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子どもと教師の相互適応に関するフィールドワーク

－小学1年生の学級を中心に－

平野裕子

|、問題と目的

人は人生においてさまざまな環境移行を経験するが、小学校への入学は、子どもが体験す

るもっとも大きな移行の一つである。本研究は、この小学校入学後の1年間において、子ど

もが新しい環境にどのように適応していくのか、またその過程で、移行主体である子どもに

とっての環境をなす教師や学級集団がどのように変容していくのかを、フィールドワークを

通して明らかにする。

小学校への環境移行について、上村ら(2004)は、子どもは小学校という特有の文化のな

かで、それまで過ごしてきた園や家庭とは異なる役割の獲得が要求されると指摘している。

幼稚園や保育園などでの生活は、遊びが中心で、一日の活動の流れは小学校に比べると随分

ゆったりしている。たとえカリキュラムが設定されているような場面であっても、設定その

ものは緩やかで、他の子どもと同じことをしていなくても許容されることが多い。一方、小

学校では活動が時間割で区切られ、教科の学習を全員が一斉に受け、そこからはみ出すこと

は基本的に許されない。そこに子どもが適応を求められる｢学校文化｣がある。

もちろん、一言で｢学校文化｣と言っても、どの学校にも同じ｢文化｣が存在するわけでは

ないし、子どもたちが直接に関わるのは所属する｢学級｣であって、そこで生活を共にする

教師や同級生たちの個性によって、それぞれに独自の｢学級文化｣がつくられる。この｢文化」

を、子どもたちが与えられた環境のなかで｢生きるかたち」(浜田2009)だと考えれば、この

生きるかたちを構成する核となるのは広義のルールであり、これが教室での子どもの振る舞

い方を左右する。学級には、集団で学習や生活を進めるために教師からはっきりと明示され

るルールだけでなく、暗黙の了解として使用されているルールもある。また明示的に伝達さ

れたルールも子どもに合わせ状況に合わせて暗黙裡に変更が加えられていく。小学校への環

境移行において、これらのルールが教師と子どもたちのあいだでどのように展開され変更さ

れていくのかが、学級のなかでどのような文化＝｢生きるかたち｣が作り出されていくのか

にとって重要である。

子どもたちが、この｢学級文化｣の一つとして、教室におけるコミュニケーションのルー

ルをどのように獲得するかについては、観察による研究がいくつかなされている。清水・

内田(2001)は、小学1年生の朝の会への適応過程において､1年生の子どもたちが教室ディ

スコースをどのように習得していくのかを明らかにしている。また、磯村ら(2005)は、小
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学校低学年の授業内コミュニケーションにおいて､｢みんな」という概念の導入が、集団での

