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子どもによる性別の境界形成と保育者の関与による

その乗り越え

－ジェンダーに敏感な保育に向けて－

片田孫朝日

はじめに

日本の｢教育とジェンダー｣研究は、1980年代から、保育・学校における教室研究に着手

した。この教室研究は、男女平等を規範とする教育の場において、子どもがいかにして、ジ

ェンダー知を学ぶのかという社会化の過程を主題化し、その制度や実践に埋め込まれたジェ

ンダー・バイアスを明らかにしてきた(森1989,氏原1996他)。

同時に、これまでの観察研究は、子ども自身が、幼児期から性別の現実を作り出し、ジェ

ンダーに基づく権力を行使することを再確認させるものであった。幼児は、2．3歳頃から、

｢男の子／女の子｣の性自認を始め、保育者の性別の指示に応じるようになる。同時に、子

ども間でも、同性集団を作り始め、遊びに同性の｢女の子だけ」しか入れないというような

区別を行い始める(大滝2006)。幼児にとって、性別は､｢父／母｣や｢男の子／女の子｣のよ

うに、人を二分する基本的なカテゴリーであり、また、それによって服装や持ち物、行動な

どに適した特徴があるとみなす規範的な常識として理解されていると思われる(1)。こうした

中で、とくに一定の男子たちは、男らしい強さにこだわり、女子に対して性差別的な言動を

行ったり、遊びを乗っ取ったりするなど、男子優位の現実を作り出そうとすることが観察さ

れてきた(河出1993、藤田2004)。

ところで、一般に保育では、子どもに安心を保障しながら、その自主性と協同性を育てて

いくことを基本的な目標の一つとしている(2)。このため、子どもによる性差別的な言動など

は、ときに保育者の注意や介入の対象となる。例えば、河出による保育園の観察では、ある

男子が､遊具を使う順番について女子に対し、「女なんかにかわらない(交替しない：引用者）

って言ってるんだよ。このブス！」と罵ると、その場にいた保育者は、「どうしてそんなこと

言うの」と注意している。また、保育者が、男子たちとおしくらまんじゅうで遊んでいると

ころに、女子が参加を希望し、これに対して男子たちが､｢女の子は押し出されるとすぐ泣く」

や､「女の子はままごとやってればいいじゃん」と参加を拒否すると、保育者は、「女の子だっ

ておしくらまんじゅうやりたいんじやない」と女子を支援し、男子たちは説得されて、受け

入れる場面も記述されている（河出1993:21-25)。

このように、保育者は日々の保育のなかで、子ども主体のジェンダー構築の現実に出会い、

ときに問題を感じ、介入していると思われる。その営みは不十分であるかもしれないが、そ

(かただ．そん・あさひ京都大学大学院）
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れでもこの事実は非常に重要だと考えられる。というのも、そこから、保育者がジエンダー

