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ティーチング･スタイルを視点とした

保育者の関わりについての研究

1．はじめに

上田敏丈

保育者(幼稚園教諭・保育士)にとって、幼児にどのように関わっていくのかということ

は、長年問われている重要な課題である。いかに関わることが、眼前の子にとって最良であ

るのか。とりわけ、2008年に改訂された幼稚園教育要領では、第1章総則において｢幼児期

における教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり」(1)とされ、その後

の人間形成の土台としての｢幼児期の教育｣が強調された。このことから、その後の人間形

成へとつながる日々の保育、日々の幼児への関わりに改めて注目することが必要であろう。

EHckerらは保育の質に影響を与える要因として、大人と幼児の相互作用を取り上げ、そ

れを①幼児の特性、②大人の特性、③大人と幼児の相互作用、④相互作用を取り巻く文脈の

4つがこれまでの研究で焦点化されてきたと述べている(2)。

ここで本研究では、Elickerらの述べる②大人の特性に着目し、保育者が行う幼児への関

わり方について焦点化する。このような保育者が幼児に対して行う関わり方の行動特性を

McWilliamらは特にティーチング・スタイル('IbachmgSbrles)と呼んでいる(3x4)。本研究も、

これにならい、援助場面における保育者の行動特性をティーチング・スタイルとして使用す

る。

では、このティーチング・スタイルはこれまでどのように研究されてきたのだろうか。大

きくは3つの視点から、保育者のティーチング・スタイルに関する先行研究は整理される。

第一に、保育者の特性と幼児の発達との関係性である。

例えば、渡辺は積木分類課題実験状況での母親、幼稚園教諭のティーチング・スタイルと

幼児の知的発達との関連を日米の比較において検討している。日本において、高学歴の母親

と幼稚園教諭は、思考重視・言語反応重視・間接命令傾向にあり、子どもの知的発達を促進

すると述べている(5)(6)。また、赤塚・森・石橋・福井も保育者が幼児に対して賞賛．共感．

励ましなどの統合的行動をとる場合に幼児の自立的行動を促し、集団遊びを発展させると述

べている(7)。

このように、幼児の発達を促進する要因として、幼児の反応を待ち、直接的な命令を行わ

ない応答的な保育者のティーチング・スタイルが強く影響している。このような応答的スタ

イルが幼児の発達に対して促進的な影響を及ぼすという先行研究は保育者だけではなく、母

親などその他の大人にも当てはまるものである（例えば､Luissiel;Crimmins,&Alber廿(8)な

(うえだ・はるとも中国学園大学子ども学部）

3



子ども社会研究16号

ど)。つまり、保育者の｢応答的スタイル｣が幼児の知的発達を促し、遊びを展開させること

が明らかとなっている。

しかしながら、一方で保育者が幼児に対して指導．命令を行う「指導的スタイル」に関し

ては、その効果が必ずしも一致していない。例えば、指導的スタイルであれば、乳幼児の｢見

る」行動が多くなるという報告(8)がある一方で、Makinは会話分析から、指導的スタイルを

