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保育実践における子どもの感情経験の取り扱い

エスノメソドロジーの視点から

五十嵐素子

はじめに:r感情経験』を取り扱うという実践上の課題

教育現場のありようを明らかにする手法として、近年はインタビューやフィールドワーク

に基づいた質的研究法が注目されてきている。そうした研究方法を用いて子どもの感情経験

を研究する際には、子どもの行動の背後にある感情経験の内実を明らかにするために、その

感情の変化を周囲の出来事との関係において記述的に研究しようとすることが多い。一方本

槁では、こうした研究が立つ前提に立ち戻って、感情経験がそれとして取り扱われ、対処さ

れるということ自体が現場の実践の成り立ちに関わる形で遂行されているという事実に目を

向け、そこから見えてくる子どもの経験について示唆を得ることにしたい。

感情の社会学においては、感情経験が私的な経験とされている一方で社会規範と結びつい

ていることが指摘されており、両者の関係を明らかにする方法論をめぐる議論が蓄積してき

た(Hochschildl983=2000、Coulterl989、岡原・山田・安川・石川1997、筒井1998、中河

1999)。そうした方法論のなかでも、特にエスノメソドロジーの相互行為分析を用いた概念

分析の知見においては、感情の帰属を誰かに行なうこと自体が、ある社会的な実践における

一手であり、そうした感情の適切性は、当の本人ではなくある社会規範に照らしたうえで他

者から判断されうる、という意味で社会的基盤を持つものであることが指摘されている。

このように言うと、誰が何の権利をもって他人の感情の適切さを判断できるのかと意外に

感じられるかもしれない。だがよく考えると、私たちがある場面で誰かが悲しんで涙を流す

ことを適切／不適切だと判断することは、日常的に生じうることである。そのときには、あ

る立場に立ってその誰かを何者かとして捉え、そうした何者かに期待される行為規範に照

らして、その感情を適切／不適切なものと判断しているのである(Coulterl979=1998;前田

1999,2007,2008)。

さらにこうした知見は、感情経験が本人の問題にとどまらず、その取り扱いという点にお

いて、周囲の人にとって実践上解決すべき事柄になりうることに気づかせてくれる。たとえ

ば前田（1999,2008)は、医療従事者と患者の間の問診場面における感情経験の語りについ

て考察をしているが、助言者（専門職)－相談者（非専門職）という関係性において期待され

る相談の実践を維持し編成するなかで、医療従事者側が患者の感情を気にかけるのが困難で

あり、かつその感情が気にかけられるべきものとして立ち現れる局面があることを指摘して

(いがらし・もとこ上越教育大学）
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いる。

子どもに関しても同様のことが生じうるだろう。例えば、幼い子どもが自分の感情を言葉

で説明しない場合、周囲の者がその子どもの行動を感情表出として取り扱うかどうかが問題

になる場合がある。子どもの「泣き」はそうした行動の一つであるだろう。子どもの「泣き」

はしばしば｢情動表出」(平林2000)に区分されるが、怒りや悲しみといった感情の表出では

なく痛みの表出としてなされる場合もある（高橋2004)。だとすれば周囲の人は、その泣き

をそもそも感情表出として扱うのかどうか、また、扱うときにはその感情経験にいかに対処

するのか、ということを実践上で判断し解決していくことになるだろう。

2．先行研究と事例検討の視点

本稿は、2005年1月に撮影されたS保育室の外遊びに関するフィールド調査によって得ら

れた事例をもとに考察を進めていく(')。これまでの研究において子どもの「泣き」は問題解

決の手段として第三者からの援助を引き出すことが指摘されてきた（柴坂・倉持2003)。本

稿で検討するのも子どもT(男児・満3歳）の泣きに対して保育士が援助を行なう事例である。

平林(2000）によれば、保育者は幼児が泣いた場合の84％において何らかの働きかけを行

うが、特に「泣きの表出が多い幼児」に対しては「相手の気持ちの説明」や「状況の説明」や

｢泣きの制御」（｢こんなことで泣かなくていいんだよ」など）といった働きかけをするという。

また保育者は、こうした泣いている子どもとやりとりするなかで、子どもの泣きの意味を理

解可能なものとしていくことも指摘されてきた（芝田2005)。

これらで指摘された保育者の働きかけの仕方は、本稿の事例においても確認することができ

