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幼稚園の葛藤場面における子どもの相互行為

一子どもが他者と同じ発話をすることに注目して－

1.はじめに

砂上史子

1-1．保育・幼児教育における「葛藤」の意味

幼稚園や保育所で子ども達が遊ぶなかでは、一緒に遊ぶ楽しさを味わうとともに、｢Aちゃ

ん達のごっこ遊びに入りたいけれど、入れてもらえない」「ブランコに乗りたいけれど、Bく

んがかわってくれない」など、自分と他者と間で葛藤(')も生じる。我が国の幼児教育を規定

する幼稚園教育要領では、領域「人間関係」の指導のあり方として「人に対する信頼感や思

いやりの気持ちは、葛藤やつまずきをも体験し、それらを乗り越えることにより次第に芽生

えてくることに配慮すること」(文部科学省2008:9)とある。子どもを取り巻くさまざまな

環境の変化から子どもが集団で遊び、時には葛藤することなど、様々な経験をする機会が失

われている（中央教育審議会2005)とされる現在、子どもにとって葛藤の体験は教育的に重

要な意味を持つ。したがって、幼稚園や保育所などにおける子ども同士の葛藤を理解するこ

とは、葛藤をめく､る子どもの感情の理解を深めるとともに、人間関係の育ちを支える保育・

幼児教育の実践にも寄与するといえる。

1-2葛藤場面で子どもが他者と同じ発話をすること

本論文では、仲間入りを拒んだり（拒まれたり）、相手をからかったり（からかいに抗議

したり）するなど、子ども同士の間に欲求や意見の対立が見られる場面を「葛藤場面」とし、

その場面での子どもが｢他者と同じ発話をすること」の分析を通して、幼児の葛藤場面の相

互行為の特徴を考察する。本論文で「他者と同じ発話をすること」に注目するのは、次の3

つの理由からである。

1つ目は、子どもの仲間関係における模倣の重要性である。乳幼児期の子ども同士の協応

関係においては非言語的模倣が重要であること(Eckerman,Davis,&Disdowl989)、子ども

の仲間関係の研究では、子どもは好きな相手と類似の行動を取り、自分と行動が類似する相

手にひきつけられる(Rubin,David,Coplan,Rose-Kransnor,&Boothl994)ことが明らかとな

っている。保育実践のなかの模倣に関する研究では、他者と同じ動きをすることが仲間意

識(砂上・無藤1999)や遊びのイメージ（砂上2000;砂上・無藤2002)の共有につながるこ

と、身体表現活動における模倣が一緒に遊ぶ契機や他者への親近感を芽生えさせること（鈴

木2009)が明らかとなっている(2)。

(すながみ・ふみこ千葉大学）
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言語能力が著しく発達し('Ibmasello2006)会話能力が洗練される（高橋2002)幼児期には、

