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保育園における物語劇創作活動のナラティヴ･エスノグラフィー

－多様性と主体的な活動を支えるための援助プロセスー

二宮祐子

1．はじめに

本稿の研究目的は、保育園年長児クラスで行われた「物語劇創作活動」を研究対象とし

て、ナラテイヴ・アプローチの分析手法の一つである「ナラテイヴ・エスノグラフィ－

(narrativeethnography)｣(Gubrium&Holstein2008)により、保育者達がどのように「ナラテ

ィヴ環境(narrativeenvironment)」を構成／活用しながら援助することで、子ども達一人一

人の多様性を活かした集団レベルの主体的な活動が可能となるのか検討することである。

物語劇創作活動とは、日常的に行われている遊びをもとに、保育者達が側面的に援助する

ことで、子ども達がオリジナルのストーリーを創作し、劇形式で表現する演劇教育実践を指

す。幼稚園年長児クラスの実践記録としては、アメリカの保育者ヴィヴィアン・ペイリーに

よる『ウォーリーの物語』(Paley訳書1994)が著名である。ペイリーは、年少．年中児クラ

スでは叱られて教室の隅に追いやられることの多かったウォーリーが語る言葉を、録音機材

も併用しながら書きとってクラスの壁に貼りだし、さらに、これをシナリオ化して、保育室

の中央に敷かれた緑の絨毯を舞台に、他の子どもも巻き込みながら、劇形式で表現する実践

を1年間にわたって繰り広げた。ウォーリーをはじめ子ども達が口にした言葉をマンツーマ

ンで丁寧に聴きとるだけでなく、これを劇として演じるよう援助したことで、クラス全体に

｢熱狂的な創作の嵐が巻き起こり、一年じゅう吹き荒れた」のである（同訳書p20)。

このような「演じること」の作用を活かした教育実践には、様々な種類がある。演劇教育

学者冨田博之の分類によれば、演劇教育には、演劇に関する専門的知識や技能の習得をめ

ざす「演劇の専門教育」と、劇を上演したり鑑賞したりすること自体が目的ではなく、演劇

を作り上げていくプロセスを通して、児童中心主義に基づいた全人教育をめざす「演劇によ

る教育」の2種類がある（冨田1993)。ままごと遊びやごっこ遊びのように日常的に親しまれ

ている「劇的遊び｣、クラス活動の中で即興的にパフォーマンスを楽しむ「劇遊び｣、一つの

劇を作り上げて観客の前で上演する「劇活動(劇づくり）」は、「演劇による教育」に含まれる

(兵庫保育問題研究会他2004)。本稿の研究対象である物語劇創作活動も、その一つとして、

わが国でも草の根的に実践されてきた(ex・田中2009,中山2000)。これら「演劇による教育」

における援助プロセスは様々だが(')、児童中心主義に即して、子ども達一人一人の個性や主

体性を尊重しつつ、生きる力や創造性を育もうとする姿勢は共通している。

しかし、その一方で、大人主導の「やらせ」という陥穿を指摘する声も少なからず存在し

(にのみや．ゆうこ埼玉東萌短期大学）
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てきた（兵庫保育問題研究会他2004,田川他2010)。舞台で披露された演技が華々しいもの