コミュニケーションの参加構造を転換させることを報告し、菊池(2008)は幼稚園と小学校

の文化を｢学校発達的ニッチ」と捉え移行過程を困難にしている差異について分析している。

また、出島ら(2001)と上村ら(2004)は、子どもたちが教室内の文化的道具を用いて、積極

的にルールの意味づけを変容させていく様子を示した。ただ、これまでの研究では、学級の

なかで与えられた文化を前提に、子どもたちがその文化に適応していく過程に注目するのが

一般的で、教師の側の対応が、子どもにより、また場面によって揺らぎ、変化していく過

程については、岸野(2005)などがあるものの、充分な研究が蓄積されているとは言い難い。

ルールは固定したものではなく、学級集団の日々の活動が繰り返されるなかで多少なりとも

揺らぐ。子どもたちは、すでにできあがった｢学級文化｣にそのまま従い、適応していくの

ではないし、教師の側も固定したルールを一方的に押し付けるのでもない。

Mead(1934)によれば、個人の環境への適応とその環境の形成は相互的な過程であり、人

がある環境に自分自身を適応させていくにつれ、人は少しずつ変化し、違う自分になる一方

で、この違う個人になることを通して、人は自分の所属している共同体に影響を与えていく

という。このMeadの理論に引き寄せて考えれば、子どもの小学校への環境移行は、子ども

と教師とが｢学級文化｣を相互に形成していく過程だといえる。本研究では、この子どもと

環境の双方向的なく適応>、つまりく相互適応〉について､ルールにまつわる行動の観点から

考察する。

ll．方法

【対象者】関西圏の小学校1年生l学級の児童40名（男女は各20名）と担任教師1名。担

任教師は40歳代の女性で教師歴は約20年である。

【調査期間】対象学級の1年生入学式当日から翌年3月の終業式まで。4月中は、ほぼ週3

日観察し、5月以降は平均週1日程度観察を行った。観察回数は39回、観察時間は約160

時間。なお、本研究は小学校という新たな環境で、どのように双方向的なく適応〉が行われ

るのかを分析することを主眼としたため、幼稚園段階からの比較観察は行っていない。

【調査方法】ビデオカメラによる映像記録とフィールドノートによる筆記記録による。ビデオ

カメラの記録は主に授業中であったが、休み時間、給食時間など子どもの小学校での活動全

般についても観察を行った。

【分析方法】観察記録の中から、比較的均質な条件で観察が可能であった「朝の会および1

時間目の教科学習」のビデオ記録24回を取り上げ(1)、これを6つの時期に区切り（各時期

4回ずつ)、そこから「子どもや教師が学級内活動にルールを用いてやりとりを行ったエピ

ソード事例」をすべて取り出した。その全事例を分類し、時期ごとにその生起がどのように

変化したのかを見た。全エピソード数は262件である。また、この全体の整理のうえで､ル

ールにかかわるエピソード事例が非常に多かった一人の子ども(A児）を対象に、その1

年間にわたる変化を相互適応の観点から検討した。なお、本文で取り上げた事例引用では、

Cは子ども（単数)、Cnは子ども（複数）を示し、***は聞き取り不能を表している。
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Ⅲ、結果

1．ルールをめぐる教師と子どものかかわり方

ルールをめぐって教師と子どもとの間で交わされた行動のエピソード事例を取り出して見

たとき、そこでのルールをめぐるかかわり方には､ルールの【伝達】やルールに基づく行動

の【修正】など、いくつかの種類に分類できる。ここでは対象校が独自に取り入れている｢お

たずね｣行動を例に取り上げ、教師と子どもとがルールをめく噸ってどのようなかかわり方を

しているかについて見てみる。

l)教師の側のかかわり方:｢おたずね」のルールを例に

対象校は、授業研究に熱心な学校で、集団での学びを通して子どもたちが自分の興味や関

心を掘り下げていく過程を大切にし、実践している。たとえば教師の話や友達の発表を聞い

た後、必ず子どもたちに質問を促し、発話者とのやりとりを広げる。これを｢おたずね｣と

よび、子どもたちはこれによって、教科学習や発表学習においてわからないことや疑問に感

じたことを質問する'2)。この｢おたずね｣にかかわるルールがどのように展開したかを、段階

を追って見てみる。

①最初の段階

担任教師は｢おたずね｣について、｢一番大事なのは｢おたずね｣です。頭の中で｢あっ、こ

れは？」とよく考えることです。おたずねできるというのは頭の中でよく考えているという

ことです｣(4月10日）と紹介し導入した。そのうえで、子どもたちに向かって､「なんでもお

たずねしてください｣(4月10日）と促している。これは､ルールの明示的な【伝達】である。

そして、これを受けて、「おたずね｣を試みようとする子どもに、「おたずねですか？それなら

手を挙げて言ってください｡｣(4月11日）と具体的なやり方を示し、同時にイスから立って話

すという発言ルールをも【伝達】している。

このルールを守らず、手を挙げずに話しだす子どもには､｢何でってことがあったら手を

挙げておたずねしていいんだよ」(4月14日）と言って【修正】し、あるいはイスに座ったまま

「おたずね｣をする子どもには､｢立っていってくれる？みんなにわかりやすいように」(4月14

日）と【修正】を促す。

また、うまくおたずねができた子どもには､「あっ、今の○○くんいいね｣(4月11日)や｢○

○くんの手がきれいに挙がってるなぁ」(4月11日）というふうに【賞賛】する場面もある。こ

のように教師の【伝達】は【修正】や【賞賛】とセットで行われている。

一方で､「おたずね｣の声が小さすぎる子どもには、後には大きな声で話すというルールを

【伝達】することになるが、まだ学校に慣れていない最初の段階では、それを【許容】し、近

くまで行って聞き直し、代弁する(4月11日）といった、その子に合わせた【個別化】も見ら

れる｡ルールを文字通り厳格に適用するのではなく、場面により個人により【許容】し【個別

化】する行動が認められる。

②ルールが定着した段階

このようにして子どもたちが｢おたずね｣に慣れ、これが定着してくれば、それまで｢おた
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ずれ｣するだけで【賞賛】を与え、小さな声も【許容】し【個別化】していた教師が、そのルー