身体の動きに加えて言葉が子ども同士の相互作用の「媒介｣(WerChl991;無藤1997)として

重要性を増す。幼児の会話の研究では、会話における模倣は、相互行為への参加（内田・無

藤1982;高橋・松嵜1988;瀬野2010)や相手への共感・承認の表明(Keenanl974;深田・倉

盛・小坂・石井・横山1999）として機能することが明らかとなっている。子どもが他者と同

じ動きをすることと同様に、他者と同じ発話をすることもまた幼児の相互行為を促進し、親

密性を高めると考えられる。

2つ目は、本論文を含む特集テーマの「感情世界」の記述のためである。感情は、笑った

り泣いたりなどする子どもの表情や発声など「表出されたもの」から理解される。しかし、

幼児は2歳を過ぎる頃から恥ずかしさや罪悪感など複雑な感情が生じ(Lewis2000)、3～4

歳頃から他者に合わせて感情の表出を調整する(Colel986)ようになる。したがって、子ど

もの感情を理解するには、前後の文脈や行動が生じた場面での子ども同士の関係とともに具

体的で可視的な行動に注目する必要がある。

3つ目は、仲間関係の体験として子ども同士の葛藤を記述するためである。子どもの仲間

関係には複雑さの異なる3つの次元がある(Hindel987;Rubin,Bukowski,&Parker2006)。

個人間の安定したやりとりの持続である[interactions]、[interaction]から生じた愛情や信頼

を伴う継続した関係である[relationshipsI、[relationships]の集まりである[groups]である。

[relationshipsIは一連の[interacUons]を含み、[relationships]の記述とは[interaCtiOns]に由

来する。したがって、葛藤場面の相互行為(interaction)を記述することによって、それら

の相互行為と子どもの仲間関係との関連を明らかにすることができるといえる。また、保育

の遊びのなかの相互行為は、遊びという活動の自由度の高さから、多様で複雑である。他者

と同じ発話をするという客観的にとらえやすい具体的行動に注目することが本論文の目的を

達成する方法として必要と考える。

2．研究方法

2-1．観察

(1)観察対象

M幼稚園(公立園、2年保育）の4歳児クラス（男児12名、女児11名の計23名)。保育者は

学級担任1名と特別支援児担当の教諭1名の計2名。

(2)観察1m'数．時間

観察は5月半ばから7月半ばにかけての計16回行った。園生活の流れをとらえるために、

1回につき登園時から降園時(9時～14時）までの約5時間の観察を行った。総観察時間は約

80時間である。

(3)記録方法

記録は、小型ビデオによる撮影と筆記記録によって行った。ビデオ撮影は幼稚園に了承を

得た上で行った。観察のほかに対象となっているクラスの子どもと保育に対する理解を深め

るために、観察後にクラス担任と話し合いを行った。
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2-2.事例の分析

(1)「他者とII1じ発話をすること」の定義

本論文における「他者と同じ発話をする」とは、以下のa)～c)の3点すべてにあてはまる

ものとした。

a)発話の内容が先行する発話と同じである。

b)二人以上の子どもの間で同じ発話が時間差をもって繰り返された発話であること。（3）

c)偶然に発話の内容が一致したのではなく、発話者の空間的位置やタイミングなどから

後続の発話者が先行する発話を聞いていると推測される発話であること。

(2)分析対象の事例

本論文では、発話を含む子ども同士の相互行為の詳細を把握するために、2人以上の幼児

の間で、最初の発話を含め3回以上繰り返された発話がみられる事例に注目した。計16回の

観察のなかで、前述の定義にあるa)～c)の条件を全て満たし、2人以上の幼児の間で3回以

上繰り返された事例は9事例あった。そのうち葛藤場面の事例である3事例を分析対象とした。

3．葛藤場面における他者と同じ発話をすること

以下に、幼稚園の遊びのなかの葛藤場面における子どもが他者と同じ発話をすることの事

例を挙げ、考察を行う。事例の記述(4)では発話を「」で示し、それに伴う身体の動きを（）

で示した。分析対象となる同じ発話には下線(実践、点線）を付し、発話された順に①から

番号を付した。また、事例の①の発話の時点での子ども達と保育者のおおよその位置関係を

図示した。登場する子どもと保育者の名前は仮名であり、女児は名前の下に波線を付した。

事例1は、すでに遊んでいる子ども集団に後から別の子どもが加わる「仲間入り」の事例

である。事例1の時期は4月の入園から1か月が過ぎ、子ども達のなかに仲間関係が少しず

つ出来上がりつつあった。事例1が観察された頃にはナオ達の男児グループが一緒に遊ぶ姿

がよく見られた。事例1の前の場面で他児が宇宙船に寄ってきた際にもノブが｢僕たちの宇

宙船なんだぞ」と言っていたこと、翌日も同じくナオ達が積み木で宇宙船づくりをしている

ことなどからも、ナオ、ノブ、シンは自分達を「一緒に遊ぶ」仲間として意識していたと考

えられる。

仲間入りの研究では､すでに行われている遊びに関連した行動をしたり(Corsarol979)「い

れて」という儀礼的な言い方をしたり（倉持・無藤1991）すると、仲間入りの成功率が高い

とされている。しかし、事例1のカズはそのような行動をとらずに宇宙船に近づいてきてい

たこともあり、ナオ達はカズを受け入れることに低抗を示したと考えられる。ビデオ映像の

ナオ達3人の口調はともに厳しいニュアンスが感じられるものであり、またカズを宇宙船か

ら遠ざけるように「押す」動きをしていることから、「のんないでよ」という発話は、文字通

り「宇宙船ごっこに加わってほしくない」というナオ達の気持ちを示しているといえる。

この事例1では、ナオがカズに「のんないでよ」と押し出すように両手を向けた後(①)、

シンとノブも「のんないで」という発話と「押す」という動きを繰り返している（②③④)。
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【事例l】「のんないでよ」（5月中旬）

