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幼稚園の集まり場面における子どもと保育者の相互行為の研究
―アプロプリエーションの観点から―

（保木井啓史）

1．問題と目的

1-1. 問題背景

　集団生活の場である幼稚園などの保育施設では、保育者が一定の生活の流

れ・活動を設定している。園児として保育施設にかかわる人々、すなわち子ど

もは、その生活・活動に相応しい行動へ向けた保育者からの働きかけを受ける

（結城 1998，Burdelski 2010，永瀬・倉持 2013 など）。一例として結城（1998）は、

子どもが、保育者による呼び方の使い分けを通して、保育者の求める行動へ方

向付けられる様子を明らかにした。

　ただし、子どもの行動が保育者の意図に沿っていたとしても、その活動への

子ども自身による意味付けが保育者の意図に収まるとは限らない。1980 年代

以降の、社会生活における子ども（children）の行為者能力（agency）に関す

る議論（Prout 訳書 2017, pp.1-2）では、子ども集団が大人とは異なる価値を

内包することや（田中 2016）、子どもが大人も含む社会と相互行為を展開して

いること（南出 2014, p.195, p.200 など）が指摘されてきた。本研究では、後

述の Corsaro（1985，2015）に依拠し、保育者の設定した活動の中で新たな行

動を産出し、活動の意味を改変する子どもの実践に焦点を当てる。

　保育施設における、子ども集団が内包する価値の表れとして、①設定保育の

ために円座に集合する際の、先に着座した子ども同士の「呼びかけ行動」（伊

藤 2014）、②食事中の着座状態を利用した自己呈示や共感（柴坂・倉持 2009）、
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③頭に積み木を載せて運ぶ片付けの方法（平野 2014）などが見出される。こ

れらの場面において、「保育者が目標とすることと、子どもが目標とすること」

は「ずれながら重なり合った状態」（伊藤 2014）にある。すなわち子どもは、

それぞれの場面での保育者の要求である、着座の維持・着座しての食事・片付

けを遂行しつつも、同時に、それらを他児とのコミュニケーション・自己呈示・

難しい運び方への挑戦として意味付ける行動を産出している。そして、その子

どもの行動が、保育者の求める着座の維持・着座しての食事・片付けの遂行に

寄与してもいるのである。

　ただし、これらの先行研究は、上述の子どもの行動に対する保育者や他児か

らの応答までを含めた検討には主眼を置いておらず、子どもによる、大人も含

む社会との相互行為が十分に描き出されたとは言いきれない。そこで、子ども

と保育者・他児とのやりとりが継続的に生じる保育活動における、その活動を

改変する子どもの行動を中心とした相互行為を検討することで、保育施設にお

ける子どもの行為者能力への理解の一助になると考えられる。

1-2. 集まり場面への着目

　この問題意識に基づき、本研究は集まり場面に着目する。本研究において「集

まり」とは、保育施設での、「朝の会」（大野・寺島 2012）・「帰りの会」（請川

2009，鈴木・岩立 2010）・共通の話題の「話し合い」（請川 2016）など、クラ

スの全員が一堂に会し、基本的には床や椅子に座って、保育者や他児の話を聴

く・話し合う・絵本を見るなどを、クラスを単位に行う保育活動を指す。また

「集まり場面」とは、集まりが行われている保育場面を指す。保育者は、意図

をもって集まりの活動を設定し、子どもへそれへの参加を求める（請川 2009，

大野・寺島 2012，中島・大森 2016）。また、クラスメンバーが一堂に会す状況

では、子ども同士のやりとりも生じやすい。そのため、子どもと保育者・他児

とのやりとりが継続的に生じる保育活動である。

　集まり場面においても子どもは、行動を産出し、活動の意味を改変する。まず、

DeCarlo(1994) は、米国の幼稚園の集まり場面で、保育者（teacher）の質問の

回答に他児へのメッセージを付加する行動を発見した（例：「怖いものなあに？」

の質問の答えが全員「暗闇（…afraid of the dark）」で、しかも「すごく怖い
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（so afraid of…）」など後の子どもの回答に誇張が加わり、さらに「すごーく怖

