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｢特別な支援」をめぐる保育士の解釈過程

－公立S保育所の事例から－

末次有加

1．問題関心

本稿の目的は、保育現場における「気になる子ども」や「発達障害児」への「特別な支援」

が、いかに意味づけられ経験されているのかを、保育士の語りを手がかりとして明らかにす

ることである。

2003年、文部科学省は日本の障害児教育を「特殊教育」から「特別支援教育」へと転換した。

これにより、障害児教育は、通常学級に在籍する「発達障害児」を含めた「障害」のある子ど

も一人ひとりの教育的ニーズに応じて適切に対応するという支援のあり方へと切り替えられ

た（｢今後の特別支援教育の在り方について（最終報告)｣)。また一方で､｢発達障害」につい

ては、2005年に「発達障害者支援法」が施行される。こうした法令の制定・施行に伴い、教

育現場における「発達障害」の早期からの発達支援や適切な配慮、療育的支援の取り組み等

が推進されるようになった。

実際の保育現場に目を向けると、集団生活を中心とした多様な活動が展開される中で､「障

害児」を始めとする「特別な支援」を必要とする幼児への関心が高まっている。特に「気に

なる子ども」への対応には、診断のある「障害児」に比べて、保育士が「困難さ」を感じる傾

向が高いことが明らかにされている（郷間他2008、木曽2012など)。｢気になる子ども」とは、

池田他(2007,p.816)によれば､「調査時点では何らかの障害があるとは診断をされていない

が、保育士にとって保育が難しいと考えられている子ども」と定義されている。つまりそれ

は、集団活動において「問題行動」と捉えられるような逸脱的・不適応的な行動を起こす子

どもである。

いずれにせよ、昨今の保育現場は、臨床心理士や医師など外部の専門家と積極的に連携し、

診断・助言体制を確立するなどして、「気になる子ども」や「(発達）障害児」にたいする「特

別な支援」の提供に務められるよう求められているのである。確かに、一連の発達検査や診

断を行うことにより、医学・心理学的観点から子どもの発達状態や個別のニーズを把握する

ことは可能であるし、そこから提供される助言や知見は現場にとって有意義なものでもある

だろう。しかしながらそれ以前に、そもそも現場で働く保育士たちが､「特別な支援」のプロ

セスにおいて、とりわけ「保育が難しいと考えられている子ども」をめぐって経験している

のは､いったいどのような種類の「困難さ」であるのだろうか｡保育現場における「発達障害」

に対する発達支援や適切な配盧等を実効あるものとするためにも、彼らの経験を明らかにす

ることは決定的に重要であると思われる。

(すえつくﾞゆか・大阪大学大学院）
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そのため、まずは心理学的・医学的な枠組みによって導出・定義されたニーズや状態につ