であったとしても、上演までのプロセスのなかに、大人の思惑に沿ったふるまいを子どもに

押しつける「やらせ」が含まれていたのでは、肝心の教育的意義は失われているではないか、

というわけだ。とはいえ『ウォーリーの物語』などの実践記録を紐解けば､「演じること」｢劇

を作り_上げること」にかける子ども達の熱意が行間から惨み出てくる。ここから、実践現場

において、この矛盾はいかにして解決されているのだろう、という疑問が浮上する。

本稿では、このような素朴な疑問を、次の問いに変換する。「やらせ」というリスクが内包

されている演劇教育実践において、保育者達は、どのようにして、これを乗り越え、子ども

達一人一人の多様性と主体的な活動が促されるよう援助しているのか、と。なかでも、わが

国の物語劇創作活動において、この問いは強調される。なぜなら、既存の脚本を使わず、ク

ラス集団として「○○組のおはなし」をつくり、これを劇として表現していくことが多いた

め、既存の物語をもとにした劇活動実践を（田川他2010)、そのまま解にあてはめることは

できないからである。さらに、年長児に相当する5～6歳の子どもの場合、出来事を叙述す

ること自体は可能だが、単独で、他者が聞いても納得できる説得力のあるストーリーを展開

することは難しいことが発達心理学者たちにより明らかにされている(Peterson&McCabe

l993,南2006)。クラス活動として集団レベルでの相互作用が含まれるため、その援助プロ

セスにおける困難は大きいと思われる。

一方、保育室における集団レベルでの相互作用を研究対象とする社会学的検討では、保育

者の声かけに先導された集団行動場面を調査対象として、集団秩序を形成／維持するために

保育者が駆使する統制技法に関心が向けられることが多く(ex・結城1998)、演劇教育実践で

重視されている多様性や主体性まで言及されることは少なかった。しかし、幼児が保育者を

相手にマンツーマンでストーリーを語る状況においては、幼児の口からでた言葉を尊重しな

がら語りを成立させるために、保育者が微細かつ周到に働きかけていることが示されている

(二宮2014)。本稿の問いに対して、これらの先行研究の知見をそのまま適用することはで

きないが、保育者が、子ども達との相互作用を通じて、その教育的意図を達成しようとして

いることは分かる。

したがって、物語劇創作活動への援助プロセスを捉えるためには、クラスルーム内部で展

開される相互作用過程全体を調査の射程に入れ、追跡する必要がある。これにふさわしい調

査方法として、本稿では、エスノグラフィー的視点が組み込まれたナラティヴ・アプローチ

の一種であるナラティヴ・エスノグラフィーに着目した。

2．方法論的背景

ナラティヴ・エスノグラフィ一とは、社会学者グブリアムとホルスタインにより提唱され

た分析方法であり、ストーリーが生成／維持／変容するための諸資源が埋め込まれた場であ

る「ナラティヴ環境」と、これに対する人々との相互作用に着目することで、調査対象とな

ったフィールドにおける社会的世界が言語的に生成／維持／変容されるプロセスを探究する

民族誌的研究と定義される(Gubrium&Holstein2008,Gubrium&Holstein2009)｡
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「ナラティヴ(narrative)」とは「出来事を2つ以上つなぎ合わせたもの」という形式的特徴

をもち、ナラティヴに文脈や筋(plot)が加わることで「ストーリー」となる（野口2009)。こ

の二つの言語形式の特徴を確認しておくと、ナラティヴのままでは意味が通じにくいことが

多いが、筋や文脈が加わったストーリーという言語形式に移行することで、受け手にとって

は意味が理解しやすくなり、社会的に承認されやすくなるという違いがある。ここでポイン

トとなるのは、あるストーリーが、他者にも理解され、共有されるためには、単にテクスト

として存在するだけでなく、相互作用により支えられることが不可欠という点だ。実践現場

における相互作用としては、会話のようなマンツーマンの直接的なやりとりもあれば、保育

者が構成したナラティヴ環境を通じた間接的なやりとりもある。クラスルーム内に設けられ

たナラティヴ環境の具体例としては、ままごと遊びコーナーや絵本コーナーなどが挙げられ

るだろう。子ども達がコーナーで遊んだり、自主的に活動したりするうちに、やがて子ども

達の口からナラティヴが紡ぎだされるようになっていくのである。

このように、大人に比べて語彙数が少なく言語運用にも習熟していない就学前・初等教育

段階においては、保育者がクラスの中にナラティヴ環境を構成し、その専門的知識・技術を

もとにストーリーの構成要素となりうる諸資源を注意深く埋め込み、子ども達がこれらをス

ムーズに利用できるような援助が年間を通じて行われている。物語劇創作活動は、その集大

成として位置づけられるため、本稿ではこれに着目し、保育者達がどのようなナラティヴ環

境を構成し、援助技法を駆使して援助するのか、そのプロセスの検討を行う。

ここで、調査にとりかかる前に、調査結果を現場実践に還元するにあたって考慮すべきと

思われる事柄を指摘しておきたい。これまでの、保育実践を対象とするエスノグラフィーで

は、フィールドにおける子どもや保育者のふるまいを丁寧に観察し、描写することに努めて

きた（岩田2011)。しかし、分析対象となる保育者達の振る舞いが個人的な差異を超えたパ

ターンをどの程度含んでいるのかという点については、論文の中ではあまり触れられてこな

かった。このため、読者にとっては、観察／記述された事柄が、個人特性や相性などに基

づく一時的な事象、あるいは、観察している時にだけ生起した偶発的な事象なのではない

か、という懸念が残ると思われる。とはいえ、データが、専門職である保育者のふるまいか

ら収集されている以上、そこには専門職集団内での精錬を経て蓄積されてきた専門的知識・

技術が反映されている可能性は高い。したがって、観察によって見出されたふるまいのパタ

ーンが、一過性の事象ではないことを確認する手続きを加えることにより、専門職教育にも

直接的に貢献できる途が拓かれるであろう。そこで、本稿では、混合研究法(Bryman2012,

Punch訳書,2005)を採用し、質的分析により導き出された知見が偶発的な事象に基づくも

のではないことを、量的分析を加えることで確認する手続きをとる(2)。

3．対象と方法

3.1．フィールドの特徴

対象となったのは、首都圏にある認可保育園の年長児クラスである(3)。本園には姉妹園を

含めて9つの年長児クラスがあるが、生活発表会にむけた劇活動／劇遊びは、どの学年／ク
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ラスのカリキュラムにおいても主要な位置を占めており、その前提となるごっこ遊びも年間