持つ保育者のクラスの幼児も、問題解決能力や独立心を伸ばしていると述べ(9)､Mahoney&

Wheedenも障害のある幼児に対しては、指導的スタイルの方が学習を促進すると述べてい

る0m。このように、保育者の｢指導的スタイル｣が幼児の発達に対して促進要因となるのか阻

害要因となるのかに関しては、その対象児や条件、状況によって大きく左右され、研究結果

が一致していない。

第二に、保育者としての成長との関係性である。

保育者の成長に伴って、幼児に対する働きかけはどのように変化するのだろうか｡その変

化に対しては、何が影響しているのだろうか。ここでは、これまでの多くの研究が保育経験

年数による特性の変化に焦点を当てている。例えば、関口．橋本．後藤．常田．二階堂0')02）

は、ポール遊び場面における保育者の指導に着目し、保育経験の短い保育者は一方的に指導

し、経験の長い保育者ほど、幼児に考えさせる指導を行っていると述べている。また、保育

者にとって、気になる行動をとる幼児にどのように対応するのかといった幼児の特性に応じ

た保育指導に焦点をあてた研究では、保育経験の長い保育者が受容的な指導方法を採ること

を報告しているq3n伽5)。またその他にも、保育経験の長い保育者が困難な事例に対して応答的

に対応することを明らかとした研究胴や、思考が柔軟になることを明らかとした研究⑰など

がある。これらの研究から、保育者の保育経験年数とテイーチング.スタイルは、経験年数

の短い新任保育者ほど、画一的なティーチング・スタイルを用い、経験が長くなるにつれて、

個々の場面や幼児に対して適切な指導方法を採用できるようになると考えられる。

第三に、保育者の特性に影響を与える要因に関するものである。この領域においては、そ

れほど多くの研究がなされていないが、例えば、赤塚．森．大元⑱は保育者の指導タイプが

保育園の形態と関係していることを明らかにし、また、森．七木田．青井．廿日出09)は行事

場面と指導タイプとの関係を明らかにしている。その他にも、保育者の持つ信念と行動が一

致しているという研究剛や保育者を志望する学生はもともと思いやりがあり、優しい性格の

持ち主であると述べた研究21"がある。しかしながら、どのような要因が保育者の特性に対

して影響を与えるのかについては、保育場面、幼稚園．保育所の形態や目標、保育者の資質

などの要素が様々に絡み合い、明確にはなっていない。

保育者のティーチング．スタイルについては上記のように3つの視点から研究されてきて

いる。これらの先行研究における問題点は、第一に保育者の幼児に対する関わり方が｢指導

的一応答的」という枠組みの中で、特に指導的な関わり方は好ましくないという二項対立項

目として捉えられていることである。第二に研究手法がアンケートを中心とした量的研究に

偏向していることがあげられる。特にアンケート調査では、保育者が提示された場面の中で

はこう関わりたいという意識と実際の保育場面でどう関わるのかという現実との区分が不可

能になるという根源的な問題点を抱える。
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このような中で、Kru近らの研究が一定の新しい知見を提出している。Krur凶)らは保育

