
研究ノート子ども社会研究5号ノ(ﾉ""'(J/Q/℃/"〃Sr"d)',Vol.5,June,1998:109-123

園生活の現実としての仲間と仲間文化

－ある幼稚園児の事例から－

柴坂寿子・倉持清美

問題

子ども達は日常生活の中での様々な現実を子どもの視点で捉え、それに対処し、現実世界

はどの様なものか解釈していくと考えられる。Corsaro(1985)は子ども達が彼らに共通の価値

観や興味・関心を持ち、それに基づいて現実世界を捉えることを示唆し、大人とは違った

｢子ども達の仲間文化(peerculture)」を理解する意義を唱えた。Waksler(l991)は大人には思

い及ばぬ現実が子どもの視点からは「大変なこと」で、子ども達はそれに対処すべ<様々な

方略を考え出すことを示した。

子と・も達の日常生活を生活の場という点から見れば、保育園・幼稚園への入園後、子とﾐも

達は家庭とその近隣の他に、園という第二の生活の場を得ることになる。園生活の一つの特

徴は、同年代の複数の子ども達と過ごす場ということである。仲間との生活の中で、子と､も

達は家庭とは違った新たな現実に直面し、それを子どもの視点から捉え、対処し、現実世界

の新たな側面を把握するのではないかと考えられる。

本研究では一人の女児（仮名：とこ）の事例を取り上げ、子ども達が仲間との生活の中で

どの様な現実に直面し、それをどの様に捉え、と・の様に対処し、そこから現実世界について

のどの様な意味を把握するのかを明らかにしようとする。2年間の園生活で、対象児は二つ

の大きな特徴を持っていた。第一には自発的にある特定の遊び（動物を表現する）をしばし

ば繰り返したこと、第二に園生活の中で、登園を嫌がる等の大きなトラブルは殆どなかった

ことである。こうした特徴を持つ子どもを取り上げたのは以下のような理由による。

第一の点に関しては、幼児期の遊びが「現実世界を解釈し、それに対処する」という機能

を持つことが、幾つかの研究領域で指摘されていることが挙げられる。プレイ・セラピーで

は、遊びはその子どもの内的な世界の表現とそれによる自己治癒の活動としてもとより理解

されてきた。保育学では津守(1980)が、大人が反省的思考で行うような意味の明確化の作

業を子どもは自発的な遊びで行っているのではと指摘した。社会学者Corsaro(1985)もまた、

ごっこ遊びを子ども達が協同で行う現実世界の解釈活動として扱った。発達心理学では、幼

児期における友人関係の機能の研究から、遊びの機能として「情緒や人間関係上の問題を他

者と共有して処理する装置｣、「会話の代わりに自己開示する方法」が提案された(Parker&

Gottmanl989)。遊びがこうした機能を果たすメカニズムについては、文化人類学者菅原

(1993)が遊びと現実での感覚体験の類似性を挙げている。特に一人の子どもがある活動の
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モチーフを何度も繰り返す時、それはその子と§もの重要な内的テーマに関わると思われる

(津守1980)。このことから、繰り返される遊びの内容を吟味することで、子どもが現実世界

について捉えた意味を把握できるのではと考えた。

第二に、トラブルの少ない子だったことに注目したのは以下のような理由による。園生活

の中で家庭とは違った新たな現実に直面し、それを子と：もの視点で捉え、対処し、現実世界

の新たな側面を把握していく過程はどの子と．もも辿ると考えられる。しかしその過程が何か

の理由でスムーズに行かない時、トラブルが発生すると考えられる。実際、入園から卒園ま

での園生活で、多くの子と・もは登園を嫌がる時期や、仲間関係がうまくいかない時期を経験

する。先行研究ではしばしばこうしたトラブルの事例とそれに対する保育者の援助のあり方、

トラブル解決への経過が取り上げられてきた（例えば佐木1995)。しかしトラブルの少ない

子と､も達もまた、同じ様に園生活の現実に直面しているはずであり、その後の過程がスムー

ズにいく点が異なっているのであろう。そこで、本研究でトラブルの少ない事例を取り上げ

ることで、個人の問題に帰せない、どの子どもも同様に直面し、子と雫もの視点から重要な園

生活の現実とは如何なるものかを、より明確に把握できるのではと考えた。そしてトラブル

の少ない子の事例は、誰もが直面する現実に対する、捉え方や対処の仕方、現実世界への解

釈における別なあり方を明確にするのではと考えた。

冒頭に述べたように、本研究では、仲間を園生活での現実を構成しているものとして主に

扱う。しかし一方で、仲間は価値観や興味・関心を共有しているが故に、子どもが現実を捉

え、対処し、解釈していく過程に重要な影響を及ぼすと考えられる(Corsarol985)。そこで、

仲間の影響という点からも結果を検討し、「現実を構成しているもの」と「仲間文化の過程」

の両側面から、仲間が持つ意味を考察したい。その上で、園という第二の生活の場が子ども

の生活の中にどの様に位置づけられるのか、家庭と比較しつつ考察したい。

方法

資料：都内の公立幼稚園の2年保育lクラスを入園から卒園まで観察した。対象クラスは、

入園時18名（男児12名、女児6名)、平均月齢54ケ月（レンジ:49-60ケ月)。卒園時21名（男

児10名、女児l1名)。調査にあたり、保育者、保護者に研究の趣旨を説明し許可を得た。

観察方法：観察は2名で、ビデオ録画とフィールドノートへの記入（前後の文脈、活動の

内容）を行った。週2回、登園から降園まで観察した。自由遊び時間にはクラスの子ども

各々について、約5分づつ行動を記録した。お弁当等グループごとの活動時にはグループを、

お集まり等全体活動時にはクラス全体を観察した。とこを対象とする観察記録数は欠席日・

未収録日を除くと、年少時51日、年長時66日だった。

インタビュー及びアンケート：各子どもに、学期毎に園での仲間や遊び、行事等について

インタビューを行った。インタビューでは、仲間に関する質問が強調されないよう、前後に

その他の様々な質問を折り込む等十分な配盧を行った。担任保育者とは毎月各子どもの様子

について話し合った。保護者には学期毎に、家での子どもの活動や園について話したこと等

を記述するアンケートを依頼した。また保育者、保護者とはインフォーマルな話し合いも随
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時行った。