遊戯室でナオ、ノブ、シン、タカが積み木で大きな長方形の宇宙船を作っている。廊下の積み木

置き場からタカ、シン、ノブが長い積み木を述んでくると、ナオが積み木を置く場所を指示して、

積み木を並べていく。ナオ、ノブ、タカ、シンが積み木の上や積み木で|"1つたなかに入っていると、

ブロックの銃を持ったカズが宇宙船のそばに寄ってくる。

ナオ：「のんないでよ」（カズを押すように両手をカズに向ける）①

シン：「のんないで」（カズを両手で押す)②

ノブ：「のんないで」（カズを両手で押す)③

シン：「のんないで」（カズを両手で押す)④

カズが「この子にあげる～」とタカにブロックの銃を渡すと、ノブは「ダメ」と言ってタカから

ブロックの銃を取りあげる。

その後、担任の川田先生が「どうしてカズくんはダメなの？」とナオ達に尋ねるなど、ナオ達と

カズの双方から話しを聞き、ブロックの銃を持たないことを条件にカズも宇宙船ごっこに加わる。

宇宙船のなかに入ったカズは嬉しそうな表情を見せる。

一
宮

④
』 】一］

■
今 や今 『 も①

》

幼児が他者と同じ動きをすることが仲間意識の共有に重なる（砂上・無藤1999）こと、2～3

歳頃から子ども間にみられる「遊びの伝染｣｢模倣」が集団境界やメンバーシップの意識化に

つながる（山本2000）ことをふまえるならば､「のんないで」の発話と「押す」動きはナオ達

の間の仲間意識の共有に関連すると考えられる。ナオ、シン、ノブの同じ発話と同じ動きは

ノブの仲間入りを拒むことの表明であるとともに、3人の仲間意識の確認作業としても解釈

される。

仲間入りの研究では、仲間入り側が用いる方略と受け入れる側の子どもの対応についての

研究(Corsarol979;倉持1994;青井1995;倉持・柴坂1999;松井・無藤・門山2001)が積み

重ねられてきた(5)。仲間入り側と受け入れ側のどちらにより注目するかの違いはあるによせ、

従来の仲間入り研究では、仲間入り側と受け入れ側との相互行為に焦点が当てられてきたと

いえる。しかし、複数の子どもが共通のテーマやイメージを持ち役割を分担して遊ぶように

なる幼児期後半には、仲間入りにおける子どもの会話は、「仲間入り側」と「受け入れ側」と

の相互行為としてだけでなく、受け入れ側集団内の相互行為としてもとらえる必要があると

いえる。事例1のように受け入れ側の子どもが複数で共通のイメージで遊んでいる場合には、

新しい仲間の受け入れは、受け入れ側にとっては自分たちの遊びの再調整が必要となり、そ
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【事例2】「勝手に座るな、勝手に座るな」（6月中旬）