ルのレベルを上げて､「｢はいは－い」と何度も言いません。元気のいいのとやかましいのは

違います｣(5月16日）とか｢お口をしっかり開けよつか･いい声出るよ」(5月23日）と、子ど

もの声の出し方やおたずねをするときの態度について行動の【修正】を促すようになる。さ

らに、発言許可をもらい発言権を得たのに、話す内容を忘れてしまった子どもには､「(みん

なを)おまたせするから、また思い出したら言って｣(5月30日）と、次に譲る方法を提示し、

発言許可を得たのに返事をせずに話し出すと、｢あれ、何か忘れてない？」(5月30日）と指摘

して、返事をしてから発言するという細かなルールを【伝達】し、同時に【修正】を行う。

③内容を求める段階

こうして1学期の終わりには、活発に｢おたずね｣が交わされるようになるのだが、教師は

さらに｢おたずね｣の内容にも言及するようになり、たとえばいつも同じような内容を質問

する子どもに､｢それ今日1日で大事なこと？そうじゃないなら聞かなくていい｣(7月4日）と

言うようなエピソードが見られるようになる。このようにそれぞれの子どもの｢おたずね」

のレベルにあわせて、少しずつ【修正】内容を変えるなど、さりげなく子どもによって【個別

化】した対応を行っている。

2学期になると、教師が｢おたずね｣に求める内容がさらに高度になり、自分の思いを単発

で｢おたずね｣するだけではなく、それまで出ていた話題と絡めて｢おたずね｣した子どもに、

｢つながった。つながった｡」(10月10日）と【賞賛】する。これによって、自分自身から湧い

てくる疑問だけではなく、学級集団の議論の中から話題を深めていくことのすばらしさが強

調される。また､｢思ったことが入っているのがいいね｣(10月24日）と、自分の思いや感想

を織り込むことができた子どもを【賞賛】したりもする。

このように時間的変化を追って見れば、教師によるルールのかかわり方が、大きな｢おた

ずね｣の枠組を伝えるところから、より細かな様式、さらに内容へと展開し、そのなかで【伝

達】【修正】【賞賛】【許容】【個別化】が組み合わされ、連動して使われていることが分かる。

2）子どもの側のかかわり方

子どもの側のルールへのかかわり方も、上記の教師の側のかかわり方に対応して展開して

いくのだが、ここで注目しておきたいのは、教師から伝えられ修正され、あるいは賞賛され

ることを通して､ルール行動が【内在化】することである。

入学直後は、幼稚園などの生活スタイルとの違いに気づかず、教師が黒板に書いた文字を

黒板の近くまで歩いていき確認したり、窓の外で大きな音がすると、教師の話の途中でも構

わず窓の近くに集まったりする子どもが少なくない。そこで教師は、授業中は勝手に離席し

てはいけないこと、離席する場合は教師の許可を得なければならないことを【伝達】し、逸

脱した子どもに注意して【修正】し、ちゃんとできていた子どもを【賞賛】するというかたち

でルールを徹底しようとする。こうした基本的なルールには【許容】や【個別化】がなされな

いことが多く、厳格に適用される。そのこともあって子どもたちの多くは、教師からいちい

ち言われなくとも、早々にこれらを自ら行うことができるようになる。これがルールの【内

在化】である。

ここで興味深いのは、内在化ができるようになれば、教師が行う修正を真似て【子ども間
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の修正】がなされることである。また、教師が行う許容にならって、修正すべきところを許

容する【子ども間の許容】がなされたり、さらに子ども同士の関係が深まってくれば､ルー

ルから逸脱した子どもを他の子どもが個別化して助けるという【子ども間の援助】も見られ

ることがある。これらについては、必要な範囲で、のちのA児のエピソード事例のなかで取

り上げる。

因みに、上記の「おたずね」のルールについては、定着して子どもたちのなかに内在化

したと思われる段階でも、「子ども間」で適用されることは少なかった。このルールは教師

の指導にかかわるもので、子ども同士のなかでは使われにくいものであったからだと思われ

る。ただ、手を挙げて発言権を得てから、考え込んで、話しはじめない子どもに、「あたっ

てから考えたらあかんで」(11月14日）と【子ども間の修正】が行われるエピソードは観

察されている。このように集団場面での発言の仕方のルール－つをとってみても、学級で教

師から【伝達】され【修正】【賞賛】を経て、やがて【内在化】し、学級全体の文化の一つ

として定着するまでには、繰り返し子どもと教師のやりとりが交わされている。その過程で

は､状況によって、また個人によってルールが【許容】【個別化】され､変容することもある。

ルールは教師が一方的に伝えるのではなく、子どもたちとのやりとりの中で、その学級のル

ールとして一つずつ形成されるのである。

2ルールにかかわる全エピソード事例の分類と時期的変化

教師と子どもがルールに対してどのようなかかわり方をしているのかを見てきたが、ここ

であらためて｢朝の会および1時間目の教科学習｣について、ビデオ記録24回分を6つの時期

に区切り、ルールにかかわる全エピソード事例(【伝達】【修正】【賞賛】【許容】【個別化】のすべ

て)について時期ごとの生起件数を整理してみる。その結果が表1である。対象とした場面

が一斉集団学習の場面であったため､｢聞くときのルール｣や｢話すときのルール｣が多く観察

表1ルールの種類と時期ごとのルールにかかわる全事例件数（【伝達】【修正】【賞賛】【許容】【個別化】
のすべて）
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姿勢

静かに聞く.姿勢をよくする・話している
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注：期間は、抽出し分析した日を、4日分ずつ区切ったものである。なお、Ⅵ期は小学校の都合上観察日が充分に

とれなかったため、期|川が他に比べて長いが、参考のためまとめてV1期として示す。
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されている。