対象児：園生活の中で動物を繰り返し活動のモチーフとして表現し、またトラブルが少な

かった女児（仮名：とこ)。入園時56ヶ月。

分析方法：第一にとこが動物とどの様に関わり、動物をどの様に表現したかを知るために

以下のような分析を行った。とこのフィールドノートから、とこが「動物を演じる・動物の

縫いぐるみを持って活動する・動物の絵をかく」等、動物を活動のモチーフにしているエピ

ソードを同定した。とこが動物を演じたエピソードについては、他の子どものフィールドノ

ートからも若干数同定し、資料を補足した。とこがどの様に動物を演じたかの内容をビデオ

資料を併用して分析した。さらに、他の子どもが動物を演じたエピソードも若干数同定・分

析し、比較参照した。「動物を演じる．動物の縫いぐるみを持って活動する．動物の絵をか

く」等の動物がモチーフのとこの表現活動が確認できたのは17事例だった。とこが動物を演

じている内容が確認できたのは9事例だった。他の子と§もが動物を演じている内容が確認で

きたのは8事例（とこと一緒に演じている事例を含む）だった。この他に、観察記録中の子

ども達の会話や一連のインタビュー・アンケート等の資料中、とこがどの様に現実の生活で

動物と関わり、どの様に動物を演じたかを示唆するデータを同定し、参照した。

第二にとこの園生活を捉えるために以下のような分析を行った。まず園生活の現実につい

ては、仲間との集団生活で必然的に生じてくる事象として仲間関係研究で取り上げられてき

た「人間関係」．「集団遊び」・「いざこざの起こりやすい場面」の3点から捉えようと考え

た。このため、ビデオ資料から、学期毎に各子どもが誰と一緒に活動をしていたかを量的に

分析し、自由遊びでの総観察時間に占める割合を算出した。ここから、誰と頻繁に活動を共

にするかという量的視点からのクラスの人間関係を同定した。次にとこのフィールドノート

から、とこが仲間の誰とどの様な関わりをしたのかを、必要に応じてビデオ資料を参照し、

質的に分析した。分析の際には、第一にとこと個々 のクラスメートとの関わり方が、長期的

に見てどの様に変化していくのかに注目し、質的に人間関係を捉えようとした。第二に「集

団遊び」と「いざこざの起こりやすい場面」に注目し、その様相とそこでのとこの振る舞い

の特徴を捉えようとした。この他、観察資料中の子ども達の会話や、一連のインタビュー・

アンケート資料中からも、とことクラスメートの人間関係や関わり方へ言及するデータを同

定し、参照した。

この他、とこの家での活動について、保護者へのアンケートに加え、子どもや保育者への

インタビュー、保育者や保護者とのインフォーマルな話し合い等から若干の情報を得た。

観察者の立場：観察者はカメラマン（子ども達が命名）と筆記者という周辺的な役に徹す

ることで、子ども達に受け入れられながら、影響力は極力少ない存在であるよう心がけた。

結果と考察

I．とこは動物をどの様に捉え、表現しているか

1・とこの動物への興味：とこの動物への興味は入園以前から育っていた。とこの家では

以前から犬を飼っており、年少1学期のインタビューでも早速「犬を飼っていて、救急車が
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くると吠える」話をしている。この興味は年少2学期に猫を飼い始めたことで拍車がかかっ