の問題をより明確に共有し、ジェンダーに注意深い保育に向かう可能性もあると考えられる

からだ。

河出の観察が示しているように、保育者が、男子・女子間に対等な協力関係を作り、様々

な活動への主体的な参加を保障しようとするならば、保育者は自らのステレオタイプに注意

するだけでは全く不十分である。保育者は、子ども間のジェンダーによる権力関係や行動の

制限にも注意深くなくてはならない(Houston,1994)。そして重要なのは、多くの保育者が、

子どもの自主性と協同性の発育を望み、すでに子ども主体のジェンダーの問題に出会い、と

きには介入し、そう意図せず男女平等の問題に取り組んでいるのではないか、という観点で

ある。

これまで、保育における「ジェンダー問題｣の語りは、保育の制度や保育者が、隠れた形

で子どもに性別の知識を伝え、その社会化や再生産に加担しているとする｢性役割の社会化

論｣、「ジェンダーの再生産論｣を基本としてきた(森1989、河出1993他)。しかし、この議

論だけでは、ジェンダーの問題が、保育者に｢現場の課題」として出会われていることが理

解されにくい。ジェンダーは、身近で重要な問題であるにもかかわらず、保育・教育の現場

に根ざした学び多いイシューとして、いまだ十分に理解されていないのである（吉原2003、

片岡2008)。したがって、保育の課題である子どもの現実から始め、保育者がそこで現に果

たしている公共的な役割を可視化する研究が重要だと思われる。

本論は、このように課題設定をした上で、過去に京都市内のl学童クラブ(小学生低学年

対象の放課後保育)で行った、自由遊びの数値データと観察記録、そして保育者へのインタ

ビューを用いて、次のことを論じる。第一に、この学童クラブでは、子ども自身が、男女で

遊び集団を明確に分離し、男女間に高い境界を作り出し、またその中で、男子たちが集団と

して女子に優位性を示そうとしていたことである。第二に、これに対して、保育者の存在や

関与は、男女混合の遊びや、より公平な遊びづくりに一定の役割を果たしていたことである。

最後に、このクラブを中心で運営していた保育者は、このように子どもが作り出す性別の現

実に特別な注意を向けておらず、保育者が現に果たしている重要な役割も意識していなかっ

たことである。

1．調査対象とデータ

(1)小学生低学年と子ども間のジェンダー

これまで日本で、ジェンダーの観点による小学生の観察研究は、小学6年生の教室を対象

にしてきた(木村1997他)。本論が扱う小学生の低学年はとくに注目されておらず、放課後

の男女の自由遊びや仲間関係についても詳しく調査されていない。

他方、欧米の研究では、子ども間のジェンダーを考える場合に、小学生低学年期は、大き

な変化の時期であることが指摘されている。多くの研究で、6歳を前後する時期に、それま

で比較的協調的に一緒に遊んでいた男子と女子は、より明確に、性別の集団に分離する傾

向が確認されている(Corsaro,2005:196)。アメリカで、本稿と同じく、放課後の保育施設
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(after-schoolcenter)で子ども間の相互行為を観察した研究によれば、小学1年生にくらべ、