を通じ、様々な形態で取り組まれている。調査対象クラスの子ども達は、それまでの生活発

表会として、1～3歳児クラスでは劇遊びを室内で保護者の目前で発表し、4歳児クラスでは

既存の物語をもとにした劇活動を舞台の上で発表する経験を積んできていた。

本研究のフィールドワークは平成22年度から翌年度末までの2年間行い、そのうち、物語

劇創作活動が集中的に実施された10月下旬～12月中旬を本稿の分析対象とした。22年度ク

ラスは、担任2名（経験年数20年以上の50代女性保育者1名と経験年数15年以上の40代女

性保育者）と子ども22名（男児11名、女児11名）で、温和な性格の子どもが多く、何事にも

真面目に取り組むものの、独創的なアイデアは出にくい雰囲気があった。23年度クラスは、

担任2名（経験年数25年以上の50代女性保育者と経験年数5年未満の20代女性保育者）と子

ども25名（男児13名、女児12名）で、パフオーマンスには長けているものの、言葉を用い

たやりとりが苦手でトラブルの際はすぐ簿に手が出てしまう子が目立つという特徴をもってい

た。

物語劇創作活動の多くは、保育室内で行われた。机と椅子はすべて共用で、活動内容に応

じて、配置が変えられていた。遊具・教材類は、子どもにも出し入れがしやすいよう室内の

各コーナーに配置され、いつでも使えるよう、日頃から整備されていた。

32手続き

質的分析では、事例間の類似性を比較することにより概念を抽出する「分析的帰納法」

(Pu''ch訳書,2005)に依拠してデータの整理を行い、ナラティヴという概念を手がかりに研

究対象へ迫っていく「ナラテイヴ・アプローチ」(野口2009）により物語劇創作活動の援助プ

ロセスを記述するための概念を抽出する手続きをとった。具体的には、まず、2年度分のフ

ィールド．ノーツから、「保育者達がどのようなナラティヴ環境を構成し、これを活用しな

がら援助したのか」という分析観点から、活動期間中の出来事群を、「エピソード」として抽

出した。次に、これらのエピソード群を比較して、それぞれのエピソードを特徴づけている

保育者達の援助行為を探り､一次概念(分析結果では点下線○○で表記｡ex,効果垂を入れる）．...‐....‐目一一一..‐..._----

として抽出した。さらに、抽出された一次概念群を比較し、ナラティヴ理論の観点から物語

劇創作を円滑に推進する上で貢献したものを集約した結果、二次概念として、保育者達が構

成したナラティヴ環境(三角括弧く○○〉で表記。ex.<ごっこ遊び環境>)および、ナラテイ

ヴ環境のポテンシャルを引き出すための援助技法(下線○○で表記。ex・資源の活性化）が抽

出された。これらの結果は表1にまとめた。

量的分析では、1日1回以上、該当するナラテイヴ環境が活用されたことが確認された日

数をカウントして比率を算出して表2にまとめ、比較した(4)。このように、質的分析をメイ

ンとして量的分析で確認する混合研究法を用いることにより、質的分析より見出された概念

の信頼性について、ある程度まで確認することが可能となる。

次節では、分析で抽出された概念を22年度のエピソードにより具現化して提示する。なお、

22年度のエピソード群を使用した理由は、フィールド・ノーツがより厚く記述されていた

ためである。

1勺〆
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4．ゆり組の物語劇「たからものはだれのもの？」

4.1．ナラティヴ化段階:日常的な遊びから出来事の生成を目指して(10月下旬～11月中旬）

運動会が終わって一息ついた10月下旬、物語劇創作活動が始まった。保育者達が、黒板

の前に立ち、全員にむけて「どんなおはなしにしたい？」と呼びかけたところ、「海賊｣｢探検

隊」など、演じてみたい役の名前が次々と挙げられた。しかし、話し合いだけでは、物語の

あらすじとして使えそうなアイデアまでは出てこなかった。

「じゃあ、みんなで動いてみようか」と、日常的に‘|貫れ親しんできたごっこ遊びに保育者

達が加わる形で、演じてみたい役のイメージづくりが始まった。保育者がピアノで効果音を

入れながら、「あるところで動物たちが楽しく暮らしておりました」などとナレーションを入

れると、すぐ隷に子ども達はその役になりきって、しく靜さや鳴き声で応じた。実際に体を動か

しながらお互いの動きを見て「Aちゃんの海賊、怖そう」などと評価しあう中で、その役ら

しい動作や言い回しのパターンが現れてきた。こうして「ずるくて卑怯者の海賊たち」｢頭の

いい探検隊」といったキャラクター像が明確になっていった｡〈ごっこ遊び環境〉を構成して、

役の候補として挙がっていた「動物｣｢海賊｣「おさかな」｢探検隊」などになりきるよう促すこ

とで、その役らしい動作の誘発を行ったのである。

ただ、おさかな役の場合、軽やかなフレーズが流れている時はスイスイ泳ぎまわり、映

画『ジョーズ』のフレーズになると逃げ惑うといった固定化した動作パターンから進展が見

られなかった。ごっこ遊びをするだけでは、イメージを膨らませることができなかったので

ある。そこで、保育者達は『スイミー』『にじいろのさかな（シリーズ)』など役のイメージづ

くりに役立ちそうな絵本・図鑑を多数用意し、絵本コーナーのラグの上に子ども達を集めて

それらを読み間か茸たりもした。こうした働きかけに触発され、子ども達も自主的に本棚か