た。年少2学期のインタビューでは最初の質問に答える途中から「お兄ちゃんが猫を拾って

きた」話になってしまい、とこにとって猫を飼い始めたことが大きな事件だったことを示唆

している。保護者もとこが降園後ペット達とよく遊んでいると語っており、とこは家庭での

直接の関わりを通して、犬や猫の性質をよく知るようになったと思われる。一方、園内では

とこが飼育動物（鶏・兎・小鳥・モルモット等がいた）と自発的に関わる頻度は特に高くは

なかった。年長時ではとこの班（当番活動等を共にする）は兎と鶏の世話を選択したが、他

の子と比べてとこが世話に特に熱心な様子もなかった。ただしとこは鶏が何が怖いか等の性

質はよく知っていて、他の子に教えていることもあった。

とこが園で活動のモチーフとして動物を取り上げるのが目立ってくるのは年少3学期以降

である。とこのフィールドノートに「動物を演じる．動物の縫いぐるみを持って活動する・

動物の絵をかく」等の動物をモチーフとした表現活動の含まれる日数は、年少時3日(51日

中)、年長時14日(66日中）であり、年長時で多かった。特にままごとの中で猫役をとる活

動が気に入ったらしい。年少3学期から、保育者とのインタビューでとこが猫を演じて楽し

んでいることがしばしば話題になった。とこは年少3学期のインタビューで「とこは猫にな

って、ゆりちゃんがお母さん｣、「とこが猫やっているとようたくんがニャーニャーってつい

てくる」等と発言している。また後述するように実際に表情豊かに猫を演じる姿も観察され

た。この他にも生活発表会でシンデレラの劇をやった時には、進んでネズミ（かぼちゃの馬

車の馬）の役を取った。また動物を描くことも頻繁になった。年長での当番表に描いたのも

猫だったし、くじの賞品作りでも猫や狐のお面を描いた。卒園アルバムの表紙にも猫を描き、

周りの子から「とこちゃん、猫が好きだねえ」と言われた。この様にとこの動物への興味は

次第に猫に焦点化してきた。またこの興味は園では特に猫を描いたり演じる活動として現れ

ていた。

2．とこの猫の表現：ここでは事例からとこがどの様に猫を演じているかを検討する。次

の事例では人間よりも猫が中心のままごとが展開されている。その中で、猫は「猫自身の行

動の仕方を持っていて、人間の言いなりにはならない存在」として表現されている。

事例1年長10月。ホールで。にゃ－という名の猫をとこが、みみという名の猫をじゅりが

演じる。かおるはお母さん、あけみは子ども。とこはかおるに紐を引かれているが、とこが

引っ張ってホールに入ってくる。「匂いが」といって勝手に立ちどまり、四つん這いになっ

て匂いを嗅ぐ。ホールにある家の窓の方に向かってかおるを引っ張る。「違うでしよ」とか

おるに入口の方に引っ張られても引っ張り返し、「にゃ一だけは窓から入る」と主張。窓か

ら入る。かおるに「夜遅いからもう出ないの」と言われても、無視して窓から出る。かおる

が「早く帰ってらっしやいよ」と声をかける。じゆりが窓から入るのをとこが助ける。かお

るに「猫は手は使えない」と言われても、「マジシャンの猫だから手は使える」と言い返す。

じゆりが捕まって、鍵のかかった場所に閉じ込められたことになる。とこがそこに入ろうと

すると、かおるは「鍵が閉まっているのに入れない」と注意。とこは一瞬止まる。しかしじ

ゅりが「小さな穴が開いてて猫は通れる」というと、とこは中に入り、鍵をかおるに渡しじ

ゆりを救い出す。
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とこの演じる猫の特徴は次の事例の様な他の子と÷もが演じる猫と比較するとはっきりす

る。ここでは猫は「可愛いらしく、控えめ、従順で、人間達に可愛がられる存在」である。

事例2年長4月。コーナーでゆり（お母さん)、ゆりあ（猫)、みか（お姉さん)、けん（お

父さん）がままごとをしている。「みいちゃん」とみかが呼ぶとゆりあは頭を下げて可愛ら

しくうなずく。みかは「みいちゃん」といって頭をなでる。ゆりあは四つん這いになってい

る。ゆり達が役の名前を決めている時、ゆりあははじっこのほうでおとなしくしている。み

かは「みいちゃん」とまた甘い声で呼び、なでる。ソファーの上に乗ったゆりあにみかは

｢お水ほしい？」「おなか空いた？」ときくがゆりあは「ううん」と首を横に振る。みかが

｢お手」というとゆりあはお手をし、「お回り」というとお回りをして「ニャア」と鳴く。み

かが「みいちゃん、いいこ」といって頭をなでる。ゆりがみかに「甘やかしちゃだめよ」と

注意するが、みかは「いや。猫を甘やかしたいんだもん。ね－，みいちゃん」といってゆり

あを見る。けんがゆりあの背中をなでる。ゆりあは四つん這いでニヤンニヤンいいながら移

動し、ソファーの上で寝る。ゆりは「にゃんにゃん」と呼んでなでる。けんが仕事に出かけ

ることになる。ゆりあは「お父さん、いってらっしやいニャン」とおすわりして手を振る。

次の2つの事例でとこが演じる猫は、「噛みつき猫」という勇ましい猫である。

事例3年長7月。コーナーでゆり達がままごと。とことゆりあが四つん這いで猫を演じて

いる。とこがゆりあに「おい、綱渡りの練習するぞ」と誘う。りなが近づいて「危ないじゃ

ないの、にゃんにゃん」と叱る。とこは「この綱なら大丈夫。いつも練習しているから大丈

夫｡」と答える。ここでようた、しょうがとこ達にちょっかいをかける。ゆりあが「いじめ

るな」と反撃し、とこは「ニャンニャン！」と攻撃的に鳴く。りなは「止めなよ」とようた

達を制止し、とこ達に「噛みつけ！」とけしかける。二人のニヤンニャン鳴く声がさらに攻

撃的になる。えりこがコーナーに行き、「ゆりちゃん、ようたくんがとこちゃんぶった」と

いいつける。ゆり達は「ようた、謝んなさいよ」と怒る。しようはまた「化け猫、化け猫」

とはやす。みか達は「噛みつき猫、行け！」「あっちから来た。行け！」と嬉しがってとこ

達を応援する。ゆりあは一端コーナーに逃げてくるが、みかの応援を受け、「ニャン！」と

しように飛びつ<｡

事例4年長7月。とことかおるが机でこれから猫の絵を描こうとしている。ごろうが来て

とこに「お手」というと、とこはごろうの手を噛むまね。けいじも来て「お手」というと、

噛むまね。ごろうがまた「お手」というと、とこはごろうの手を噛む。ごろうは「もっと噛

め」という。けいじが「おかわり」といっても、とこはまだ噛んでいる。とこが放し、ごろ

うが去る。けいじが「お手」というと、とこは少し噛む。ようたが来て「お手」というと噛

むまね。けいじとようたが次々に「お手」「お手」というと、とこはぷいつと顔を背けてし

まう。かおるが「猫なのにお手ってしつこい」とようた達を非難する。ようたがまた「お手」

と手を出すがとこは顔を背ける。かおるとけいじは口々に「やりすぎ」「しつこい」とよう

たを非難する。
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子どもが動物を絵や動きで表現する姿は、幼稚園・保育園や養護施設、臨床の場等でしば