者のティーチング・スタイルが必ずしも「指導的一応答的｣ではないと考え、対立項目と

してではなく、それぞれを独立した軸として捉えている。また、調査方法も、Teaching

StylesRadngScale3)という観察尺度を用いて、評定している。そこで得られたティーチン

グ・スタイルは、①平均的な(average)保育者、②統制的な(conirol)保育者、③ていねいな

(elaborate)保育者、④ていねいではない(nonelaborate)保育者の4パターンであった。

同様に上田も日本におけるティーチング・スタイルを①反応的、②統制的、③受容的、④

教授的の4つに分類して、その特徴を明らかにしている鋤。

これらの研究は、これまでの｢指導的一応答的」という二項対立項目として語られてきた

保育者のティーチング・スタイルに対して異なる視座を提供したという意味においては有益

である。だが、次のような問題点がある。それは評価が1日であること、長期的な視点から

の評価がないこと、個々の場面ごとの検討がなされていないという点である。しかし保育と

は、日々の幼児の姿や時期など日常の文脈に依存している行為であり、そこには様々な日常

場面の中で、様々なスタイルの先生が様々な幼児に関わっているという多層的な保育実践現

場である。上述の定量的な調査からは、一般化されたティーチング．スタイルの特性は明ら

かにされるが、このような日々の保育実践において、例えば個々の保育者がどのように関わ

っているのか、なぜそのように関わったのかという文脈までは読み取れない。しかしながら、

保育者の関わりは日々の保育の中で生成されていくものであり、保育者がどのような状況で

どのように行為したかを叙述していくことは、保育者のティーチング・スタイルを理解して

いくことできわめて重要である。換言するならば､「タカの目」からだけではなく、「アリの目」

からによるティーチング・スタイルの研究、つまり定量的な調査を補完する視点から定性的

研究が必要となるだろう。

以上のことから、本研究では次のように問題設定をする。

第一に、異なるティーチング・スタイルの保育者が同じような場面で、どのような関わり

方をするのかを明らかに提示する。

第二に、事例から保育者の教育的意図の違いを明らかにする。先行研究からは、あるティ

ーチング・スタイルの保育者がなぜそのような行為を行っているのかは不問とされていた。

だが、ある場面に対する保育者の教育的意図を浮き彫りにすることは、個々の保育者のスタ

イルを考えていく上で重要な要素となるだろう。

第三に、それらを踏まえて、好ましくないとされる「指導的｣テイーチング．スタイルを

単に命令的・権威的なものではないことを明らかにする。

これらの問題設定からは、ティーチング・スタイルという視点によって、多層性を伴った

保育実践における保育者の行為を浮き彫りにし、より質の高い保育者を考えていく上での一

助となるだろう。
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2．方法

(1)方法について

本研究における方法は参与観察を用いた。前述したとおり、本研究は同じような保育場面

に対して、異なるスタイルの保育者がどのような関わり方をするのかということにアプロー

チしていく。このためには、研究者が実践現場に身を置き、そこで仮説生成を行うエスノグ

ラフィーの手法がもっとも有効である25)。

観察にはビデオカメラを持って行き、後述する対象の先生と幼児の相互作用の場面を録画

していった。この際には、事前に研究の目的と方法、及びビデオの視聴は研究者のみが行う

こと、ビデオを録画されたものを公表するときには許諾を得ることなどの注意事項を説明し、

幼稚園から許諾を受けて行った。

観察は、同じ幼稚園に勤務する二人の保育者を対象としたため、15分を基本単位としな

がら、二つのクラスを行き来し、観察・録画を行った。ただし、場面が継続しているときな

どはそのまま録画を続けるなど、フレキシブルに対応した。

ここで録画したデータはエピソードごとにまとめられ、後日文字化された。このデータが

本研究における基礎データとなった。

また、その観察中に3回(2005年12月、2006年2月、3月にそれぞれ1回。1回につき約

2時間)、特徴的な場面について、筆者・園長･Y先生･K先生とでカンファレンスを行い、

データの読み取りや解釈について、複数の視点で妥当性を検討した。

(2)対象者について

本研究では、前述したような目的を明らかにするために、異なるスタイルとして特に対立

したものと考えられている「指導的｣ティーチング・スタイルと「応答的｣ティーチング・ス

タイルの二人の保育者を対象とした。

その際、以下のような手順で観察対象者を決定した。

まず、対象としたのは高知県内のA幼稚園であった。観察当時、全園児数は161名(年少

24名、年中68名、年長69名)であった。ここで園長先生に対して、研究の目的と方法を伝

え観察の許諾を得た上で、対象となる保育者を相談し決定した。

対象となったのは、5歳児クラスを担当するY先生とK先生である。2005年度は二人と

も5歳児クラスを担任している。園長先生自身、以前からこの二人の先生の幼児に対する関

わり方の違いを気が気になっており、ちょうど同じ5歳児を担任していたことから、推薦し

ていただいた。そこで、Y先生とK先生に研究の目的と手法を伝えたところ、了承頂き、ま

た、その話し合いの中でY先生は自らのスタイルをどちらかといえば応答的であると認識し

ており、K先生も自らの関わり方をどちらかといえば指導的であると判断していた。この点

は園長先生と同じであったことから、二人の先生を対象として選択した。

K先生(女性・42歳：観察時）は幼稚園教諭としては3年目であり、それ以前に15年間、

小学校教諭としての経験がある。Y先生(男性・32歳：観察時)は幼稚園教諭8年目である。
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(3)期間について