い（soooo afraid of…）」などと誇張が拡大される）。この事例では、保育者へ

の回答が、同時に他児へのメッセージとしても意味付けられている。ただし、

これの行動への保育者の対応は、DeCarlo の報告からは不明である。

　次に、保木井（2017）では、集まりでの点呼の返事を「にゃー」と改変して

他児とのコミュニケーションを図る女児に、保育者も笑いながら「にゃー」と

答えたとする記録がある。この、保育者の「にゃー」の対応は、「緩和された統制」

（堂本 2002, p.84, p.147）の技術として、女児への共感と集まりの主導権の維持

の両立を果たしたと考えられる。つまり、ここには、点呼への返事から、他児

とのコミュニケーションへと意味を改変された活動が、保育者による集まりの

進行という集まり場面の公的な領域と接触する様子が垣間見える。ただし、保

木井の主眼は、子どもが保育者の咎めを回避する方略の検討にあったため、そ

の時点の状況は述べられるものの、その後の状況の推移は検討されていない。

　さらに、米国のプレスクールで調査を行った Kantor ら（1989）は、子ども

が仲間意識を密かに醸成する行動として、集まりで歌う歌を子どもたちが「替

え歌」にする事例を報告した。そして、保育者（teacher）が、各自の替え歌

を取りまとめて皆で歌うと、集まりでの会話が発展したという。この事例では、

子どもが産出した新たな行動を、保育者が、再び集まりの文脈に取り込むこと

で、クラス活動としての集まりに変化が生じた。このように、子どもによる集

まりの意味の改変は、保育者の設定する活動と相容れないのではなく、両者の

思惑が絡み合う場合があることが推察される。しかし、Kantor らは、クラス

活動として集まりを成立させる保育実践の文脈で議論を展開したため、そうし

た保育者による取り込みの、子どもにとっての意味には議論が及んでいない。

また、新たな行動を産出した子どもの傍らには、それに同調しない子どももい

たはずだが、その動向は、上述のどの文献でも言及されない。

　総じて集まり場面では、子どもが、保育者の設定した活動（質問への回答・

点呼の返事・歌）の公的な意味を改変する行動を産出し、時に活動を変化させ

る姿が示されてきた。しかし、そうした子どもの実践と、クラス活動としての

集まりを進行する保育者、および周囲の他児との関連の在りようは、必ずしも

明らかでないと言える。
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1-3. 分析枠組み

　集まり場面の事象の分析枠組みとして、Corsaro（1985, pp.58-62, 285-286，

2015, pp.6-18）の、アプロプリエーションの概念を導入する。なお、本節では

内容の多くを Corsaro（1985，2015）に依拠しているため、当該文献からの引

用を、（発行年 , 引用ページ）の表記によって示す。

　アプロプリエーション（appropriation）とは Bakhtin の対話論に由来し（関

根 2002）、Rogoff が、学習や発達が社会や文化への積極的な関与で成立する側

面を強調して、「内化」（Vygotsky 1978, p.56）に換え使用した用語である（佐

藤 1999, pp.37-45）。Corsaro の言うアプロプリエーションは、子どもの社会へ

の能動的な参加の仕方を指す「解釈的再生産」のプロセスの一環を成す（2015, 

p.6 ,p.18）。すなわち、Corsaro は、子どもが、既存の社会や文化をそのまま内

に取り込んでゆく受動的な存在ではなく、大人の考え・ルール・物品・制限事

項（1985, p.289）との接触により、大人世界を創造的に解釈し、子ども間で共

有される価値や行動を産出するものとした。そして、その価値や行動を他児と

共に用いて大人も含む「文化の産出と変化」に貢献することで、子ども集団と

して社会への参加を果たしているのだという（1985, p.289，2015, pp.17-18）。

アプロプリエーションは、そうした集団的・共同的（collectively, communal）

で創造的（creative）な子どもの実践に含まれる、「大人世界からもたらされた

情報の創造的な取得（taking）」と定義される（2015, p.18）。

　「解釈的アプローチ」（1985, p.73 など）と呼ばれる、こうした Corsaro の立

場は、Vygotsky に代表される社会文化的アプローチを発展したものである。

Corsaro は、Vygotsky の、個人の発達が社会文化的な起源をもつとする見解

に依拠するものの（1985, p.7）、そのプロセスが明らかでないとし、子どもの

生活世界（life-worlds）での具体的な経験に迫ろうとする（1985, pp.285-286

など）。また、Corsaro は、Rogoff などが唱える、子どもの集団的な社会への

参加の重要性の視座が自身の理論的基盤として重要とする一方、子どもの社会

への参加・価値や行動の産出・文化のアプロプリエーションは共起するという

見解を、社会文化的アプローチとの対比で強調する（2015, p.11, pp.17-18）。

　上記 Corsaro の言う、子どもの大人社会との接触の中には、保育者が要求す

る行動・ルールも含まれる（1985, p.284 など）。そして、集まり場面での、保
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育者が設定した活動・その意図・働きかけは「大人の考え・ルール・物品・制

限事項」であると言える。したがって、Corsaro に依拠することで、集まり場

面において、子どもが保育者の設定した活動を、どのように「創造的な取得」

をしたかを問うことが、理論的に担保される。その際、先行研究（Kantor ら

1989，DeCarlo 1994，保木井 2017）に見られたような、集まり場面の活動の

意味の改変と活動の変化は、保育者の設定した活動を用いて子ども間で共有さ

れる価値や行動が産出されていること、およびそれによって保育者も含む集ま

りへの参加が果たされていることから、「創造的な取得」および「文化の産出

と変化への貢献」の具体例と見なせよう。したがって本研究では、保育者が設

定した活動の意味を改変する際に「創造的な取得」が伴うと捉え、事例の抽出

と分析へこれらの知見を援用する。

　以上より、本研究では、集まり場面の事象を子どもによるアプロプリエーショ

ンの観点から分析する。そして、子どもが活動の意味をいかにして改変し、そ

れを保育者がいかにしてクラス活動の文脈へ取り込むかという、子どもと保育

者の相互行為の在りようを明らかにすることを、本研究の目的とする。

2．対象と方法

2-1. 研究対象

　対象は、2015 年度と 2016 年度の Z 幼稚園 5歳児 S 組（クラスの概要は表 1）

で収集された観察データのうち、保育者も含めたクラスメンバー全員が、保育

室において円状に並べた椅子で向き合う形での集まり（以下、円座の集まりと

呼称）の場面、計 11 回分のデータである。

2-2. 調査方法

　表 1に示した期間と回数で、9時頃（子どもの登園時刻）又は 10 時 20 分頃（円

座の集まりの前の自由遊びの終盤）から降園までの S 組の保育場面を、観察者

の立場で観察調査した。その方法は、調査の実施によるフィールドの人々への

影響の低減を期して、消極的な参与の自然観察法（柴山 2006, p.32, pp.47-48）

に依り、筆記とビデオ撮影で記録を行った。子どもから訊ねられた時は、名前・
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所属・来訪目的（幼稚園を見せてもらいに来た）を伝え、筆者の名前をもじっ