小学3年生は男女集団が分離し、からかいや口論、また遊び活動の中でより複雑で微妙なジ

エンダーの認知を示すようになる(VOss,1997)。これらの知見は、子どもたちが小学生低学

年の時期に、言語能力を向上させ、性別とその規範により自覚的になり、自ら強力に境界を

創り統制する実践を行うようになることを示している。一般に、この時期は、大人との関係

よりも仲間関係やそこでの価値を重視し始める時期といわれ、この仲間関係において性別は

重要なファクターとなる(Corsaro,2005)。

周知のように、発達心理学の知見によれば、日常で使用する物と性別の結びつきのような

性別ステレオタイプの知識は、6歳までに成人と同じレベルに達する。また、「男の子の服を

着ている女の子｣のように、ジェンダーのステレオタイプに反するとされる子どもを好きか、

一緒に遊びたいかを尋ねる感情的態度についての調査では、小学生の低学年は、年長園児や

小学生高学年に比べて得点が低く、ステレオタイプに固執する傾向が確認されている。この

結果は、子どもが、小学生低学年期までに性規範を学んでおり、加えて、認知的発達との関

連で、その理解に柔軟性を欠くことが考えられる(相良2002:51)。

以上のように、この時期、子どもは性規範をより固定的に捉える傾向を示し、また同時に、

子ども間で遊び集団の分離を進める傾向がある。本論は、この時期の子どもたちのジェンダ

ー構築と保育者の関係を検討する。

(2)A学童クラブとジェンダー規範

2002年に調査を行ったA学童クラブは、学校近くの児童館に専用の部屋をかまえていた。

学童クラブは、親が就労などの理由によって放課後に子どもの世話をできない場合に登録で

きる。子どもは、学校が終わると歩いて来館し、おやつ時間やお帰りの会などの集団行動の

他は、夕方5時頃まで自由に遊んで過ごす。子どもの数は、1年生から3年生まで40名(男

子21名、女子19名)であった(3)。児童館には、館長(女性）と4名の職員が常時おり、この

うち2名の職員(男性K、女性H)が、学童クラブの指導を担当していた。他の2名の女性職

a(Y､M)は、児童館にくる一般の子どもと遊んだり、工作をしたりしていたが、学童クラ

ブの子どもとも、ときに一緒に遊んだ。これら4人の職員は、子どもから「先生」と呼ばれ

ており、本論でも「先生」と記述する。この他、学童クラブには、知的障害者の介助として、

大学生や大人のボランティアが継続的に来ており、これらの大人も、子どもと一緒に遊んで

いた。

筆者は、遊び相手の学生ボランティアとして学童に入り、子どもの遊び活動を中心に参与

観察とビデオ録画を行った。5月から10月まで観察を行い、男女集団の遊びの特徴やそこ

での社会化について論じた（片田2003a他)。ここでは、本論との関わりで、クラブの先生

による性別の処遇について簡単に述べておこう。

A学童クラブ担当の先生は、このクラブを主導的に運営していたK先生(40代男性）と、

新任のH先生(20代女性)の2人であった。2人の先生は、「女の子(男の子)だから～｣のよ

うに、明示的に性別期待を用いることはなく、後のインタビューでK先生は、性別による期

待ではなく、男子にも女子にも、思いやりや優しさを求めると語っていた。また、おやつな
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ど毎日の集団行動では、男女混合の｢班｣が子どもの組織化に用いられており、そこでの役

割分担には｢学年｣が重要で、性別による指示などは行われていなかった(片田2006)。

しかし、これらは、保育の営みが、ジェンダーに敏感であったことを意味するわけではな

い。例えば、備品についていえば、ランドセルを入れる棚の配置は、学年別であるが、その

内部は男女順となっていた。また、壁にかけられた連絡帳入れには、男子に青い新幹線のシ

ール、女子には赤いキテイちやんのシールが貼られ、子どもの識別に、性別とそのステレオ

タイプが利用されていた。また、K先生は、夏のキャンプの説明で､「男の子が好きな野球も

するし」のように、性別の好みを前提にした語りをすることが観られ､H先生は、男子より

も女子の言葉遣いや行儀をよく注意していた。したがって、2人の先生は、性別期待の表現

は用いないものの、ジェンダーに特に敏感とはいえない保育者であった。

他方、より直接に男女の区別や性規範を用い、男女間の境界を作り出していたのは、子ど

もたち自身であった。特に2．3年生で、例えば、男子たちが、遊び時間に、攻撃的な女子

に対し、「ヒロミって、ほんまは男ちやうんか」とか、「乱暴者｣｢ヤンキー」などと集団でから

かい、対立と追いかけ合いを作り出す。あるいは、女子も、フラフープの練習中に人数が多

くてぶつかりそうになると、「谷本だけ、男や｣のように性別を意識させ、別の場所に移動さ

せる。女子間でも、「うわっ、男もんの靴下はいてる」とか､「スカートはいてきたことないの」

などと、相手への非難に性別のステレオタイプを利用する。このように、特に2．3年生は、

からかいや冗談、他者への非難に性規範の知識を巧みに利用し、流通させる。こうしたジェ

ンダー知の利用は、保育者に比べてあからさまで、艇めを含み、子ども間で性別の自覚や性

規範の意識を高めていた(4)。

先生たちは、こうした子ども間のやり取りに特別な注意を払っていなかった。しかし、2

年生の男子が、おやつの時間にふざけて「チンチン」とズボンをおろす真似をして、女子を

恥ずかしがらせ、女子から助けを求められると、K先生は、「そんな大切なもん、みせんとい

て｣、「変態になる」など、公然の性的ハラスメントは、真剣に注意していた。H先生も、自

分が、女子の言葉遣いを注意した際に、近くにいた男子2人が、これに連動して、「やくざや」

のように女子をからかうと、「そういうこと言わない」と、男子たちを注意した。このように

先生たちは、自分が直接関わりをもつ場で、侵害や艇めが明白である場合には、ジェンダー

知が絡む権力行使に介入し、注意することが観られた。

(3)用いるデータ

この調査期間中の10月半ばに、男子・女子の遊び相手や、遊び内容などの把握を目的に、

平日1週間の｢遊び調査｣を行った。本論は、この｢遊び調査｣の数値データと観察記録を用

いて、子どもによる男女分離や境界構築と、保育者の役割について議論する。加えて、この

調査後の2008年9月に、このクラブを中心で運営していたK先生に、ジェンダーに関する

認識と介入の意識を問う約1時間半のインタビューを行っており、先生側の認識としてはこ

れを補足的に用いる。

「遊び調査」は、10月に平日1週間で行った。調査では、最初の子どもが学童クラブにや

って来た後、10分ごとに各部屋とグラウンドなどを見てまわり、大人を含む遊び相手、内
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容、場所をビデオで記録し、データとした。子どもの数は、男子19名(3年6名、2年7名、