いての知識を現場はどのように取り込み、使用しているのか。そして保育現場におけるさま

ざまな子どもとの実際的なかかわりにおいて、発達検査や診断といった保育外の実践は、い

かに有意味性（レリバンス）を担保されているのか。本稿はこれらの問いを課題として設定

する。したがって、本稿の具体的な作業としては、第一に、保育現場固有のコンテクスト

(文脈性）を伴って集団保育における「特別な支援」が編成されていくあり方を記述し、第二

に保育士が、特定の幼児たちを「気になる子ども」と定義した上で、彼らへの「特別な支援」

を意味付け・実践していくあり様を描いていく。そうした作業を経ることにより、保育士

が､「特別な支援」をめぐって展開される保育士間または幼児との様々な相互作用の過程にお

いて、不可避に巻き込まれてしまう「困難さ」の内実とその動態を明らかにできるだろうし、

また、「特別な支援」が保育現場にもたらす意味についても検討しうると考える。

本槁の分析では、筆者が2008年5月から約4年間にわたって実施した大阪府北部の公立S

保育所での参与観察と保育士へのインタビューによって得られたデータを用いる(')｡S保育

所は、1971年に同和保育所として開設され、長年にわたり同和保育の実践が積み重ねられ

てきた。現在は「違いに気づき、認め合う子ども」という保育目標のもとで人権保育の実践

が行われている（例えば､「自分自身が認められる力を発揮できること（エンパワメント）が

大切である」という思想に基づき、年齢の異なる子ども|司士の多様な交流ができることを目

的とした「異年齢保育｣(3～5歳児対象）の実践がなされている'2')。

とはいえ、S保育所の保育士たちの実践を把握するために、まずは従来の保育現場の様相

について確認しておく必要があるだろう。次節では、先行研究の成果を手がかりに、これま

で保育者たちがどのような実践を行っていたのかを概観するとともに、保育現場と2000年

代以降に導入された「特別支援教育」をめく鞭る教育施策との関連について確認する。

2．従来の保育現場の様相と「特別支援教育」との関連

2－1．これまでの集団保育場面における保育実践の様相

これまで国内の集団保育を対象としたエスノグラフイー的研究として、結城（1998)や柴

山(2001)、宮内(1998)がある。まず、結城(1998)は保育者による集団編成のプロセスや

方法について解明している。他方、柴山(2001)や宮内(1998)は、幼児の集団への参入過程

について分析を行っている。いずれも2000年代前後の調査に依拠してなされた保育研究で

あり、集団活動に対して逸脱的・不適応的な子どもは、保育者によって「目に見えない」存

在として、クラス内で不可視化され処遇されていく様子が描写されている。このことは、苅

谷(1995）が実証しているように、戦後日本の教師たちがとっていた態度、すなわち子ども

間の序列化や差別感を生起させないために子どもへの差異的な処遇または特別扱いを忌避す

るという態度に重なるものと捉えることができる。

実際に、結城（1998）は、保育者が逸脱的な子どもに対して「自発的な行動修正を促し、

その後は何事もなかったかのように集団活動を展開」するという「個人差を目立たせない」

方略をとっている様相を記述・分析している(p.140)。そしてこのような実践のあり方にっ
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いて、結城は「個人差を目立たせないように集団活動に取り込み、全体のレベルアップ･を

図ろうとする、平等主義的な配盧が介在」しているのではないかと推論する(1998、p.140)｡

このように従来の保育現場の保育者たちは、平等主義的な観念のもと、逸脱的・不適応的な

子どもたちを可視化しないような対応・配慮をしていたことがうかがえる。

2－2．「特別支援教育｣との関連

しかしながら、2000年代以降、学校をはじめとする教育現場では「特別支援教育」が導入

され､「発達障害｣概念が普及することにより、保育現場でも医療化の進行に伴う諸影響を受

けてきた。そして逸脱的・不適応的な子どもたちは､｢気になる子ども」あるいは「発達障害」

とされる子どもとして医療化の観点から可視化されるようになってきた。但し、そうした

諸々の影響やそれに伴う現場の変容を捉えるための保育研究の蓄積は未だ十分ではない。

一方で、教育現場の医療化に注目した木村(2006)や井上(2003)の研究があるので確認し

ておく。まず木村(2006）は、教育現場における医療化現象の変容プロセスを検証するため

に、教師へのインタビュー調査を実施している。そこでは、子どもにたいする見方や教育支

援の内容に変化が見られたものの、教師は必ずしも障害の診断を必要としておらず、むしろ

子どもの苦手分野の克服を志向した個別的な教育支援のあり方に注目していることを明らか

にした。同時に、発達障害の定義の暖昧さや診断基準の不確実性を指摘しつつ、それらが教

育現場においてく正当な知〉として無自覚・無反省的に受容されている状況に警鐘を鳴らし

ている。一方、井上(2003）は、システム論的な観点から、学校におけるADHD概念の機能

について分析している。それによれば、ADHDとは「規範からの相対的な逸脱」として読み

替え可能な概念であり、この概念によって、周囲の否定的な反応が､「特別な配慮」という積

極的な対応に転向される(p.108)。そしてADHD児への「特別な配慮」には､彼らの「逸脱性」

を学校システムに順応・適合させる機能があると考察している。

このように木村や井上の研究から、「特別支援教育」の導入以降、教師は「障害」と結びつ

く無能力さに目を向けるのではなく、個のニーズに応じた「特別な支援」として、その子ど

もの有能さを志向するような教育実践に取り組んでいる様子が見て取れる。

とはいえ、こうした個別のニーズに応じた対応やかかわりが積極的になされるようになる

一方で、先でみてきたように「特別な支援」をめく、る保育士の「困難さ」または「困り感」も

指摘されている（郷間他2008、木曽2012)。木曽（2012）は、「特別な支援」が必要な子どもを

含めた保育において、保育士が子どもとの関係の中で抱く「困り感」がどのように軽減して

いくのかを、保育士へのインタビューをもとに検討している。その結果、保育士の「困り感」

は子どもの問題の肥大化により蓄積されていくものの、保育士が保育を子どもに合わせるこ

とで子どもの問題が縮小し、「困り感」が軽減していくという心理的変容のプロセスを明らか

にした(p.26)。

しかしながら、ここでは、保育士の心理的変容が、誰もが自動的に同様のプロセスを経過

するものとして想定され、体系的・段階的なものとして示されているに過ぎない。そのため、

｢心理的プロセス」を左右するはずの、各々の保育士が｢気になる子ども」へのかかわりの中

で経験する個別的で具体的な相互作用の局面については十分な考察はなされていない。加え
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て、「困り感」の増減は、決して保育士個人の力量や資質に帰責されるものではないという疑