しば見られている（例えば本田1977,津守1980,Paleyl981,Corsarol985,篠田1993,岡野1996,

無藤1997)。その中で、動物がどの様に表現されるかは様々であり、子どもにより異なり、

また同じ子どもでも変化することがある。事例4では猫は「可愛らしく、控えめ、従順で、

人間達に可愛がられる存在」として演じられている。これは岡野(1996)が指摘している動

物の捉え方と同様である。これに対し、とこは事例lや事例3で見られるように、猫を「猫

自身の行動の仕方を持っていて、人間の言いなりにはならない存在、乱暴や邪魔に対し負け

ないで戦う存在」として表現することが多かった。これは特に年長時の事例ではっきりして

いた。同様の動物の捉え方はCorsaro(1985)、本田(1977)も指摘している。

とこの演じる猫は従順ではないが、それで周りに拒否される訳ではない。周りの子ども達

は甘やかすのではなく、猫の行動を認めたり、さらには面白がったり応援するという別の受

け入れ方をしている。とこはままごとでたまに犬や子どもの役を取ることもあったが、その

時にも同様な表現をし、周りに受け入れられていた。例えばとこが子ども役の時、お母さん

役やお姉さん役に叱られながらも鍋の中身を全部食べてしまい、その後屋根で昼寝をしたり、

甘酒を飲んで酔っぱらったりしていた。ままごとを一緒にやっている子ども達も、たまたま

そばにいた子ども達も笑ってこの様子を見ていた。

||，とこの園生活の特徴：とこには2年間を通して、登園を嫌がる等の問題はなかった。

仲間との目立った摩擦の時期もなく、仲間入りや物を巡るいざこざ等も目立たなかった。と

いって仲間から孤立しているのではなく、楽しそうに園生活を送っていた。入園から卒園ま

での園生活の中で、多くの子どもは登園を嫌がる時期や、仲間との摩擦を抱える時期を体験

する。ときには「気になる子」として保育者に捉えられる子も出てくる（五藤・石橋1996)。

そんな中で、とこは総じてトラブルの少ない2年間を過ごしたといえるだろう。

以下では仲間との集団生活で必然的に生じる事象として、「人間関係」．「集団遊び」．「い

ざこざが起こりがちな場面」に注目し、その様相ととこの振る舞いの特徴を検討する。

1．園におけるとこの人間関係

①入園当初の時期：入園直後は、初めて家族と離れ、新しい生活の場で見知らぬ子ども達

と初めての集団生活を体験することで、トラブルも起きがちな時期である。保護者によれば、

入園当初にはとこは母親と離れるのが辛かったらしく、登園時に少しべそをかいたこともあ

ったという。園内では、他のクラスに行って、以前からの知り合いである近所の子と遊ぶこ

とが多く、クラスでの人間関係は希薄だった。しかし2週間くらいたってから徐々にクラス

に落ち着くようになった。最初は他の子ども達と一緒に、保育者を中心に動くことが多かっ

た。言葉数も少なく、大人しい印象だったが、保育者はこの時期を「とこが他の子をしっか

り見ていた時期」と捉えていた。

この様にとこにも戸惑いは見られた。それでも知り合いの子や保育者を最初の安全基地と

して、周りの状況をゆっくり見定めながら、徐々に新しい環境になじむというのが、この状

況に対するとこの振る舞いだったようだ。

②人間関係での振る舞いの傾向
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1)一人遊びの選択：園では子どもは仲間との遊びを指向するといわれる(Corsaro1985)

が、とこは2年間を通し一人遊びが多かった。2年間の6学期中4学期では一人遊びが自由遊

び時間の10%以上を占め、30%近い学期もあった。手先が器用で可愛いものを製作したり、絵

を描いたり、縫いぐるみで遊んだりしていた。仲間と遊びたいのに一人になってしまってい

る様子はなく、一人の時間を充分に楽しみながら活動しているので、一人でいることが保育

者にも観察者にも気にならなかった。また他の子ども達がスクーターをしていても、自分は

まだスクーターが無理と思えば三輪車を出してくる等、マイペースで活動を選んでいた。こ

の様に、とこは周りに他の子ども達がいて様々 な遊びをしていてもそれに引きずられること

なく、自分のしたいことを見つけ、それに集中できていたと考えられる。

2)性の境界への態度：幼児期に男女が分かれて遊ぶ傾向がみられるようになることは先行

研究で指摘されている（例えばCorsarol985,Howes&Phillipsenl992)。対象クラスでも2年の

間にゆるい性の境界ができあがった。年少時は男女一緒に活動する様子が頻繁に見られたが、

年長になると殆どの子どもにおいて、自由遊び時間に10%以上の割合で一緒に活動するのは

同性のみとなった。例外は3名に見られたが、例外の一人がとこであった。とこは年少時か

らずっと男児とも女児とも遊んでいた。年長1学期には、とこが自由遊び時間に10%以上一緒

に活動する子は8人いたが、男児・女児が半数ずつだった。男児から「一緒に遊ぼう」と声

を掛けられたり、班決めの時にも男児から「とこ」と指名される等、男児に人気があった。

男児達とは動物ごっこをしたり、男児達の基地で料理を作ったりして遊んでいた。この時期

同性で集まる傾向が強くなっていた女児達も、とこを冷やかすことはなく、「とこちゃんは

男の子と仲良し」と認めていた。ゆりあがとこを介して男児と接することが増える等、とこ

は男児と女児の接着剤だったようだ。

年長2学期以降、とこと男児達の関わりが変化する。とこと男児との遊びの量が減り、と

こが自由遊び時間に10%以上の割合で一緒に活動するのは同性のみとなった。保育者によれ

ば男児達はとこが自分達とあまり遊ばなくなったのを寂しがっていたという。これから考え

て、とこが自分から遊ばなくなったようだ。他の女児は「女の子だけね」という様に、性別

で相手を選ぶことがしばしばあったが、とこはこうしたことは殆どなかった。とこの場合、

男児と遊ばなくなった主な要因は、男児に反発を感じ始めたことの様に思われる。例えば当

時とこは「男の子はいや。いじめたり足踏んだりするし、遊んでる時邪魔するから｣、「クラ

スで一番強いのはとこ。男の子に噛みつけるから」等と語っていた。保護者によると、この

頃家でも「男の子がぶったりするから足に噛みついてやる」と話していたという。しかし園

生活で男児と接する場面では、とこが特に男児達を嫌がっているような行動は見られなかっ

た。男児がいやというより、男児が行いがちだった、訳もなくぶったり、遊びを邪魔したり

する振る舞いが嫌だったのだろう。

この様に、他の子に比べて性の境界を気にしなかった点、男児が行いがちだった乱暴な振

る舞いに反発して男児から離れた点にとこの特徴があったようだ。

3)女児のサブ集団化への態度：園生活が進むにつれ、殆どの女児は特定の女児と長時間一

緒にいるようになってきた。特に年長に入ると、特定の数人の女児でサブ集団を作り、長時

間行動を共にする傾向が見られた。とこは、年少時には自由遊び時間に20%以上一緒に活動
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する子どもは学期ごとに1-2名いたが、学期ごとに違う子であった。年長時になっても自由

