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園生活 における観察資料 を通 しての幼児理解
‑

2名 の幼 児 に つ いて の事 例 分 析 ‑
井
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は じめに
子 と もを理解 した り,保育 の手立 てを検討す るために観察 をす る場合,客観的 に見 るこ
とや客観的事実 のみの記録が何 よ りも重視 され ることが多か った｡記録者や観察者 の先入
観 は排除 され,何 が客観的事実 で あるか は複数 の記録者や観察者 における一致度 の高 さに
よって決 め られた｡ しか もその場合,観察対象 とな る子 ども (
逮) の行動 は保育者 や他 の
子 ど もか らどのよ うに見 られてい るか,つ ま り既 に形成 されて いる関係性か ら切 り離 され,
個別的 に ｢で きること｣や ｢で きない こと｣ につ いての行動内容, あるいはチ ェ ック リス
トに記載 された項 目を記録 してい くことになる｡ それによ り得 られた資料 は 1つの研究 に
な り得 た と して も,実践 にとって意味のある資料 とはな らなか った｡ その最大 の理 由 は子
ど も自身の関係性 につ いての視点 を欠落 してい ることにあ る｡
実際 の保育実践 につなが る子 どもの理解 において重要 な ことは,｢保 育者 が そ の子 を ど
う見て いるか, その子 にどうにかかわ ってい るか とか,他 の子 ど もたちが, その子 をど う
見て, どうかかわ っているか とい うよ うな関係性 のなかで,子 ど もの能力や特性 は形成 さ
1
)とい う見方 である｡ その意味で は観察者 自身 に対 して も,観察対象 とな って
れて いる｣(

い る子 ど もとどの よ うな関係 をつ くっているのか, どのよ うな問題意識 を もってその子 を
観察 しよ うと して いるかが問われなければな らない｡ この視点 は, 発達 的理解 にお いて
｢複数 の人間の相互性 が基盤｣ とな って成立 している ｢複数 の人間 ど う しの間 で織 りなす

(
2
)を捉 え ることの重要性 につ いての指摘 とも関連 して いる.
意味 の流れ｣
1.今 回の事例研究 における子 ども理解の視点 と具体的方法
(
1) 基本的視点

視点 と して用 いたのは,拙稿 (3) において作成 した図 1に示 した もので あ る｡ まず対
象児 の表現内容 と表現要求や表現構成力 につ いて検討 し, また 日常生活行動 の 自立度 と
遊 び活動 な どでの対人的交わ りに見 られ る傾 向を検討 した｡ これによ り,描画表現活動
に兄 い出 され る問題現象 の原因 を個人内の個別的な能力形成 のみに求 め るので はな く,
重要 な他者で ある保育者 との関係, さ らに園生活 における仲間 との関係か ら見直す こと
を試みた｡
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表 現 と して
あそ び と して
偲 義と して

欲

自

図 1 遣形表現活動を豊かにする自己内緒力と他者との関係性
(
2) 方

①

法

観葉対象児

C児 :男児, H5年 9月 7日生, 1歳 5
長崎市内のA保育所 に適 う 2名の年中児 (
カ月入所, E児 :女児,H5年 1
0月 7日生, 1歳入所)を対象児 と した｡ この 2名 は
担任の保育者が ｢
気 になる子｣ として抽出 した中か ら選ばれた｡

C児 の場合, 4歳 クラス (
年中)初期の自由画 において,四角や丸がす っき り描 か
れていないことやテ レビのキャラクター しか描かれないことなどがある｡生活面では
落ち着 きのなさ,他児 に対 して攻撃的対応がでやすいこと, ことばの理解や表現が う
ま く出来 ないことが挙 げ られている｡
E児 の場合,同 じく4歳 クラス (
年中)初期の自由画において,お話 が殆 どな くて
こまごま描 くことが多 く,絵全体が寂 しい印象を受 けるなどがある｡生活面では知的
理解力がありなが ら他児 と関わることを避 ける傾向,身辺処理 に手間がかか るなどが
挙げ られる.
このような問題点の取 り出 し方 自休 に,保育者の子 どもの見方や理解の仕方が反映
していると考え られ るが,今回はその ことを問題 として直接取 り上 げない｡
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②