問も生じる。さらに木曽の研究における「特別な支援」の分析に当たっては、「困り感」とい

う否定的な観念にのみ焦点化されているので､「気になる子ども」へのかかわりや支援におけ

る肯定的な志向や態度をも考慮することが必要であるだろう。これらの問題を乗り越えるた

めに、保育現場を構造的な視点から捉え直すことが必要であると考える。

グブリアムは、『家族とは何か』(1990=1997)の中で、家族の言説が、世帯内外の様々な

場所や人によって社会関係や人びとの経験を構成するための資源として用いられているこ

とに注目し、「家族の言説は組織に埋め込まれている（｢組織への埋め込み/organizational

embeddedness｣)」ことを明らかにした。この視点の前提にあるのは人々がある出来事を解

釈・意味付けする際に、その用法または選択肢はその都度全く自由に選びとられているわ

けではなく、「その解釈のコンテクストとなるような意味の構造」(availablestructure)に依

拠・由来しているという考え方である（グブリアム＆ホルスタイン1990=1997、pp､234-235、

グブリアム1988、p.58)。別の言い方をするなら、人々はそれぞれが属する社会階層、職業

的な関心や立場といった、その人が関与する多様なコンテクスト(availablestructure)に

制約をうけながらある経験や出来事を理解可能な形で組織化しているということである

(organizationalembeddedness)。本稿が援用するのは、このグブリアムの枠組みである。具

体的には実際の保育現場に埋め込まれた特有の理念や目的、志向性等を明らかにしていく。

3。『気になる子ども」の明確化

本節では、「気になる子ども」と保育士との相互作用過程を、保育士の視点から明らかに

し、保育士が、特定の幼児をどのように「気になる子ども」として定義していくのか、その際、

医学的・心理学的解釈がいかに参照されているのかを検討する。

3－1．「気になる子ども｣とは

既述のように、池田他（2007,p.816)によると「気になる子ども」とは、「調査時点では何

らかの障害があるとは診断をされていないが、保育士にとって保育が難しいと考えられてい

る子ども」という定義であった。筆者が実際にB先生に尋ねた際には、「問題がある子ども」

とみなされる条件としては、「年齢と発達段階とのずれや、他の子どもと違う子」であるとい

う回答を得た(2008.9.4.フィールドノーツ)。

しかし「気になる子ども」とは、最初から所与として実体的に存在しているわけではない。

むしろ「気になる子ども」として定義されるようになるまで、「この子は何かがおかしい」「な

ぜこのような行動をするのか」といった暖昧な印象やエピソードによって記述される。

次の【事例1】は筆者が｢先生にとって、気になる子どもとはどんな子どもですか」と尋ね

た際に、E先生がヒロトのエピソードを述べたものである。

【猟例l】（ヒロト、当時4歳、男児、発達検査済み・未診断）

E先生：例えば具体的やれんけれど、＊＊中でもね、片つぼ（靴を）履いてはって、よ

く見たら「あれ、ヒロトくん、片方それ全然違う子のやで」って（指摘すると､）「あ、
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ほんまや」とか（気づく）。で、給食のご飯を自分で取りに行くやん。そのまず今で

こそ毎日今まで続けてきたからそういうのは無くなったけれど、必ずお箸だけは忘れ

てしまうとか。でもそれはパターン的に、うん、必ず同じことが抜けちゃうなってい

うのは（ある)。だからそのへんのところはただの勘違いなのかそこまで目がいって

ないのか。でも何回も同じところでって他に何か原因があるのかなって、様子を見た

いなって思ってて。(2009.7.9.E先生へのインタビュー）

E先生の語りには、「自分の靴を履くこと」や「給食の用意ができる」といった、保育所で

習慣的におこなっている活動（ルーティーン・ワーク）について、それらが他の多くの子ど

もたちはできるのに、ヒロトには「パターン的に」達成できないこと、そして保育士の助言

があっても、彼がそれを十分に理解していないことへの違和感や疑問が表明されている。

このように、ある特定の子どもの不適応的・逸脱的な行動が日常的に観察されるたびに、

保育士は周囲の子どもたちと比較したり、あるいは子どもの発達に関する知識の在庫(stock

ofknowledge)を参照することにより、当該幼児が年齢に応じた発達過程にあるかどうかを

検討する。そしてその暖昧さが堆積するにつれて、次第に「気になる子ども」としての位置

づけは明確なものとなっていく。また、E先生の「様子を見たい」という語りにあるように、

保育士が子どもの行動に対して暖昧な印象をもつことで、それまでのかかわり方が不明瞭な

ものになるという事態も生じる。そして保育士はその都度その子どもの様子に即応的なやり

方でかかわらざるを得なくなり、保育士の「負担感」や「困難」は増していく。しかし同時に、

保育士はその暖昧さを解消するために、子どもの言動の背景や理由を探ってみたり、日常の

活動中あるいは職員会議で他の保育士にその子どもの「おかしさ」を報告し、自らの定義が

妥当かどうかの検討を試みる。次の【事例2】は日常場面でのやりとりである。

【事例2・昼食の時間】(エリナ、当時3歳、女児、発達検査をまもなく受ける予定）

子どもたちはすでに席に座って給食を食べ始めている。教室では、エリナが一人教室

の後ろの低いロッカーの上に寝そべっていた。H先生はエリナに「ごはん、食べよう」

と声をかけるが、エリナがすぐ、に言うことを聞く様子はなかった。

しばらくすると、エリナが突然､「ママがいい、ママがいい」と大きな声をあげて泣き

出した。H先生はエリナの席の隣に座って食事をとっていたのだが、そこからエリナの

騒ぐ様子を横目で見ながら冷静に、「ごはん食べないとお昼寝できないよ」「おやつはお

団子だって」と声をかけてなだめようとした。そして同時に、他の子どもの食事の世話

もしていた。

この時、少し離れた位置で給食を食べていたB先生も、エリナの様子を観察してい

た。H先生とB先生は、エリナの騒ぐ様子を見ながらエリナについて話をする。H先

生はB先生に「ごはんに何か嫌いなものがあるのかな。いや、嫌いなものは入ってない

な」「熱もないし、外遊びでずっと遊んでたから疲れたんかな」「おかしいな、なんでかな。

いつもならごはんのときは静かに食べるのに」と今日はいつもと様子が違うこと、そし

てその理由についていくつかの推測を立てて相談していた。
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それからまもなくして、H先生は騒ぐ、エリナを抱えて席に座らせた。そのとたんにエ