1年6名）と女子17名(同3名、9名、5名)である。子ども達が、学童クラブで過ごした時間

のうち、おやつや掃除など集団活動の時間を除く自由時間の総数(10分ごとに数えた回数の

合計)は、男子で547回、同じく女子で594回となった。1人1日あたり男子で6.8回、女子

で7.3回、継続時間に置き換えるなら1日1時間余りであった。自由時間が比較的短いのは、

何よりこの時期に3年生の在館時間が短かった結果であり(5)、次節では、データの多い1．2

年生を中心に検討することになる。

2．子ども主体のジェンダー構築と保育者の関与

本節では、｢遊び調査｣のデータから、第一に、子ども自身が明確に性別を意識して遊び集

団を組織しており、また、男子集団は、女子遊びへの侵入や｢男対女｣の競争で、優位性を

示そうとしていたことを論じる。第二に、保育者や大人が、この境界の乗り越えや、境界の

再構成に重要な役割を果たしていたことを示す。

(1)男女の分離とその乗り越え

最初に、5日分の遊び調査データから、子ども2人以上の集団遊び(大人参加を含む）につ

いて、遊び構成員の性別構成をみよう（表l、表2)。男子側からみれば、表Iのように、男

子だけの同性集団が70％と多く、男女小集団の遊びが8.7％、男女大集団の遊び（グラウン

ドでの綱引きとドッヂボール)が21.3%となっている。同じく、表2から、女子の集団遊び

も、同性集団が74.7％と大部分をしめていることが分かる。

次に、男女混合の小集団遊びについてみれば、男女とも、1年生と2．3年生に大きな差が

ある。1年生は、集団遊び全体のうち、男子で16.8%、女子で25%が、混合の小集団の遊

びであり、1年生の男女間で比較的よく一緒に遊んでいた。遊び内容として、ブロックの家

造りや、闘いごっこ、ゲームなどを行っていた。また、参加形態として男女が一緒に遊びを

表1男子の集団遊びの性別構成
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始めたり、男子が女子の遊びに途中参加したりしていた。

