいることを感じた」

サトルとタツキの“何でも一番はじめにやりたがる”様子は、普段は他児からさほど気に

かけられていない。10月当時、2人の行動を他児が規制したり誘ったりする場面がほとんど

見られなくなっていた。日常では｢一緒にする」ことがうまくいかない距離であった。しか

し、この場所と時間が、雷という架空のストーリーへの興奮と緊張感に包まれることによっ

て、2人と皆が相互に模倣をしあって動きはじめていた。雷のイメージを共有させて、“共に”
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の空間をつくりあげていく様子が見られた。

「他者と行為でつながることで世界が変わる」とは、子ども1人ひとりが、自分とは異な

る他者のイメージを身体で共有させ、個のつながりを超えて“共に”の場面を創り出す機能

と捉えられた。空想と現実が入り交じる子ども世界独特の現象である。子どもたちのなかに

他者を思いやる気持ちが自然に生まれ、それが表現を豊かに膨らませたと感じられた。他者

を思いやるとは、他者に自身の身体を沿わせることからはじまるのであろう。本類型の模倣

が、子ども自身のこころを心地よく温める役割を果たしていると思われた。

3)｢Patternm:自分の行為、心情やイメージを意識する」に見られる相互行為としての模倣

【事例7】｢できるかな(絵本をもとに)｣A幼稚園年中クラス2007.10.

｢できるかな」の絵本の流れで遊ぶ。「私はキリンです、首をグイーンと曲げられます。あ

なたはできますか」と保育者。子どもたちは首を動かす。 ユタカは座ったまま首をゆっくり

前に倒す。右前方のヒロキが、正面を向き 首を横に傾けて伸ばす‘ ユタカは同じように首を

横に傾けてみる。 右隣りにいたショウコが、立て膝になって右手を伸ばし、その腕に首を沿

わせるようにからだを伸ばす。 ユタカは様子を見て 立て膝になり、首を伸ばす。その後、

床に頭をつけてお尻を持ち 上げるようにして 片足を天井に突き上げて ｢キリン！見て！

と言う。

【考察】｢ユタカはまねした後、自分のキリンになった」

ユタカ、ヒロキ、ショウコは各自で動きながらも他者のまねをしていた。特にユタカは、

ヒロキ、ショウコの動きを観察し模倣することによって、自らの身体感覚を覚醒させ、感情

や意欲を喚起させ、イメージを明らかにさせている。

本類型の「自分の行為やイメージを意識する」とは、他者を通した自己認識を促進させる

役割を持つ。子どもが、他者の動きをまねることによって自分を変える勇気を持ち、そこか

ら主体的で独自な表現を生み出すのである。

4)｢PatternW:I'I分にないイメージやアイディアを取り込む」に見られる相互行為としての模

倣

【事例8】｢大きくなあれ、小さくなあれ｣A幼稚園年中クラス2006.9.

雨のなかのかたつむりを表す。ケンタは「こういうふうにやればいい」と、頭の上に人差

し指を立てて見せた。 保育者が「すごい、ツノができたんだね」とほめる

ナコがi呈
U〆｝ナざ
シ

ーノ､J－ よ」とからだを丸く

それを見て、力

〕いじゃん」と言する。ユウキが「1人だれか載せればいいじゃん」

う。ユウキは、近くにいたエイジを自分の背中に載せ、四つん這いになって力強く進んだ。

その後、ツノのあるカタツムリ、2人組で背中に載せたカタツムリ、自分のからだを丸くす

るカタツムリができた．

【考察】｢ケンタ、カナコ、ユウキの動きのアイディアを取り込んでまねした後、クラス

の皆それぞれのイメージが豊かになった」

ケンタやユウキが、かたつむりの表現に関わる動き方を提案しており、クラスの皆は、彼

らから動きのアイディアを取り込む。後半には、動きをまねるというよりも、カタツムリの
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イメージを取り込んでいく様相も伺えた。また、ユウキの表現へのあこがれをもとに皆が模

倣に至っている様相も見られる。本類型の模倣は、上手な子や年長児、大人へのあこがれや

尊敬が動機となり自分もそうなりたいという思いで相手の行為に自分を沿わせる役割がある。

また、「動き方のアイディアを取り込む｣｢イメージを取り込む｣｢あこがれを感じて取り込む」

以外にも、以下の事例からは｢感情や感覚的なものを取り込む｣様相が認められた。

【事例9】｢よりみちエレベータ(絵本)｣A幼稚園年中クラス2005.10.