「聞くときのルール」は、どの期間にも比較的多く出現し、子どもに定着するのに時間が

かかっていることがわかる｡ルールそのものはわかりやすいのだが、実際にこれを実行する

のは1年生には必ずしも容易でない。一方の「話すときのルール」のうち、発言のための手

続きや態度・姿勢についてのルールは、比較的実行しやすく、評価が分かりやすいので、1

学期の前半でほぼ達成され、1V期以降は教師からの指摘などがまったく見られない。それに

対して、声の出し方・話し方についてのルールは、個人差が出やすく、子どもたちが学校生

活に慣れてきたⅢ期以降にかえって増加している。これらのルールは、これを理解し実行す

るのが難しいだけでなく、教師の側でもそのことを考慮して、少しずつ難易度を上げながら

新たなルールを導入しているためだと考えられる。

なお、表1の下部には､ルールによる【修正】事例だけを取り出して、その件数がどのよう

に推移しているのかを示したが、それによれば学級全体での修正件数は時期ごとに大きな差

はない。このことはもちろんルール行動を身につかなかったことを示すものではなく、時期

ごとにルールのレベルが上がったために、そのつど修正の必要があったためと考えられる。

そのうえで注目されるのは、その修正件数が他の子どもに比べて顕著に多かったA児である。

A児の修正件数は、V1期を除いて他の5期においては、学級全体の件数の20%前後に及んで

いる。

因みに、観察期間を通して子どもたちが修正を何回受けたかを見れば、表2のようになっ

ている。A児の34回を除けば、次に多いのがある男児の15回であり、A児がいかに突出し

ていたのかが分かる。なお､修正件数の合計が24回の観察の中で0～2回の子どもが22人(55

％)いる。この子どもたちは授業中、表1句き教師からほとんど【修正】を受けることなく過ご

してきたことになる。このことから、自分自身が教師から【修正】されなくとも、他の子ど

もたちが【修正】されているのを見て、そこからルールを獲得している子どもが多いことが

わかる。こうした過半数の子どもたちに比べて、学級全体の修正件数の20％前後を受けつ

づけてきたA児は、学級のなかでのルール形成においてとくに注目すべき子どもである。そ

こで以~ﾄﾞ、このA児についてその詳細を具体的に検討する。

3.対象児A児のルールとのかかわり方

観察した学級は比較的落ち着いた雰|川気であったが、そのなかでA児はかなり目立つ存

在であった。入学当初から、授業中、着Wi';はしているもののよく動き、周りの様子を気にし

て集中が途切れがちであったし、思いついたことを教師に突然話しかけたり、隣の席の子ど

もに触ってちょっかいを出すこともあった。状況に沿わずに活発に話すA児の発言は、とき

に授業の進行を促進することもあったが、多くは教師の説明や授業進行を結果的に妨げるこ

表2修汗同数（｜期からVI期まで通しての合計修正回数）と子どもの人数

A児以外の平均

4．2回

2．5回

5～10回

4

4

l～2回

F

t）

6

)～4回

4

3

11～15回

2

，

34回

1(A児）

（）

咽
－
４
’
７

男子(2()人）

女子(20人）

つつ
乙竺
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とになった。このA児をめく、って、どのようなやりとりがなされたのかを、事例を挙げて検

討していく(3)。

(1)ルールの【伝達】と【修正】

学級におけるルールを教師が明示的に【伝達】しても、A児はなかなか身につけることが

できず､ルールから逸脱するたびに、教師は【修正】を繰り返した。次は入学当初の一例で

ある。

<事例l>先'1ﾐこつちだよ

（教師が説明をしていたときに、後ろを向いていたA児に対して)教師が｢先生こつち

だよ」と声をかけ、教師の方を向くように促した。また、そのすぐ後に、再び後ろを向

いていたA児に｢A<ん」と前を向くように注意を促した。さらにその直後、教師が説

明中に席から立ち上がろうとしたので、A児のところに行き、座るように促した。

（フィールドノーツ4月10H)