資料収集の方法
i) 自由描画 :入所か ら現 4歳 クラス

(
1
1月 まで) で措 いた 自由描画｡

並)保育記録 :入所か ら現 4歳 クラス (Ⅰ期 :6月 まで) の記録｡

並)生活観察 :1
9
9
9
年
午睡

7月1
0日 9月5日にか けて1
5
回実施｡午前 (
9:
0
0
‑1
0:3
0
)と
(
1
5:3
0
‑1
7:0
0
)後 の 自由遊 び と仕事場面 を中心 に,各対象児

1名 を 2名 の記録者 が 自由記述式 によ り記録 した0
2.C児 にみ られる諸特徴
(
1) 描画表現 にみ られ る特徴

(
か 各年令 にける 自由描画 の特徴

i) 1歳か ら4
歳 までの描画枚数
自由場面 にお いてC児が描 いた各年齢 での描画枚数 および同 じクラスの子 ど もた
ちの平均描画枚数 を示 した ものが図 2であ る｡C児 の描画枚数 は 1歳 時 の 9枚 が最
も少 な く,最 も多 いのは 2歳時 の1
8枚 とな っている｡ 3, 4歳時 は 2歳時 とほぼ同

7
枚 で横 ばい状態 とな って いる｡ ただ し, 4歳時の枚数 は1
1月までの枚数である｡
じ1
保育記録 によれば,C児が 2歳児 クラスか ら 3歳児 クラスにかけて好 きだ った遊 び
は戦 い ごっこで ある｡ 描画 にはあま り関心 を もたなか ったよ うで, 4歳児 クラスに
な ると描画 に興味 を もち描 くことを楽 しめ るよ うにな ってお り, この ことが 4歳で
の多 さを もた らして いると考 え られ る｡

C児 の各年齢 におけ る描画枚数 は同 じクラス内での平均描画枚数 と比較 した場合,
とりわけ少 ない数 で はない｡平均描画枚数 を下回 ったの は 1歳時のみで, 2歳以降
は同数 あ るいは平均以上 の枚数 とな ってい る｡ しか し, それはあ くまで もクラス全
体 との比較であ り,相対的な意味づ けで しかない｡ む しろクラスの平均描画枚数が
少 ない ことを考 えれば, C児 の枚数が クラス平均 よ り同等 か また は多 い とい う事 実
はそれ程評価 で きることで はない｡

1歳 〜

2歳〜

棚

3歳〜

図 2 C児の 1歳か ら 4歳 までの 自由描画枚数

4歳〜
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並) 2歳か ら 4歳途 中までの自由描画事例 にみ られる特徴

1歳 9カ月の描画 (
写真cl,C2) に縦 と槙 に弧状 に伸 びる線が措かれ るが, 2
歳 2カ月の描画 (
写真 C3,C4) にな ると楕円に近 い囲み図形が措かれ る｡ この段
階では当然の ことだが まだ重ね描 きの グル グル丸 にな っている｡ 2歳 5カ月の描画
(
写真C5) に丸や不定形が混在 した状態で個別 に措かれ るが, スムーズな曲線が描
けないのか不定形 は角 を もってい る｡ 線 も若干弱 い｡ この傾向 は 2歳 7カ月の描画
(
写真C6) で も共通 していて, ス ッキ リと した丸 は 2歳の終 わ りまで措かれなか っ
た｡