た上で呼び立てるなどの遊びの誘いもしくは挑発には、その面白味を理解する

態度を示しつつ、やりとりからは距離をとった。M 保育者には、クラス運営

や保育の意図に関して約 1時間のインタビューを 1度行った。倫理的配慮とし

て、調査に先立ち、副園長と各年度の主担任保育者に、研究の目的・調査内容

を口頭と書面で説明し、書面にて調査実施と研究の公開の承諾を得た。本論文

の投稿に当たり内容の確認を受け、再度の承諾を得た。また、論文へのデータ

の引用には仮名を用いた。

2-3. 円座の集まりの特徴

　S 組の集まりは、主に午前中

と降園前にある。本研究では、

このうち、多く午前中にあった、

円座の集まりを分析する。毎回

ほぼ共通して観察された、円座

の集まりの活動を右に示す。な

お、（6）の誕生祝いが単独で行

われた時もあった。観察時に

は、主担任保育者が集まりを進

行し、副担任保育者は、歌の伴

奏・子どもと同様の集まりへの

参加・集中がそれた子どもの関

心を集まりへ向ける援助をしていた。

　保育者が楽し気な態度で、その時の必要に応じて子どもの行動を調整する、

「応答的な」集まりでは、子どもが提案・主張・選択を表明し、結果、子ども

表 1　研究対象クラスと調査実施の概要

年度 担任保育者（保育歴・性別） 子ども 期間・回数 円座の集まり

2015
主担任　M 保育者（18 年目・男性）

副担任　T 保育者（5年目・女性）

36 名

男女同数

10 月～翌 3月

11 回

8 回（各 15 ～ 31 分

　計 207 分）

2016
主担任　N 保育者 (12( 現園 4) 年目・女性 )
副担任　T 保育者（6年目・女性）

30 名

男女同数

8月～翌 3月

7回

3回（10,35,50 分
　計 95 分）

円座の集まりの活動内容

屋外での自由遊び（など）ののち、保育室へ入る

(1) 椅子を円状に並べ、保育者も含め全員が向き合い

座る

(2) その日の当番が選んだ歌・ゲームを、全員で歌う

／遊ぶ

(3) 「おはようございます」を唱和する（2016 年度）

(4) 保育者の両隣の子のジャンケン勝者から、隣の人

の膝に手を付いて出席者数を数える。2015 年度は、

ジャンケンの勝者が、数え方のニュアンスを指定で

きる。

(5) 皆に伝えたいことのある子どもの「お知らせ」や、

休日の出来事の発表など、発言機会となる活動

(6) 誕生日の子がいる場合、誕生祝い。大抵、誕生児

の希望で、質問の答えを当てるクイズが行われる。

その後、設定保育や弁当へ移行
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が活動へ影響を及ぼしうるとされる（Emilson 2007）。円座の集まりは、以下

のごとく、その特徴を備えており、子どもが活動へ影響を及ぼしうると推測さ

れる。したがって、子どもと保育者の相互行為を捉えるのに適当な対象である。

　M 保育者と N 保育者それぞれの話によれば、調査を実施した 2カ年度とも、

その年度の担任保育者は、年度当初に子どもが、他児との関わりに緊張してい

ると感じていたという。円座の集まりは、そのようなクラスのクラス運営に

おいて、「それぞれの子の遊び内容の交流」（N 保育者）をするなどによって、

集まり外で他児に関心を持つ機会とするとともに、集まり自体を「皆が素の自

分を自由に表現できる」（M 保育者）場にもすることが目指された。

　観察から分かった円座の集まりの特徴としては、第 1に、ゲーム・ジャンケ

ンの勝者やクイズの正解者が「イエーイ」と歓声を上げ飛び跳ねる喜びの表現

が定着し、保育者が子どもに駄洒落・冗談で応答するなど、盛り上がりと楽し

さが伴う。第 2 に、そのように自由感ある雰囲気で行われるので、子どもは、

目下の発想を挙手などを経ずに述べている（例：M 保育者が子どもに冗談で

頼んだ歌のピアノ伴奏へ a 男が名乗り出ると、周囲から「えー（伴奏するなん

て）嘘や」「楽譜読める？」「頑張れー」と声が掛かる。2015/11/13/11:01）。ま

た、円座の集まりの活動内容（囲み）の (2)(4)(5)(6) には、子どもが選んだり

意見を発表したりする機会がある。つまり、子どもが提案・主張・選択を表明

（Emilson 2007）している。M 保育者によれば、（円座の集まりの特徴の第 1で

言及した）盛り上がり・楽しさの演出にはクラスでの一体感の醸成が、選択機

会の設定には、他児と相談する経験の保障が意図されている。第 3に、保育者

は、静かに話を聞く方向付けと、盛り上がりの促しを状況に応じて使い分けて

いる。つまり、子どもの行動の調整はその時の必要に応じてなされる（Emilson 

2007）。例えば、発想の表明や盛り上がりを保育者は奨励するが、発表に不慣

れな子どもの発言時には、その子どもが話をしやすくするため、周囲の子ども

の横やりや、長引いた歓声を保育者が制止する様子が見られる。このような対

応は、「自分を表現できる」ための援助の 1つと考えられよう。

2-4. 分析手続き

　分析は以下の手続きを経た。
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　① 　円座の集まりでの事象を、フィールドノーツと映像をもとにテクスト化