これに対して、2．3年生の場合は、男女とも小集団遊びは5％以下で非常に少ない。遊び

としても、1年生の6例に対して、5日間で2年生が3例（また、3年生はもともとデータが少

ないがl例)にすぎない。くわえて、男女の小集団の作られ方にも特徴があり、自分たちだ

けで遊びを組織していなかった。

まず、男子の方からみれば、男子2年生による2例のうち1つは、1年男女が一緒にやって

いたゲームに、2年男子が途中参加したものである。もう一つは、ホールで､Y先生と2年女

子1人、そして児童館に遊びにきていた1年女子数人が一緒にゲームをしていた際に、人数

が一人足りなくなったため、先生が｢誰かもう一人」と声をかけ、近くにいた2年男子のテ

ッヤが｢やる」と希望して参加した。先生は、「テツヤがやるって、特別出演」と告げる。男

子3年生のl例は、2年女子2人が、ボランティアの女子大学生とゲームをしているところに、

3年のゲンタが｢おれやる、次」とボランティアに話しかけ、「そしたら、助っ人な」と、途中

参加した。2．3年生の女子が、少人数で男子と遊んだ事例は、上記の2例の他に、2年女子

1人が、館長を相手にトランプで占いをしていたところに、l年男子が参加したケースであ

った(6)。

このように、2．3年生による男女小集団遊びは、ほとんどゲームであり、また、1年生に

よる男女混合集団への途中参加や、先生などの存在を介した混合だけで、自分たちだけで

遊びを作っていなかった。1年生についても、男女混合の少人数遊びが多いとはいえないが、

さらに2．3年生では極端に少なく、大人が集団形成に重要な役割を果たしている。このよ

うに、子どもは明確に性別を意識して遊び集団を構成しており、男女間に高い境界が作り出

されていた。

そして、子どもたちは、この同性の仲間間で、ジェンダー化された遊び内容を作り出す(7)。

男子は、異学年を含む様々な組み合わせで、スポーツやゲームをよく行い、全体の約60％

が勝負を競う遊びであった。これに対して、女子集団は、ほぼ同学年でより安定した交友集

団を作り、絵描きやパズル、砂遊びなど物作りの遊びが多く（約50％)、これにおしゃべり

やふざけ合いを加えると、全体の約70％となる。遊び場所も、男子はグラウンドでの遊び

が30％をこえるのに対して、女子は3％に過ぎなかった。女子は、屋外で遊ぶ場合も、より

狭い前庭や建物横の通路を使い、砂遊びや、だるまさんが転んだなどを行っていた。子ども

はこうした遊びに、自分の好みによるだけでなく、性別で分化した遊び仲間との関係を通じ

て参加していくのであり、性別の遊び内容も、社会集団的なものといえる。

次に、男女混合の大集団の遊びと保育者の役割について説明する。この5日間のうち最初

の3日間で、男女混合の綱引きやドッヂボールが行われた。この調査期間以外の自由遊びの

時間に、男女が大人数でスポーツすることは見られなかった。この時期に、男女大人数の遊

びが行われた背景は、何よりもこの3日間中の2日間に、週末の土曜日に行われるクラブ行

事に向けて、参加者の子どもを対象に、グラウンドで大縄跳びやフラフープの練習が行われ

ていたことがある。このため、保育者を含めて10数名の子どもがグラウンドにおり、その

後子どもたちや先生が提案し、ドッヂボールが行われている。そして、これら大集団の遊び

は、いずれも、先生や学生ボランティアなどの保育者が、ゲームの審判をしたり、チーム分
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けで言い争うと調整役をしたり、プレーヤーとして参加していた。したがって、自由参加の

遊びであったが、保育者が遊び作りを一緒に行っていた。

女子は、この｢遊び調査｣の期間に限らず、自分たちだけでグラウンドでのスポーツ遊び

をほとんどしていなかった。その一方で、この大集団ドッヂボールには、2．3年生女子の

ほぼ全員が参加し、2年生では集団遊びの19.1%(3年生51.9%)になっている(8)。女子もス

ポーツ遊びに関心をもち楽しんでおり、保育者が参加を促し、（後述するように、男子との

言い争いなどで調整役を行うなどの)支援を行うことで、女子にスポーツ遊びの機会を提供

していたといえる。

以上のように先生やボランティアは、大集団で、また2．3年生については数少ないなが

ら小集団でも、男女が一緒に遊ぶ機会を作り出していた。ソーンもアメリカの小学校での観

察から、大人がいる場合に、男女混合が生じやすくなると指摘している(Thome,1993:56)。

学童の遊び調査のデータから、先生やボランティアが､「男子と女子」を意図的に一緒に遊ば

せようとしていたことは読みとれない。しかし、保育者は、子どもが参加の意思を示した場

合に、性別や学年に関わりなく、その意思をできるだけ尊重しようとしており、子どもは、

大人のこの志向と行動をよく知っているために、ときに大人に参加を申し出る形で、境界を

越えることがあると考えられる。とりわけ、スポーツやゲーム遊びは、必ずしも親密な仲間

関係を必要とせず、境界が越えやすくなると考えられるのである。

(2)｢侵入｣と｢競争｣：子どもによるボーダーワーク

子ども間では、このように男女が明確に分離すると共に、2．3年生は、からかいなどで対

立を作り出す特有の相互行為を行っていた。例えば、遊び調査の時期では、有力な3年生男

子の率いる2．3年の男子集団が、グラウンドで、2年女子3人(学童クラブ1人と一般来館2

人)のやっていたバレーボールに勝手に手を出し、「おれも、やりたい」と強引に参加し、ボ

ールの取り合いを演じた。女子側も、笑いながら「ブタ」など抗議し、興奮し、体がぶつか

って女子の1人が泣くことになった。結局、女子たちはグラウンド遊びを止め、館内に移動

している。

ソーンは、小学校を観察し、男女の遊び集団が大きく分離するなかで、男女が一緒に遊ぶ

場合にも「男／女｣の境界が維持されたり、強化されたりする現象を「ボーダーワーク」と名

付けた。そして、先のバレーボールにみられるような｢侵入invasion｣の他にも、男女問の｢競

争contest｣、「追いかけ合いchasing｣、などを記述した。ソーンによれば、全てのボーダーワ

ークの形態は、程度の差はあれ、遊びのフレーム、すなわち、笑いや、力の制限、声の調子、

誇張された動きを伴っていた。ボーダーワークが｢男女間の闘いなのか、遊びなのか」を予

め決めることはできず、それは進行する過程しだいであり、そこでは時に激しい怒りの感情

が生じるが、リスクを伴う暖昧さや両義性はポーダーワークの特性であり、興奮の高まりに

貢献していると論じている('I110rne,1993:63-88)。

男子たちの｢侵入｣が､「男対女｣の競争へと展開することも観られた。遊び調査初日のお

やつ後、2年生女子3人と、女子大学生のボランティアが、前庭で砂遊びやバレーをして遊

んでいた。その後、女子の1人が、大縄跳びをしようと縄を持ってグラウンドに出たが、グ

〆『ー
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ラウンドに1･2年生の男子3人もおり、l年男子が笑いながら、この縄の端を引っ張り始め