る。しかし前者の研究では、子どもの泣きをあらかじめ「情働表出」と区分していること、ま

た保育者の働きかけをその特徴で分類し回数で傾向を捉えていることから、保育者が泣きをど

のように取り扱っており、それが保育実践上どのような意味でなされているのかという点まで

は分からない。また後者においては、保育者とのやりとりを通じて示される子どもの泣きの意

味がどのような形で保育実践に関わっているのかについては考察の範囲外となっている。

そこで本稿では、これらの先行研究を踏まえながら前述のエスノメソドロジーの視点に基

づいて事例を検討し、保育者が子どもの泣きをどのように感情表出として取り扱う／扱わな

いのか、また取り扱われる際には感情経験はいかに対処されるのかという点を、保育者の援

助のあり方との関わりにおいて明らかにしていきたい（3節)。また、そうした実践におけ

る子どもの立場を振り返り（4節)、先行研究で指摘されているような、子どもの泣きの取

り扱い方（｢泣きの制御｣）が保育実践においてどんな意味を持ち、子どもにどのような経験

をもたらすのかを考察することにしたい（5節)。

3.保育実践における子どもの感情経験の取り扱い

(1)子どもの感情を取り扱う前提：役割に結びついた行為規範

S保育室の外遊びは、午前中に1時間程度（行き帰りを含む)、3名の保育士と共に、3才
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以上の子どもが15名程度で公園に移動して行われている。本稿の事例は、外遊びからの帰

り道で、T(仮名：｢たけし｣）が走って保育室の前まで来たところで泣き出したことに端を発

する。

S保育室の子どもたちは、公道から保育室に続く私道に入ると、それまで手をつないで並

んで歩いていたのをやめて、引率している保育士さんの「ヨーイ、ドン」などのかけ声で保

育室の前までかけっこをするという習慣があった。この日のTも他の子どもたちと保育室ま

で走っていたのだが、その途中に靴が脱げ、保育室に入る前で泣きだしたのであった。

以下のトランスクリフ°ト1(以下TR1)は、Tの後ろのグループを引率していた、保育士1

が私道にTの靴が道に落ちているのを見つけたところから始まる。Tは保育士1に呼びかけ

られる[02行目（以下02と省略)]あたりから「靴脱げちゃった：::」と泣きながら叫びはじ

め［()3]、そこに保育士1が靴を掲げて走り寄っていく［04]。

TR1(表記記号については注(2)を参照）

01保育士l:あれ、誰か靴が:((靴に駆け寄りながら))《地面に落ちている靴をひろう》

02保育士l:た：けし::((Tに向かって走りながら))

03子どもT:靴脱げちゃった：：：

04保育士l:た：けし：靴!((靴を上に持ち上げて見えるようにして走りながら))

05子どもT:捌拠ばち笠．た_.i_L;__;_靴脱ばち_壷_｡-た_;__;___:_

06保育士l： ｛靴！（(靴を持って走りながら)）

07子どもT:靴脱ばち生コ迄_i__i_l;_

08保育士l:[《靴を持ってTのそばに到着する》

09保育士2：［ほら::((Tの側に立っている))

10保育士2：ちょっとお庭見てみるね。（(と保育士lに向かって)）《裏庭に行く》

保育士1は落ちていた靴を拾ったあと、すぐ、に靴を持ってTの方向に走っている[01-02]｡

保育士1がTに対してこのような行動をしたことを、私たちはおかしいとは思わないだろう。

保育士には「十分に養護の行き届いた環境の下に（中略)生命の保持及び情緒の安定を図る」

という職業上の目標があり、これに照らして子どもに対して援助をすることが社会的に期待

されている(3)。こうした期待をもってみれば、保育士1が靴を拾って子どもTのもとへ向か

うことは、子どもTに援助をしているのだと理解できるからだ。

ここで重要になるのは、このような社会的役割に結びついた規範(期待）は、それによっ

て私たちが保育士1の行為を理解できるだけでなく、保育士1と子どもTの一連のやりとり

を生み出すのに用いられていることである。そしてそのことで｢保育士(援助する側)」一「子

ども（援助される側)」という関係性として理解可能な相互行為が維持されていくのである

(Sacksl972)。このため、両者のやりとりにおいて子どもの感情に関連する事柄が取り扱わ

れるときにも、こうした役割に結びついた行為規範を前提としながら対処されることになる‘
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(2)泣きを伴った訴えに対する対応：問題解決への志向