本研究における期間は以下の通りである。

期間は、2005年10月から3月までである。基本的には、筆者が週に1回のペースで観察

を行った。時間は、午前9時から12時までであり、その間、隣り合ったY先生とK先生の

クラスを行き来しながら、観察を行った。

3．結果と考察

(1)基礎データについて

録画されたビデオデータは、一つのまとまりの「エピソード」として場面ごとに分けた。

その後、場面を文字に起こした。また、そのエピソードを活動集団単位(小グループ・全員）

と、活動内容(劇遊び・喧嘩・ごっこ・自由遊び・制作活動・連合遊び・その他・絵本の読

み聞かせ・お集まり・片付け)のカテゴリーでそれぞれの先生の場面を分類した。

二人の先生の観察時間は表lの通りである。K先生が総エピソード数52、合計観察時間

が6時間12分であり、Y先生が総エピソード数66、合計観察時間が7時間58分であった。

小グループ・いざこざの場面数以外の場面では、エピソード数、録画時間ともに大きな差は

なかった。

ここで分類された場面のうち、本研究で取り上げたものは、幼児集団全員に対する場面と

して「お片付け」の場面を、小グループの幼児との場面として｢制作活動｣を、関わりの難し

い場面として「いざこざ｣の3つとした。

表1各先生の観察場面数と時間

Y先生K先生

錘
－
２
｜
賜
一
２
８
｜
妬
－
３
ｌ
２
ｌ
２
４
６
ｌ
４
ｌ
１
ｌ
２
ｌ
髄

時間

0:29:26

1:15:25

0:26:28

0:53:32

1:29:48

0:36:41

0:05:10

0:18:00

0:53:29

0:30:53

0:21:21

0:29:54

0:08:30

7:58:37

時間

0:07:28

0:06:33

0:40:12

1:50:31

0:30:40

0:16:02

0:15:49

0:28:13

0:44:35

0:40:09

0:17:01

0:15:18

0:00:00

6:12:31

》
ｌ
１
ｌ
３
ｌ
２
ｌ
８
ｌ
過
一
４
ｌ
２
ｌ
３
ｌ
６
ｌ
７
ｌ
２
ｌ
１
ｌ
０
ｌ
艶

小グ・劇

小グ・いざこざ

小グ・ごっこ

小グ・自由

小グ・制作

小グ・連合

小グ・その他

全員・絵本

全員・お集まり

全員・片づけ

全員・活動

全員・劇

全員・制作

合計
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(2)場面によるティーチング・スタイルの特徴

上記のエピソードは、幼稚園の園長先生、Y先生、K先生に数度にわたるカンファレンス

の中でフィードバックされ、その解釈の妥当性についても協議した。

それぞれ｢指導的｣スタイルと「応答的｣スタイルの保育者が、どのような特徴を持って同

じような場面で、幼児に関わっているのだろうか。また、その背後にはどのような保育者の

意図があるのだろうか。

①選べない選択肢と選べる選択肢（お片付け場面）

まず、お片づけの場面である。小川が述べるように、お片づけは単に遊んだものを片づけ

る、という生活習慣の形成というだけではない。保育における片づけは、幼児の主体的な活

動を明日へとつなげる活動となる㈱。従って、お片づけ場面において、保育者が幼児にどの

ように活動を促すかは、スタイルや教育的意図の違いを明らかにする上で重要な場面となる。

このようなお片づけの場面で、Y先生とK先生はどのように関わるのだろうか。下記の事

例は、二人のクラスともに自由活動が盛り上がり、そのためお片づけの開始が遅れ、普段よ

りもお弁当の時間が遅くなりそうな状況であった。その中で、それぞれどのように関わった

のだろうか。

<事例I>お片づけ場面におけるK先生の対応

保育室はそれまでの遊びで、遊具やチラシなどが散乱している。そこへ外遊びに出ていたK先生

が帰ってくる。K先生は子ども達を集めて話しかける。

「今日、幼稚園に泥棒が来たみたい。今日はこの泥棒の中で、ご飯を食べる？」

子ども達は、口々に「いや－」と言っている。K先生はさらに「だってこれ片づけられないでしょ

う？」と言うと、子ども達が片づけはじめる。K先生は、「あら、みんなすごい、そんな力ある？力

がわいてきた。みんなでがんばるぞ－！」とみんなで一斉に部屋のお片づけを始める。（2005.11.15）

事例lでK先生は、部屋が片づいていないことを非難するのではなく、泥棒がやってきた、

とファンタジー要素をとりいれて幼児の注目を集めている。そして、「片付けられないでし

よ？」とハードルを提示することによって、幼児自身から「できる」という言葉を引き出して

いる。

この背景には、K先生の幼児の活動を方向付ける巧みさがあるといえよう。つまり、K先

生はファンタジーで注目させ、ハードルを提示することで、実際にはお片づけを「する／し

ない」という選択肢があるものを、巧みに「する」の方へと誘っていく。K先生はその巧みな

言葉がけによって、幼児の活動をうまく統制し、一つの方向へと導いている。

指導的ティーチング・スタイルは、よく権威的で直接的、命令的関わりが多いと思われる

が、このK先生の関わり方は必ずしもそうではない。K先生は、権威的・直接的に命令する

ことなく、保育者の意図する方の選択肢を選ばせるような巧みな言葉がけを用いて、幼児の

行動を一方向に誘導しているのである。

一方、応答的ティーチング・スタイルであるY先生は同じ場面でどのように関わっている

のだろうか。
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<事例2〉お片づけ場面におけるY先生の対応