エレベータがハワイに到着。保育者の言葉かけで海の中の生き物になる。ジュンキは魚に

なって柱の陰に隠れた。そこへ保育者がサメになりきって両手をひろげ､「ガブッ！」とジュ

ンキのからだを抱くようにして

育者のまねをしてサメになり、

食べたふりをする。それを見ていたアツシとダイスケが、保

保育者を食べるふりで両手を広げ抱きつく。保育者に食べて

もらおうと魚になる子 サメになって保育者や他の子に抱きつく子などの姿が、 いろいろな

場所で見られた。

【考察】｢センセイの気持ちになって、サメになる」

アツシとダイスケは、保育者に抱きつかれたジュンキの様子を見てジュンキの喜びを感じ

取りながらも、ジュンキのまねをするのではなく、保育者のまねをしはじめている。さらに

クラスの皆は、食べる側、食べられる側両方に分かれている。他児と同様の感情や感覚を味

わいたい気持ちから、それぞれに“なってみる”行為に至っていた。本類型は、正確で具体

的な情報や意図を取り込むというよりも、感情や感覚のレベルで共感を求めるための役割を

担っている。

以上、「動き方のアイディアを取り込む｣｢イメージを取り込む｣「あこがれを感じて取り込

む｣｢感情や感覚的なものを取り込む｣機能は明確に分類されるというよりも、他者を自己に

取り込む過程における性質として、それらの境界は暖昧で混在している。共通する傾向とし

て、模倣する子どもは、模倣以前にも自分なりの表現をしており、模倣することで自分にな

かった動き方に気づき、アイディアやイメージが生まれるプロセスが認められることであっ

た。その後には、独創的な表現へと発展する場合や、独創的とまでは至らないが意識された

表現となり、子ども自身が自信をもって表現する場合が見られた。

子どもたちが言葉で教わるのとは違う道筋を辿って、他者を自己に取り込み、自己が他者

になる様子は、自己と他者が映し合って、自己と他者を重ね合わせているようであった。模

倣には、言葉のやり取り以上に、相互関係に繊細で自在な変容をもたらす可能性が仕組まれ

ていることが示唆された。

4.総合考察

本稿では、幼児の身体表現活動において、模倣する子どもや模倣される子どもの関係や変

容を描き出すことで、相互行為としての模倣機能の類型化の有効性を検討してきた。本章で

は、自己と他者との関係と展開の視点から考察をまとめ、最後に、模倣の類型や解釈が保育

者の保育行為に及ぼす影響を整理する。

1コつ
一ご色
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(1)自己と他者との相互行為としての模倣の役割

以下では、模倣類型を指標に他者との相互行為としての模倣の役割の図式化を試みる。図

式化は、まず始めに事例別に記述に沿って模倣の流れを示し、その後、共通する要因を軸に

イメージモデルを作成した。

各類型のイメージモデルについて説明を加え、幼児期の相互行為としての模倣の特徴と、

それらの模倣を捉えるために必要な保育者の視点を述べる。

「Patternl:行為のはじめのきっかけやタイミングを求める」(図l)では、模倣する子

どもは、他者をなぞることによって“やってみよう”という安心感や意欲を喚起させている。

保育者は、このような模倣の場合、模倣する子どもには主体的な思いやイメージが希薄と捉

えがちである。しかし、表すこと自体が難しいと感じている子どもや、仲間関係が十分に形

成されていない子どもにとっては、他者を見て即座に模倣するという行為が、“表すきっか

け”になる可能性がある。保育者は、これらを相互行為としての模倣におけるひとつの価値

と受けとめたらどうだろうか。

「Patternll:行為をなぞらえたり、やりとりをしたりして楽しむ｣(図2)では、i他者と

一緒に、ii動きやリズムを同調させることで、iv自己表現が息づき、v他者とつながるこ

とで世界が変わる様相が見られた。子どもたちにとっては、“まねしあいつこ”自体が遊びに

なっている場合が多い。模倣をもとに自己と他者がひとつの対象にかかわることが、「一緒

に遊ぶ」状況を支えているからであ

ろう。特に身体表現活動の場合で

は、子どもたちは、動きの模倣によ

って、他児の行為の意図や、活動の

進行具合を読み取り、自分の表した

いことをみつけている。それによっ

て、イメージを共有させ、皆と繋が

っていくようであった。

また「iiiまねされることで他者に

関心をもつ」は、模倣される側から

捉えた機能である。子どもたちは、

模倣されることによって、他者への

親近感や興味関心を芽生えさせて

いる。そこから、他者を受容するこ

とと自己を理解することを、互恵的

な作用として機能させはじめるよ

うであった。模倣されることによっ

て、自己と他者の境界が明確でない

幼児が、自己と他者を重ねあわせ、

その後には，自己と他者を重ねつつ

も，自己と他者を区別していくプロ

機髄する手警も機織される子ども

図1

や~1琴行為のはじめのきっかけやﾀｲﾐﾝゲを求める』
他者との相互行為のイメージ

V他看とつながる運とで雀

模儀ず息子ども 機敏される子ども

蔓)”烹鼈謡謹

鶴， 瀧

自己蕊

紺 'Z<11M寡ねされる星とで他打に員心

園2

『擾轟鍾頓称X;行為をなぞらえたりやりとりをして楽しむ』
他者との相互行為のイメージ
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セスが導かれることが示唆された。子どもたちは、言葉にすると無秩序になるような暖昧さ