では、その後のTRlの展開を見ていこう。Tが｢靴脱げちゃった：:」と泣きながら言った

こと[03]に対して、保育士lは、呼びかけながら靴をTに見えるように示している[O4]。だ

がTは泣きながら同じことを繰り返している[05]。このため、保育士lは再び｢靴！」[06］

と靴の存在を強調している。また保育士lがTのもとに到着したときに、保育士2が､「ほ

ら::｣[09]と言っているのも、靴の存在に注意を促した発言であると聞きうる。

ここまでのやりとりから分かることは、保育士1や保育士2が一連のTの発言[03，05，

07]を靴が脱げたことによる問題の訴えであると聞き、その問題に対して「靴」の存在を示

すことで解決されるものとして扱おうとしていることだ。つまり彼らは、Tが｢靴が無いこ

と」を問題として「訴えている」と扱っている。そしてさらに言えるのは、こうした保育士

らの行為が、子どもが｢訴えていると思われる問題」に志向しそれを解決しようとしている

ことであり、その子どもが「泣いていること」自体に働きかけをしているわけではないとい

うことである。

では、こうした子どもの「問題」の解決への志向は、当該の子どもが｢泣いていること」と

どのように関係を持っているのだろうか。以下のTR2はTR1の続きであり、このことがより

明示的に示されていく。

TR2

11子どもT

12保育士l

l3子どもT

14保育士l

l5子どもB

靴ぬば_I_;_

《靴を持ってTの側に寄ってしゃがんで》［泣かないの：ほら

動_2__i__2_l&_i_(_____________)

［なんで泣いて［るの？

《Tのうしろに来て》［どうしたの？

保育士2が靴の存在を示してもITR109]、Tが引き続き泣き声で｢訴え」かけるため[11]、

保育士lは「泣かないの：ほら」[12］と、靴の存在（あるいは自分が来たこと）に注意を促

してTが泣きを制止することを促している。しかし、さらにTは泣き声を上げたため[13]、

保育士lと子どもBはTに泣いている理由を尋ねたのだった。こうしたやりとりからは「問

題」が解決したならば、Tは泣くのを止めることが期待されること、その泣いている理由が

分からないときには、理由が探されることが読み取れる。

ここまでをまとめれば、保育士1は子どもTの泣き声に対してTが「泣いていること」自体

を問題として対処しようとするのではなく、Tの泣いている理由や原因と思われる問題を実

践のなかで定めたり明らかにしようとしたりして対処していた。そしてその問題を解決する

ことによって、Tが泣き止むことを期待していたのであった。

(3)泣きの適切さと泣きの制止の判断：基準としての援助方法

ここまで述べてきたことは、私たちが普段「相談する」－「助言する」という相談場面で助

言を求める側が泣いてしまったときにもなしうる対処の仕方であるように思えるかもしれな
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い。だが相談場面で泣いたからといって、本人の許可無くあるいは留保なく、その問題が何

であるかを判断し対処しようとすることは、それが｢助言」としてなされるときの前提とな

る、相談者本人の問題理解や問題解決への期待を破棄するという点で、相談以上の活動へと

展開しうることになる。

つまり先の場面で、保育士’の判断や対処がTのそれよりも優先されているのは、むしろ

保育士，によってTがそうした判断や対処ができない「子ども」として扱われているからな

のであり、助言ではなくそうした子どもを「援助」するという保育実践上の期待のもとに行

なわれているからなのである。このことを踏まえながら、その後のやりとりを以下のTR3で

見てみよう。

TR3

14保育士l : な ん で 泣 い て ［ る の ？

15子どもB:<Tのうしろに来て》［どうしたの？

16子どもT:_12._(:)__"Lh唾ら_定2進_』‐

17保育士l:I脱げたから？（(Tを抱えて靴を履かせながら))

18子どもT:う(.)[う(.)くつ、［ぬげちやった：

19保育士l:{泣かないの、［脱げても泣かなくていいの、《Tに靴を履かせ終える》

20保育士l:[ね？《と言ってTを持ち上げて立たせる》

21子どもT:L,__Q:hQ__<__:h2｣〈__L_hg脱ばち鐙__[_豆迄_;___:_

22保育士l:[だ：いじよI:.Si((Tを自分に向けて抱いて))