それまでお化け屋敷遊びをしていた。部屋には大型積み木が広げてあり、ミイラ男になったトイレ

ットペーパーが散乱している。そろそろ、お弁当の時間も近くなり、Y先生は子ども達に呼びかける。

「じゃあ、お弁当の後、お化け屋敷するかもしれないけど、一度、しまおうか｡」

Y先生は、絵本を読み始め、子ども達を先生の前に集める。

「(Y先生）お弁当の時間になって、お隣のクラスも食べているんだけど、どうしようか？」

「(幼児）食べる」と口々に言う。

「(Y先生）食べるためにはどうしようか？」

「(幼児）片づける｡」とやはりそれぞれが言う。

「(Y先生）どれくらいで片づける？」

数名が、「5分」「1分」などと言っている。その中で、女児が「12時｡」と答える。

「(Y先生）よし、じゃあ、12時にみんなでいただきます、できるように、がんばるぞ！えい、えい、

オー!｣(2005.11.15)

ここでY先生は「どうしようか？」と幼児に投げかけている。このとき、K先生とは異なり、

Y先生の投げかけは本当に幼児に選ぶことができるものである。もしここで幼児が｢片づけ

ない」を選択したら、Y先生はお弁当を外で食べるなど、異なる活動へと誘っていたかもし

れない。

つまり、Y先生は選択肢を提示し、それを幼児自身が話し合い、考え、選ぶことを重要視

している。実際に選ぶことのできる選択肢であるといえよう。

同じお片付けの場面において、指導的ティーチング・スタイルであるK先生は、巧みに誘

導をして選択肢を選ばせず、一方、応答的ティーチング・スタイルのY先生は幼児自身に選

択肢を選ばせることを経験させている。

ここには、それぞれどのような教育的意図があるのだろうか。

後日のカンファレンスの中で、K先生は、全員で使用する部屋を全員で整理をして、次の

日につなげたいと考えていた。また、同時に片付けをみんなで行う中で、達成感を幼児に与

えたいと考えている。一方で､Y先生は保育者の意図を伺いながら幼児が活動するのではな

く、みんなでどうしたらいいのかを考えてほしいと言う。

つまり、「みんなのことを」考えて片づけをしたいというK先生の教育的意図と、「みんな

で｣考えてお片付けをどうするのかを導き出したいY先生の教育的意図という違いが現れて

いる。

②できる喜びと見つける喜び（制作活動場面）

様々な行事や遊びといった日常の保育場面で、制作活動は中心的なものとなっている。幼

児期の制作活動では、作品制作の出来よりも、その活動の中でどのような経験をするのかが

重要である。従って、その経験の質に対しては、保育者の関わり方が大きく影響を与えるで

あろう。では、その制作活動において、Y先生とK先生はどのように子どもたちに関わって

いるのだろうか。
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<事例3>制作活動におけるK先生の対応