遊び時間に20%以上一緒にいることがあったのはゆりあだけであり、ゆりあとも一緒の時間

が30%を越えることはなかった。集団で遊ぶ時はゆりあとかりんの3人で遊ぶことが多かった

が、長時間ではなかった。この様に他の女児達とは異なり、とこには特定の女児達と固まっ

てサブ集団を作る傾向は見られなかった。

4)仲間関係での摩擦の時期：とこも仲間との間に全く問題がなかったわけではない。次の

事例5，事例6のように、年長1学期にはゆりが頻繁にとこの行動を仕切ろうとし、とこは

その場ではやりたいことを貫いていたものの、反発を感じていた様子だった。しかし他の子

どもに見られたように一緒に遊ぶ中でいざこざを繰り返したり、揺れ動いたりするのではな

く、ゆりとあまり遊ぼうとしなくなり、少し時期をおいてからまた遊んでいた。こうして一

時期距離を取ることでゆりとの摩擦の時期は長期化しなかった。

事例5年長5月。はると・たいちと一緒に猫ごっこをしている。お手紙ごっこをしている

ゆりが「とこちゃん、ちょっといらっしゃい」と呼びつけるがとこは答えず、猫を演じ続け

る。ゆりがまた「先生にお手紙書かないの？絵を描かないの？」と誘うが、「とこちゃんは

仔猫」といい、猫を演じ続ける。

事例6年長7月。ままごとコーナーでとこがフライパンで妙め物をしている。お母さん役

のゆりが帰ってくる。ゆりが「何作ってんの」と文句をいうが、「何か」と答えて料理を続

ける。ゆりが「わかった？何作ってんの。勝手に何か作っちゃだめじゃん」とまた文句をい

うが、とこは反論せず、調味料を加えたりしながら忙しそうに妙め物を作っている。

⑨重要な仲間関係：2年間の園生活で、とこに特に重要だったと思われる仲間はゆりあ

(女児）とごろう（男児）だった。とこにとってこの二人はどの様な存在であり、またこの

二人にとってとこはどの様な存在だったのかを以下検討する。

1)ゆりあとの関係：一人遊びの多いとこが、年少2学期以降年長3学期まで連続して自由遊

び時間の10%以上を費やし、年長時には20%以上を費やしたこともあったのはゆりあだった。

また年少1学期、年長2，3学期のインタビューで、とこはゆりあを遊びたい子として挙げた。

年長2，3学期、ゆりあとの関係が特に強かった時期でも、一人遊びが多い等とこはマイペー

スだったが、3学期に体調を崩した日には、ゆりあのそばでうろうろしたり、ゆりあが他の

子と一輪車で走り回るそばで別の子と縄跳びをしたりした。こうした様子から、とこにとっ

てゆりあはそばにいるだけで心の落ち着く、安心できる存在だったと思われる。

ゆりあはとこと年少時から遊んでいたが、ゆりあにはゆりとの関係がいつも際だっていた。

ゆりの仕切りに文句を言いながらも頼りにしたりと、年少時からゆりとの関係の中で揺れて

いた。一時期登園を嫌がったことがあり、それにはゆりとの密着した関係も一因だったよう

だ。しかし年長7月頃、とこの猫ごっこに加わり始めた頃から、ゆりとの距離がうまくとれ

るようになった。猫言葉でしゃべることで気分がほぐれるようで、コミカルに人と対する面

が表に出てきた。とことの関係が強くなり、「二人はきょうだい」という程だったが、一人

遊びが多い等とこがマイペースなので、ゆりとの一時の関係とは違って密着せず、ゆりあも

マイペースで動いていた。とこを介して男児達とも遊び、女児達と遊ぶ時もお母さん役に拘
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らなくなった。また誰と遊ぶかではなく、やりたい遊びを選んで遊ぶようになった。この様