この事例は、入学式から2日目の授業中である。A児は、教師の話を集中して聞くことが

難しく、授業中に席を立ってはいけないというルールを、教室の雰囲気から察することがで

きなかった。入学当初のこの時期は、A児に限らず、他の子どもたちも、教師が話してい

るときに、たがいににぎやかにおしやくりを始めてしまうことがあった。そんなとき教師

は、急に話すのをやめ、子どもたちが静かになるのを待ち、｢何で今お話するの止めたかわ

かる？」と学級全体に投げかけ、子どもたちが｢みんなが聞いてなかったから－」と答えると、

｢そうです。誰か一人でも聞いてないと思ったら、先生はぴたっと止まります｣(4月10日）と

解説を加えた。また、一人の発表者が話しているときに、聞いてなかった子どもに対して｢い

まお友達がなんて言ったかわかる？」(4月11日）とたずね、集団の中で発話者の発言に集中

することの大切さを伝えている。

A児は、入学後かなりたってからも【修正】を受けることが多かった。教師が話をしてい

るときに机を動かして音を立てていたA児に｢A<ん、机の昔うるさいんだけど｣(6月6日)、

後ろ向きに座って教師のほうを見ていなかったA児に､「Aくん、その座り方。小学生の座

り方をしてください｣(6月27日)などという場面もあった。2学期に入ってからも、教師が

前でビデオ映像を見せていたのに、後ろを向いていたA児に「A<ん。今映っているのな

に？」(10月24日）と質問し、そのことばに気づいて振り返ったA児が答えられないでいると、

｢聞いている子はわかるのです」と言って【修I|2】を促していた。

また、A児は教師や他の子どもが話しているときに、思いついたことや気づいたことを挙

手せずに発言することがあった。発言権を得ずに突然発表者の話題に口を挟むことが、発表

者の邪魔をすることになることは、この学級で繰り返し伝えられていたルールであった。次

の事例は、A児が教師の発言中に話し出したことに対する【修正】の場面である。

<事例2〉小学'1ﾐは自分で考えます

朝の会では6年生が1年生の学級にきて委員会の連絡を行う。その日は、遠足の｢め
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あて｣を決めることになっていた。遠足などの行事の｢めあて｣は子どもたち自身で決

めることになっているが、入学間もない1年生は、自分たちで決めることが難しいため、

6年生が代わりに司会をしている。

6年生:遠足の｢めあて｣を決めます。

教師:(6年生に)例えばどんなんかな。

いまみんなが考えるヒントを6年生は考えてくれてはんねん。たとえばこんな

んですよ－とか。

6年生:.・・・・

教師:遠足って歩いていくでしょう。公園行ったら遊ぶでしょう。どんなふうに遊

んだらいいかな。どんなふうに歩いたらいいかな、というのを、「みんながん

ばろう」っていうのを決めるのが｢めあて」だよ。

A児:ごはんは1

教師:Aくん、いまそんなん関係ないやろ。(A児はついていた肘を下ろす)保育園

違うよ。考えよう。小学生は自分で考えます(A児は頷く）。たとえば､｢みん

なで仲良く遊ぼう」とか｢お友達を増やそう」とか。

（フィールドノーツ4月22日）

これは入学後約2週間の朝の会である。子どもの意見を聞きながら遠足の｢めあて｣を考え

させようとして、教師はまず初めに｢めあて」とはどういうものなのかを説明しているのだ

が、その途中でA児が､「ごはんは！」とことばをはさむ。このA児の行動は、発言のルール

から逸脱しているだけでなく、質問内容自体が文脈からずれていた。そこで教師はA児の行

動を｢小学生は自分で考えます｣とやや厳しく【修正】している。それまでの幼稚園や保育園

の生活と小学校での生活は違うのだということを、子どもたちに意識させようとしたのであ

る。

その後も、集中が途切れやすいA児に対して教師は【修正】を繰り返した。A児が授業中

に自分の消しゴムが気になり、それをいじって話に集中できていないときには、教師はそっ

とA児のところに近づき、「これが気になるの？」と小声で話しかけ、教師が消しゴムを筆箱

にしまって、話に集中するよう促したり(5月30日)、教師が話しているときに窓の外を見て

いたA児に､｢先生はこっちです。ちゃんと顔を見ないとちゃんと心に届きません｡」といっ

て、発言者のほうを意識してみるように促したりした(6月27日)。2学期にもA児への【修

正】は続いた。10月の終わりには、教師が話しているときに、A児は自分の座っているイス

をユラユラさせながら聞いていて､イスが大きな音とともにひつくり返り、教師が厳しい表

情でA児のイスを取り上げることがあった(10月24日)。

この頃になると、他の子どもたちは学級に慣れ、そこで要求される振る舞いやルールを理

解し【内在化】していた。その結果として、自分がルール通りに振舞うだけでなく、うまく

できていない子どもに対して【子ども間の修正】をするようになる。授業中にA児が後ろの

子どもに話しかけていると、それを見た子どもが｢Aくん！」と修正を行うことがあり、そ

のような傾向はやがて学級全体に広がっていった。ただA児にもルールそのものは分かって
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いて、他の子どもから修正を受けると、それに言い返すということはなく、だまって受け入