保育室のままごとコーナーで丸テーブルを囲んでエミ、チカ、アキ、ユリ、リナが、その隣テー

ブルでハルが毛糸を切ってラーメン作りをしている。そこにノブがやってきて、ハルと同じテーブ

ルの椅子に座ろうとする。

エミ「勝手に座るな」（椅子に座って、ノブの方に少し顔を向けながら）①

ユリ

②

｢勝手に座るな、 勝手に座るな」 (椅子に座って体をノブの方に向けて、笑いを浮かべながら）

'ブ「撃つぞ－」（テーブルのそばに立って、ブロックの銃をユリに向ける）③

エミ ｢勝手に座るな、 勝手に座るな」 (椅子に座って、ノブの方を見て発話に合わせてリズムを取

るように両腕を上下させながら）④

lll田先生「『どうして？』って聞いてみたら？ノブくん」（少し離れた場所から声が聞こえる）⑤

ノブ「どうして？」（立ってブロックの銃をユリ達に向けたままで）⑥

ユリ ｢勝手に！亜るな、勝手に座るな」 (椅子に座ってノブの方を見て笑いを浮かべながら）⑦

担任の川田先生が「どうしてダメなの？ノブくん」とユリ達に理由を尋ねると、ユリ達は「だっ

て（ノブくんは）ラーメン作りしてない」と答える。リナは「お料理作りする？やりたいノブくん？」

とノブのそばに寄ってきて尋ねる。

ノブ

ノ、ﾉレ

れまでの遊びが壊れるリスクを負う（青井2000)。したがって、仲間入り場面において子ど

もは仲間入り側に応答しながら、同時に受け入れ集団内の調整を図っていると考えられるか

らである。

事例1と同様に事例2も仲間入りの事例である。事例2では保育室のままごとコーナーと

それに隣接するテーブルでエミ達がラーメン作りをしていた。ノブはこの日、他の子ども達

よりも40分ほど遅く登園し、園庭などで他の子に声をかけたりしてから、エミ達のそばに

やってきた。ノブが席に着こうとしたテーブルはエミが囲んでいたテーブルとは別のテーブ

ルで、ハルしかおらず席には余裕があった。しかし、エミはそのテーブルを自分達の「ラー

メン（お料理)作り」の場と感じていたため、｢勝手に座るな」と自分達の領分（テリトリー）

を示す発話をしたと考えられる（①)。また、遊び始めてから時間が経っていたこともあり、

遅く登園したノブが仲間入りすることにエミが抵抗を感じたとも考えられる。

事例2の「勝手に座るな」は事例1ほど直接的に拒否していないが、仲間入りを牽制する発

話である。しかし、この発話は笑いを帯びてリズミカルに繰り返され(②④⑦)、発話に遊

つワ
ニ'
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図1事例2の「勝手に座るな、勝手に座るな」の旋律

るな

戯性と挑発性(牧2009)が感じられることから、｢からかい」や｢ふざけ」としても解釈できる。

幼児はからかいやふざけによって、他者との関係を構築・維持したり（牧2009)、いざこざ

の緊迫を回避したりする（掘越・無藤2000)。したがって、エミとユリの発話には、ノブの

関心を引きつけようとする気持ちや、あからさまに拒否することで生じるいざこざを避けよ

うとする意図があったとも考えられる。

事例2を詳しくみると、エミの「勝手に座るな」という発話(①）をユリが｢勝手に座るな、

勝手に座るな」と2回続け(②)、さらにそれをエミとユリが繰り返している（④⑦)。前述

したように、エミとユリの声の調子や表情には笑いがにじんでいた。また、エミとエミの発

話はほぼ同じ旋律で繰り返されていた。最初のエミの発話は(①)図1の譜1のl小節目、続

くユリの発話(②）は譜2、その後のエミとユリの発話(④⑦）は譜1の旋律だった。それら

の発話は「話している」というよりも「歌っている」ようであった。

事例2の同じ発話の繰り返しは、事例1の押す動きのように身体を動かしてはいない。し

かし、身体の動き、表情、声の調子だけでなく、それらが表出する身体に根差す「情動価

(vitalityaffect)｣(鯨岡1997)も含めて「身体性」と呼ぶならば、事例2は他者と同じ発話をす

ることが、身体性の共有でもあることを示唆している。

幼児の会話には相手の発話をそのまま反復したり、一部に変形や拡張を加えたりしてリズ

ミカルに交替する「ことば遊び」がみられる(Garveyl977/1980;1984/1987)。また､保育のな

かでは、仲間入りの際に「い－れ－て」「い－い－よ」などと同じ呼吸周期でリズミカルにや

りとりする応答唱（岡林2003）や自分の言葉に抑揚をつけリズミカルに唱える「作り歌」も

よく見られる（岡本2009)。これらの行為は､言葉の意味を伝えることではなく、唱える行為

そのものに心地よさや楽しさをがあるとされる。したがって、事例2の「勝手に座るな」の

発話を通してエミとユリは発話すること自体に楽しさや面白さを感じていたと考えられる。

事例1では同じ発話が連続して繰り返されていたが､事例2では発話の繰り返しに間があった

こと(6)、エミとユリが｢勝手に座るな」を繰り返す間ノブは立ったままでいた。このことから、

事例2における他者と同じ発話をすることは、仲間入り側に対する受け入れ側の意志表示で

あるだけでなく、受け入れ側の子ども同士の相互行為でもあったと考えられる。その際に事
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例1では他者と同じ発話をすることで仲間意識を共有していたと考えられるが、事例2では