にとことの関わりはゆりあに大きな変容をもたらした一因と考えられる。

2)ごろうとの関係：ごろうととこはそれぞれ同性の中で身長が一番低く、男女で手を繋ぐ

時にはいつもペアだった。とこ自身年少2学期のインタビュー時に「男の子と繋ぐ"時にはご

ろう〈ん。とことごろう〈んは一緒に小さいからもう決まっちゃってんの」と嬉しそうに語

っていた。年少2学期頃から二人は頻繁にじゃれあっていた。次の事例では、ごろうがとこ

を構いに来て、その後、他児に対してとこを守るかのように振る舞っている。

事例7年少10月。ゆりあが中心で、とこ、あけみの3人でフラフープ°。ごろうが長い棒を

持ってきてとこに向け、ポーズを取る。とこはごろうを見てにこにこ笑っている。ゆりあが

鉄棒に掛けてあった自分のフラフープを降ろす。それを見てあけみが自分のも降ろし、「と

こちゃん、フラフープ降ろすんだよ」と注意して、とこの分も降ろそうとする。ごろうはあ

けみを棒で脅す。

年長2学期以降、男児のグループと遊ぶ頻度が減っても、ごろうとの間にはちょっとした

やりとりが続いていた。他の子ども達が「とこちゃんとごろうぐんは仲良し」と発言するこ

とがしばしば聞かれ、周りも二人のつながりを認めている様子が伺えた。年長3学期に体調

を崩した時にも、とこはごろうにちょっとじゃれにいって安心する様子だった。

ごろうは年少2学期、送迎の時間が原因で一時不安定になった時、とこと関わることで安

心する様子が見られた。その後次第に男児達とのつながりが強まると、とことの関わりの量

は減少した。それでもとこを自分達の遊びに入れたり、とこを大事にする姿が見られた。他

の男児の手前、「とこは俺を好きだっていうけど、俺は嫌い」と発言し、「本当は好きなんだ

ろう」とからかわれたりした。しかしとこと実際に関わる時には楽しそうだった。

この様にとこはそばにいたり、ちょっとじゃれあうだけで安,L､できる関係をこの二人との

間に持っていた。とこは園の中に安全基地となるようなクラスメートを持っていたともいえ

よう。とこにはこの二人との関係が強い時期にも、密着したり、他の子との関係を排除して

独占しようとする傾向は見られなかった。一時期のゆりとゆりあの関係の様に、関係を強く

求めるがあまり、それが相手の負担になりトラブルを起こす例もある（同様の例として岡林

1995,五藤・石橋1996)。それに対して親密な仲間との関係の中でも変わらないとこのマイペ

ースさが、お互いに安心できる関係を二人との間に保つことになったように思われる。

④保育者との関係：とこは入園当初の時期以降も保育者と過ごす時間が多かった。2年間

の6学期中5学期では保育者と過ごす時間が自由遊び時間の10%以上を占め、30%近い学期もあ

った。前述の様に、入園当初は保育者を安全基地としている様子が伺えた。しかしその後は、

保育者がいないと不安な様子を見せるわけでもなく、遊びを展開する上で頼るわけでもなく、

おしゃべりしたり、一緒に制作をしたりして、保育者と一緒にいることを楽しむといった関

わりだった。この様に、とこは入園当初には保育者を安全基地としていたが、その後は楽し

く遊べる相手の一人として捉えていたようだった。

保育者はとこのマイペースを認め、とこが－人遊びをしていても、無理に他の子どもと結

びつけようとすることはなく、安心して見守っていた。とこと遊ぶ時も、とこのアイデアを
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尊重しながら、とことの関わりを楽しんでいる様子だった。

2．集団遊びでのとこの態度

①ままごとでの役割への態度：2年間を通じ、女児の集団遊びではままごとが頻繁に展開

した。幼児期の仲間文化の特徴として、お母さん役が重んじられる傾向が指摘されている

(岡野1996)。本研究の対象クラスでも、殆どの女児がお母さんになりたがっていた。だが

口達者なゆりが独り占めして、他の子は文句を言いながらも諦めている雰囲気があった。

とこは他の女児たちが価値を置くお母ざん役への拘りが初めからなく、お母さん役に対す

る他の女児の拘りはよく理解しながら批判的だった。インタビューの中で、「ゆりちゃんは

お母さん役ばかりする」と批判したり、遊びの中で皆が賛成しないような子をお母さん役に

推薦したりした。「お母さん役はおままごとにいらない」と発言したり、自分が中心の時に

はお母さん役抜きにすることもあった。

とこは他の女児たちの拘りに影響される様子もなかった。他の子にとって周辺的な役割

(岡野1996)である猫、ときには犬、子どもといった役割を自ら選択して演じ、それを積極

的に楽しんでいた。とこが猫を演じる様子は表情豊かであり、猫を演じる活動は他の子ども

にも魅力的に写ったようである。他の子ども達がとこと一緒に猫だけのごっこ遊びをしたり、

ままごとでそれまでお母さん役やお姉さん役に拘っていた女児達が、自ら猫役を取ることが

見られるようになった。

②指示によって遊びを仕切ろうとする子ども、口達者な子どもへの態度：集団遊びではお

互いの行動の調整が必要だが、その中で、口達者な子は他の子の行動に頻繁に指示しがちで

ある（例えば五藤・石橋1996)。このクラスでは女児ではゆり、りな、じゆりが口達者で、

他の子に頻繁に指示を出していた。一緒に遊んでいる子ども達は、指示されるがままになっ

たり、指示を待っているような態度が見られることもあった。口達者な子同士の間では、他

児から指示が出されることが気に食わず、いざこざになることもあった。

集団遊びで見られたとこの一つの特徴は、口達者な子が出す指示の言いなりにならず、と

いっていざこざを起こすのでもなく、自分のしたいようにするという態度が一貫していたこ

とだった。事例3では綱渡りの練習を止められ、事例6では勝手に料理をしないよういわれ

たが、とこはやりたいようにしていた。次の事例8でも同様である。

事例8年長6月。ホールでとことりなが遊んでいる。りなは自分のいう通りにするように

と、とこに指示する。りなは舞台で体操をする。しかしとこはそのまま真似るのではなく、

トランポリンの上で同じ様な動きをする。とことりなは一緒に笑い合う。

3．いざこざの起こりがちな場面へのとこの対応

①他児と遊びに関する考えが違う場面：遊びの内容ややり方に関して考えが違うと、それ

がいざこざに発展しがちである。しかしその様な時もとこは固執せず、問題をアイデアで解

決しようとする傾向があり、いざこざに発展せずに終わることが多かった。例えばみかとと

こが縁日の店をゆりあとゆりの店の横に出そうとして、ゆりに反対されたことがあった。み

かとゆりは「本物の縁日はくっついてやっている｣、「縁日でも大きいところは離れている」
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とやりあっていたが、とこは別の場所を見つけてそこにさっさと移動した。