た。これにそれぞれ男女が加勢に入り、男女3対3の形の引き合いになる(9)。この引き合いは、

双方とも笑い顔で、「うわ－｣、「あははは｣、「ぎや－」など声をあげながら行われ、結局、女

子側が優勢になり、男子が引きずられる展開になった。女子は、最後まで綱を握っていた1

年生に、「い－かげんに止め」と言い、最後の男子が手を放すと、「やった－、勝ったぞ｣、「勝

ったぞ－」と、歓声をあげた。このとき、新たにグラウンドにスポーツが得意な2年男子が

現れて再び綱を引き始め、男子間で｢綱引きやろか｣の声が出る。学生ボランティアも、「そ

れやったら、綱引きやろう」と同意した。2年生の男子は、1年生に向かって、「男こつち来

い」と呼び集める。「男対女やで｣の声があがり、2年生女子は、前庭で別の遊びをしている1

年生女子に、「アユちゃん、お願い」と加勢を求めた。ボランティアは、「引っ張ったらあかん

よ｣、「綱は下におく」など指示して、グラウンド中央に移動し、こうして男女対抗の綱引き

が準備されたのである。この綱引きには、その後も次々と館内から子どもが飛び出して参加

し、最大時で1．2年の男子8人対女子11人という在館の学童クラブの子どもほとんどを巻

き込む大規模なものになり、大いに盛り上がった。

この綱引きのエピソードも、最初に男子が、女子たちの遊び道具にアプローチしたという

点で、女子の遊びへの｢侵入」といえる。しかし、それは笑いを伴う綱引き遊びにつながり、

大人の調整をえて、「男対女｣の正式な｢競争｣へと展開した。継続する笑いだけでなく、「や

った－、勝ったぞ｣のような大げさなフレーズと歓声、別の遊びをしている者に「お願い」と、

緊急時のように、性別だけをもとに｢仲間」を呼び集める特別な声かけが、子どもたち自身

の手によって、男対女の競争を一種のお祭りのような特別のイベントにしていた。「男対女」

の競争が、これほど盛り上がるのは、男女の仲間関係が大きく分離していることがあろう。

同時にボーダーワークが、性別の仲間関係をより明確に自覚させる。

この翌日にも、全国研修会に向けた練習がグラウンドで行われた後、綱引きが始められ、

2年男子数人が､「男対女で離れろ」と声をあげた。続いて、K先生がドッチボールを提案し、

先生が女子チームに参加する男女対抗のドッヂボールが行われた。これら綱引きやドッヂボ

ールなど大集団の｢男対女｣の構図は、保育者ではなく、子ども、特にスポーツが得意な特

定の男子たちが提案していた。

男子集団が、女子の遊びにふざけて手を出す｢侵入｣は、男女問に非対称な権力関係を作

り出し、ときには、先のバレーボールの取り合いのように、言い争いやあからさまな女子の

抑圧、グラウンドからの排除を結果する。一定の男子たちは、笑いを伴うふざけた｢侵入｣で、

女子に敬意を払わない行動を日常的な文化とし、また「男対女｣のスポーツで力を示そうと

していた。

(3)大人による調整

こうした中で、先生やボランティアは、子どものゲームに同伴する場合に、力のバランス

を考慮する。例えば、先のドッヂボールで、K先生は女子チームに入った。また、ときには

女子側の意見を受け、明確に｢男対女｣の競争に交渉的に動くことが観られた。

先の男女対抗のドッヂボールが行われた次の日にも、全国研修会に向けてグラウンドで練

〆〆
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習があり、その後K先生の提案で、希望者がドッヂボールをすることになった。男子たちか