リナはしっかりと給食を食べ始めた。さっきまで泣き叫んでいた態度を一変させた。そ

れを見たH先生とB先生は「やっぱりアレやねんな」とお互いに強く了解しあい、「タ

イミングやな」｢何か理由があるわけではなく」｢理由はないけど」とそれぞれ交互にやり

取りをして、エリナについての見解を重ねて確認し合っていた。(2010.7.15.フィールド

ノーツ）

上記の事例のように、当初一人の保育士の「気になる子ども」としての定義は、他の保育

士との相互作用を通じて検討・承認され、次第にS保育所の保育士全体の定義として共有

されていくのである。

3－2．「特別な支援｣の組織化

この段階に至ると、保育士たちは全体会議など公的な場において､特定の子どもたちを「気

になる子ども」として規定し、「その子どもに合った」保育のあり方を検討する。

【事例3】A所長先生：あたしら職員の間では、この子にかかわるときにどんなことが大

事なんだろうかとか、どういう環境が大事なんだろうかっていうことを、その担任だ

けじゃなくてみんなで検討っていうか会議を持つんですよ。そこで色んな意見が出る

し、「こんな風にしたらいいんちゃう」っていうことが、色んな先生から聞くことによっ

て、「あ、そうやな」って思えることってあるから、そういう思いも持ってるんですよね。

(2009.4.23.A所長先生へのインタビュー）

個に応じた支援としては、日常的な付き添い（加配）や重点的な個別支援を中心に、絵カ

ードや写真を用いた「行動の見える化（時間の構造化)」、「指示内容の明確化（視覚支援)」、

｢教室内の物の配置や区画の工夫(論理的構造化)」、「お手伝いや付き添いをお願いする（行

動の切り替え)」等がある。こうした具体的な方法を様々に取り入れて（もちろんそれらはほ

かの多くの子どもたちへのかかわりにも汎用可能である）、特定の子どもへの「特別な支援」

を編成しているのである。

一方、上記の方法の導入と同時進行する形で、外部組織の資源を用いて「特別な支援」を

意味づけし組織化していく過程もみられる。

【事例4】F先生：あとは心理士さんが来た時にどうなんやろうって困っているとこらへ

んで、やっぱり専門家やから客観的な目で診てもらってアドバイスをもらったりとか、

こういうところの面があるんやったら次はこういう働きかけをしていったらいいんちが

うかなって。やっぱり専門で勉強してきてこられてるんでね。そういうimでは、そうい

う話を聞いて参考にすることもあるし。(2009.9.l0.F先生へのインタビュー）

このように昨今の保育現場では、「気になる子ども」の言動の原因や支援方法について、具
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体的には臨床心理士に相談・査定・助言（または医師に相談・診断・助言）してもらうなど