ら魚の図鑑や絵本を取り出して眺めるようになった。このようにしてく絵本環境〉を活用し、

絵や写真からの視覚情報も手がかりにしながら、キャラクター像の模索が続けられたのであ

る。その結果、「普段はオシャレ好きでかわいいが、宝物を守るためには怖い人食いザメに

化ける」という二面性をもつおさかな役のキャラクター像が、ようやく確立された。

同じ役同士で、ある程度、キャラクター像が共有されると、保育者達は子ども達の口から

出てきた殿堂ゴ_Zl二芝立畠三葉迄ユな豊含ね堂エ歌詞を住、辛_望_凰云4二童ユはた。それぞ

れの役のイメージソングやBGMが流れるく音楽環境〉が構成されたのである。海賊役の場

合、イメージソングのイントロが流されると、「j俺たち海賊海の泥棒強くて怖くて悪

い奴。人のものが欲しい。宝物が大好きさ。乱暴者ひきょう者。誰も誰もかなわない。必

ず宝物は俺たちのもの」と歌い、肩をいからせながら歩くだけで、海賊になりきる姿がみら

れた。

さらに、海賊のメンバーの一人として自分なりのイメージをアピールするために、ピカピ

カ光る大きな刀を作って腰から下げる子や、海賊のロゴを考案して旗を作る子もあらわれた。

室内に造形コーナーとして常設されたく造形環境〉を自主的に利用して、舞台上で自分の身

につける小道具を一人で作り、自分らしさを役の上に投影しようとする姿も見られた。
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このように、普段から室内に設定されていた各コーナーの活用によりくごっこ遊び環境〉

<絵本環境><音楽環境><造形環境〉が構成され、物語劇の構成要素となりうる資源の活性化

がなされた。ただし、これらの成果として、浮かび上がってきたアイデアを話し合いの場で

発表したり、振りつけや小道具などで表現できる子もいる一方で、自分の意見を発信するこ

とに困難を覚える子どももいた。そこで、保育者達は同じ役の数名程度あつめてグループ・

レベルで話し合うよう促したところ、クラス全体にむけては意見表明できない子でも、同じ

役の親しい友達には自分の思いを述べることができた。それにも困難を覚える子に対しては、

ちょっとした空き時間に、保育者と個人レベルの対話を行うことにより子どものイメージや

心情を聴きとって「Bちゃんは『…』って思ったんだって」と代弁し、グループあるいはクラ

ス全体に伝えていく配慮もなされた。

しかし、やがて、発言への意欲の薄さというよりも、むしろ、言語化そのものに困難を抱

える子がいることが明らかとなった。そこで保育者達は、普段から描画や工作が行われる造

形コーナーとして慣れ親しんでいるく造形環境〉を活用した。同じ役のグループそれぞれに

対し、堂場人物のぎL乳二芝迄Z_ﾋｮ異宝亀鉛筆l吾_よゑfZ_=三画_とL重表現立量よ_i壷2進

のである。何かアイデアが思い浮かぶと、自分で必要な道具類を準備してイメージ画を描き、

同じ役のグループでお互いの絵を見合い、気づいたことなどを言い合うことで、キャラクタ

ー像を練り上げていった。このように、Z土五Z重視創堕ゑ迄蝿曽必襄を杜挫f填具lふ

いつでも気軽に手を伸ばせるよう、コーナーのなかに整えられていた。

同じ役のグループで、共有されたイメージをもとに、海賊船や衣装など、大道具・小道具

の製作がすすめられた。保育者達も道具類が舞台上でも使いやすく見栄えするよう手伝った。

おさかな役の子ども達の場合、イメージ画をもとに、白い大きなビニール袋に色とりどりの

マジックで模様を描いたりして、舞台衣装や小道具を仕立てていくなかで､「かわいいおさ

かな」と漠然としていたキャラクター像が､「カラフルなドレスやキラキラ光るアクセサリー

が大好きで、スカートのフリルを揺らしながらフワフワと踊るのが得意なクラゲ」と具体的

に説明できるようになった。そこで、保育者はおさかなが海の底で守っている「宝」とはど

のようなものかという質固を投げかけた。さっそく折り紙など様々な素材を用いて試作し、

やがて「キラキラ光るウロコのアクセサリーがたくさん入った宝箱」と言語化された。メタ

リックカラーの折り紙を用いてウロコに見立てたハートの形を折ったり、それを入れる箱を

装飾したりして、「宝」のイメージを劇の小道具として具体化させていったのである。

以上のように、保育者達がくごっこ遊び環境><絵本環境><音楽環境><造形環境〉を構成し、

代弁や質問による言語化を行う ことより、子ども達が抱いていたアイデアやイメージが具現

化され、それぞれの役のキャラクター像が明確になった。すると、それまでアイデアをだせ

なかった子ども達も、口々に自分の役が引き立つような物語中の出来事を提案しはじめた。

クラスのあちこちから「○○ちゃんのアイデア」が出され、「海賊が遭遇した事件」などの出

来事が次々にあらわれた。

しかし、子ども達が提示した数々の出来事をただ集めても、クラス全員に共有されるスト

ーリーには至らなかった。別の役の子どもには承認されなかったり、物語劇全体の流れとし

て整合性に欠けることが多かったからである。このため、「アイデアとして出された出来事
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のうち、どれを採択するか｣｢選別された出来事を、どのようにつなぎ合わせ配列するか」と