した。

　② 　分析の対象とする、アプロプリエーションが含まれる子どもの行動の事

例を、次の 3ステップでデータから抽出した。

　　② -( 1) 保育者が設定した活動の意味を子どもが改変する際に「創造的な取

得」が伴うと捉えたので（1-3）、円座の集まりでの活動内容（前節囲み）

に沿っていることや毎回の観察で同じように現れる（すなわち、ルー

ティンである）ことを基準に、活動の意味を改変していない状態での

子どもの行動を考慮し、それを基にしつつも新たに産出されたと考え

られる子どもの行動を特定した。

　　② -( 2) 改変された意味付けが容易に見出せる事例を特定した。例えば「子

どもたちの歓声と飛び跳ねの直後、1 人の男児がゴリラの胸叩きに似

た動作を隣の子どもに見せた」行動（2015/12/15/11:32）の事例では、

男児が同じ動作を他場面でも繰り返しており（同 13:20,13:45 他）、ク

ラスの習慣の歓声の際、お気に入りの動作を他児にアピールしたと容

易に了解された。

　　② -( 3) それらと類似の仕方での活動への意味の改変がないかという観点

で、他の些細な行動を見直した。例えば、② -(2) での事例を踏まえる

ことで、歓声の際に隣同士でガッツポーズを見せ合う行動なども、些

細であるが同様の意味付けがあると判断しえた。

　③ 　上記事例のうち、産出された行動を保育者が取り込んで集まりの活動が

変化した事例を同定した。

　④ 　事例間の共通性と差異性に留意し、子どもと保育者の相互行為に関して、

事例の中の出来事を端的に表象する「概念」を案出した。それらは、次章

以降【　】で表記している。

　⑤ 　各事例の出来事の推移に注目しながら、集まり場面における子どもと保

育者の相互行為の推移を、上述「概念」を軸に結果を記述した。並行して、

事例間の共通性と差異性が表現されるよう、「概念」名を暫時修正した。
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3．結果と考察

3-1. 結果概要

　分析対象の集まり場面から、アプロプリエーションが含まれる子どもの行動

の事例 161 件（2015 年度 110、2016 年度 51）が抽出された。「事例」とは、事

象の区切りで分割した 1分弱～数分間分のデータの単位である。うち、保育者

の取り込みで活動が変化した事例は 16 件（2015 年度 10、2016 年度 6）であっ

た。アプロプリエーションが含まれる行動を 2 以上含む事例もあった（後の、

例 1,3,5 と 6 以降など）。また、集まり場面における子どもと保育者の相互行為

を説明する「概念」として【拡張】、【再拡張】、【小さな輪】、【伝播】、【地歩固

め】、【揺れや両義的な態度】が案出された。

　そして、集まり場面の情報を基に行動が産出される様子 (3-2)、その行動を

保育者が集まりへ取り込んだ際の子ども側の応答の存在が明らかになった (3-

3)。他方で、産出された行動に同調しない子どもの動向などを通して、他児お

よび保育者との距離感を調整する子どもの姿も浮かび上がった (3-4)。順に詳

述する。

3-2. 集まり場面の情報を基にした、子どもの段階的・集団的な行動の産出

　円座の集まりでは、集まりの「話題」・集まりで求められる「動作」・「歓声」

の習慣・「保育者の言動」・「他児の言動」といった情報を基に新たな行動が産

出され、集まりの活動がずらされた。子どもの社会への集団的な参加が、大人

世界の特徴を拡張する（extent）こと（Corsaro 1985, pp.61-62）を踏まえ、こ

れを【拡張】と呼称する。本節の議論においてアプロプリエーションは、上述

の各情報が創造的に用いられた点に認められる。下記例 1の場合、子どもが始

めた朝食の話題は、保育者の「朝」という言葉を用いつつも、保育者の意図で

ある、今朝の保育活動の話題からは離れている。つまり、保育者が設定した活

動の場面での行動ではあるが、その活動に含まれない行動が産出されている。

なお、以下【拡張】に下線、その基になったと考えられる事象に点線を付す。
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　これら【拡張】の特徴の第 1に、隣の席など少数の子ども同士のコミュニケー

ション（クラス全員の円座と対比して【小さな輪】と呼称する）へ至る場合（例

1,2,3）と、円座の全体への発信となる場合（例 4,5）があった。なお、【拡張】

の行動を自分一人で味わったように見受けられる例も僅かにあった（例：歌の

間の、保育者の指揮者のような手つきの再現。2015/11/4/10:23）。【小さな輪】は、

抽出された事例中 83（各年度 55、28）件に含まれた。S 組の円座の集まりに

おける、子どもの関係性の表れと言えよう。また、円座の全体への発信は時に、

保育室の離れた場所での当該行動の模倣に繋がったり（後述【伝播】）、集まり

の進行が変わる契機となったりした（3-3）。

　【拡張】の特徴として第 2 に、例 5 のように場の状況を一変するものがある

一方で、例 3のように、集まりの活動をわずかにずらしたに過ぎない些細なも

例  1 話題の【拡張】　おはようございますを唱和し、保育者が「朝…」と

切り出した際、朝ごはんを食べていないことの隣席の子への自慢が始

まり、反対隣の子も「えー」と反応する。　（2016/10/4/11:45）

例  2 動作の【拡張】　夏休みの出来事を順に発表する際、2 つ隣の席の発

表者に注目する風に顔を近づけ、変な顔をして見せる（話者を動揺さ

せるいたずらであろう）。　（2016/8/30/11:08）

例  3 歓声の【拡張】　保育者が、集まりの後でゲームをすると伝え、歓声

や足のバタつかせが起きた際、隣同士のポーズの見せ合いや、立って

腰をくねくね振る動きが現れる。（2015/12/15/13:46）

例  4 保育者の言動の【拡張】　ゲームの中での、当番と他児の台詞の掛け

合いの際、保育者の言い方と同じ盛り上げの合いの手が子どもから入

る。　（2015/11/16/11:52）

例  5 他児の言動の【拡張】　当番の 3 人が、皆で『さんぽ』（中川李枝子

作詞・久石譲作曲）を歌うことを伝え、保育者の脇から自席に戻る際、

1人が歩みに併せ「あるこう、あるこう（冒頭の歌詞）」と口ずさむ。座っ

ていた 5 名余りの男児も立ち上がり、「あるこう、あるこう」と歌いな

がらの円座の中を周回する。　（2016/11/24/11:09）
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のもあった。