23子ども T : 1 _ i _ i _ _ i _[_;___:_

24保育士l： ［もう1面った1

25保育士l:ほらちゃんと履いたでしよ？（(Tの体を外に回して足下を指しながら))

26子どもT:《泣き止んで保育室の玄関に向かう》

保育士lは、Tが泣いている理由を尋ね、それに対するTの答え［16]の途中でTが泣いて

いる理由を（靴が)「脱げたから？」[17]と確認している。そして、さらに泣いているTの声

にかぶせながら、｢泣かないの｣[19］とTの泣きの制止を試み、Tの「くつ」に続けて「脱げて

も泣かなくていいの」[19]と再びTの泣きを制止しようとしている。

［01-12］までの保育士lは、Tの泣いている理由について問わないままTの訴えているこ

とを「靴が無い」という問題だとして対応してきた。だがそれが解決されてもなおTが泣い

ているため［14]ではじめて理由を尋ねることになる。保育士1がTに理由を確認したのに

対して[171、Tは言葉を繰り返そうとしたため、保育士lは靴が脱げて泣くことを不適切な

ものとして制止したのだった［19]。

もしかしたらTはみんなと「かけっこ」して走っている途中で一人だけ靴が脱げてしまっ

たことが悔しかったかもしれないし、転びそうになって驚いたのかもしれない。保育士1は

[19]で制止する代わりに、Tが泣いている理由を補足することで、それを適切なものとして

扱うことも可能だったはずである（｢そうか、靴が脱げて驚いたんだね」など)。しかしここ
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での保育士1はTの感情経験について言及することはなく、このTの泣きを不適切なものと