発話の楽しさを共有していたと考えられる。

前述したように事例2の「勝手に座るな」の発話は「からかい」や「ふざけ」であったとも

考えられ、エミとユリはそもそも楽しむためにこれを発話していたともいえる。しかし、同

じ発話を繰り返すことそれ自体が楽しさを生じさせ、それ強めた可能性も考えられる。そこ

で最後に、相互行為の媒介としての言葉の特質を示唆する事例を取り上げ、考察する。

事例3は、園庭で遊んでいたときの事例である。この幼稚園では、4歳児クラスと5歳児

クラスの子どもたちが|司じ時間帯に園庭で遊ぶことが多く、事例3でも4歳児のノブ達のな

かに5歳児のキクが交じって遊んでいた。

事例3では、ノブやシンら男児達の「おばさん（おばちゃん)」(④⑦⑨⑫⑬⑭）とリナとア

イの「おばさん（おばちゃん）じゃないでしよ」(①②⑤⑧⑩⑮⑯⑰）の、2種類の他者と同じ

発話をすることがみられる。後者のリナとアイの「おばさん（おばちゃん）じゃないでしよ」

の発話では、事例1と同様に、発話とともに飛び跳ねたりジャンプしたりする動きも繰り返

されており、事例3においても他者と同じ発話をすることにおける発話と身体の一体性を指

摘することができる。

事例3の①から⑦までのやりとりでは、ノブ達の「おばさん（おばちゃん)」というからか

いの言葉に対して、リナとアイは飛び跳ねる動きとともに「おばさん（おばちゃん）じゃな

いでしよ」と全身を使って強く言い返している。しかしその後、アイは「おばちゃんじゃな

いでしよ」と少し笑いながら言い返しており（⑧⑩)、その直後にリナも体を屈めて「うはは

はは」と笑い出している（⑪)。そのため、⑧以降のアイとリナの発話は、字義的にはノブ達

のからかいに対する抗議を示しつつも、事例2の「勝手に座るな」と同様に面白さや楽しさ

を表出するものとなっている。したがって、「おばさん（おばちゃん）じやないでしよ」とい

う発話の繰り返しのなかから、発話すること自体の面白さが生じてきたと考えることができ

る。友啓（1999）は、乳幼児の笑いの発達について4歳頃になると子どもはおかしさを友達

と共有して笑い合うことを楽しむと指摘している。リナとアイの笑いは発話の繰り返しから

生じたおかしさによるものだと考えられる。

北村(1992)は｢子どもは何でも遊びにしてしまう。何ごとも繰り返せば遊びになる」(p.25)

とし、「遊びのルールは､『繰り返し』を可能にするものとしての『形式』そのものだと言える。

遊びにおいて私たちは、ルールに即して自分たちの振る舞いを構造化して、それを遊びとい

う独特のものにしているのだと考えられる」(p.38)と指摘している。もともとはからかいに

対する抗議であったリナとアイの発話は、それを繰り返すなかで振る舞いが構造化され、そ

こに「遊び」の要素が生まれたと考えることができる。

また、事例3ではノブ達の「おばちゃん」とアイ達の「おばさん（おばちゃん）じゃないで

しよ」という発話がほぼ交互に繰り返されている。からかう側のノブ達とからかわれた側の

リナ達の間に「かけ合い」の形式が生じ、これがさらに発話の楽しさや面白さにつながった

と考えられる。事例3の後半で、シンとノブが「おばさん」(⑫⑬)、リナとアイが「おばさん

じゃないでしよ－｣の「しよ－｣(⑯⑰)を同時に発話していることは､彼らの間でく｢おばさん」

一「おばさんじゃないでしよ」‐「おばさん」…〉というかけ合いの形式が共有されていたこ

ワQ
一子
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【事例3】「おばさん」「おばさんじゃないでしよ」（5月下旬）