　そして第 3に、些細なずらしであっても、その【拡張】の形や意味を再度改

変する【再拡張】が、しばしば当初の集まりから飛躍した行動を産出した（下

記事例）。以下では、【再拡張】および後述の【伝播】に二重下線を付す。

　M 保育者が、当該年度のクラス運営の考えを公開した SNS の文章によれば、

子ども間の年度当初の緊張（2-3 を参照）が解けた後、子ども自身の経験と感

情を表現し、他児に聞いてもらう機会を意識的に集まりの中に設けたのだとい

う。「お家の人に〇〇って言われて嬉しかった」などが発表された例6の場面も、

その一環と考えられる。

　例 6 で、c 男が始めた「筋肉マッチョ」のポーズやパンチ（二重下線）と、

参観日に木からジャンプした元の話題（事例冒頭）には乖離が生じている。他方、

お父さんなら筋肉があるから（下線）とは、ジャンプに耐える身体能力を表す

5 歳児なりの言い方であり、M 保育者（点線）への応答になっている。また、

父親の筋肉の発言と c男の行動も、「筋肉」を介して一定の関連がある。したがっ

て、始めの【拡張】で「筋肉」の語が導出されたからこそ、筋肉を見せつける

仕草の面白味のコミュニケーションへの【再拡張】が可能になっている。

　集まりで行われることと隔った行動を突然始めるのは、制止が予想される点

でも、おそらく子どもの心情の点でも難しい（実際そうした行動は、小さな手

慰み的行動や、長時間で集中の切れによると思われるもの以外ほとんど観察

されなかった）。他方、ある行動が制止を受けない状況は、例えば、授業場面

例  6 筋肉からパンチへの【再拡張】　参観日の翌日、M 保育者が、家の

人の参観への感想の発表を求める。高い木からジャンプしていたのを

お母さんに褒められたとの発表に、M 保育者、あのジャンプは大人

でも怖いと共感。直後、子ども同士で、お父さんなら筋肉があるから

ジャンプできるという会話が起こる（話題の【拡張】【小さな輪】）。こ

れに c 男が「筋肉マッチョ」と言ってポーズを決め、さらにパンチと

する仕草を隣の子に見せる遊びも始まる（【再拡張】【小さな輪】）。　

（2015/12/15/11:40）
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での私語の看過が、より甚だしい私語の許容のメッセージとなる（家本 1990, 

pp.143-144）ように、その行動の暗黙の許可として機能する。そのため、それ

自体は集まりの活動をわずかにずらしたにすぎない【拡張】が、可能な行動の

領域を広げることで、後続の【再拡張】の【地歩固め】となりえたのであろう。

　下記も、話題の【拡張】を経て【再拡張】に至る事例である。ただし例 6の「筋

肉」の語が【小さな輪】で楽しまれたのに対し、例 7では、「中（チュウ）」と

いう語（M 保育者によれば、前の日の活動での身長別グループを指すとのこと）

が円座の反対側へ波及し（【伝播】）、そこで、新たな行動が産出された。

　始めの【拡張】（下線）が、コミュニケーションの種を播く如く広がる様子（二

重下線全体）からは、近傍の座席にとどまらない、子どもの関係性の広がりが

見て取れる。また、「互いの顔が見える」（M 保育者）という円座の環境設定

を基盤に、離れた子ども同士で情報の授受を行えているとも言える。

　以上のように、集まり場面における子どもによる行動の産出と活動の意味の

改変は、「筋肉」（例 6）や「中（と連呼できる状況）」（例 7）という他児の【拡

張】に基づいて【再拡張】が行われるという点で、段階的に達成されていたと

言える。また、【拡張】や【再拡張】が、他児への自慢（例 1）・いたずら（例

2）・会話（例 7）など、行動を他児と共に楽しもうとして産出されている点で、

例  7　大中小の【伝播】を経た【再拡張】　誕生児の b 男へ 1 人ずつプレ

ゼント（工作・絵など作った物か、ハグ・抱っこ）を渡してゆく。d

男は b 男を持ち上げ「重っ !」と叫ぶ。M 保育者が、「昨日の大中小で

b 男は小チームだった（b 男はまだ軽い方だという意味）」とコメント

する。これを受け d 男が、両隣の女児に誇る仕草で「俺が大だった！」、

円座の反対側の c 男を「中！」と指さした（話題の【拡張】）。c 男がお

どけるように数回自分を指さすと、その近くでも自分が大やら中やら

の会話が始まる（【伝播】【小さな輪】）。その輪の中で e 男は、「チュウ」

と連呼しながら口を尖らせ（「中」と「チュウ」の駄洒落）、変な顔を

g 男に見せ楽しそう（【再拡張】）。(2016/1/22/13:22)
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集団的に達成されていたことも指摘できる。