れる。

(2)【修正】を通してつくられた教師とA児の関係性

A児に対する教師の【修正】回数の多さは、学級内の他の子どもの間でも認知され、A児

自身もそのことを自覚し、自分なりに対処しようとしていたが、それでもうまくできない場

面がしばしば観察された。その頃の教師とA児の関係性をよく表す事例がある。

<事例3〉おしっこ

カレンダー作りを授業で行っている。子どもたちはそれぞれ12枚のカレンダー用の

紙を与えられ、そこに日付を書き込み、あいている上の部分にその月に合う絵を描いて

いくことになっている。制作のペースはそれぞれで、自分の席で用紙に絵や数字を書い

ていたり、新しい紙をとりに教室内を移動していたり、教師に自分の作品を見せにいっ

たりで、子どもたちの動きは自由にまかされている。また、思いつくアイデアを話し合

ったり、子どもたち同士で相談しあったりする声も聞こえていた。教師も、子どもたち

の作品を後ろの柵lに整理したり、子どもたちの質問に答えるため机の間をまわりながら

教室内を移動し、声かけをしていた。

子どもたちが作業をしている途中で､カレンダー用の用紙が足らなくなってしまう。

そこで教師はB児とD児に印刷室に行ってプリントを100枚刷ってもらってくるように

頼んだ。他の子どもたちは、それまでにない特別なおつかいをうらやましそうに見てい

た。A児も、B児とD児のやりとりを近くに寄っていって聞いていた。そのあと自分の

席に一度戻り、イスには着席せず中腰でカレンダーの絵を描いていた。それから数分後、

他の子どもたちはそれぞれに自分の作業を続けていたが、A児は作業が終わってしまっ

たようで、教室内をうろうろと動いていた。おつかいに出かけた2人が気になるようで、

教室の後ろのドアのところに立って、ドアのガラス部分から廊下を眺めていた。そのう

ちに、A児はドアを開けたり閉めたりしはじめ、そうしながら廊下の方を見ていた。そ

こで教師がA児に声をかける。

教師:あれ－、A〈ん。どこ行ってきたの。学習中に外に行くときには先生に言わ

ないと。

A児:．・・・・(答えられず口ごもっている）

教師:えっ、聞こえないよ。はっきりいわないと。

A児:おしっこ。（ドアの横にある本箱の隅を触りながら）

教師:先生はおしっこじゃないの｡｢先生トイレに行ってきました｣でしよ。ちゃん

と先生に言ってから行かないと。先生はあなたたちの命を預かってるんだから。

どこに行ったかわかりませんじや困るんだよ。

A児:(教師の方を見て頷く。手は横にあった本箱の本を握っている）

教師:休み時間はいちいち遊びに行ってきますって言わなくてもいいけど、授業中

なんだから。行くときは勝手に出て行かないで必ず先生に声をかけてください。

(A児は頷く)(フィールドノーツ12月19日）
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A児は、教師におつかいを頼まれたB児とD児が気になって、ドアを開けたり閉めたりし