3歳 の描画 (
写真C7) は渦巻 き状態で円形 の内部 に もう 1つ の丸 や点 を組 み込
む形が描かれ るよ うにな ってい る｡ 3歳 6カ月の描画 (
写真C8) で はその傾 向が
さ らにはっきりと示 されている｡ この頃 は描 いた ものに意味づけす る場合が多 くな
り, テ レビキ ャラクターの名前 を度 々挙 げている｡線 の力 は以前 よ り強 くな ってい
る し,小 さい もの も描 けるよ うにな っている｡ また,頑足人 と患われ る形態 も出現
しているが, 3歳 7カ月の描画 (
写真C9)のよ うにや はり角張 った所 が あ る｡ こ
の頃の意味づけは ｢オパケ｣が多 いが,単純 な縦 の線 に ｢‑ ど｣ と意味づ ける場合
もあ った｡
4歳 の描画 (
写真c
l
O
) に頑足人が出現 している｡ 同 じ4歳 の描画 (
写真c
ll
)に
は手 をは じめ, 目, 口,髪,胴体部分 などが一部 に描かれ る｡ その後 も形態上での
写真c
l
2
) にみ られ るよ うな頭足人 が描
大 きな変化 はないが, 4歳 9カ月の描画 (
かれ, 目と口に点 と丸 を各 々に用 いることで両者 の違 いを表現 しようと している｡

人物 らしい ものには従来 の ｢オパ ケ｣以外 に ｢お父 さん｣
｢お母 さん｣
｢ジ ブ ン｣と
意味づ けている｡ 同 じ4歳 9カ月の描画 (
写真C
1
3
) に上下 2つの基底線が描 かれ,
写真 C
1
遠近 の空間関係 を表す表現様式が新 たに出現 して いる｡ 5歳 2カ月の描画 (
4) では同 じ遠近関係で も描 く対象 の大 きさによ って表そ うとす る表現様式 も出現

している｡ この描画で は頭足人 の はば全て手足がついている し,胴体部分が囲み図
形 によ って表現 され るとい った形態面 での新 しい分化 もみ られ る｡恐 らくクラスの
皆 と一緒 に一列 に並んでいる場面 を措 いたと思われ る.
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②

保育記録 にみ られる発達的特徴

1
9

2歳か ら 4歳 の記韓

i)生活面 の自立

2歳 クラスでは就寝時間が1
0時か ら1
1時 と遅 く,結果的 に寝起 きの悪 さや保育所
での午睡 に問題が生 じて いた｡ しか し, 3歳 クラスにあが ってか らは生活改善がな
され,家庭 と保育所 において 自立起床が可能 とな っている｡ 偏食 も 3歳 クラスの頃
まであ ったがその後偏食 は見 られな くな っている｡
排他 と衣服 の着脱等 に関 しては, 2歳 クラスの時 より排滑時 に自分か らパ ンツを
脱 いで済 ませた り, 3歳 クラスで は保育所 でパ ジャマの着替えを 自分でやれ るよ う
にな り, その後 も着実 に身辺処理 の力を獲得 して いる｡
大人 の模倣 は 2歳 クラスで子 ど もをあやす真似 を した り,赤 ち ゃん に見立ててぬ
い ぐるみをおんぶ して遊ぶ姿 に見 られて いる｡ 4歳 クラス前半 にか けて 自己主張が
強 くな り,遊具や順番 をめ ぐって攻撃的な態度 に出 る トラブルが頻発 した｡ しか し,
後半 は遠足等で 自分 のお茶 を友達 に分 けた り, 自分 の シー トに一緒 に座 らせて くれ
た り, 当番活動で も仲間 と協力 しなが ら張 り切 って取 り組 む姿が見 られ, 自制的な
力が次第 に発揮 され るようにな っている｡ その一方 で, 4歳 クラスで も着替え後 の
衣服 の片付 け, 自分 の持 ち物 の管理,帰 りの準備 などは保育者 に注意 されないとで
きない面 もある｡
i
i)対人関係
保育者 との関係 は, 2歳 クラスで は話 しか けるとふ ざけた素振 りで逃 げた り, 目
線 を合 わせ よ うとしない対応が 目立 った｡ しか し, 3歳 クラスで は友達 との トラブ