外部の専門関係機関と連携・協力する場合が少なくない。そしてその場合、必ずしも明確に

｢発達障害」として診断されない場合もある。

しかしこの時、診断名が付与されたかどうかというよりも、特定の子どもの逸脱的・不適

応的な言動一｢何かおかしい」｢気になる」といった点一が、心理学・医学的な観点から「個

のニーズ」として再解釈・明確化されるという点が重要である。すなわち、｢気になる子ども」

の不適応的・逸脱的な行動に対して、心理学・医学的な判断が適合的・親和的に適用される

ことにより、保育現場は､<正当に〉心理学・医学的な解釈を当該幼児に対する「特別な支援」

のための資源・契機として利用することが可能となる。換言すれば､「気になる子ども」は外

在的な解釈を経由することで､｢気になる子ども」(ニーズのある子ども）として明確に分節・

節合化され、S保育所の「特別な支援」という相互作用の文脈へと様々なかたちで埋め込ま

れてゆくのである。

本節では、保育士が特定の子どもたちを「気になる子ども」として浮かび上がらせる手続

きを記述した。その際、当該幼児の定義に当たって参照される心理学・医学的解釈が保育所

の現場で果たしている機能についても合わせて確認した。それでは、実際の集団保育の場面

において保育士たちは「特別な支援」をいかなる仕方で行っているのか。次に、この点につ

いて考察しよう。

4．集団保育における「特別な支援」の諸相

4－1．「特別な支援｣の肯定的側面

本節では、保育士にとって「気になる子ども」が｢特別な支援の対象になること」と、保育

士自身が｢特別な支援を遂行すること」に対してどのような意味づけを行っていくのかを描

出する。前節では､医学的・心理学的な解釈によって、｢気になる子ども」へのかかわりが｢特

別な支援」として確立される過程を示した。しかし、「特別な支援」とは、常に画一的．固定

的な様式でなされるのではなく、その場のコンテクストに一定の制約を受けながら、状況依

存的に多様な形で達成されていく。言い換えると、その場の組織的・制度的な実践として「埋

め込」まれていることがわかる(organizationalembeddedness)。

次の【事例5】は筆者がG先生に、集団活動の場面で｢特別な支援」が必要な子どもには具

体的にどのように対応しているのかについて質問したことへの回答である。

【事例5】G先生：やっぱり集団に入ってる以上は同じことをさせてあげたい。でも無理

強いはさせられない。だから難しいのは運動会とかになったらもっと難しくなってくる

よね。今はいいよ。ただ､｢今日は雨ですね、ホールでの時間､体を動かそう、体操しよう」

って言うんやったら良いけど、「はい、今度運動会です」、「はい、この劇をします｣、「は

い､みなさん出てきて輪をつくりましょう」って言うときにやっぱり誰かが､彼（タカシ）

ならB先生が付かないと、ナオトくんならあたしかE先生が付かないと。「ねぇ行こう。

一緒に踊ろう」、「ここだけ我'|曼しよう」「こんだけ我慢したら後で休憩しよう」とか交換
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条件を出す時もある。「こんだけ頑張ったね｣、ほんで頑張ったあとすごく褒めてあげる。

(2009.8.27.G先生へのインタビュー）

【事例5】の要点は、｢特別な支援」を必要とする子どもにも、他の子どもたちとの「場の共

有」が志向され、常に集団活動への参加の機会が開かれているという点である。しかしG先

生によれば、その実現が困難な場合､「無理強いはさせられない」として、「彼（タカシ）なら

B先生、ナオトくんならあたしかE先生」というように、「個別的」なかかわりによって対応

するということであった。同様のことは別のC先生の語りにも見られる。

【事例6】C先生：＊＊（年長）組さん、今日は帰ってくるのが遅くて。で、シャワー終

わったら、3，4歳児はごはん食べてたから、即もう給食の時間だったでしょう。タカ

シくん、いつもやったらシャワー終わって着替えたら、ちょっとBブロックとか好き

な遊びをして、「＊＊（年長）組さん、ごはんの用意が出来たら食べよう」って声かけら

れて片付けてっていうそのパターンが今日は違うから、いきなりごはんやったやん。で、

タカシくん、「僕はBブロックで遊ぼうとしたのになんでだよう」ってすごい怒ってた

やん。だから今日、I先生が「1･2･0．0，12時までよ」って言うて、その条件付きで。

そしたら、（タカシくんは）「はい、わかった」で動いてたやん。(2009.9.5.C先生へのイ

ンタビュー）

【事例6】（当時）は夏場の時期で、午前中の外遊びを終えた後、子どもたちは毎回シャワー

を浴びて着替えを済ませ、その後の昼食までの小一時間、教室でブロック遊びや積み木遊び

などをして待機することとなっていた。しかしこの日の午前の外遊びは、予定より時間が大

幅に延長したため、急きょその後の予定変更(遊び時間のカット）を余儀なくされた。その

際、タカシだけが「急な予定変更を受け入れること」ができず､「パニック」状態に陥ってし

まったのだ。しかしその様子をみたI先生はすぐ、さまタカシに、約束の時間までなら遊んで

も良いという「条件」を提示した。そうするとタカシはすぐに「条件」を受け入れ、落ち着き

を取り戻したのである。

改めて確認するなら、この【事例6】では、まず急な予定変更に伴って生じたタカシの「パ

ニック」状態（個別ニーズ）とそれに対応する保育士の様子がうかがえる。この保育士の個

別的な対応には、その場の秩序を維持するという意味があるだろう。そしてその他にこの事

例でも、基本的には「タカシ」も含めたどの子どもにも集団活動を共にすることが前提とさ

れていることが読み取れる。しかし実際には「タカシが急な予定変更を受け入れること」が

困難であったことから保育士が｢特別な」対応を行うという判断をとった。その上で見落と

してならないのは、保育士がタカシとの意思疎通の可能性を十分に見出していたという点で

ある。ともすると、保育士はタカシに対して一方的な注意や彼にとって厳しい対応をとって

いたかもしれないし、それによって彼の「まだ遊びたい」という意思は汲み取られなかった

かもしれない。しかしI先生の「特別な」対応によって、タカシはパニックから落ち着きを

取り戻し、I先生への問いかけにも十分に応答することができている。
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以上の事例から確認できることは、まず､「気になる子ども」を「特別な支援」対象（ニー