ながら廊下の方を見ていただけで、外には出ていない。筆者は、A児が離席してからA児に

注目していたので、このことは確かである。一方、教師の方はA児の行動にずっと注目して

いたわけではなく、ふと気づいて、A児が開いているドアの横に立っているのを見た。そこ

で、閉まっているはずのドアが開いていたこともあり、教師はA児がどこか外へ出ていたと

思って、A児に「どこ行ってきたの」と聞いたのである。そして、A児は何と答えたらいい

のか困って、おろおろしているところを、教師からさらに｢はっきり言わないと」と説明を

求められ、教師の誤解を解かないまま､｢おしっこ｣に行っていたと答えたのである。

A児のこの返答には､ルールについてのねじれたかかわりがある。これまでA児は、何度

も離席しては、教師にしばしば【修正】されていたし、その点での信用がなく、そのことを

自分でも意識していた。それにA児は、みんなに注目されているなかで自分の正当性を主張

できるほど強気な性格ではなく、ことばで自分の気持ちを表現することも苦手であった。そ

のために教師の思い違いを正すことができず、とっさにそれに乗つかって嘘をついたのであ

る。「トイレは休み時間に済ましておく」というルールはあったが、教師に許可を取れば授業

中であってもトイレに行くことができる。そこでA児は、この場面で教師にもっとも受け

入れられる理由として､｢おしっこ」と答えることを選んだのである。これは､ルールを逆用

しての｢やりすごし｣である。授業中に教室外に出てはいけないというルールの弁明として、

A児は授業中であってもトイレは許容されるという別のルールを持ち出して、この状況を

｢やりすごし｣た。A児はルールをそのようなかたちで【内在化】していたとも言える。

(3)教師のA児へのかかわり方の変化

教師のA児への【修正】は繰り返し行われたが、その一方で、2学期の中ごろから、大きな

声で返事ができたり、はっきり答えられたということで、学級全体の中でA児を【賞賛】す

る場面が見られるようになる。A児は休み時間などには大きな声で話せるのに、授業中に全

体の前で発表するような場面では緊張してはっきり声を出せない。そのA児に対して、次の

ような事例が見られた。

<事例4〉かざす

朝の会で自分の｢ひとことニュース｣を発表する場面。この小学校では、朝の会で｢元

気しらべ」というものがあって、日直が一人ずつ学級のメンバーの名前を呼び、呼ばれ

た子どもは｢はい」と返事してその場に立ち、自分の今日の体の調子と、みんなに伝え

たい｢ひとことニュース」を紹介する。この日、A児の番になって、次のようなやりと

りがなされた。

日直:A〈ん。

A児:はい。昨日、焚き火に、半分くらい＊＊＊＊＊

Cn:えっ、なんて。

C:なになに？

A児:手をかざ・・・・かざ・・・・．
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C:なんて？

C:えっ、なんていったの？

A児:(つまりながら小さな声で)かざ・・・・・・していました。

A児は一生懸命言おうとしているが、うまく言えず、ことばが詰まる。聞いている他

の子どもたちが何度も聞き返すのだが、A児のことばは全体に届かない。

C:なんていったの－

教師:かざすっていったんだよ。手をかざすってみんなわかる？

Cn:知ってる。

C:うん。知ってる。(何人かが手を｢かざす｣ジェスチャーをその場で行う）

教師:手をこうやって、焚き火あったかいなってあたること。

C:J>あ－たろうか、あたろうよ－(｢焚き火の歌｣を歌いだす）

教師:そう、そう。(頷きながら)あたるときの手だよ。すごいことば知ってるね。

手をかざすなんて難しい言い方だよ。すごいね。

（フィールドノーツ2月13日）

A児は、前の日に焚き火にあたったということを伝えたかったのだが、みんなの前で注目

された状態ではうまくことばが出てこない。A児は、これまでもみんなの前で自分から積極

的に発表するようなことはなかったし、発表することになっても短いことばで済まそうとす

ることが多かった。教師もA児の声の小ささや聞き取りにくさを、初めの頃は【許容】して

いたが、その後は、声の小さいA児を【修正】することが多くなっていた。教師は、A児が

こういう場面を苦手としていることはよく分かっていたが、それでも他の子どもたちの手前

やはり【修正】しないわけにはいかなかったのである。しかし､上の事例場面では､教師は【修

正】してやり直しをさせるのではなく、｢かざすって言ったんだよ」とかわりに言い直し､｢か

ざす」ということばを話題に取り上げ、全体に投げかけている。｢なんて？」と聞き返すことで

【子ども間の修正】を求めていた他の子どもたちも、教師のこの言葉かけで、焚き火の歌を

連想したり、｢かざす｣ジェスチャーを一緒にしたりして、学級全体で｢かざす」ということば

を共有する機会になった。さらに、A児に対して｢すごいことば知ってるね｣と教師が評価を

与え【賞賛】することは、A児に自信を与えたと同時に、学級全体のA児への見方も少なか

らず変えた。

教師のルールを通したこのような子どもへのかかわりは、A児の特性を考慮したものであ

り、ルールをすべての子どもに一律に当てはめるのではなく、個々の子どもに合わせた【個

別化】である。こうした過程を通して教師がA児にく適応〉し、A児が教師にく適応〉して、こ

こにく相互適応>が成り立つ。

IV.総合的考察

1学級におけるルールの使用

小学校に新入生を迎えることは、新たな｢学校文化｣を子どもたちに伝えていく過程であ

へ弓
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る。教師は、小学校という場での振舞い方をルールとして一つずつ子どもたちに【伝達】す