3-3. 保育者の取り込みと子どもの【拡張】による情報の往還

　本節でのアプロプリエーションは、第 1に、子どもが産出した行動が保育者

の取り込みを介して、集まりの活動の変化に貢献する点、第 2に、保育者の取

り込みを、子どもが再度、創造的に取得し利用する点に認められる。以下では、

保育者による取り込みに波線を付す。

　保育者は、【拡張】で産出された行動を、時に集まりの進行に取り込んだ。

例 8 では、子どもが産出した、悔しがりを見せ合う要素を M 保育者が、例 9

では子どもに答える形で、『サウスポー』の話題を N 保育者が、それぞれ集ま

りに登場させた（波線ア，ウ）。取り込みの多くは、その場の盛り上げややり

とりの面白味に関連して行われた。例 8が歓声のさなかの出来事で、例 9では

例  8　悔しがり表現の取り込み後の【拡張】　2 人組で回答するクイズに

て、正解者が「イエーイ」と歓声を上げた直後、不正解であった f 子

が、床を叩いて悔しがる表現を始める（歓声の【拡張】）。（ア）M 保

育者は面白がる感じで、それと同じような床を叩く仕草のペア同士で

の見せ合いを促す。すると、他の不正解のペアのうち、（イ）h 子は

四つ這いで i 男から逃げ回るような、j 子は座席で隣の男児を叩くよ

うな表現を始める（取り込みで生じた話題の【拡張】、【小さな輪】）。　

（2015/11/4/10:37）

例  9　歌のタイトルの踊りへの【拡張】　誕生児の o 太の好きな歌を、隣

同士のペアで回答するクイズの後、p 美が、M 保育者や N 保育者も回

答すれば良かったのにという意味のことを言い（話題の【拡張】）、（ウ）

N 保育者が「私『サウスポー』にしようと思ってた」と冗談ぽく応える（そ

の後のつぶやきから、阿久悠作詞・都倉俊一作曲によるピンクレディー

の歌を指している）。q 美および画面外の数名がクスッと笑う。（エ）p

美の隣席の q 美は歌い・踊り始める。隣の r 太も真似をする（取り込

みで生じた話題の【拡張】【小さな輪】）　（2016/11/24/11:40）
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N 保育者が冗談として言っているのがそれに当たる。円座の集まりでの保育

者の働きかけの意図には、盛り上がり・楽しさの演出が含まれていた（2-3）。

したがって例 8や例 9からは、子どもからの発信があることで、保育者がそれ

ら意図を達成できる場合のあることが読み取れる。言い換えれば、ここでは、

子どもが保育者との相互行為によって、集まりの活動という「文化の産出と変

化」への貢献を果たしているのである。

　他方、【拡張】で産出された行動が、集まりの進行と親和的であるとは限ら

ない。後述の例 11 のように、子どもの産出した行動を、保育者は時に制止す

る必要もあった。加えて、子どもたちは、取り込みによって生じた状況から、

さらなる【拡張】を行っていた。すなわち、例 8の h 子・j 子の行動（下線イ）

は、M 保育者が促した悔しがりの表現として行われている一方、追いかけや

男児への攻撃といった新しい遊びの意味への改変も始まっている。例9の q美・

r 太（下線エ）も、N 保育者が「ピンクレディー」と言ったのを踏まえつつ、歌・

踊りの見せ合いを産出している。つまり、初めの子どもの【拡張】が集まりの

活動に回収されたとしても、そのようにして変化した集まり場面の情報が、再

び、【小さな輪】のために利用されていたのである。

　前節を踏まえれば、集まりに元の進行と異なる要素が登場すると、それを資

源とした行動の可能性が拡大する。つまり、h 子らや、q 美らには、先行する

保育者の取り込みが、【地歩固め】であった。このように、取り込み前後の子

どもたちと保育者の間では、互いの発信を互いが利用することによる情報の往

還が生じており、その結果として、段階的・集団的な行動の産出が、子どもた

ちだけでなく保育者をも巻き込んで、達成されていたのである。

　なお、例 9については、そこへ至る経緯も興味深い。第 1に、この約 1分前に、

o 太がクイズの正解を『やっほっほ夏休み』（伊藤アキラ作詞・小林亜星作曲）

であると発表すると、正解の歓声の中、s 太が「やっほっほー夏休み」と歌い

出し、r 太・q 美（他数人）は歌詞を「秋休み」「冬休み」と入れ替えて歌い出

した（歓声・話題の【拡張】・【再拡張】）。つまり、例 9 の時点で、q 美・r 太

には、歌い出す行動への保育者の許容が既成事実化しており、したがって、踊

りという新たな行動の産出への敷居は高くなかったと推察される。第 2に、こ

の事例に先立つ 9月 9日の園行事で（本研究の調査と別に見学したので表 1に
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は不記載）保育者たちが演じた寸劇において、N 保育者と別の女性保育者が「ピ

ンクレディー」に扮して踊る場面があった。N 保育者によれば、子どもたち

が喜ぶので、その後も「ピンクレディー」の歌・踊りをよく話題にしたという

（インフォーマルインタビューより）。したがって、『サウスポー』への言及（波

線ウ）に続く歌と踊り（下線エ）の産出には、そうした、集まり以外の場面も

含めた、クラスで共有された出来事の意味関連も利用されたと言える。

　このように例 9では、少なくとも 3つの経緯が【拡張】への【地歩固め】と

なっていた。本研究の分析手続き（2-4）では、集まりの活動を基にしている

ことを事例抽出の基準としており、上述の、特に 2点目のような長期の脈絡は、

偶然発見された本事例以外では未検討である。しかし、潜在的にはより多くの

場合に、複合的な径路から、情報が創造的に取得されていることの、少なくと

も可能性が示唆される。

3-4. 他児および保育者との距離感の調整

　前節までには、子どもが産出した行動への他児の同調が示されてきた（【小

さな輪】・【伝播】・【再拡張】）。本節でのアプロプリエーションは、集まりの話

題や動作の【拡張】に認められる。ただし本節では、始めに行わ（試みら）れ

た【拡張】の傍らで、必ずしもそれに同調しない子どもの姿が中心に記述され

る。以下では【揺れや両義的な態度】へ、他の線種に優先して二重下線を付す。

　q 美（二重下線イ）は、歩調などから、男児たちの行動（下線ア。歌詞を、

現実の行動の勧めのように故意に (?) 解釈し、大勢ではしゃぐ面白さを創り出

していると考えられる）に短時間同調し、間もなく取り下げたことが明らかで

例  10　立ち上がって、すぐ着席　例 5 と同じ時。当番の 3 人が、皆で歌

う歌として『さんぽ』を選んだ場面で、（ア）5 名余りの男児が「あ

るこう、あるこう」と歌いながら円座の中の周回を始めた（話題・

動作の【拡張】）際、（イ）q 美は同調して立ち上がるも、数歩歩い

て、回転して歩みを止め、その後着席した（【伝播】に至らず）。　

（2016/11/24/11:09）
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あった。また、歩きも座りもできず数秒間立ち続けた様子から、行動の選択で