園庭の木製の低い遊具のなかにノブ、シン、キク（5歳児クラス)、タカ達がいる。遊具のそばに

やってきたリナとアイに対してノブが「おばさん」とからかうように言い、それに対してリナとア

イが「あんたのバカ」と言い返す。

リナ「おばさんじゃないでしよ，（飛び跳ねながら）①

｢おばさんじゃな↓アイ ，（大きく 箙び跳ねながら）②』でしよ

ノブ「だって…（聞き取り不能）っていわな－い」（遊具の中に立って）③

シン「おばちゃん」（遊具の中に立って）④

アイ「おばちゃんじゃないでしょ
－－ 」（シンに近づいて飛び跳ねながら）⑤

ノブ「聞こえない」（遊具の中に立って首を振る）⑥

シン「おばちゃん」（遊具の中に立って）⑦

アイ「おばちゃんじゃないでしよ」（軽くジャンプして少し笑いながら）⑧

ノブ［おばち最ん」（遊具の中に立って）⑨

「おばちゃんじゃないでしよ汽
一
肘
一
頭
奉
獅
声
一
万
一
唯
一

」（ジャンプして少し笑いながら）⑩

｢うはははは」

｢おばちゃん」

｢おばちゃん」

｢おばちゃん」

(アイの隣で体を屈めて笑う）⑪

麓噸|:}'阿崎に湖
(遊具に上って）⑭

｢おばさんじ やないでしょ－， 151

瀞嗣鰯雲鴛で!:}''Ⅷ'聯に蕊話’
この後リナは遊具から離れ、しばらくして担任の川田先生と一緒に遊具のところに戻ってくる。

川田先生は「（リナちゃんが）怒って（私のところに）来たんだけど？ぷんぷんって」と言って、ノ

ブ達に事情を聞く。川田先生は、相手が言われて嫌なことは言わないようにとノブ達に話す。

シン

タカ
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とを傍証している(7)。

この事例3のように、意見や欲求が対立する葛藤場面であっても、発話の繰り返しが子ど

もの振る舞いを構造化し、その結果として相互行為が遊びにもなる要因には、相互行為の媒

介としての言葉の特質が指摘できる。言葉は抽象的な記号であることから、再現しやすく反

復しやすい。同じ言葉を繰り返すことで、その言葉の字義的意味が消失して単なる音の連な

りとして認知されることは、「意味飽和(semanticsatiation)｣(岩田1991)と呼ばれる現象であ

る。

本論文で取り上げた3事例ではともに、同じ発話をすることは情動価(vitalityaffect)を含

む|司じ動きと関連しており、幼児にとって発話は発話の帯びる身体性とともに共有される傾

向が強い。しかし同時に、事例3は、発話を構成する言葉の反復しやすさが、もともとの発

話が表出していた情動価から離れて、発話それ自体の楽しさや面白さといった新たな情動価

を帯びることを示唆している。

4．総合的考察

本論文の目的は、子どもが｢他者と|司じ発話をすること」の分析を通して、幼児の葛藤場

面の相互行為の特徴を考察することであった。本論文で取り上げた3事例の考察から、葛藤

場面における幼児の相互行為の特徴と、それらが喚起する子どもの葛藤と感情をめぐる研究

および実践上の示唆を述べる。

4-1．葛藤場面における相互行為の対象

葛藤は「<仲間入り側〉とく受け入れ側>」や「<からかう側〉とくからかわれる側>」など、欲

求や意見が対立する子ども同士の相互行為としてとらえられることが多い。しかし、本論文

の3事例の考察から、対立する立場の子どもに向けられた発話が、自分と立場を同じくする

他の子どもとの間で仲間意識(事例1)や発話の楽しさ（事例2，3）を共有する発話としても

機能していることがわかった。

葛藤場面で他者と同じ発話をすることは、それが一緒に遊んでいる仲間の発話の繰り返し

である場合には、仲間関係を確認し、「仲間の子ども」と「仲間でない子ども」との境界を浮

かび上がらせるものであるといえる。つまり、葛藤場面における相互行為の対象は、対立す

る立場の子どもであると同時に、自分が属する仲間集団の他の子どもでもあるといえる。こ

のことは、他の子どもへの同調が仲間関係を形成し維持するという、葛藤場面における子ど

もの行動を集団力学の観点から理解する視点をもたらす。

4-2.葛藤場面における発話と身体

本論文の3事例に共通して、他者と同じ発話をすることは、身体の動きや表情、声の調子、

情動価(vitalityaffect)などの身体性を共有することでもあった。言葉の発生の基盤には、身

体を動かして何かを指し示す“身振り”と「自己と他者とが同型的存在である」という認識が

不可欠である（麻生1992)。また、乳児期には声や動きをお互いに合わせる「『うたう関係』」
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と呼ばれる共鳴的で同調的なコミュニケーションがみられる（やまだ1996)。これらの言語