る。比較的わかりやすいルールから少しずつ高度なルールへと、子どもの様子を考慮しなが

ら、この過程を進める。子どもたちはこれをすぐに使えるようになるわけではなく、必要な

場面に遭遇するたびに教師が繰り返し伝え、うまく使えない場面や逸脱した行動を行った場

面では、それを具体的に指摘して【修正】し、うまくルール通りにできたときには【賞賛］す

ることで徹底させていく。こうした【伝達】【修正】【賞賛】が繰り返されて、子どもたちは｢学

校文化｣｢学級文化｣の中で求められるルールを身につけていく。

しかし、学級の中には個性のさまざまな子どもがいて､ルールをすぐに取り入れられる子

どももいれば、それが難しい子どももいる。教師は､ルールに沿えない子どもに対して【修

正】を行うだけではなく、状況や時期によってルールからの逸脱を【許容】することもあり、

子どもの特性に合わせて､ルールを柔軟にする【個別化】も行われる。このような【許容】や

【個別化】を含むく相互適応〉によって、その学級独自のルールが｢学級文化｣として形成され

ていく。

また子ども自身から見れば、小学校への入学で、それまでの環境との違いに当初は戸惑う

が､ルールを一つ一つ【伝達】されていくなかで、それを理解し、自分の行動に取り入れて

いく。この取り入れたルールはやがて子どもたちの中に【内在化】され、教師がルールを明

示的に示すことは少なくなり、ルールは子どもたちの振る舞いの中に自然に組み込まれた状

態で観察されるようになる。これによって､ルールに沿えていない子どもに対する【子ども

問の修正】や、逸脱に気づいた上での【子ども間の許容】や【子ども間の援助】も見られるよ

うになる。

2A児と教師のかかわりから見えてくるもの

入学当初、教師にとってA児への【修正】は、子どもたち全体へのごく自然なルールの【伝

達】【修正】の一コマに過ぎなかった。実際、1学期当初は、A児を含むたくさんの子どもが同

様に【修正】を受けたし、【修正】を受けることは、必ずしも教師からの否定的評価というわけ

ではなかった。<事例l><事例2>でのA児への【修正】も、直接的にはA児に対するものでは

あったが、A児への【修正】を通して他の子どもたちに、話を聞く態度を伝え、それまでの

園生活と学校生活の違いを印象づけることにもなった。

しかし、A児の落ち着きのなさは簡単に変わるようなものではなく、他の子どもたちが時

期とともに安定してルールに沿えるようになるにつれて、A児への【修正】が目立ってきた。

A児は、教師からの【修正】を多く受けるだけでなく、他の子どもたちからも【子ども間の

修正】を受けることが多くなった。学級の中で毎日同じメンバーで生活をするということは、

子ども同士の関係においても、教師と子どもの関係においても、たがいに関係を深め、たが

いをより深く理解することにつながる一方で、学級内での立場や状況が固定化し、変化しに

くいという側面もあわせもっている。授業中の大部分を着席して過ごす小学校の環境は、A

児にとっては厳しい環境であったと言える。教師の側もA児の特性を理解してはいたが、A

児のルールからの逸脱を【修正】をしないわけにはいかず、そうして【修正】を繰り返す教師

とA児の関係性の中で､〈事例3〉のように、教師の側で適切に【修正】したつもりでも、A児
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の側では別のルールを用いて教師との関係性を｢やりすごす｣ことが起こる。このような屈折

したルールの使用は､ルールが【内在化】した状態のなかで、ときに生じるものだと考えなけ

ればならない。

こうした状況のなかで、教師のA児へのかかわり方が少しずつ変化する。<事例4〉のよう

に、A児がルールに沿えていないときでも、教師は【修正】を行わず、A児のよいところを

【賞賛】し、学級全体に伝えるという【個別化】を行うようになった。またこれ以外の場面で

も、A児の得意な点を取り上げて【賞賛】し、むしろ【修正】を控えるという【個別化】が多く

なった。こういった教師の変化を受け、子どもたちの間から、A児に対して【子ども間の修

正】だけではなく、困っているA児の代わりに教師にプリントをもらいに行くなどの【子ど

も間の援助】も見られるようになっている。

A児への【修正】は2学期以降大きく減少した。これは、A児の行動が【修正】の必要がな

いほど改善した結果ではなく、教師のA児へのかかわり方が変化したためである。A児をル

ールの側に無理に引き寄せようと努力するのではなく、教師の側がA児にあわせ対応を変え

るかたちでく適応〉したといえる。この変化は、Mead(1934)の言う｢個人と環境の相互形成

過程｣を示すものだといってよい。A児はこの学級のなかで目立った存在ではあったが、け

っして例外的な存在ではなく、このような個別性あるいは多様性はどの学級集団にも見られ

るもので、そこでのく相互適応>を通してそれぞれの｢学級文化｣が形成されていくのである。

3学級におけるく相互適応〉とは

小学校入学後、一年生の子どもたちにおいて、なかなか着席できず、集団生活を乱す行動

をとるなど､｢学校文化｣への適応の難しさが問題となることが少なくない｡｢小1プロブレム」

(新保,2001酒井,2003)と称されるこの問題に対する解決策としては、小学校で求められ

る｢学校文化｣とそれまでの｢幼稚園や保育園の文化｣の落差を埋めるために、一方で幼稚園

の段階から｢学校文化｣を徐々に取り入れ、他方で小学校入学直後から｢学校文化｣を要求す

るのではなく、一年生の間はそれまでの｢幼稚園や保育園の文化｣を基本に緩やかに移行を

促すなどの幼小連携の試みがなされている。そうして段差を低くし、移行をスムーズにする

ことで、もちろん一定の効果は期待できるが、それだけで充分とはいえない。なぜなら、同

じく6歳の子どもといっても、まさに千差万別で、同じルールに一律に従わせることには無

理があるからである。

本研究で見たように、小学校への環境移行においては、子どもの側の｢学校文化｣｢学級文

化｣への適応だけでなく、教師の側も、教師が望む枠組を子どもや学級に合わせて変化させ、

適応する。そのく相互適応〉こそが問題となる。とりわけA児のように学級のなかで目立っ

た特性を持った子どもたちに教師がどのように適応していくかが学級文化の形成にとって重

要となる。A児の場合は、教師が個別化の配慮を行うことで学級内に安定した位置を保つこ

とができたが、もし何らかの発達障害が疑われるような子どもが問題となったときには、特

別支援学級に向けて個別化がなされていくことも考えられる。そこでは個別化が学級内での

教師との相互適応のかたちではなく、学級の外へ向けた制度的な個別化のかたちをとること

になる。この学級内の個別化と学級外を含めた制度的個別化がどのように関わりあうのかは、
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｢学級文化｣の形成に大きな影響を及ぼすものであり、本研究の延長上で今後考えていかな

ければならない重要な課題である。

注

(1)

(2）

(3)

対象校では、時間割を週ごとに決定しており、同じ|腿日の同じ時限が同じ科目の授業になるとは限

らず、季節による行事やその練習が随時組み込まれることもあった。そこで｢朝の会と1時間目が

連続して教室で行われた日｣の一斉授業場面を取り上げて分析の対象とした。

対象校では、これによって教師が子どもたちに知微を一方的に教えるのではなく、子どもが感じた

疑iﾊlを通して学習活動を深めることをこころがけている。

なお、A児は特別支援を要するようなハンディキャップをもった子どもではなく、学級内の他の活

動においても他の子どもととくに区別されていない。
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