して制止している[19]。これはどのような保育士の志向性を反映しているのだろうか。

ここ[19]で注目したいのは、保育士lがTに泣きの制止を促す一方で、同時にTに靴を履

かせる作業も行なっていることだ。ここまでのやりとりにおいて保育士1は、靴を持ってき

たりTに履かせたりといったTへの援助を身体上で継続している。そして、保育士lの「脱

げても泣かなくていいの」[19]という発言はちょうどTに靴を履かせる作業が終わる直前に

位置しており、その後の「ね？」[20]という理解の促しは、靴を履かせ終わってTを立たせ

る直前になされている。こうした［19-20］の保育士1の発言と行動は、どちらもTが｢靴を

履いて立つこと」に志向しているとみなせる。とすると、発言[19]｢脱げても泣かなくていい

の」で言及されたTの泣きの不適切さは、保育士1がTに援助し行わせようとしている「靴を

履いて立つこと」に照らしたときに不適切とされていると考えられる。

このように保育士1によるTの泣きの制止の促しや泣きの適切さの判断は、保育士1の援

助の方法に照らして正統性を与えられていることが確認できる。

(4)援助の手続きに組み込まれた感情経験への対処

さて、Tの感情に対して保育士1が対処を行なうのは、このTR3の22行目以降になってか

らである。保育士1に立たされながらも、引き続き泣きながらの訴えを続けているTに対し

て保育士1は「だ：いじよ：ぶ｣[22］と言って、Tを自分の側に向けて引きよせて抱いている。

この発言は直前のTの泣きながらの訴えに応接していることから、Tの靴が脱げた経験に対

して問題がないと言っていることになる。またTを自分の側に向けて抱く行為は、これまで

の援助の流れには結びついておらず、慰めているようにみえる。このように、発言上でも身

体動作上でもTの感情経験に対処していることがみてとれる。

だが、泣いているT[23]に対して、保育士1はTを抱きかかえるなどによって、Tの感情経

験にさらに対処しようとすることはなかった。「だ：いじょ：ぶ｣[22］というTの感情経験に

対処した発言は、その後にはその根拠としてTの靴がすでに履けていることを示す発言（｢も

う直った！」[24]）や、Tの体を回してTが歩くことを促す行為[25]が後続することで､｢T

が歩き出すこと」への援助の一部となっていくのである。

このように、Tの感情経験への対処は、Tが歩き出すことを援助するという保育実践の流

れのなかに埋め込まれているのだった。

(5)援助の資源としての子どもの泣きの取り扱い

ここまでのTの泣きの取り扱いを、援助の流れに照らして振り返ってみよう。

Tの泣きを伴った訴えに対して保育士1の援助が開始されたが、そこでは保育士1の側が

問題を判断して解決をしようとし、Tの泣きについて言及することはなかった。しかし保育

士1がその問題が解決したことを示しても、Tが泣いているとTの泣きは制止され、泣いて

いる理由が尋ねられることになる。Tはその理由を答えず、また、保育士lがTに靴を履か

せ終わってもTが泣いているため、泣き自体が不適切なものとして制止が試みられる。それ

でもまだ泣いていると、ようやくTの感情に対する対処がなされた。しかし、それはTに靴

10



保育実践における子どもの感情経験の取り扱い：五一|嵐

を履かせて歩かせるという方向へと促す一助となっていたのであった。

このようにTの泣きの取り扱いは、Tの問題解決という援助の作業に照らして判断されて

いることがわかる。そして、泣きが言及されなかったり、その理由が問われたり、制止され

たり、感情表出として取り扱われその感情に対処されたりしたことはすべて、保育士1がT

を援助するための資源となっていたのである。

4．援助を求める主体として扱われる子ども

上記の事例の検討においては、子どもの泣きや感情の取り扱いが保育士の援助の作業と深

く関わっていることに焦点をあてて考察してきた。そのことで、子どもが援助される対象で

あるという側面が殊更に際立ち、泣き続けている子どもが判断力もなく問題解決もできない

無力な存在のように見えたかもしれない。

だが実際には、保育士1はTを援助を求める行為主体として扱い続けていた。具体的にい

えば、援助によって問題解決を求める主体として、自らの訴えの理由を語りうる主体として

Tを扱ってきた(4)。そしてそのときには、Tには泣き止む権利がその都度に与えられており、

保育士1はそれに応じる用意があった。たとえばTは、保育士1が靴を持ってきた段階[11｝

で泣き止むこともできたはずだ。もし靴を持ってきた段階でTが泣き止んだなら、Tは保育

士に手伝ってもらいながらも自ら靴を履くことになっていたかもしれない。しかし保育士1

の問題解決を受け入れずにTが泣き続けたことで、上記のような形で援助がなされたのであ

った。つまりTは、保育士1による援助を泣きによって継続的に引き出したことになる。

そして最終的にTが泣き止んだのは、Tの感情に対処がなされた後ではなく、保育士lが

Tに靴を履かせて立たせ、Tが保育室に向かって歩き出す直前であった。これはTの靴が脱

げる以前の状態に戻ったタイミングである。ここでTが泣き止んで歩き出したということは、

この時点で自分の問題が解決したというTの判断があったといえるだろう。つまり、Tが泣

きながら訴えていた問題は、「靴が無くなった」ことや、靴が脱げたときの感情経験にあるの

ではなく、「靴が脱げてしまったので(保育室に）歩いて帰れない」ことにあったとみなすこ

とができる。

保育実践において「泣いている」子どもは保育者に援助される対象になり、その際にはし

ばしば無力な存在に見えるかもしれない。だが､「援助する側｣－｢援助される側」という関

係性を維持するなかで、子どもは援助を求める存在として扱われ続ける。そしてそのことで

保育者が提案する範囲において、保育者に解決して欲しい問題を判断しながら、援助を受け

ることができているのである(5)。

5．おわりに：保育実践において泣きの制止がもたらすもの

本稿は具体的な保育実践を例として、子どもの泣きを伴った訴えがどのように保育士に取

り扱われていくのかをエスノメソドロジーの視点から検討してきた。そこでは、保育実践の

援助として子どもにとっての問題解決が目指され、泣きを感情表出として取り扱う／扱わな
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いこと、取り扱う際にその感情への対処をすることが保育士の援助の資源となるよう判断さ