ズのある子ども）と分節・接合化することにより、不適応的な様子やトラブルへの支援策・

対応策を講じることが可能となっているということである。つまりこの場面では、「気にな

る子ども」へのかかわりを「特別な支援」として同種の行為から分節化し、意味づけなおす

ことにより、当該幼児への関わりにおける不明瞭さ、困難さを緩和し、当該行為を「ニーズ

のある子ども」への適切な配慮として定式化するという実践が成功裡に達成されていると言

うことである。この事例からも、保育士が集団保育を展開していく上で､「特別な支援」は不

可欠な実践であることがわかるだろう。さらにいえば、こうした「特別な支援」は、保育士

がその場の秩序を安定的に産出していくための行為であると同時に、特定の子どもたちを絶

えず｢特別な支援」の対象（ニーズのある子ども）として可視化し構築する作用をもつ。そう

した作用を有するがゆえに、特定の子どもへの個別的な支援やかかわりは、「特別な支援」と

いう責任や義務を随伴する行為として、日々の保育現場のコンテクストの中に「埋め込」ま

れ、観察可能となってもいるのである(organizationalembeddedness)。

このように特定の子どもたちを「特別な支援」の対象として規定することを通じて、上記

で確認したような個に応じたコミュニケーションやかかわりの可能性が開かれていく。しか

しその一方で、保育士は、H々様々な逸脱的な言動を示す子どもたちへの「特別な支援」を

めぐって諸々のトラブルに遭遇し苦悩してもいる。そうしたトラブルが照射するのは、保育

現場という制度的場面で保育士が保育として提供できる「特別な支援」における境界線ない

しは限界性であるだろう。

4－2．「特別な支援｣における困難と限界

前項において、「特別な支援」は義務や責任を伴う行為であり、保育現場のコンテクストに

埋め込まれている制度的・組織的な実践であると述べた。その一方で、「特別な支援」は、義

務や責任を伴う行為であるからこそ、「適切に行えているか｣「どこまでやれば十分か」といっ

た、適切性や妥当性の問題、ないしは義務や責任の限度をめぐる問題が表れる。そこには、

｢『特別な支援』を行うべき対象がいる」「ニーズのある子どもがいる」という前提があるから

だといえる。以下では、保育士が｢特別な支援」の根拠を何に求め、実践それ事態の適切性

や妥当性をどのように調達しようとしているのかについて考えたい。その際、次の三つの局

面一①「ケアの配分」問題、②｢発達／就学支援」への見通しの持てなさ、③保護者との連携

の不成立一を手がかりとする。まず一点目の「ケアの配分」問題についてみていこう。

①「ケアの配分」問題一｢特別扱い｣？

B先生によれば、特定の子どもへの個別的なかかわりを行っている最中に、他の子どもた

ちから不満や要望の声が聞こえてくることがあるという。

【事例7】B先生：…だからマサキを叱ってる時も、よしよししてる時も、あの子だけを

必死で寝かしたりしてるときも、みんな「来て来て」って言うやろう。「次に行ってあげ

るからね｣って言いながら。あの子らは「ズル」って思ってると思うねん。だから「先生

なんでマサキだけなん」って（他の子どもたちから）そういうのを受けながら、でもそ
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うじゃないところであなたたちに返すからねっていう思いで（やっている)。やから返

せてるか返せてないかわからへんけど、できるだけかかわる、一人ひとりにかかわる。

今日一日の中で一回も話したことない子いますかっていわれたら、いるやろうと思うで

しょう。気にかからへん子っているやろう。そういう子に対してやっぱりすごい気の毒

っていうか罪悪感持ってるから。(2008.9.18.B先生へのインタビュー）

保育士が集団保育を安定的に展開していくためには、その場を秩序立てた状態に保ってお

くことが不可欠であり、そのために保育士は、特定の子どもへの「特別な」配慮を常態化せ

ざるを得ない状況がある。にもかかわらず、実際には、特定の子どもだけでなく、常に他の

子どもへのかかわりや目配りも十全に行わなくてはならない。

「罪悪感」を訴えるB先生の発話には、「平等にかかわる」という保育の基本的理念と、特

別支援教育の方針にもとづく「個に応じたかかわり」という大義との間に生じるジレンマが

表現されている。いずれも保育現場のローカルな規範や文化にもとづく解釈資源であるがゆ

えに、それらの交錯によってB先生はジレンマに陥っているのである。

②｢発達／就学支援｣への見通しの持てなさ－どこまですれば十分なのか

二点目は、発達／就学支援の困難さについてである。まず【事例8】をみよう。

【事例8】F先生：まだ言ったら3歳の年齢であるっていうとこらへんで、ものすごく離

れてくるのはおそらく4歳、5歳くらいになったら、もっともっと理解力とか認識とか

認知とか、どれく、らい彼が、私もそのへんの見通しが、自分の中で持てない。おそらく

専門機関でも先生でも大体そう違うかなって言う予測はできても、まあまああたしらよ

りも専門家はもつと（見通しが)持てるのかもしれないけれども、私が一年間あの子を

みてきてすごく足踏み状態できてるのでね｡（中略）だから結局は、そのことで、気負う

じゃないですか、責任の重さっていうか、その子を担任すれば、少しでも、あたしの

気持ちとしてはこんだけ足踏みで大丈夫なんだろうかつてすっごく不安はありました。

(2009.9.10.F先生へのインタビュー）

F先生は、幼児クラスの担任をする中で、クラス全体の子どもたちの発達を支援すること

に尽力しながら、重点的に特定の子ども（ユウタ）への個別支援を行っていた。しかしなが

ら、一年間を通して、クラスの子どもたちの成長は順調である一方、ユウタの発達状況につ

いては「足踏み」状態で、思うように成長が見られないという。そのことから、F先生は「責

任の重さ」を感じ、「大丈夫なんだろうか」と「不安」を抱える。

このような「不安」は、就学時期に近づくほど大きくなる。続く【事例9】がそうである。

ツヨシは当時、実年齢(生活年齢)が5歳であったものの、検査によると発達年齢は3歳であ

った。

【事例9】D先生：もう3歳でかわいいかわいいしてて良いんだったらいくらでもそのま

まかわいがってあげるんだけど、来年は絶対小学校行かなくちゃだからと思ったら、「ツ
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ヨシくん、ここは我慢して、ここは頑張ろう、みんなと」って。ツヨシくんにしてみた