中央のテーブルで女児たちがドングリに穴をあけている。そこへK先生行き、「うまくできた？」

と尋ねる。女児らもドングリごまをつくる。先生は自分のこまをまわしてみせる。

K先生「ほら、見てみて。T君が教えてくれたよ。ここを短くしたらいいって」

先生の声を聞いて、さらに数名の幼児が集まってくる。

先生はもう一度、ドングリごまの作り方を教える。

K先生「それでは説明します。まず、ここに穴をあけます。手にはあけないように。ここに持って

きて、ぴゅっとやります（画鋲をどんぐりにさす）あんまりやりすぎないように」と、わざと失敗し

てみせる。

「上手にこうやって、これく．らいでいい」さらに柄をつけて見せる。

幼児はめいめいドングリごまを作り始める。

（2005.11.22）

制作活動の場面において、K先生は先生自身が指向している制作物へと幼児の制作活動が

向かうように、その手順をわかりやすく説明する。その際には、こうしたら失敗する、こう

やったらうまくできるなど幼児の具体的経験の予測に基づいて提示している。幼児は、K先

生の明快な説明を聞いて、それぞれ制作していくことができるようになる。

このような関わりの中で、K先生は幼児の活動に対して先回りした言葉掛けを行うことで、

幼児の活動をいわば規定しているといえよう。だが、これは同じ制作物を目指してではなく、

K先生はなるべく多くの幼児が｢できる」ようになること、作れることの喜びの体験を重視

して関わっていると考えられる。

一方で､Y先生はどうであろうか。

<事例4>制作活動におけるY先生の対応

Y先生は折り紙を四つに折って、角をはさみで切り落とす。広げるときれいな模様になる。

「あ、すごい」と女児達はY先生と同じように折り紙を折り、はさみで切る。女児たちはY先生の

やるように折り紙を折り、模様を作っていく。これをクリスマスの飾りにしていく。しばらく制作が

続く。

今度は女児のYが「ここを切る」とY先生に言う。「開いたら、きれいになる」

と、Y先生に教えていく。Y先生もそれに応え「ここを切る？」「こうする？」と教えてもらう。

女児「先生、こんな簡単なこと知らないの？」

Y先生「知らなかった。世の中にはこんなすごいことがあるんだね」（2005.12.06）

この事例では、Y先生は折りがみを折り、それをはさみで角を切り落とし広げると模様に

なることを女児達に教えていた。ここでY先生は一律にやり方を教えていくのではなく、女

児達が見て真似できるようにしている。そして、女児Yが先生のやり方を真似しながら、少

しアレンジした方法で行い、それを逆にY先生へ報告していく時､「教える側」として応答す
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るのではなく、「教えられる側」として反応していく。

このような関わり方の中で､Y先生は単に幼児が｢できる」だけではなく、幼児自らの試行

錯誤の中で何かを｢発見して活動する｣喜びの体験を重視していると考えられる。

一方、カンファレンスの中では、K先生の制作活動において、保育全体からみて制作が少

ないのではないか、という話も出ていた。このことは、K先生が｢できる」を重視しているた

めに全体の制作活動はうまく展開するが、そこから個別へとつながらないという可能性も指

摘されていた。この部分をどのように解決していくかがK先生の課題となっていた。

ここで注意すべきは、もちろん、K先生が｢発見する」喜びを、Y先生が｢できる」喜びを幼

児に体験させていないということではない。しかし、同じ制作活動という場面において、ど

のような見通しをもって関わっていくのかということは、幼児が日々の遊びの中で何を体験

してほしいのかという二人の先生の教育的意図の違いの現れであり、それが関わり方の差と

して表出された結果ではないだろうか。

③仲間文化外での和解と仲間文化内での和解（いざこざ場面）

いざこざやけんかは日常の保育で頻繁に起こるものであり、このような自我の衝突を経験

していきながら、コミュニケーションの取り方や人間関係の機微を学んでいく重要な場面で

ある。しかし、それは時には激しい喧騒を伴うものであることから、保育者がこのいざこざ

場面をどのように収束させていくのかは、力量を問われる場面でもあるし、関わり方の違い

が明確になる場面であろう。では、Y先生とK先生はどのようにいざこざ場面に関わってい

くのだろうか。

<事例5>K先生のいざこざ仲裁

廊下で、男児Sと女児K・Mの3人が集まって言い争っている。男児S対女児K･Mとでけんかを

している様子。そのときに、ちょうどK先生が通りかかった。K先生は座って、二組の言い分をそれ

ぞれ聞く。どうやらSの語尾が強くて、そのまま口喧嘩のようになったとのこと。

K先生「待って、S君は何を？」

K「Kは何もいっていないのに…」

と、言い合いが続く。

K先生「バカじゃないけど、いやな言葉を言ったんだ」

先生は立ち上がり、手を取る。

K先生「くらべてみろ、やめるよ、って言ってたうちにけんかになっちゃったんだ。くらべてみろ

って言わないわよ･くらべてみよ、って言おう。はい、手を合わせて｡」

先生は最終的にまず男児Sにごめんって言うように促し、女児たちにも促す。

s「ごめん」

K先生「すごい」

K「いいよ」

同じやりとりが逆にして行われる。

K先生「さすがに年長さんだね」

と、みんなで歩いて玄関の方へ行く。
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(2005.11.22）