獲得の発生的基盤と人生初期のコミュニケーションの発達的特徴をふまえるならば、発話と

は原初的に身体に根差したものであり、幼児期の子ども同士の相互行為においても、発話と

身体が一体となって共鳴的・同調的に繰り返されることは自然なことであるといえる。しか

しその一方で、同じ発話を繰り返すうちに葛藤が遊びに変容する事例3の考察からは、身体

とは異なる、記号としての抽象性と反復しやすさという、発話の言葉としての特質が示唆さ

れた。

これらの発話と身体の関係を本論文の事例に即して述べると、次のようになる。発話は身

体性と一体となって子どもの間で共有されやすい（事例1）ことから、発話が表出する楽し

さや面白さは他の子どもに伝わりやすい（事例2)。同時に、発話は記号であり反復しやすい

ことから繰り返すなかで意味が変容し、当初は遊びではなかった発話が遊びになることもあ

る（事例3)。

この「身体性と一体であること」と「反復しやすさ」は、葛藤場面に限らずあらゆる場面に

おける幼児の発話の特徴であるともいえる。しかし、これらの特徴が葛藤場面でみられると

き、次の「葛藤と遊びの境界」という問いが喚起される。

4-3.葛藤と遊びとの境界

事例2と事例3で子どもの間で繰り返される同じ発話は笑いを帯び、遊びの要素も持つも

のであった。事例3では、当初は男児達のからかいとそれに対する女児達の抗議であった相

互行為が、繰り返されるなかで、かけ合いのような「遊び」になっていった。これらの事例

における相互行為について、子ども達にとってはどこまでが葛藤でどこからが遊びだったの

だろうか。

加用（1993）は遊びを子どもの心理状態からとらえる「心理状態主義」の立場から、遊び

とは「強制と自主性｣｢本気と非本気｣｢結果志向と過程志向」「外的目標志向と内的目標志向」

(p.8)の境目にあり、これらの分岐点をぶらつくからこそ遊びであると指摘している。この

指摘をふまえるならば、子どもは葛藤しながらもちょっとしたきっかけで遊びに転じ、遊び

ながらも葛藤するのだといえる。子どもとっての遊びと葛藤の境界は、相互行為を通して揺

れ動き、揺れながら生成されるのだといえる。したがって、葛藤場面における子どもの感情

は揺れを伴うもの、一様ではない多様で複雑なものとして理解することが必要となる。本論

文で試みた身体性を考慮した相互行為の記述がそのような理解の一助になると考えられる。

4-4.保育者のかかわりと感情の言語化

事例2と事例3の発話はふざけやからかいとして解釈できるものであった。これらの行為

は、子どもにとっては遊びでもある場合が多く、一見すると遊びのように見えてしまうこと

から(8)、ふざけやからかいによって嫌な気持ちになったことや相手の行為が不当であること

を子どもが認識したり、表明したりしにくい場合がある。したがって、葛藤場面に対して保

育者は、揺れを伴う子どもの感情を理解しながら、葛藤を通して子どもが自他の互いの感情

に気付き、他社に対する適切なかかわり方を身につけられるように援助する必要がある(9)。
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本論文の3事例ともに、子ども同士のやりとりの後、担任の川田先生が子ども同士の間に