れていたことを確認してきた。また子どもは、援助を求める主体として扱われ続けることで

保育者の側からの援助を自らの判断である程度設定することが可能であることを確認した。

ここであらためて先行研究の知見を振り返ってみよう。子どもの「泣き」に対して「泣き

の制御」(平林2000)が行なわれるとき、それは保育者にとってどのような保育実践上の課

題を解決する方法であり、子どもにとってどのような契機になるのだろうか。

本稿の事例では保育士による「制御」の試みは二回行なわれている。まずはTR2の12行

目で保育士1が靴を持ってTの側でしゃがんで言った「泣かないの：ほら」である。これは

保育士1がTの訴えている問題であると捉えた「靴が無くなった」が解決された時点であり、

その問題が解決したのだから泣き止むべきであるという含意における「制御」であった。そ

もそもこの問題の捉えが保育士1の判断でなされていることを踏まえると、この「制御」の

試みは保育士1の問題の捉えをTに受け入れさせようとするものであることがわかる。

次は、TR3の19行目で保育士1がTに靴を履かせ終わるときに言った「脱げても泣かなく

ていいの」である。この「制御」は3節（3）で検討したように、Tに「靴を履いて立つこと」

を促そうとして言われていた。つまりここには、｢Tは泣くよりもすべきことがある」という

保育・養育上の判断があったことがわかる。

保育者が援助を行なうときには、子どもの行為のすべてを援助するのではなく、当該の環

境やその子どもの普段の行動に照らし、子どもにどこまで行なわせるべきかを判断したうえ

で援助方法を決めている（五十嵐2007)｡

だが、子どもの泣きに対処するときには、4節で述べたように、子どもの判断に基づいて

問題が設定されることで、保育者はその解決のために援助を継続する事態に陥る可能性があ

る。このため、保育・養育上の配慮から、保育者がある問題を当該の子ども自身に解決させ

ようとするならば、その子どもの泣きを制止することを試みなければならなくなることが考

えられる。

たとえば保育士1がTR2の12行目で「泣かないの：ほら」と制止したときには、Tがその

靴を自ら履くことを期待されていた可能性があるし、TR3の19行目「脱げても泣かなくてい

いの」と制止したときには、Tが泣き止んで自ら歩き出すことが望まれていた可能性がある。

このように保育・養育上の判断に基づいて子どもの泣きを制止しようと試みることは、子

どもがなすべき行為/大人が援助すべき行為の線引きをめぐって、大人と子どもの判断のせ

めぎ合いの場を作り出すことになる。このため、保育者の側から泣きの制止が試みられるこ

とは、子どもにとって単なる注意や行動の制止にとどまるものではない。そのときその場で

自分に期待される行為がやりとりのなかで観察可能（山田2000)となり、それを受け入れる

かどうかの判断を迫られるがゆえに、子どもにとっては、ある社会化の一つの契機となると

いえるだろう。

注

※本研究は科研費(課題番号：22243037)の助成を受けたものである。
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l1)S保育室は首都圏郊外に位置し、定員が27名（当時）という小規模な保育室である。この保育室の