いう作業が必要となってきた。次の段階として、子ども達が提示した出来事の寄せ集めであ

るナラティヴを、筋立てられたストーリーへと組織化するために、これを支える相互作用の

場であるく討議環境〉が必要とされるようになったのである。

4.2.ストーリー化段階物語のあらすじの確定を目指して(11月中旬～11月下旬）

保育者達が司会となり、〈クラスレベルの討議環境>が設けられた。全員がラグの上に輪に

なって座り、身ぶりも交えて話し合うこともあれば、机の上や黒板の周りに集まり、模造紙

などに色々かきこみながら行われることもあった。話し合いの場では意見表明ができない子

に対しては、〈グループレベルの討議環境〉に変更されたり、場合によってはマンツーマンで

の聴き取りが行われたりした。このように、一人一人のコミュニケーション能力にあわせた

意見収集を行い、子ども達からアイデアが出てくるたびに、紙室黒旗｡上垂__f@Z五ｰ完Z

を視覚化した。ある程度の量のアイデアが集まると、保育者達はそれらを時系列順に並べ、

その間を線で結ぶことによって、物語を構成する出来事の間のつながりを明確にし、筋立て

ていく作業を行った。

このような一連の援助の結果、クラス全体で議論の流れを共有することができた。ただ、

その半面、それぞれの意見の違いも際立つようになった。そこで、保育者達は、クラス全

員が納得するまで話し合うために、多数決やジャンケンなどで決めるのを禁じるというル

ール設定を行った。つまり、アイデアを出した子どもに対し、「どうしてそう（いうつながり

のおはなしに）なるの？」と問いかけることで、惣語童構成玄量出来事間Qｺｰな錘処皇.鯉

エ魁異議童唱えゑ王海婬な_《_なゑ藍重説盟主量よ_立促L迄のである｡｢出来事αは､～の結果、

出来事βとなった」と、物語の展開の仕方に説得力があり、より面白くなると他の子ども

達からも承認されることで初めて、そのアイデアは採択され、物語の中に組み込まれた。

たとえば、海賊役の子が､「おさかな達に対し、海賊側が勝ったら彼女らの大事な宝箱を

もらう、という報酬つきのゲームに誘う」という出来事をアイデアとして出した。しかし、

おさかな役の子ども達にしてみれば､「ゲームに負けた場合、もともと自分たちの所有物で

ある宝箱が、海賊に奪われてしまう」というリスクがあるため、承知しない。そこで、海

賊たちは「しりとり対決」という、彼女たちにとっては得意なゲームを追加提案することで、

ようやく承認を得ることができた。つまり、「しりとりゲームの好きなおさかなたちは、海

賊からのゲームの誘いに乗せられたため、うっかり大事な宝箱を賭けることを承諾してしま

った」という筋が提案され、クラス全員がそれに納得したのである。

このようにして、物語中を構成する様々な出来事の選別や配列の促進力§なされた後、保育

者が太壹な砥に出釆臺塗二幽皇ユムユ堂ユ表_L、黒掘皇置至剥卿皇並袋再張_，_出_Lてから、

その部分までのあらすじを語り聞かせた。どんなに激しく意見が対立した後でも、あたかも

絵本の読み間かせのように、出来上がったばかりの「ゆり組のおはなし」が語られると、ど

の子も引き込まれるかのように熱心に聴きいった。子ども達が個々に抱いていたナラティヴ

は、集団レベルのストーリーへと移行し、ゆり組全員で共有されたのである（補遺参照)。
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4.3.劇化段階:見応えある劇表現を目指して(11月末～12月中旬）