揺らいでいたことが読み取れる。

　q 美が始め周回へ加わった背景に、日頃の人間関係が考えられる。q 美

は、周回を始めたうちの w 太・x 太と、同じ遊具で自由遊びを展開したり

（2016/10/4）、11 月頃にクラス内に広がった「海賊ごっこ」へ、開始当初から

一緒に参加していたり（11/24 降園前集まりでの話より）と、この男児たちと

近しい関係にあった。仲良しの他児の動向は、クラス活動の中でも強く参照さ

れる（保木井 2015）ので、この男児たちの行動に同調して歩き出したのだろう。

　q 美が数歩歩いた時、振り返って近くの席の他児（座ったままである）の姿

を確かめたようであったことから、始め注目を引かれた周回に同調し、次いで、

周回に同調しなかった他児を参照したように見える。

　次の事例には、他児の行動に同調するか否かの二者択一ではなく、より複雑

な選択が含まれている。例 5・例 10 から続く場面で、T 保育者がピアノ伴奏

を始めたところである。

　u 太は、始め自身も加わった行動（下線ウ）が、N 保育者の制止を受けると

（「歩くと歌えなくなるけえ」と子どもたちに説明したことから、N 保育者は、

歌うことを重視した活動と意味付けていたのである）、今度は t 太への反発を

示す（二重下線オ）。にもかかわらず、同じく歌を歌う活動における、曲の拍

例  11　歩きは否、パンチは可　『さんぽ』の前奏の間は自席の前に立っ

ていた子どもたちだが、歌い始めには、（ウ）例 5 の周回のメンバー

や u 太を含む大勢が行進を始める（話題・動作の【拡張】）。N 保育

者が歌をとめさせ、自席の前で歌うよう言う。しかし歌の間、（エ）t

太は時おり前に進み出ようとする（話題・動作の【拡張】の試み）。

（オ）隣の u 太は t 太と繋いでいた手を迷惑そうに振り払い、歌の後に

は、立ち続ける t 太を椅子に引き戻す。一方で、反対隣の v 太が、歌

のテンポに併せて軽くパンチをしてくる行動（動作の【拡張】【小さ

な輪】）には、（カ）遊び心が通じている感じでやり返すなどする。　

（2016/11/24/11:10-11）



41

幼稚園の集まり場面における子どもと保育者の相互行為の研究
―アプロプリエーションの観点から―

（保木井啓史）

という意味の改変と考えられるパンチの遊びは、引き続き楽しんでいる（二重

下線カ）。u 太の行動選択の背景の 1 つは、前の q 美と同様、仲良しの v 太へ

の同調があると解釈できる（パンチのやりとりは、仲良し同士の遊びと捉えら

れる）。u 太・v 太および r 太の 3 人は、観察した円座の集まりで必ず近くに

座り（2016/8/30, 10/4, 11/24）、自由遊びでも共に参加していたリレーを一緒に

抜け相撲遊びへ移る（2016/12/15 午後）など、近しい関係にある。

　他方、この事例では、t 太への反発（二重下線オ）が、N 保育者による行進

の制止の後に現れていることから、保育者の求めるルールも参照されている。

では、v 太とのパンチが引き続き楽しまれた理由は何か。別の日の弁当準備時

間帯にも、u 太は、弁当箱の輪ゴムを頭に装着して v 太と見せ合うふざけを、

N 保育者に軽くたしなめられて、近くの筆者を変な名で呼ぶ遊びに転じたこ

とが記録されている（2016/12/15/11:45 頃）。ここから類推すれば、例 11 での

u 太の、明示されたルールには沿うが、保育者が意図する活動の意味（歌を歌

う）に専念はしないという両義的な態度が浮かび上がる。

　例 10 と例 11 の中では、子どもが様々な他者を参照したり、直接に行動を左

右されたり（u 太が t 太を引き戻した事）していることが分かる。様々な他者

の第 1は、【拡張】をした（試みた）他児である。q 美にとっての 5名余りの男児・

t 太にとっての u 太が当てはまる。第 2 は、【拡張】に不同調の他児である。q

美にとっての近くの席の他児・u 太にとっての t 太が当てはまる。第 3 は、別

の【拡張】をした他児である。u 太にとっての v 太が当てはまる。第 4 は、t

太が参照した保育者である。

　以上のような、【揺れや両義的な態度】をめぐる子どもたちの動向は、第 1に、

保育者が設定したある活動を改変する（したい）かしないか・どのように改変

するかに関して、個々の子どもに温度差があり、子どもたちが一様の存在では

ないこと、第 2に、他児や保育者を参照し、自身との距離を調整しながら集ま

りを過ごしていることを示していると言えよう。
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4．総合考察