,｢
○○ ち ゃんが△△ したんだよ｣ と保育者 に訴 え る対 応 が み られ る

ルが生 じた時

よ うにな っている｡ さ らに 4歳 クラスで はオニ ごっこで保育者 オニに追 われ ること
を喜 び,保育者 オニに捕 まえて もらお うとす る姿がみ られ るよ うにな っている0
他児 との関係 は, 2歳 クラスで 自分の思 い通 りにな らない と蹴 る,叩 く,噛みつ
くとい った行動が 目立 っている｡ その傾向 は 3歳 クラスになって も続 き,他児の持 っ
ている玩具 などが欲 しくて噛みつ くこともあ った｡後半 にな ると自分勝手 な要求 を
多少抑 え られ るようにな ったのか,力 まかせの粗暴 な態度が減少 し,戦 い ごっこな
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どで負 けて も仲間 と楽 しんで遊べ るよ うにな っている｡ 4歳 クラスでは,時々自分
の遊 びを他児 に邪魔 された時や 自分 の思 い通 りにならない時に喧嘩になることもあっ
たが,積極的に仲間の中に入 って一緒 に何かす ることを楽 しめるようになっている｡
また,気 の合 う友だちを選んで一緒 に遊 ぼ うとす る選択性 もみ られ, 3歳 クラス以
前の状態 と比較す ると他児 との関わ り方 に相互性 と親密性が増 したといえ る｡
近) ことば ･手指操作

2歳 クラスでの ことばはテ レビ番組 のキ ャラクタ一名 (ジューコービーファイター
など) やそれに関す る話が多 く,保育者か らの話 しか け (
問 いかけ) に対 してオウ
ム返 しが多か った｡後半 にな って,歌の中での ｢あなたのお名前は｣の歌詞に ｢ちゃ
んです｣ と応 え られ るよ うにな っている｡ 3歳 クラスで も話題 は相変わ らずテ レビ
マ ンガが主で,会話 は主語か述語 だけによる表現が多 い｡保育者か らの問いか けや
質問 に対 して もオーム返 しの傾向を示 していた｡また,区別 は出来ていないが昨日 ･
今 日 ･明 日を用 いて話 そ うと した り,｢え っとね‑, え っとね‑｣ と話 の内容 をっ
なげよ うとす る面 も出て きてお り,序列化や順序性 の芽生えを指摘で きる｡ 4歳 ク
ラスでは,園で明 日す ることやその 日にあ った ことなどを母親 にほぼ正確 に伝え る
ことがで きるようにな っている｡話 し方 も ｢え っとね‑, ほん とはね‑｣ と自分 の
気持 を表現 しようと した り,相手か ら話 しかけ られた内容 に応 じた返答や会話が可
能 とな っている｡多少 の遅 れはあるが,相手 の意図や会話内容の理解 に基づ く相互
応答性がみ られ るよ うにな っている｡

2歳 クラスでの手指操作 は茶碗 の縁 しか持てなか った り,雑 巾掛 けの時 に手指が
広が らず に指先が内側 に折れ曲が る傾向があった｡ また,手首 に余分 な力が入 り過
ぎるためかハサ ミを持っ時 に手首か ら先が内側 に折れ曲が り,切 る動 きを うま くコ
ン トロールで きていない｡ 3歳 クラスでは手首や肩 の余分 な力が抜 け,意図 した形
よ り多少 の膨 らみがあるものの以前 よ りスムーズな‑サ ミによる切 り抜 きがで きる
よ うにな っている｡ しか し,小麦粘土を練 った りちぎる時の力が弱 くて指先で細か
くちぎることが困難 なため,塊 のままで遊ぶ ことが多 い｡ また,手洗 い時 に石鹸を
うま く持てず に取 り落 とす ことが多 いことも指摘 されている｡ 手指 自体の力 ともの
を持っ際 に必要 となる手指の動 きの調整面 にみ られ る弱 さは 4歳 クラスで も残 り,
折 り紙 の時 にジレンマを実感 している様子がみ られ る｡ まず遊 びの中で 自発的に紙
などを折 って作 ることがない｡皆で折 り紙 をす る時 は,｢どんがんす ると｣ と何度
も保育者 に聞 くが思 うよ うに折れず, 1つで きると ｢もうせん｣ とやめて しまうこ
とが多か った と指摘 されている｡