「ゆり組のおはなし」ができあがると、子ども達はパフォーマンスではなく、劇として演

じてみたがり、さっそくく上演環境>が用意された。劇が演じられる舞台は、保育室内の黒

板前のスペースであることもあれば、綴帳やライトが整備された園のホールの壇上であるこ

ともあった。子ども達が舞台に立つとすぐに、体はなめらかに動きだし、場面にふさわしい

セリフも口からあふれるように出てきた。

このように、子ども達のなかで物語の筋や構造がよく理解されていることが確認されてか

ら、ようやく、保育者達は脚本の執筆にとりかかり、舞台上でのセリフや動きがある程度ま

で確定された。並行して、大道具や小道具の出し入れなどの舞台裏の仕事も割り振った。 出

演する場面が比較的少なかった動物役の子ども達は、裏方仕事の要となった。自分の役の出

番の他に、舞台裏での裏方仕事を出番の合間にこなし、さらに、裏方仕事のない時には舞台

端でのエキストラ役まで担うことになった。おさかな役がイメージソングにあわせて舞台中

央でダンスしている端で、バックダンサーを務め、その場面を盛り上げるのに貢献した。

このようにして物語劇全体が構造化され、舞台上で劇がスムーズに進行するようになると、

保育者達は、他のクラスを観客として招待し、拍手やコメントなどの評価をもらうことを契

機に、子ども自身による振り返りを促した。その結果、子ども達は、語り聞かせの時とは異

なる形で、自分たちが創りあげた物語劇を見つめ直すようになった。たとえば、上演時間が

30分を超えると、観客は飽きてしまい、集中して観てくれなくなってしまうことに自ら気

づいた。セリフを間違えなく発し、劇が滞りなく進行するだけで満足していた段階から、観

客という他者を意識するようになったのである。そして、「ゆり組のげき」を観客がどのよう

に受けとめるのか想像し、自分達が演技を楽しんでいるように、観客たちにも観ることを楽

しんでほしいと願うようになったのである。このため、自分の演技だけでなく、エキストラ

や裏方の動きまで子ども同士でチェックしあう姿もみられるようになった。

12月中旬に園内のホールで開催される発表会には、毎年、大勢の保護者が観客として詰

めかける。リハーサルを繰り返すなかで「発表会本番は、お父さんお母さんに『ゆり組のげ

き』を楽しんで観てほしい」という気持ちが膨らみ、熱気はますます高まっていった。

5．物語劇創作活動における援助プロセス

5.1.質的分析の結果

物語劇創作活動には「おはなしづくり」と、これに基づく「げきづくり」の2種類の活動が

含まれている。前者の活動のなかで作り上げられていく「おはなし」の言語形式上の特徴を、

ナラティヴ理論の観点から検討したところ、質的な違いが存在したため、段階を分けた。し

たがって、①物語を構成する様々な出来事を産出する「ナラティヴ化段階｣、②ナラティヴ

に筋を加えて物語として組織化する「ストーリー化段階｣、③物語を劇形式で表現する「劇

化段階」の3つに整理された。両年度とも、これらの移行順序は同一であった。

1コ、
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表1物語劇創作活動における援助のまとめ

①ナラティヴ化段階 Z ス ト ー リ ー 化 段 階 ｜ ③ 劇 化 段 階段 階

’|絵韓境’
ナラティヴ

環境

音楽環境 造形照境 上演環境絵本環境ごっこ遊び

環境

クラスレベル

の討議環境

グルーブレベル

の討議環境

コーナーの活用,資源の活性化,役らしい動作の誘発,代打

や質問による言語化

ルール設定,語り聞かせ,出来

事の選別や配列の促進

振り返りの促

1ゞ

援助技法

(二次概念）

保育者が司会

となる

効果音を入れ

る

役のイメージづ

くりに役立つ絵

本の用意

役のイメー

ジソングづ

くり

同じ役|可士で

話し合うよう

促す

他クラスを観

客として招待

一次概念の

例

コーナーとL

て常設

①ナラティヴ化段階では、保育者達は、普段から室内に設定されたコーナーの活用によ

り、日常的に親しまれている、〈ごっこ遊び環境><絵本環境><音楽環境><造形環境〉を構成

して、埋め込まれていた資源の活性化し、役らしい動作の誘発を図った。子ども達はこれら

のナラティヴ環境に働きかけ、相互作用の結果、浮かび上がってきた出来事に関するアイデ

代弁や質問による言語化によって、物語劇の原型となるナラティヴとしてアは、保育者達の

形作られた。②ストーリー化段階では、保育者達によって話し合いのルール設定が行われた

くグループレベルの討議環境><クラスレベルの討議環境〉において、子ども達が提示した里

出来あがった部分の語り聞かせをしたりするなかで､ストーリ来事の選別や配列の促進や、

－が徐々に形作られていった。③劇化段階では、〈上演環境〉として舞台が設けられ、劇表

現が繰り返し行われた。観客からの評価を手がかりに、振り返りの促しがなされ、子ども達

自身で物語劇を見つめ直すことで、劇表現は洗練されていった。

5.2.量的分析の結果

物語劇の創作活動が行われた日数は、平成22年度が29日で、平成23年度が27日であった

量的分析では、1日1回以上、クラス活動としてナラティヴ環境が活用された日数をカウン

トし、その比率を算出した（表1参照)。これらを比較した結果、2年間の実施日数比率に顕

著な差は見出せないと言えよう。

表2クラス活動としてナラティヴ環境が利用された日数と比率

2ストーリー化段階｜|③劇化段階①ナラティヴ化段階段階

上演環境音楽環境 造形環境 グループレペノI

の討議環境

クラスレベル

の討議環境

ナラティヴ

環境

ごっこ遊び

環境

絵本環境

22年度分

日数(比率）

11

(37．9％）

14

(48.2％）

5

(17．2％） １％

１
９

１
７３ｉ

I(）

(34．4％）１％

４
７３１１

4

(13.7%)

23年度分

日数(比率）

15

(55.5％）１％

０
０

１
７⑬

11

(40．7％）１％

５
５８１１

7

(25．9％）

9

(33．3％）

4

(14.8%)

質的分析により抽出された各ナラティヴ環境の利用頻度に対し、量的分析をおこなったと

ころ、年度間において顕著な差は見出せなかったことから、これらのナラティヴ環境の利用

は、一時的あるいは偶発的な事象ではないと言える。
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6．考察