を持ちながらも、模倣によって適度な他者理解を促進させている。以上のように、模倣され

る側にもたらされる機能という視点は、相互作用の捉え方を深められると考えられ、今後の

検討課題である。

「Patternlll:自分の行為、心情や動きのイメージを意識する」(図3)では、子どもは、他

者を見て模倣することによって、“わたしはこんなふうにしていたんだ”と改めて自分の行為

の意味を感じとっている。それによって自己を見つめ直し、変わり、新しいものを生み出す

きっかけを得ている。模倣しながらも自己を表すことを通して、他者の存在を通した自己理

解が促されるのである。

ひとがひとをわかるということは，他者への理解を通して自己を理解することであり，幼

児期の模倣行為は，そのプロセスを発現させる重要な役割を担っていることが示唆された。

保育者は、身体の為す模倣によって子どもたちの相互行為が積み上げられていく過程を、身

体的なコミュニケーションの活性化と認識し、見通しを持って読み取り、子どもの模倣行為

を受容したい。

「PatternIV:自分にないイメージやアイディアを取り込む」では、他者のi技術・方法、

liイメージ、iv感|冑・感覚などを“そういうにするといいんだ”と感じて取り込む。また“そ

ういうふうにしてみたい”というvあこがれの気持ちから模倣することを通して、他者の意

図やイメージに共感し、自分なり

の表現をはじめる。この様相を“自

己と他者の映し合い”と捉えた。幼

児期の身体表現活動における模倣

が、身体の動きや動きのリズムを媒

体とした他者との交渉の役割を担っ

ていると感じられたからである。特

に、模倣による他者とのイメージの

交流が、結果として一人ひとりの独

自な表現を拓いていると考えられた

ためである。身体表現活動における

模倣を、独自な表現への一段階と捉

える以外の役割を見出すことも本稿

の目的のひとつであった。結果とし

て、独自な表現は、他者との相互行

為のなかで生まれることが示唆され

た。

(2)模倣の類型化や解釈が保育者の保

育行為に及ぼす影響と今後の課題

他者との相互行為としての模倣の

襖髄する子ども

わたしは

こんなふうに
したかったん態 ②鯵

…

他者を

犠慾さ載る子ども

通した自己の麓崖

ぐ

ざ
<燕扇誇］

自己理解

図3

『PgWm;自分の行あやイメージを竃麓する』
他老との相互行為のｲメージ

棲倣ずる子ども模徽される子ども
汽

衛、方法

メージ

傭、惑覚
こがれ

ようとする

園4

『PanQmW億分にないイメージやアイディアを取り慾む』
他者との相互行あのイメージ
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煩型化や解釈が、保育者の保育行為に及ぼす影響や意義を、今後の課題と合わせてまとめる

と以下のようになる。

1．本研究における模倣の類型を適応すれば、保育者は、模倣そのものが持つ作用をもと

に子どもの内面を理論的に理解することができる。同時に、従来の独自な表現への端緒とい

う解釈を超え、相互行為としての理解や受容が可能となる。そのため、保育者は、模倣発現

を意図した保育内容を積極的に考えられるようになる。

2.模倣の類型を適応すれば、保育者は、模倣によって自己と他者の相互に引き起こされ

る身体感覚を、双方のイメージや意図を感受するための媒体として多様に捉えられる。それ

によって保育者は、子どもたちの身体的なコミュニケーションを豊かにするために、身体を

使った遊び環境を整備する重要性を意識することができる。

3.模倣の類型を適応することによって、保育者は、ひとつの模倣の発現をもとに、子ど

もたちの行為やかかわりが連なる様子を捉えることができる。それによって、子どもたちの

他者理解と自己理解の過程や、模倣行為の前後の意味を捉えることもできる。そこから保育

者は、見通しを持った言葉かけやかかわり方を工夫することができる。

このように、他者との相互行為における模倣の解釈は、保育における援助行為の一助にな

ると考えられた。

以上、身体表現活動を対象とした本稿の考察からは、幼児期に発現する模倣機能の類型化

の有効性が示唆された。身体表現活動の特性を焦点とすることで、身体的コミュニケーショ

ンにおける典型性の高い類型化が可能になったと考えられる。しかしながら一方で、身体表

現活動を対象としたことにより、発現する模倣が過大に意味づけられたうえで類型化された

可能性は否めない。身体表現活動は、多くの他者と共に表現する活動であるため、相互行為

が生まれ易い。また、身体表現活動での「からだで何かになってみる」という行為が、対象

物を想像して表す延滞的な模倣と、目前の他者の行為をなぞる模倣を同時的に発現させる特

性を持つからである。したがって、本稿における模倣類型化の有効性は、身体表現活動とい

う限定された時間と空間の枠を出ていないことも確かである。今後は、保育場面全般にわた

る調査や観察によって、日常生活全般への模倣類型の適応の可能性を検証したい。幼児の生

活の様々な場面において実証し、保育内容に還元できる知見として洗練させていくことを課

題としたい。
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