i
v)全身運動

2歳 クラスでは身体 の竪 さが 目立 っている｡前転運動でマ ッ トに手 をっ くことが
難 しく,頭 を腹側 に入れ ることで きない｡肩 に余分 な力が入 り過 ぎていると考え ら
れ る｡走 る時 も左腕 を振 らず に曲げたまま脇腹 につ け, しか もっ ま先立 ちの姿勢 で
走 るためにバ ランスが崩れて転ぶ ことが多 い｡ スクーターに乗 って園庭を走 り回 っ
た り, リズム運動 の模倣 を楽 しみ,身体 を動か して遊ぶ ことへの関心が高 まってい
る｡ 3歳 クラスでスキ ップがで きるよ うにな っているが,手足の動 きを連動 させ動
作がで きない｡特 に雲梯や登 り棒 は要領がっかめず,保育者が下か ら足を支えてい
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て も動 こうと しない｡ その後,足 を掛 け易 い枝 のあ る木 に登れ るよ うにはな るが,
下 りる時 に足 を踏 み外す ことが多 い｡雑 巾掛 け もカエル跳 びで行 な う｡ 4歳 クラス
では依然 と して要領 の問題 が残 るが,筋力 がっ いて きた こともあ り,雑 巾掛 けや手
押 し車 によ る遊 びに積極的 に取 り組 め るよ うにな って いる｡雲梯にぶ ら下が って 2,

3本渡 ることもで きる｡ また,開脚前屈 で顔 を床 につ け られ るな ど,以前程 の堅 さ
がな くな り,登 り棒 に自力 で登 ろ うとす る意欲 を見せ るよ うに もな って る｡
Ⅴ) 遊

び

2歳 クラスで頻繁 に観察 された遊 びは, テ レビ番組 の ヒーローのポーズを とった
り,紙 を丸 めて作 った剣 による戦 い ごっこであ る｡ それ も断片的で同様 な動作 の繰
り返 しとな ってい る.他 にプールや水道 での単純 な水遊 びを 1人 で好んでや って い
たよ うで,寒 い時期で も構 わず に長時間続 くことが多か った｡ 3歳 クラスで は 2歳
クラスでの遊 びに, 1人 で泥 だん ごを長時間か けて じっくりと作 る遊 びが加 わ って
いる｡ 4歳 クラスで も相変 わ らず ヒーロー ごっこが続 いてい るが,気 の合 う友達 と