本節では、23年度クラスとの比較も加えて、子ども達の多様性や主体性がどのようにし

て支えられていたのか議論する。22年度クラスの場合、面白いアイデアを発案する子ども

が限られていたために､保育者達の援助の仕方によっては､｢ゆり組のおはなし」ではなく「○

○ちゃんのおはなし」となる可能性もあった。しかし、自らアイデアを表明することの少な

かったおさかな役や探検隊役のグループに対し、〈造形環境〉を活用するよう促した結果、子

ども達は小道具や衣装を作り上げていく作業のなかでキャラクター像を膨らませていくこ

とができた。一方、23年度クラスの場合、演じること自体が好きで身体表現の豊かな子が

多い反面、言葉でやりとりすることが苦手で、子ども同士での話し合いが進展しにくいク

ラスであった。保育者達はく絵本環境〉を活用し、絵本棚に物語劇に関連する絵本をずらり

と並べて何冊も読み聞かせたり、〈ごっこ遊び環境〉をその内容をサンタごっこで再現しなが

ら、「みんなはクリスマスにどんなプレゼントがもらえたら（物語劇として）面白くなると思

う？」「(応答に対し）それはどうしてかな？」と問いかけたりして、子ども達の口から言葉

を引き出す働きかけを積極的に行っていた。

それぞれ対照的な雰囲気をもつクラスであったため、各年度におけるナラティヴ環境の活

用の仕方は大きく異なっていたが、ナラティヴ化段階において、漠然としたイメージや思い

を言語へと置き換えていく援助が重視される点は共通していた。ごっこ／絵本／音楽／造形

遊びを足掛かりに言語化を促して物語創作や劇表現へと導いていくナラティヴ環境が設定さ

れ、それぞれの特長を生かした相互作用が展開されることで、クラス全員が意欲的に参加す

ることができたのである。

もしも、このように主体的な活動を尊重することなく、劇の上演のみが目標に掲げられる

のであれば、あらかじめ脚本を用意し、セリフやふりつけを教え込むという選択肢もありう

る。しかし、本稿の調査では、このような直接的な介入は慎重に避けられ、ナラティヴ環境

を活用した間接的な援助プロセスが観察された。劇活動のイニシアチブはあくまでも子ども

側にあるという姿勢を貫くため、「やらせ」のリスクが高まるような働きかけは注意深く回避

されていた。

また、多様性に関する常識的な見解によれば､「個」と「集団」は対立的に語られることが

多く、集団では一人一人の差異は縮減されていくと思われている。わが国の物語劇創作活動

にあてはめて考えれば、物語を作成する段階からクラス全員が参加することが重視されるた

め、子ども一人一人が抱いていたアイデアやイメージは、クラス集団の物語が出来上がって

いく過程で、消え去っていくのではないかという懸念も残る。実際、子どもなりには一生懸

命に提示したアイデアが、グループやクラスでの討議の結果､「ゆり組のおはなし」には組み

込まれず却下されてしまうこともあった。しかし、そのような場合でも、討議で決まった後

は、「ゆり組のげき」のなかで自分の役割を果たしつつ、自分の演技を少しでも引き立たせる

ために、振りつけや自分が使う小道具に工夫を加えていくことで､「○○役」としての自分を

精一杯表現する姿が、両年度とも観察された。また、自由遊びの時間や発表会終了後、クラ

スの劇とは異なるバージョンのストーリーを考えだし、クラス活動とは別に、自主的に絵本
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やペープサートを製作し、見せ合って楽しむ姿も見られた。このように、物語劇創作活動で