ら、「男対女がいい｣、｢絶対そう」｢男対女がいい人手あげて」などと主張し、人数がかなり多

かった男子主導で男女対抗ドッヂボールが行われそうになった。しかし、3年女子の1人が、

｢つまんない｣、「すく、負けるし」とはっきり抵抗し、他の女子も同調して意見が対立した。そ

の場にいたH先生も、男子に「強いれんからさ－，もっと正々堂々と公平にしようさ」と女

子を支持して、「グッパにしような」と提案した。これを受け、グッパでチームを分ける方法

で、希望者による男女混合のドッヂボールが行われることになった。

同じく、前述の綱引きの「男対女｣の競争でも、途中で、男子の人数が多くなり、学生ボ

ランティアは｢男の子が人数多いわ」と言い、「女の子の手伝いしたろう思う子おらんの」と調

整をはかった。これを受け、有力な2年生3人が、腕を組んで女子側に移動した。これら男

子たちは、遊びを続ける方を選んだのであり、女子側はこの移動を受け入れた。その後、女

子の人数が増えて、女子から「女対男しょう」と声が上がり、移動した男子らは元に戻った。

とはいえ、「女対男」の遊びは、状況の中で折衝されており、その際、同伴する大人は、「男対

女｣のような構図に拘らず、ゲームとしての公平さを考慮して調整役を果たしていた。

以上のように、先生や学生ボランティアは、少数派の女子の意見も聞きながら、公平さを

志向し調整役を果たしており、男子たちが優位性を示そうとする競争には、交渉的にも動い

ていた。

3．保育者の「ジェンダー問題」へのブラインドネス

それでは、このように子どもたちが男女間に境界を作り出し、保育者がその乗り越えに重

要な役割を果たしていることを、保育者は意識しているであろうか。

2008年9月、A学童クラブの運営を主導していたK先生に、学童クラブ観やジェンダー観

についてインタビューを行った。その中で、一般に小学生の低学年で、男女が別れて遊ぶこ

とについて、なぜそうなると思うかを尋ねた。K先生は、この時点で、複数の児童館で30

年以上、子どもを見てきた超ベテランの先生である。K先生は、この質問に対して少し考え

た上で､「そこのところは、どうやろう。あんまり考えたことがない」と答えた。質問が一般

的で答えにくかったと思われるが､「あんまり考えたことがない」という答えは、率直なもの

と思われる。K先生は、この質問に関連して、A学童クラブで｢その当時もね､（男女は)一緒

に仲良くしてたんちやうかな－」と語り、また、「自然に男の子と女の子が一緒に遊んで、遊

べる」ことが､「大事なんちやうか」と語っていた。したがって、男女が性別に拘らず一緒に

遊べる関係が望ましいと考えていたが、子どもが自主的に作り出す男女の分離や性別への捕

らわれについては、特別に意識していなかった。このため、保育者が果たす重要な役割につ

いても注意を払っていなかった。

インタビューでは、男子による女子への侵害行動やグラウンドの占拠についても、K先生

に尋ねた。K先生は、侵害行動に反対で､「グラウンド自体が、男の子たちが専用する場所で

もない」のように、共同での使用を望んでいた。また、訴えがあれば、グラウンドを反面ず

つ使うなど、様々な工夫を用いていると述べた。しかし、男女間の力関係に注意し、積極的

行司
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な介入やルール作りが必要だという意識をもっていなかった。