4-1. 本研究の意義

　本研究では、円座の集まりの場面における事象を、アプロプリエーション

（Corsaro 1985，2015）の観点から分析し、子どもと保育者の相互行為の在り

ようを、大別して 3つの点から明らかにした。以下、本研究の知見およびその

意義を、先行研究と対比しながら論じる。

　本研究の知見の第 1は、子どもが集まりの活動に対する、些細なずらしを再

度ずらす仕方で、行動を段階的・集団的に産出し、それを少数の子ども同士で

楽しんだり、円座の全体へと発信したりする過程を示したことである。

　集まり場面を扱った先行研究において、質問の回答への誇張が次々に拡大さ

れる事例（DeCarlo 1994）にも、段階的・集団的な行動の産出が含まれた。ま

た、保木井（2017）には、保育者が身振りを交えてリレーのルールを説明した

際、一人の子どもが頼まれてもいないのにバトンを受ける役になって立ち上が

ると、別の子どもがゴールラインの役になってその前に寝そべる事例があった。

しかし、これらの先行研究では、誇張が次々に拡大される仕組みや、バトンを

受ける役が先に現れゴールライン役が後続する仕組みは不明であった。それに

対し本研究は、集まりの活動から飛躍した行動が、先行する状況をずらすこと

の繰り返しで徐々に実現されるという、行動の産出、および活動の意味を改変

する仕組みの 1つの説明を提示している。保育実践に対しては、活動の中で子

どもが新しい行動を産出した際に、そうした行動の取り込み、制止のいずれを

目指すにしろ、その行動のみならず、先行する些細な産出へも注目する必要性

を指摘するものである。

　本研究の知見の第 2は、子どもたちと保育者が互いの発信を利用し合うこと

による情報の往還で、段階的・集団的な行動の産出が、保育者も巻き込んで達

成される過程を描き出したことである。

　DeCarlo（1994）の、他児へのメッセージを兼ねた保育者への回答の事例は、

集まりが子どもの楽しみの資源とされた点で、本研究で言う行動の【拡張】に

当たる。つまり、子どもが集まり場面から情報を創造的に取得していた。ま

た、保木井（2017）の、保育者による点呼への「にゃー」という応答、および
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Kantor ら（1989）の、歌の改変を保育者が取り込んだ事例は、保育者が子ど

もの発信した情報を引き継いだことを述べていると言える。これらの先行研究

が、子どもと保育者のどちらか一方からもう一方への情報の授受を明らかにし

たのに対して、本研究は、上の先行研究の知見を統合する、子どもと保育者の

間の、情報の往還としての相互行為の在りようを示したものである。

　本研究は、集まり場面の情報を創造的にアプロプリエーションしようとする

子どもたちの実践と、それを活動に取り込もうとする保育者の保育実践との力

動的な関係の中にあるものとして、集まり場面の保育活動を描き出した。保育

実践への示唆として、子どもの発想を活動に取り込むこと自体が、活動内容に

含まれない次なるアプロプリエーションを促すという見方を提供した。

　本研究の知見の第 3 は、保育者の設定した活動の意味の改変への志向性が、

一様ではないこと、および、他児や保育者を参照し、自身との距離を調整しな

がら集まりを過ごしていることを示した点である。

　集まり場面での行動の産出やそれへの同調は先行研究（Kantor ら 1989，

DeCarlo 1994，保木井 2017）で言及されてきたが、それ以外の子どもの動向

との関連は明らかでなかった。また、小学校の授業場面での笑いの意味を論じ

た堂本（2002, pp.155-156）は、「ある場面では、笑いを求め、ある場面では笑

いを排除していく子どもたちの姿」が「学校の規範に合わせようとする自己と

抵抗しようとする自己との間で」の葛藤を表すと述べているものの、この議論

の「笑いを求め」る姿とは、授業場面でない下校途中の出来事を指していた。

　保育者（あるいは教師）が設定した活動（あるいは学習活動）に対する態度

の、子ども間（堂本では場面間）での温度差が、社会への能動的な参加（Corsaro 

2015, p.18）に際しての葛藤や調整の現れと考える点で、本研究の知見も堂本

（2002）と一致する。加えて本研究は、第 1 に、そうした葛藤や調整が、短時

間の出来事の中でも即時的になされることを示した。第 2に、子どもの集団的・

共同的な社会参加（Corsaro 2015, p.18）に際して、子どもが産出した価値や

行動同士の間でも、葛藤や反発が生じうるという見方を提示した。

4-2. 本研究の課題

　本研究では、子どもによる行動の産出の仕方が、主に直接に連続するやりと



44

子ども社会研究 26 号　研究論文

りとの関係での検討にとどまっていた。しかし、本研究の事例の中には、ある

時点での行動の産出が、別のやりとりを挟んだ後も、子どもに利用される事態

も見出された（1分前に成功裏に歌ったことが1分後の踊りの【地歩固め】となっ

た例 9）。このように、【地歩固め】の効力が一定時間持続するとする場合、特

定の方向性での行動の産出がされやすい状況が維持されることになる。そのよ

うな視点の導入により、例えば、「今日の集まりは何となく騒がしい（、静かだ、

盛り上がる）」など、「空気感」とか「雰囲気」と呼ばれてきたものを分析の俎

上に乗せた、子どもと保育者の相互行為の検討が可能になるかもしれない。
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 This study examines the interactions between children and teachers when 
the children changed the group activities selected by teachers. It also investigates the 
manner in which teachers accepted these modifications in the context of the group 
activity. Group-time events held at Z-kindergarten were qualitatively analyzed by 
employing the children’s appropriation framework advocated by Corsaro.
 The analysis revealed the following results: (1) the process of change was 
collective and several children enjoyed informal communication with each other or 
demonstrated new actions by slightly altering activities in a stepwise manner; (2) 
teachers used the actions produced by children in the interactive process as a resource 
for the modification of the activity. By altering the activities, the children also utilized 
the situations as means of informal communication; and (3) the children displayed 
vacillating and ambiguous attitudes about their methods of participation in the group 
activity. This result suggests that children display diverse intentions regarding how they 
would like to enjoy informal communication during the group-time activities.
 The study presents the following implications: (1) it detailed children’s 
agency during group-time; (2) group activities selected by kindergarten teachers were 
found to be based on practical interactions between children and teachers; and (3) 
children work with each other to immediately manage conflicts with the adult world.

Interactions between Kindergarten Children and Teachers during 
Group-time :

An Analysis Using Appropriation

HOKII, Takafumi
(Faculty of Human Development and Culture, Fukushima University)