ら、「この先生、怒ってばっかり」と思ってるかもしれないんだけど、やっぱりそういう

なんか、葛藤があるかな。どこまでして良いのかなって。でもしなかったらしなかった

で､小学校行って困るだろうなとか思ったりとか･(2009.9.11.D先生へのインタビュー）

D先生は、日頃からツヨシの様子をうかがいながら本人にあわせた個別的なかかわりをお

こなっていた。しかし就学時期を想定することで小学校への適応を見据えた支援のあり方の

必要性を強く感じ、支援のあり方に「葛藤」を抱く。日常の保育のなかで、その都度柔軟に

行なってきた「特別な支援」は、発達支援や就学支援という目標設定からすればむしろ制約

となる場合も少なくない。

これらF先生やD先生の事例が示すように、日々支援しているにもかかわらず／支援し

ているからこそ、子どもの発達や生活に志向する傾向が強化され、生活年齢に応じた「子ど

も像」や他の子どもたちの状態からの、特別な支援を要するとされる子どもたちの振る舞い

や言動の偏りが気になってくる。保育士たちが感得する不安や葛藤は、他の子どもたちや理

想的な発達状態を準拠枠として想定することにより惹起されていたのである。

③保護者との連携の不成立一｢特別な支援」の限界

他方で、B先生は「特別な支援」のあり方をめぐって保護者との意思疎通に苦戦していた。

B先生曰く、マサキには手先の不器用さがあり、鉛筆やお箸が十分に使えなかった。それを

改善するために、周囲の医者や保育士は、以前から保護者(母親）に対して、隣の市にある

療育センターでの作業療法を勧めていた。しかしそれに対して母親から積極的な返答が得ら

れないため、今以上にマサキの発達支援が「前には進」まないという。

【事例101B先生：うん。お母さんは、「そんなん、あるって言われてん｣って言うだけ

で､「じゃあ行き、行ってあげ｣って（言っても）、「う－ん」ってそっから終わってるから、

あの人は保育所に来てるだけやねん。保育所に来てるだけじゃ限界があるやん。だから、

今の五歳の子やったら絵描いたり字書いたりするやん。できる子はいくらでもしたらえ

えと思う。けどでも、やらへん、あの子は好きじゃないから、好きじゃないことをしな

いから。まあどんどんどんどん、絵なんか描いたら全然違うもん。(2008.9.18.B先生

へのインタビュー）

ここではB先生が、マサキについては保育所での保育だけではなく、母親への子育て支

援を行おうと試みている。具体的には、保育所でのマサキヘの「特別な支援」を提供するだ

けでは不十分という判断から、母親を通じて、療育センターへの通所をアドバイスしていた。

それによって子ども（マサキ）の発達支援と子育て支援を充実させようと働きかけているの

である。しかし、マサキの母親はB先生の働きかけに応じる様子はなかった。それに対し

てB先生は、(療育に通っていないからこそ）絵を柵くことや字を書くことなど、マサキに

とって「好きじゃないことをしない」のだし、絵を描くという技術面でさえ既に他の子ども

から遅れをとっているのだと主張する。
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しかし、いうまでもなく子育てについての決定権は保護者が持つのであり、また、保護者