K先生は、男女関係について質問を受ければ、男女が性別を気にせずに一緒に遊び、協力

しあう関係を望ましいと答える。しかし、子ども主体のジェンダーの構築について、日頃か

ら明確な問題意識や指針をもっていなかった。これは、K先生に限らず､A学童クラブの保

育者に共通する意識のように思われた。保育者は、子どもが一緒にゲームをしたいと明確に

意思表示したときには、性別にかかわらず遊びに参加させようとする。また、男子主導の｢男

対女｣の試合に、女子が抵抗の声をあげれば、調整に乗り出す。侵害行動には反対で、目の

前で男子が一方的に女子を罵ったり、女子からの訴えがあれば、注意は行っていた。しか

し、特にジェンダー問題を意識せず、ジェンダー・ブラインド(Houston,1994)であるために、

これらの男女間への関与は受動的で、介入は場当たり的なものであり、事実上、自由放任に

近くなる。そして、自らの性別ステレオタイプの発言などにも反省的な注意が向かないと考

えられる00)。

したがって、このような保育の状況においては、子どもがいかに性別の境界を意識し、男

女間の力関係に影響を受けているかを｢可視化｣することが重要であり（河出,1993:26)、ま

たそれに加えて、保育者が、子ども自身による境界の乗り越えや、性別にこだわらない公平

な関係づくりに現に果たしている役割の自覚を促し、関心と注意深さを後押しすることが重

要だと考えられるのである。

おわりに

日本では、これまでの観察研究から、保育者だけでなく子ども主体のジェンダー構築と権

力行使の現実がくり返し記述されてきた。したがって現在、その次の展開として、ジェンダ

ーを保育の課題として議論することが求められている。

こうした中で、本論は、l学童クラブで小学生低学年の自由遊びを対象に、「遊び調査｣の

データから、子ども主体の男女分離と、遊びのジェンダー化を数値的に示し、男子主導の権

力関係を含んだ境界構築を記述した。欧米の多くの調査結果と同じく、この学童クラブでも、

特に2．3年生が、からかいなどで性規範を多用し、子どもが性別により自覚的になり、明

確な境界と権力関係を作り出していた。こうした中で、保育者は、一方で無自覚に性別のス

テレオタイプを伝え、ときに男性優先を支えている。しかし同時に、子どもが性別の境界を

こえて一緒に遊ぶ仲介役となり、女子がグラウンドで男子とスポーツする機会を作りだして

いた。また、子どもの侵害行動を注意したり、男子の優位性の誇示に対しては、公平性を意

識して交渉的にも動くことを指摘した。A学童クラブの保育者は、特にジェンダーに敏感で

ないにもかかわらず、これだけのことをしているのである。

ジェンダーに敏感な保育・教育とは、子どもが主体のジェンダー構築に対しても注意を払

い、活動の制限や権力関係についても敏感に対応する戦略である。子どもがジェンダーを

強力に作り出す以上、保育者が｢ジェンダーを無視する」ことでは解決にならない(Houston,

1994:126)。そして、ジェンダーに敏感な保育を広げていくためには、保育者が、男女の自

主性や協同性を育てる上で現に重要な役割を果たしており、よりいっそう果たしていくこと
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ができることを前向きに語っていくことも重要だと思われる。このように、「ジェンダーの

問題｣を、子どもの現実から始まり、すでに関わりをもっている現場の課題として共有して

いくことで、保育における「隠れたカリキュラム」などジェンダーの社会化の問題も、より

重要な事柄として理解されるのではないだろうか。
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この点に関しては、幼児にインタビューをした藤田の貴重な研究(2009)を参照。

例えば、保育所保育指針(2000年度施行)の保育目標には、「自主、協調の態度を養い」と定められて

おり、また保育方法に、「一人一人の子どもの活動を大切にしながら、子ども相互の関係づくりや集

団活動を効果あるものにするように援助すること」とある（保育指針研究会2005:56)。このような

自主性と社会性の育成は、程度の差はあれ、かなり一般的な保育指針といえよう。

ただし、調査期間中にも子どもの移動が数名あり、女子が17名になった。

1年生から2．3年生への変化については別槁で論じたい。

3年生は、学校の時間割などのために来所する時間が遅く、学童クラブを休む者も多かった。3年

生の自由時間は、1人1日当たり男子3.1回、女子3.3回で30分となっている。

この遊び調査のデータでは、保育者の存在を介した少人数の男女混合は、すべて男子による女子遊

びへの参加であった。これには、女子の方が、保育者とよく遊んでいたことや、（後述するように）

男子の方が、勝負を競うゲームを中心に様々なメンバーで遊ぶことを日常的に行っており、途中参

加への遠慮意識も低いことが影響しているように思われる。ただし、他の時期には、ボランティア

と男子のゲーム遊びに女子が参加することもみられた。今後さらに調査が必要である。

遊びの特徴については、片田(2003b､2005)を参照。

この学童クラブは、地域の児童館対抗のスポーツ大会に参加しており、この時期には、冬のドッヂ

ボール大会に向けて、ドッヂボールが奨励されていたことも、女子の参加には関係していると思わ

れる。

この3対3の引き合いが、筆者がグラウンドに出て来てビデオを撮りだした時の状況であり、ここ

までの経緯は、ボランティアから後に聞いたものである。

保育園の観察を行った河出(1993:25)も、保育者は男女の対立に介入を行うことがあるものの、そ

れは、男女が衝突するその局面を打開することに限定されていると指摘している。
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