特徴は、保護者の要望を聞きながら一人一人の子どもの養育背景や特性にあわせてきめ細やかな対

応をすることにある。この保育室ではおよそ3歳を境に子どもの集団を二分して保育しており、こ

れまで3歳以上の子ども集団に対する保育の事例について相互行為分析を行なってきた(五十嵐・

島野2006，五-|一嵐2007)。今回の事例が収集されたフィールド調査は現在まで継続している調査の

一部であり、S保育室の保育士と子どもの保護者に調査の趣旨説明を行ない、調査への協力と撮影

の許可を得て行なわれた。ご協力頂いた関係者の方々には記して感謝したい。

(2)トランスクリプトの表記法については以下を参照のこと。

保育士：／子ども：参加者の発言を表す。

：：直前の語尾のｲII1びを示す｡：：の数は相対的な音の長さを表す。

（（））発言とII-il時になされている行動を示す。

《》発言の前や後になされた行動を示す。

（）’11き取れない音声を示す。

泣き声泣きながら話しているため音声が乱れていることを示す。

大きなﾉ:fil_|対的に音声が大きい部分を表す。

［音声が重なり始めた場所を示す。

.h吸気音を示す。hの数は相対的な音の長さを表す。

（.）0.2秒以下の短い音声の間を示す。

語尾の音に強勢があることを表す。

？語 尾の音が上がっていることを示す。

(3)保育の目標の一つには「十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの

様々な欲求を適切に満たし、生命の保持及び情緒の安定を図ること」が定められている（第1章1保

育の原理(1)｢保育の目標｣『保育所保育指針一平成20年告示』)。

(4)具体的には、TR1の4,6行目で保育士1は、Tに対しての問題が解決したことへの気づきの促しを、

Tの泣き声の間というTが聞き取りやすいタイミングで行なっているし、9行目でも靴の存在への気

づきを促している。またTR3の14,17行目ではTに泣いている理由を尋ねている。

(5)やまだ(1983：214)は、子どもは発達過程で｢泣き」を、自分の要求をかなえる道具として使うよう

になると指摘している。だが、子どもがこうしたことが可能であるのは、周囲の人々がそうした子

どもの要求をくみ取りながら援助する対象として取り扱い続けている限りにおいてであるといえ

る。

引用文献

ArlieR.Hochschild(1983)TWcMM""aged"2αγ夜Co"""cね"zα加伽Q/"""zα〃F"""9,Universityof

CalifOrniaPress.(=2000石川准・室伏亜希（訳）『管理される心：感情が商品になるとき』、世界

思想社）

Coulter,Jeff(1979)7W9Soc"ICo"s""c伽〃〃Mi",MacmillanPress.(=1998西阪仰(訳)『心のﾈl会的構

成：ヴィトゲンシュタイン派エスノメソドロジーの視点』新曜社）

(1989)"Cognitive"PenetrabiliW'andtheEmotions"inDavidFranks&E.DoyleMcCarthy(eds.),

TWeSocioﾉ0副ﾉQfE"@0"0"s,OriginalEssaysandResearchPapers,JAIPress.

平林秀美(2000)｢幼稚陸lにおける幼児の情動表出・制御と保育者の働きかけ(1):3歳児のネガテイヴな

情動表出について｣『日本発達心理学会第11回大会発表論文集』、33頁

五'一嵐素子(2007)｢子どもの遊びにおける学習の達成：相互行為上の能力の視点から｣『光陵女子短期大

学研究紀要』23,95108頁

13



子ども社会研究17号

五十嵐素子・島野千里(2006)｢保育実践としての外遊び：保育士の指示と子どもの行動選択に着'二Iして」

『光陵女子短期大学研究紀要』22,7589頁

厚生労働省(2008)『保育所保育指針』、フレーベル館

前田泰樹(1999)｢情緒経験の語りとケアの論理｣『現代社会理論研究』9,97-108頁

（2007)｢感情｣『エスノメソドロジー：人々 の実践から学ぶ』前田泰樹・水川喜文・岡田光弘、新

曜社､236241頁

(2008)『心の文法：医療実践の社会学』新曜社

中河伸俊(1999)｢社会構築主義と感情の社会学｣『社会問題の社会学：構築主義アプローチの新展開』世

界思想社、198224頁

岡原正幸・山田昌弘・安川一・石川准(1997)『感情の社会学：エモーシヨン・コンシヤスな時代』世界

思想社

Sacks,Harvey(1972)"AnlnitiallnvestigationoftheUsabilityofConversationalDataforDoingSociology,"

D.Sudnowed.,St""s"Sociα〃""、c抑",NewYOrk:FreePress,31-74.(=1989、北澤裕・西阪

仰(訳)｢会話データの利用法：会話分析事始め｣北澤裕・西阪仰(編)rll常性の解剖学：知と会

話』マルジュ社、93-173頁）

柴坂寿子・倉持清美(2003)｢園生活の中で泣きが多かったある子どもの事例：園における個人史と変容」

『質的心理学研究』2(2)、139-149頁

芝田奈生子(2005)「日常的相互行為過程としての社会化：発話ターンとしてのく泣き〉という視点から」

『教育社会学研究』76,207-224頁

高橋靖幸(2004)｢子どものく泣き〉を基盤とした相互交渉の展開：『子ども』という相互行為者の解釈実践

に着目して｣『立教大学教育学科研究年報』48,69-78頁

筒井淳也(1998)｢感情現象の分析のために何が必要か：旧来概念の限界と射程｣『現代社会理論研究』8,

41-54頁

山田富秋(2000)｢サックスの『社会化論』｣『野性の教育をめざして：子どもの社会化から超社会化へ』亀

山佳明・麻生武・矢野智司編、新曜社、265287頁

やまだようこ（1983)『ことばの前のことば：ことばが生まれるすじみち』新曜社

14