と保育士の関係性においては当然、保護者が優位な位置にあるために、保育士のできる子ど

もへの発達支援には自ずと限界がある。ここでのB先生の語りからは「無力感」ないし「諦

め」の心情を読み取ることができるだろう。

以上のように、「特別な支援」を行う保育士自身の意味づけの過程には、過度に献身的・自

己犠牲的な評価が含まれる。保育士たちがこのような「特別な支援」をめぐる保育士と子ど

もの相互作用にある意味で積極的に巻き込まれてゆくとするならば、そこには、「保育士」と

いう役割と自己とを（対象化することなく）同一視する心性が作動しているからなのではな

いだろうか。すなわち、保育士たちは、制度的な関係構造のもとで、特定の子どもとの間に

生起する役割遂行上の「困難」を、何らかの個人的な事情と関係づけることにより、自己の

力量や知識、配慮の欠如という脈絡に引き寄せることにより、個人的な問題へと読み替えて

理解しようとしているように思われるのである。

5．「特別な支援」をめぐる意味の再構成

しかしながら、一方でB先生の語りにはまた、4-2で見てきた保育士の「困難」状況を回

避するための手がかりが示されてもいる。

【事例11]B先生：やっぱり子どもが大きくなったときに、人生楽しく過ごしていくた

めには基礎学力とかそういう人間関係ってすごく大事やと思うから、そこを家庭とここ

できちっと何年間かかけて作っていくのがあたしらの役目やと思ってんねんけどな。で

も家の力は大きいから、ここで出来ることはするけども、すごく家での力は大きいか

ら、そこがあたしらがやっぱりかなわへんなって思う。すごくしんどいなって思うこと

はある。こんだけやってても、家帰ったらこれかよって。ゼロ以下マイナスなんぽかで

来はる。そこでまた積み上げる、その繰り返しやんな。だから気持ち良く保育所に来て、

帰るときも気持ち良く帰ってもらうというのを基本にしてんねんけどな。(2008.9.18.B

先生へのインタビュー）

ここでB先生は、保育の提供にあたって、日々の保育所というくいま－ここ〉において、

自身が保育士として提供できる事柄を明確化している。それにより、「保育士」の職務からの

対象化・距離化を達成しているように見える。そうすることでB先生は、保育士役割と自

己との同一化を強いてくる相互作用の文脈からの距離化を達成しようと企図しているのでは

ないだろうか。

上記のB先生の語りから得られた示唆を4-2の問題へと敷術して今一度考えてみる。前節

4-2①｢ケアの配分」の問題は、保育士が様々な子どもたちを集団として編成し活動させる上

では決して解消され得ない事柄である。続く②｢発達／就学支援への見通しのもてなさ」と

いう問題についても、就学前という限られた時間の中では明らかに限界があるといえる。さ

らに③｢保護者との連携の不成立」についても、保育士が「こんだけやってても」と思うほど
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｢特別な支援」をめぐる保育士の解釈過程（末次）

に「特別な支援」にエネルギーを費やしても、結局「家の力」がハードルとなる場合、保育士

自身も「かなわ」なかったり、「すごくしんどい」と感じる状況に陥ってしまうのである。

このように「罪悪感」や「限界｣、「しんどさ」といった否定的観念を誘発してしまう相互作

用に巻き込まれうる恐れが常に保育士たちの実践には付随する。その背景には、医学的・心

理学的な解釈および「特別な支援」への志向性が存在している。それとともに、「すべての子

どもの発達を保障する」という保育所保育における従来の実践的な知識や目的、あるいはさ

らにそれを推進し補強する機能を有しているS保育所特有の人権保育の理念が介在してい

る。そしてそれぞれは保育現場のローカルな規範や文化にレリバントであると同時に、それ

ぞれに対する強調点の違いによって、対照的な実践的行為の規定因ともなりうるし、その度

合いによって保育士の困難さの程度の変動もまた引き起こされてくるのである。

6．考察

以上のように、本稿では、「特別な支援」をめく､る「気になる子ども」と保育士との相互作

用過程において、保育士がいかに特定の子どもたちを「気になる子ども」と定義し、彼／彼

女らへの「特別な支援」をどのように意味付け・解釈しているのかを描いてきた。

S保育所の保育士たちは､｢特別な支援」を組織化するにあたって、〈正当〉な根拠を得るた

めに医学的・心理学的解釈を参照しつつも、実際の集団保育の場面では保育の基本的理念や

発達過程の概念を取り込んでいた。そしてそれらが呼び水となって、保育士の「特別な支援」

における「困難」状況が生起しうることが確認された。このように保育士による「特別な支

援」とは、一見すると、保育士が主体的に編成する実践によって、それを通じて構成されて

いるかのように表れてはいるが、しかし実際には、保育現場のローカルな文化や知識に規定

され現出していることが理解されるだろう。

最後に、「特別支援教育」の導入が、保育現場にもたらした意味について考察する。医療化

の浸透にともない、医学・心理学的観点から、「発達障害」とされる子どもに対する様々なア

プローチが提示されてきている。それらは、本稿の対象となった保育士に対しては、子ども

への注意深い配盧や、子どもの発達状況の探索を求めるものとなっていた。とはいえ、そう

したタスクの増加は、ただ単純に「|禾l難」状況の増加や複層化を帰結したというわけではな

い。むしろ、保育現場に「発達障害」をめぐって導入された知識や情報や技法は子どもたち

へのアプローチやパースペクティブの多元化をもたらした。それは職務の明確化に貢献する

ことにより、保育士の自律性を促すという潜在的な順機能を果たしうる状況としても確認さ

れたのである。

注
仙 本稿で登場する保育士の属性(当時)：【仮名:年齢／職位／職歴/S保育所勤務歴／インタビュー実

施|_{](A先生:－/所長／－/-/2009.4.23.)、(B先生:40代後半／担任/28年目/2年目/2008.9.18.)

(C先生:40代前半／担任/20年目/2年IEI/2009.9.5.)、(D先生:40代後半／担任/11年目/1年目

/2009.9.11.)、(E先生:50代前半／担任/31年||/6年||/2009.7.9.)、(F先生:40代前半／拠任/22年/3
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年/2009.9.1())、(G先生:40代前半／力IIWd補助/7年目/7年I=1/2009.8.27.)、(H先生:40代後半／担任

／23年目／－/－)､(I先生:50代前半／扣任/30年目/10年ll/-)。

(2)X市立S保育所『ようこそS保育所へ』。
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