2人で積 み木遊 びを した り, オニ ごっこやケイ ドロとい ったルール遊 びを好んです
るよ うにな ってい る｡
i
v)保育記毎か ら指鵜 できること
生活面等 にみ られ る特徴 と して, 当初み られて いた生活 リズムの乱 れがその後改
善 されて身辺処理 の 自立が はば確立 され, それ に伴 って 自己主張が強 ま っている｡
このC児 の自己主張 を保育者が受 け入 れ る中で保育者 との信頼関係が形成 され,困 っ
た時 に援助 を求 めた り,遊 びにおいて保育者 と意図的 に関わ ろ うとす る態度 が引 き
出 されて いる｡他児 との関係で はC児 の中で強 まった自己主張が対立 と衝突 を もた
らしてい くが,他児 か らの反発 を繰 り返 し経験 す ることで,仲間を受 け入 れた り,
気 の合 う友 だち と関わ りなが らルール遊 びに取 り組 め るよ うにな っている｡ こうし
た変化 が 4歳後半 の人物描画 の出現 に結 びつ いていると考 え られ る0
ことば ･手指操作等 では, テ レビの影響 のためか ワ ンパ タン的な発話が多 く,会
話 もオ ウム返 しが多か ったが,多少 の遅 れを もちなが らも自分 の話 に脈絡 をつ けよ
うと した り,相手 とのや り取 りがある程度可能 にな りつつ ある｡手指操作 は手首や
肩 の余分 な力が取 れてい くものの,手指 の力 と対象 に応 じた動 きを調整す る力が弱
く,細か い作業 が十分 こなせない状態が残 っている｡ これが描画表現力 の遅 れに も
つなが ってい る｡ こうした堅 さは全身運動 において も共通 して見 られ, あ る動作 に
必要 な動 きやバ ランスの悪 さにつ なが って いる｡ しか し, それが少 しずつ改善 され
て筋力がつ き, 出来 なか った課題 に対 して取 り組 もうとす る意欲 を示す までにな っ
ている｡
③

4歳児 クラスでの自由逝 び, 当事活動 で見 られた特徴
i)対人関係 における特徴
保育者 との関係 は,保育記録 で既 に示 されているよ うに依存がで きるよ うにな っ
ている｡ また, 自分でで きた ことへの承認 を求 め るために保育者 に積極的 に声 をか
け, 自分 に 目を向 けさせて認 めて もらお うと している｡ このよ うなC児 の姿 は保 育
者 との信頼関係があ る程度形成 されてい ることを示 して い る｡ 例 え ば, 8月 11日午
睡後 の遊 びで は保育 者とC児の結 びっ さをよ く表 わ している場面 が記録 されている｡
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C児がプールの側で水鉄砲遊 びを していた時, そ こに来 た数人 の仲間か ら水 をか け

られて大泣 きを して しまった｡C児 は仲間 と トラブルが生 じた時 に, 自制心 を失 っ
て攻撃的な行動 に出 ることが時折 あるが, この時 も水 をか けた仲間 に本気で怒 り,
今 に も殴 り掛か ろうとしていた｡ その際,保育者が ｢
見 とって｣ と水 を入れたバケ
ツを振 り回す "
芸" を見せ ると, その怒 りを忘れて ｢自分 もしたい｣ と言 いなが ら
保育者の方 に駆 け寄 り, まとわ りついている｡ また,同 日の別の場面 では, 自分が
側転 をす る時 に ｢
見 とって｣ と保育者 に声 をかけている｡保育者 との このような関
わ り合 いが 1
5回の観察の中で 5回 も見 られている｡ 保育者 と関わ ることを喜んでい
る し, その呼 び掛 けに積極的 に反応 している｡
他児 との関係 は何人かの男児 と一緒 に戸外 での遊 びを楽 しめるようになっている｡
その際, 自分の気 に入 った遊 びでは遊具 な どを一人 占めに して他児 を排除 しようと
す ることもあ る｡ その一方で, 自分の過 ちを認 めて相手 に謝 った り, 自分 よ り上手
な他児をモデルに して 自分 も頑張 ろうす る認 め方 もで きるよ うにな っている｡例え
ば, 8月1
0日午前中の シャボ ン玉遊 びの場面 がある｡ ここにはC児 の身勝手 な面 が
よ く示 されて いる｡ 石鹸水 の入 ったバケツを一人 占めに して他児が近寄 るのを拒ん
だ｡皆か ら非難 を受 けてバケツの奪 い合 いになるが,結局皆 に押 し切 られて しまい,
｢
大嫌 い｣ と泣叫 びなが ら園庭 の隅にある土管の中に閉 じこもって い る｡ しか し別
の遊 び場面で は,思 わず遊 び相手を叩いて しまった時 に ｢ごめんね｣ と素直に謝 る
こともで きている｡ 8月21日午睡後の遊 びでは友達思 いの一面 を覗かせた こともあ
る｡友達であるP児がR児 に泣か された時,C児がP児 に ｢
誰が したの｡ R児 が した
の｣ と優 しく尋 ねて仕返 しを してやろ うとす る態度 を見せたに も拘 らず, P児 が何
も言 わなか った為 に何 も出来 なか った｡ また 9月 2日午前 の遊 びにおいては友達 の
優 れた所を認 めて皆 に伝え る姿 が見 られた｡ C児 は リズム遊 びに取 り組 むが足 の運
びが うま く行かず, ポーズ も決 ま らない様子｡す ぐ側でや っていたH児が同 じ リズ
ム遊 びでのボーズを上手 にとっているのを見て, ｢
H君 を見 て, 見 て｣ と昔 に呼 び
掛 けて周囲の視線 をH児 に向けさせている｡
並)仕事への取 L
J組み方 にみ られる特教