事例5で、K先生はいざこざ場面に廊下で出あう。先生は二人の言い分をそれぞれ聞き、

お互いの非を認めて、謝るように促している。

このような関わり方は日常の保育場面でも非常に多く見られた。K先生は幼児のいざこざ

に対して、きちんとお互いの言い分を言い、非を認め、相手の気持ちを理解した上で和解を

求めていくという関わり方となっている。このように保育者がいざこざをしている間に入り、

調整していく関わり方は、K先生に限らず、多くの先生が行っている喧嘩両成敗型の仲裁と

考えられるだろう。しかしそれはいわば先生を中心とした法廷のような、幼児の仲間関係と

は別の次元で行われている。つまり、仲間文化外での和解であるということが特徴である。

このようないざこざの解決方法は日常の保育場面で多く見られるだろう。これは一つに幼

児のそれぞれの主張をきちんと伝えあうこと、どこに齪齢があったのかを確認し、謝罪しあ

うことで、人間関係面での発達を促したいと考えるからである。だが、一方で、表面的に謝

っておくが、実際はその幼児の気持ちが収まらないといったケースも考えられるだろう。

一方で、Y先生は幼児のけんかに対してK先生とは異なる関わり方で仲裁していくことが

多かった。以下、事例を見ていこう。

<事例6>Y先生のけんかの仲裁

Y先生と男児4人が大型積み木のところで遊んでいる。その内の一人Uが座って泣いている。何か

を訴えているがよくわからない。Y先生は4人のけんかをそばで、見守っている。そこへ身体測定の

連絡が来て、片づけることになった。

泣いていた男の子が片づけ始めようとして､｢手伝おうか」と他の3人に言う。他の3人(X,Y,Z)

は無視をして片づける。

Y先生「先生も寄せて｡」

男児3人「やだ」

Y先生「なんで？どうやったらはいれる？」

UはY先生のところへいく。

男児X「ムシキングになったら」

Y先生「ムシキングの何になるか教えてよ」

男児X「カブトムシになったら」

Y先生「U君は何になる？」

U「クワガタ」

Y先生「先生は何になろうかな～」と言いながら、大型積み木を出して遊びに入る。

Uも一緒にいく。

Uは「入れて」といい、「いや」と言われるものの、Y先生がブロックを渡して、何となく一緒に

遊んでいる形になる。

だが、それでもUは他の男児から拒絶される。他の男の子から「やっちゃだめ」と言われて、再び

泣き始める。
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先生はブロックを部屋全体に広げていく。男の子が「お風呂つくればいい」と言って、さらに部屋