入り言葉をかけていた。その言葉かけは、「どうしてカズくんはだめなの？」（事例l)、「『ど

うして？』って聞いてみたら？」「どうしてダメなの？ノブくん」(事例2）、「(リナちゃんが）

怒って（私のところに）来たんだけど？」(事例3）といずれも疑問形であった。川田先生は

入園以来の子ども達の仲間関係を理解し、さらに事例の前後の場面を見ていたり事例当時の

状況から推測したりして、子どもの感情や行動をほぼ把握していたと思われる。しかし、保

育者自身はすでに事の成り行きを知っている場合でも、保育者が葛藤の理由や経緯を子ども

に尋ねることは保育実践ではよく見られる。このような保育者のかかわりには、大人の権威

によってではなく子ども同士の交渉によって葛藤を解決できるようにする意図がある。この

かかわりは、子ども同士の会話を促し、会話を通して自分の感情を言語化し、他者の感情を

理解することにもつながる。したがって、葛藤場面における保育者は、子どもの感情の言語

化と理解の発達を促す重要な役割を担っている。

汪

(1)幼稚園や保育所などでの子ども同士の葛藤は「いざこざ」と呼ばれることが多い。「いざこざ｣は、「け

んか」とほぼ|司義で用いられる場合もあるが、幼児教育、発達心理学の領域では「いざこざ｣｢けん

か」とは区別して用いられることが多い。「けんか」に比べると「いざこざ」はより広い意味での子ど

も同士のもめごとをさす(無藤1992)。いざこざは、物や場所の取り合い、相手からの不快な働き

かけ、ルール違反などが原因となって生じ（斉藤・木下・朝生1986)、いざこざを通して子どもは

自分と異なる他者の存在に気づき、自分と他者との間で折り合いをつけるなど、社会的スキルを発

達させる(Shantzl987)。

(2)幼児期の模倣が仲間関係の形成・維持・発展に寄与することが指摘される一方で､3歳以降になる

と同年齢児間の模倣は「からかい」のようなネガティブな意味を持つことも指摘されている（遠藤

1995)。

(3)本研究の子どもが同じ発話をすることには原則として「同時発話(ユニゾン)」は含まないが、事例3

にはもともとは時間差を伴って繰り返されていた発話が同時発話になる箇所がある。

(4)事例1~3の記述では、ビデオ映像をできるだけ忠実に文字化することに努めるとともに、ビデオの

フレーム内で生じている発話や行動をすべて記述すると、事例の内容がかえってわかりにくくなる

と判断した場合には、事例のエピソードや他者と同じ発話をすることに関与していない子どもの発

話や行動を簡略化もしくは省略した。

(5)受け入れ側の子どもの対応としては、後から入ってきた子どもが一緒に遊びたい子どもである場

合、仲間入りする側の子どもに遊びのプランや役割などの情報を与えたり一時''1勺に遊びのストーリ

ーを保留したりするが、遊びを守るために仲間入りを拒否する場合には仲|H1入りの条件を提示した

りして巧妙に仲間入りを阻むことが明らかになっている（青井1995,2000)。

(6)事例2では、発話②と④の間にノブの｢撃つぞ－｣、④と⑦の間に川田先生の発話の｢『どうして？』

って聞いてみたら？ノブくん」などの発話がある。

(7)柴坂・倉持(2009)は幼稚園のお弁当時間の｢～の人、手一挙げて－｣｢は－い」のやりとりにみられ

る共有ルーティンが仲間活動への参加や自己呈示として重要であること、ルーティンの繰り返しが

子どもの|H1に高い興奮や一体感を生じさせることを明らかにしている。事例3のノブ達とリナ達と

の「おばさん｣→「おばさんじゃないでしよ」の掛け合いは、共有ルーティンとして解釈することも
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できる。

(8)中野(1992)はゲームの勝敗やルールなどをめぐるかけひき、からかい、冗談のような｢遊びの中の

やりとり」を｢遊びのフレーム｣(Batesonl972/1990)で遊ぶ姿であるとして、遊び行為の一部に含め

てとらえる視点をもつことを遊び研究の課題に挙げている。

(9)幼稚園や保育所等には「みんな仲良くいっしょに遊ぶ」という規範があり（青井2000)、保育者の対

応はこれらの立場や規範に影響される一方で、子ども自身も保育者の持つ規範を内在化し、それ

に合う行動を取ることも指摘されている（青井2000;山本2000)。本論文の3事例における川田先生

の疑問形の言葉かけは、大人の規範を意識して子どもが自分の主張を抑えて表面的な葛藤の解釈を

装うことにならないように、それぞれの立場の子どもに主張する機会を与えるものであるともいえ

る。
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