②他児同士のいざこざ場面：他児同士のいざこざに子とゞ もが偶然居合わせた時、いつの間

にか自分もいざこざの当事者になり、他児と対立してしまうことがある。とこは他児のいざ

こざに積極的に介入して問題解決しようとすることはあったが、それがきっかけでいざこざ

の当事者になることはなかった。男児同士の力づくのいざこざに居合わせた事例では、事態

を納められそうな男児を呼んできていざこざを解消させた。また一人の女児がある遊び集団

に入ろうとしていざこざになった事例では、「こっちに入ればいいよ」と女児を自分の遊び

に誘っていたが、この集団とは関わらなかった。また、次の事例9の様に女児達が水掛け論

的ないざこざや文句を言いたいがためのいざこざを起こしている時は、とこは関わろうとせ

ず距離を取っていた。この様にとこは他児のいざこざに居合わせても、関わるか否かを自分

で判断しており、関わる時には問題解決そのものに指向していた。

事例9年長1月。女児達がコーナーでシンデレラの劇をしている。とこは馬車を引っ張っ

ている。馬車の動かし方等を巡って女児達がもめる。りなはゆりがいったせりふのことで文

句を言っている。とこは馬を演じながら様子を見ていたが、らちがあかない。とこはふっと

馬車から離れ、紙芝居のあるところにいって紙芝居を見たりしている。

③仲間入り場面：仲間入りは仲間入り側と遊び集団側の間にしばしばいざこざが起こる場

面である。とこは一人遊びも多かったため、集団の遊びには途中から入ることが多かったが、

いざこざが起こることは殆どなかった。しかしこの時とこが特に優れた仲間入りの方略を取

るわけではなく、むしろ遊び集団側がすんなり受け入れているという様子だった。とこに限

っては、仲間入りはいざこざの起こりやすい状況ではなかったと考えられる。

4．まとめ：保育者は入園当初の年少1学期から2年間を通じ、とこを「マイペースで、

自分がある。自分がしっかりしている」と捉えていた。園は子どもが他の多くの子どもと関

わる集団生活の場である。とこも仲間との関係を築き、他児に関わり、他児から様々な働き

かけを受け、また他児同士の関わりに立ち会っていた。その中でのとこの振る舞いは、保育

者のいうように「マイペースで、自分がある」振る舞いと特徴づけられよう。

周りに多くの子ども達がいても、とこは自分のやりたいことを一人で楽しめた。他の子ど

も達に共通の価値観に簡単に影響されず、独自の価値観を持ち続け、他の子ども達に影響す

ら与えていた。また他児がとこの行動を仕切ろうとしても簡単に従うのではなく、やりたい

ことをやり続けられた。乱暴したり遊びを邪魔したりする男児の行動や、自分を頻繁に仕切

ろうとする子どもには反発していた。しかし摩擦の時期を長引かせず、距離を取ることで解

決した。他の子同士のいざこざにはむやみに頭をつっこまず、自分で判|析して関わった。遊

びでは自分のアイデアに固執していざこざを起こすのではなく、別のアイデアを出して楽し

めた。また親密な子に対しても、密着したり独占しようしたりせず、互いに安心しあえる関

係になっていた。男女にも拘らず、特定の子達だけで固まることもなく、いろいろな子とつ

き合いがあった。遊び集団にいざこざなく入れたのも、とこの振る舞いに多くの子が居心地

の良さを感じていたからかもしれない。この様に「マイベースで、自分がある」振る舞いが、

トラブルの少ない園生活の根底にあったと思われる。
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総合考察

1．現実世界としての園：動物は「従順なもの、可愛がられる存在」に演じられる可能性

もある中、とこは動物を「それ自身の行動の仕方を持っていて、人間の言いなりにはならず、

乱暴や邪魔にも負けない存在」に演じた。現実世界の意味の解釈や明確化の作業として遊び

を捉えるなら（津守1980,Corsarol985,Parker&Gottmanl989)、とこは動物を演じることで

何を明確化しようとしたのだろうか。

とこもまた他の子と同様、集団生活ならではの様々な状況に直面していた。特に園には他

の子どもが自分の行動をコントロールしようとしたり、他の子ども同士のいざこざがあった

り、自分が本来やりたかったことを見失い、他の子どもの言動に巻き込まれてしまうような

状況が多く存在する。その中でも、年長1学期での仕切りたがる子との摩擦、年長2学期以降

の男児達への反発といった反応から考えて、とこには「他の子が言葉による命令や指示、あ

るいは乱暴や邪魔によって自分の行動を直接コントロールしようとする」現実が重要だった

と考えられる。指示を頻繁に出す子を子ども達が「命令するからいや｣、「威張ってる」と評

することがあったこと等から、こうした現実は子ども達に共通に反発を生むものと思われる。

こうした現実での子ども達の振る舞いを見てみると、他の子の言うなりになったり、指示

を待ったり、さらにその結果登園を嫌がるといったトラブルを起こすこともあった。また強

く反発していざこざを起こすこともあった。一方、同じ状況で、とこは「マイペースで、自

分のある」振る舞いを貫いていた。

とこが動物を演じる様子と、とこの園生活での振る舞いとを考え合わせると、とこが園生

活で直面し、その中から明確化しようとしていた現実世界の解釈とは「園生活では他者が自

分の行動をコントロールしようとする現実がある。しかしそれに巻き込まれず、自分であり

続けることができる」ということのように思われる。

子どもが自分自身の行動を自分で決定できるかという行動のコントロールというテーマ

は、大人との力関係に関して扱われてきた。それは家庭生活での両親との関わりで顕著であ

る。Waksler(1991)は、子と、も時代に大変だったことを大学生に質問し、髪型や着る物、遊ぶ

仲間といった自分自身のことが自分では決定できず、しばしば相談もなく両親だけの都合や

好みで決定されてしまい、それが子どもにとって大きな苦痛であることを示唆した。Corsaro

(1985)は幼児同士の会話から、子ども達は「母親がボスで、行動の決定をする」と捉えてい

ることを示唆した。

しかし本研究からも示唆されるように、仲間との関係でも他者は行動のコントロールを試

みてくる。ここで重要と思われるのは、大人が行動のコントロールを試みてくる時には力関

係の圧倒的な差が背景にあり、子どもが交渉できる余地があったとしても、最終的決定は大

人に委ねられてしまう点である。これに対し仲間との関係では、他児が行動のコントロール

を試みてきても、最終的な決定は子ども自身に可能である。この点が子どもにとっての仲間

の重要性の一つだろう。またこの可能性を幼児期に体験を通じ明確化することは、発達上も

重要な意義を持つと思われる。
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2．仲間文化の場としての園：多くの子とﾐもが猫役を好むようになる等、とこは他の子ど