全体にブロックが広がっていく。

Uが先生に「おいちゃだめ、っていわれた」と言う。先生は「いいよ｣、と言ってブロックを渡し、

他の男の子に、どこにおいたらいいか教えてあげて、と言う。それまで拒絶していた男の子が「じゃ

あ、ここにつなげて」とUに言って、一緒に組み始める。（2005.11.22）

事例6でY先生は一人仲間はずれにされている男児のことを気にかけている。しかし、直

接的に仲間はずれの原因を尋ねる、Uを遊びに入れるように言うなどの幼児の行動を注意す

ることはしない。まず先生は一緒に遊びの仲間になり、仲間はずれにされている男児Uを誘

い入れ、一緒に遊んでいくことでそれぞれがいつの間にか遊ぶようになることをねらって関

わっている。

ここでY先生はいざこざを仲裁するのではない。男児達の様子を見ていきながら、あくま

で一緒に遊ぶというスタンスを保つことで、男児達の仲間の中に入り込み、その人間関係の

不和を調節していこうとする。つまり仲間文化内での和解を目指しているのが特徴であろ

う。Y先生のこのようないざこざの仲裁は、日々の保育にもよく観察された(例えば、とっ

くみあいのけんかをお相撲さんごっこにしてしまう、など)。だが、カンファレンスの中では、

解決に時間がかかるということも述べていた。

仲間文化の内で解決を促すのか、外で解決を促すのかは、非常に難しい問題である。前述

したように、両成敗にすると気持ちが収まらないこともあるだろうし、仲間文化内で解決し

ようとすると、長期化してしまう。表lのデータでいざこざのエピソード数．時間が多いの

は、このためと考えられる。

重要なのは、これらの場面に、保育者は一定のスタイルでのみ関わるのではなく、多様な

関わり方によって、解決を促していく（促さないという方法も含めて)視野が必要になるの

ではないだろうか。

(3)総合考察

本研究の目的は、(1)異なるティーチング・スタイルの保育者の関わり方の違いを提示する

こと、(2)その教育的意図を読み解くこと、(3)それらを踏まえて、特に指導的ティーチング・

スタイルの意味を再考することであった。

(1)については、お片付け、制作、いざこざというそれぞれの場面で、指導的ティーチング・

スタイルと応答的ティーチング・スタイルのそれぞれの先生の異なる関わり方を提示した。

(2)については、同じような場面であっても、スタイルの違いによって、①活動の選択肢を

本当に選ぶことができるのかどうか、②できる喜びの経験とみつける喜びの経験のどちらを

重視しているのか、③仲間文化内での解決を促すのか、外で解決を促すのか、という教育的

意図の違いによって、異なる関わり方をしていることが明らかになった。

(3)については、特にティーチング・スタイルに対する語りの中で、命令的・権威的である

ため好ましくないとされる指導的スタイルに対して、必ずしもそうではないことが明らかと

された。熟達した指導的スタイルの保育者は、幼児に対して命令的に振る舞うのではなく、
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むしろ、巧みに幼児を誘導することによって、その活動を一定の方向へと向かわせていた。

同じような場面であっても教育的意図の違いによって関わり方が異なり、それが異なるテ

ィーチング・スタイルとして表出されること、とりわけ熟達した指導的ティーチング・スタ

イルを浮き彫りにしたという点において、本研究は保育実践の持つ多層性を表しているとい

えよう。

だが、ここで注意しておくべきこととは、本研究では、それぞれのスタイルの保育者が異

なるスタイルの関わり方をしない、ということを主張しているのではないし、そのどちらが

良いという価値判断を行っているわけでもない。だが、これまで、指導的関わり方は権威

的・直接的であり好ましくないと言われてきた指導的ティーチング・スタイルの保育者が保

育に対する教育的意図を持って関わるとき、巧みな方法を用いて｢指導的｣に関わる姿があ

る。このことは、むしろ幼児への関わり方の多様性を広げるものとなるのではないだろうか。

また、保育を行う上で適切な幼児理解を行い、そこに適切な関わりを行うことが重要であ

るが、その適切な関わりには多様な幅があるべきである。よく言われる「引き出し」の多い

保育者が様々な場面において対応できるであろう。だが、上田の研究25)では、新任の保育

者は幼児からのアクションに対して反応をすることが多く、経験を積むに従って、いくつか

のティーチング・スタイルへと分岐していくのではないか、と示唆されていた。

このときにティーチング・スタイルとそこに付随する保育者の意図の関係性を理解してお

くことは、若年保育者にとってより質の高い保育者へと成長していく一助となるのではない

だろうか。これは、常に保育者自身がどのような場面で、どのような意図を持って関わって

いくのかという日常の保育を精徹に見ていくこと、それが適切であったかどうかを評価反省

することによって成立するだろう。また、保育カンファレンスなどで、他のスタイルの関わ

り方を学ぶことで、自らの課題となる場面への示唆が得られるのではないだろうか。

本研究では、それぞれのティーチング・スタイルの保育者が同じような場面でどのように

関わっていくのかという違いとその背後にある保育者の意図を明らかにした。しかしながら、

それぞれのスタイルの保育者が、異なるスタイルの関わり方から何をどのように学び、自ら

の保育に位置づけるのか、というスタイル間の相互作用については触れていない。今後、こ

の部分の研究が必要になるだろう。
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