は、多様な表現方法を通じて、一人一人の持ち味を生かしたパフォーマンスが展開された。

7．結論

以上、保育園における物語劇創作活動を取り上げ、ナラティヴ・エスノグラフィーにより、

どのようにして保育者達がナラテイヴ環境を構成し、これらを活用しながら援助することで、

多様性と主体性を尊重した演劇教育実践が実現されるのか探究してきた。

質的分析では、言葉自体が十分には存在しておらず、その運用にも習熟していない幼い子

ども達が集団レベルで物語を創作し、劇形式で表現するまでのクラス活動が分析された。そ

の結果、保育者達が物語劇創作を援助するために、これに必要な日常的経験を精選し、資源

として埋め込んだナラティヴ環境を構成し、子ども達とナラティヴ環境との相互作用を促す

ために様々な援助技法を駆使するプロセスが明らかにされた。これに、量的分析を加えるこ

とで、これらが一時的あるいは偶発的な事象ではないことが確認され、今後も、検討を重ね

ていくことで専門職特有の知識・技術として共同利用できる可能性が見出された。

これまで「演劇による教育」では、量的な測定や客観的な観察に裏づけられた理論的記述

は、あまり試みられてこなかった。本稿の意義は、ナラティヴ・エスノグラフイ一と混合研

究法を導入することで､「演劇による教育」における保育者や教師による援助プロセスについ

て、社会構成主義的視座から実証的にアプローチする方途を示したことである。

また、実践的には、日本各地の現場において広く行われているものの、学術的に検討され

ることは殆どなく、養成課程において具体的な指導法が教授される機会も少ない物語劇創作

活動を取り上げ、専門職集団の内部で徒弟的に習得されていた援助う°ロセスを可視化して、

熟練した保育者が所有する「匠の技」から、専門職集団で共同利用可能な専門的知識・技術

への移行を図ったことが挙げられる。現場では、日々の多忙な業務の傍ら、「匠の技」を見様

見真似で学ばざるをえないため、「あたりまえの日常風景」として映るレベルにまで習熟する

までには、高いハードルがそびえている。本研究の知見は、現場実践のなかで保育者の果た

す役割について議論を進める際､「教える」｢導く」といった大人側のイニシアチブよりも、む

しろ、子どもの持つ能動性を重視する人々にとって、興味深い知見の一つになるものと思わ

れる。

最後に、本稿の限界を挙げれば、調査対象となった物語劇創作活動は、長年にわたり、園

全体で取り組まれた質の高い実践の豊穣な堆積の上に成り立ったものであるが、これらを十

分に反映させながら記述することはできなかった。別稿に譲りたい（二宮2016)。

[謝辞］本研究は、K保育園の先生方と子ども達の長年にわたるご理解とご協力によって

実現しました。厚くお礼を申し上げます。

注

(1)この他に「ドラマ教育｣という分野もある(小林他2010)。劇活動では上演に教育的意義を見出すの
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に対し、ドラマ教育ではそうでないという相違がある。

(2)混合研究法(mixedmethods)では、その認識論的立場として、研究方法を、問題意識に対して調査

結果を適切に示すための技法として位置づける(Brymanl988,Punch訳書2005)。調査方法の違い

を、社会的現実を把握する上でのデータ収集や分析の仕方の相違、あるいは、調査結果を提示する

上でのレトリックの相違とみなして、それぞれの調査方法の強みを生かしながら分析方法を選択し、

必要であれば、量的調査と質的調査を混合するのである。本稿では、このような立場に依拠し、質

的分析を土台としながら、一過性の事象が反映されたデータではないことを確認するために量的分

析を追加する｢QUAL→quan型｣の混合研究法を採用する(Bryman2012)｡

(3)調査対象園では、各年度初めに、個人情報やプライバシーの保護について保護者に説明した上で、

個別に承諾害をいただく取り組みがなされていた。本稿における倫理的配慮もその規定に則って行

った。

(4)エピソードの回数ではなく、日数でカウントした理由として、環境間の行き来が頻繁に行われる場

合など､フィールド･ノーツの記載事項から回数を厳密にカウントすることが難しかったという事情

がある。
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I補遺］物語劇「たからものはだれのもの？」のあらすじ

（保育者達による語り聞かせのトランスクリプトを再構成した）

あるところに、強くて怖くて悪い海賊がおりました。今日も、海賊たちは宝探しに出かけ

ようとしていました。ところが、宝の地図の解読に苦労していると、強い風に吹き飛ばされ

てしまいました。頭のいい探検隊が宝の地図を拾い、すぐに解読し、宝をめざして動物島に

向かうことにしました。その様子を盗み聞きした海賊たちも、その後を追いかけました。

動物島では、動物たちが｢色々な果物がなる不思議な木」のまわりで、楽しく遊んでいま

した。探検隊は動物たちと仲良くなり、宝のありかを聞きましたが、何も知りませんでした。

でも、動物たちは「不思議な木の実」でおいしいミックスジュースを作り、ごちそうしてく

れたので、探検隊は気をとりなおし、海の方に探しに行くことになりました。

一方、海賊船にのっていた海賊たちは、海の底にキラキラ光るものを見つけ、潜っていき

ました。海の底では、おしゃれ好きなクラゲやさかなたちが宝を守っていました。海賊たち

が宝に近づくやいなや、あっと言う間にクラゲがサメに変身し、襲いかかってきました。

そこで、海賊たちは、探検隊に「宝を半分やるから、一緒に手を組もう」ともちかけました。

探検隊は「海賊が魚の頭を糸につるして、サメをおびきよせ、その間に自分たちが宝を手に

いれる」という作戦を考えだしました。さっそく、作戦開始。でも、サメは交代で食べに来

るので、海賊たちは宝に手を出すことができません。海賊と探検隊は、まず楽しいゲームを

してみせて、サメを誘いだし、「しりとり対決して勝ったら、宝を少し分けてちょうだい」と

お願いしてみました。すると、サメは「対決も楽しそうだから、やってもいいよ」と応えた

のです。

さっそく、海賊・探検隊チームvs､サメ・さかなチームによる、しりとり対決が始まりま

した。

〈海賊・探検隊チームが勝ったバージョン〉負けてしまったサメが仕方なく宝を分けよう

としたところ、海賊は宝箱ごと奪って逃げてしまいました。海賊船に戻った海賊たちは、さ

っそく宝箱を開けようとしましたが、鍵がかかっていて開きません。サメが鍵をつけておい

たのです。がっかりした海賊たちは、宝箱を海に投げ捨て、別の地図の宝を探しに行くこと

にしました。投げ捨てられた宝箱をひろった探検隊は、サメからヒントをもらうことで、見

事、宝箱の鍵をあけ、キラキラ光る虹色のウロコを1枚ずつ分けてもらうことができました。

さかなたちは、大好きな歌や踊りをしながら、海の中でいつまでも幸せに暮らしましたとさ・

〈サメ・魚チームが勝ったバージョン〉負けてしまった海賊は、別の地図にある宝を探し

にいくことになりました。探検隊も気をとりなおして、再び探検に出発です。宝を守ったさ

かなたちは、大好きな歌や踊りをしながら、海の中でいつまでも幸せに暮らしましたとさ･
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