もに大きな影響を与えた。なかでもとこの影響を強く受けたのはゆりあだった。事例2と事

例3を比較すると、ゆりあの猫の演じ方は大きく変わっている。事例2では従順で可愛がら

れる猫を演じているが、とこと一緒の事例3ではからかいに対して戦う猫を演じている。動

物の「それ自身の行動の仕方を持っていて、人間の言いなりにはならず、乱暴や邪魔にも負

けない存在」というイメージは、とこを通じてゆりあにも呼び起こされ、共有されていった

と思われる。Corsaro(1985)は子ども達が現実世界で見出したことを、互いに分かち合い、確

かめ合うことが、園での仲間文化の意義であると指摘した。本研究で見られたのは、その分

かち合いの過程であったように思われる。

この頃ちょうどゆりあとゆりとの関係も変化した。「他者が行動をコントロールしようと

してきてもそれに巻き込まれず、自分であり続けることができる」という発想と、それが周

りの子とゞもに受け入れられる経験が、遊びを通してゆりあの中で確かになり、現実の世界で

もその様に振る舞う支えになったのではないだろうか。

3．家庭という場での経験との関連：保育者がすでに年少1学期に気づいていることから

も分かるように、とこの「マイペースで、自分がある」という特徴は入園以前に育まれてい

たらしい。それでもこの特徴が仲間による直接の「行動のコントロール」の試みに対して発

揮されてくるのは年少3学期頃からである。

年少2学期に入ってとこは家庭で本物の猫と関わる機会を得た。その経験から「それ自身

の行動の仕方を持っていて、人間の言いなりにはならず、乱暴や邪魔にも負けない存在」と

いう猫の特徴と、それを受け入れ楽しむ周りの様子を具体的に捉えていったと思われる。津

守(1980)や本田(1977)が示唆する様に、猫の振る舞い方に自分と共通する特徴を感じ取

ったからこそ、とこは猫に惹かれたのかもしれない。「他者による行動のコントロール」と

いう園での現実に出会い、それに対して「巻き込まれず、自分であり続ける」という対処を

選択する上で、猫という具体的なイメージを持ったことが一つの手がかりになったのではな

いだろうか。

4．園という場で表現するということ：子どもが園で行う遊びにはしばしば子どもがいか

に現実を捉えているかが反映されている。それは子ども達に共通の興味・関心(Corsaro

1985,Parker&Gottmanl989)であったり、個人の過去の体験（倉持・柴坂1996)･その時期

の関心事(Parker&Gottmanl989)･長期的な内的テーマ（津守1980)であったり、園内の

人間関係(Corsarol985,岡林1995)であったりする。

生活の場という視点から考えれば、家庭での経験を反映する遊びは、現実の起こる場から

離れた所で展開されることになる。その内容に関わる人達はそばには居らず、一緒に遊んで

いる子ども達や周りの子ども達には直接関わらない点で安全である。場合によっては、この

点が子どもが表現活動を取る上で重要かもしれない（例えば倉持・柴坂1996)。それはプレ

イ・セラピーが子どもの現実の人間関係とは離れた場で行われる意義と同様であろう。

これに対して園内の現実を捉えている遊びは、現実が進行している場で展開される。この

時は遊びの内容は一緒に遊んでいる子ども達や周りの子ども達たちに関係してくる。遊びの

当事者同士の関係が遊びとして表現される時には、関連は最も直接的であり、遊びとはいえ、

可へ司
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ときには緊張が伴う(Corsarol985,岡林1995)｡とこは様々 な子ども達とのごっこ遊びで猫

役を取っていたが、その中にはよく指示を出すゆりやりなも含まれていた。とこはこうした

子ども達に、「とこに対して指示を出してもそれが通るとは限らない」というメッセージを、

猫としての振る舞いを通じて間接的に伝えていたことにもなるだろう。つまり園の現実の人

間関係を反映する遊びは、相手との関係についての自己開示のコミュニケーション(Parker

&Gottmanl989)となっている可能性がある。こうしたコミュニケーションが相手にどの様

に受け取られ、どの様に相手との関係に影響するのかは今後検討すべき課題である。

5．仲間との生活の場としての園：本研究で検討した様に、園は家庭とは違った現実の場

であり、一方で価値観や興味・関心を共有し分かち合う仲間文化の場でもある。とこは仲間

との生活の中でこそ、「マイペースで、自分がある」特徴を発揮し具現化したと思われる。

家庭では、とこは三世代家族の、年の離れた末子として、年長者に囲まれて育っていた。

仲良くしている近所の子どもはいたが少人数であり、地域の仲間集団といえる様なものでは

なかった。とこにとっては、園が仲間集団の場であった。こうした実態は地域に同世代の子

と､もが少ない現代の子と・も達にとって共通のものであろう（無藤1995)。保育園・幼稚園に

は様々な教育上、福祉上の機能が課せられているが、子どもの視点からは、仲間との生活の

場としての意義がますます重要になると考えられる。無論、これだけが子どもにとって園と

いう場の持つ意味という訳ではない。家庭から離れた、自己治癒の場としての意味が重要な

例もある（倉持・柴坂1996)。保育現場でしばしば指摘されるように、園の持ちうる様々な

機能の中で、その時代に、その子どもにとって、それぞれの時点で、どの様な生活の場とし

て園が位置づけられているかを見定める必要があるということだろう。子どもにとっての保

育者の役割や援助の重点についても、その上で考えていく必要があるのではないだろうか。

注：子どもの名前は仮名。本研究は文部省科学研究費補助金による研究成果の一部である。
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