3日の給食当番
当番活動や毎 日の仕事 には積極的に取 り組 んでいる｡例 えば 7月2
で は,保育者か ら ｢ぶ どうグループさん｣ と言われ るといち早 く食事準備の作業 に
向かい,張 り切 って手伝 った｡保育者か ら頼 まれ ることを期待 してい るところがあ
り,｢お皿 を 1つ もらって来 て｣ などと頼 まれ ると調理室 にす ぐ取 りに行 く｡ 教室
や遊技室 の雑 巾掛 けで も張 り切 って取 り組 むが,掃除の場合 はきれ いに拭 くとい う
よりも仲間 と競争す ることを楽 しんでいる所 もある｡保育者がC児 に ｢上手 にで き
たね｣などの肯定的な言葉か けや表情 を見せ ると満足 げな表情 を返 している｡ この
ようなC児 の姿を見て いると,周囲の仲間や保育者 に自分の ことを認 めて欲 しい気
持 ちが強 いと思 われ る｡
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3.E児 にみ られる諸特徴
(
1
) 描画表現 にみ られ る特徴
(
か 各年令 にける自由描画の特徴

i) 1歳か ら4歳 までの描画枚数
自由場面 においてE児が描 いた各年齢 での描画枚数 お よび同 じクラスの子 ど もた

5枚 が
ちの平均描画枚数 を示 したの ものが図 3である｡E児 の描画枚数 は 4歳 時 の 1
5
枚 とな っている｡ 2歳 時を頂点 に加齢 ととも
最 も少 な く,最 も多 いの は 2歳時 の4
に枚数 が減少 して い る｡ それで もクラスの他 の子 どもたち と比較す ると最 も多 く描
いて いる｡ 保育記録 は 2歳児 クラスか ら 3歳児 クラスにか けての好 きな遊 びが描画
で あ った ことを記録 している｡ 2歳時の描画枚数 の多 さはその結果 と考 え られ る｡
その後 は身体 を動 かす リズム遊 びや歌 に関心 が移行 し,以前 ほどは描かな くな った
1月 までの 4歳 の枚数 の減少 はその ことによると思 われ る｡
よ うであ る｡ 3歳 と1

C児 に場合 と同様, 同 じクラスの子 ど も達 の平均描画枚 数 自体 が少 な いが, E児
の描画枚数 の減少 は遊 びの好 みが変化 した ことと関係 して い ると思 われ る｡
i
i) 2歳か ら 4歳途 中までの 自由描画事例 にみ られる特徴

1歳 6カ月の描画 (
写真 el) にグル グル丸が描かれて いる｡ 1歳 8カ月 の描 画
1カ月
(
写真e2,e3)で は, その力が大小 の グル グル丸 に変化 して い るが, 1歳 1
写真 e5) で は, 1歳 6カ月 に見 られ た よ
の描画 (
写真e4) や 2歳 1カ月 の描画 (
うな グル グル丸 に再 び戻 って いる｡ ただ し,線 の力が強 くな り,丸 もよ り大 きな も
写真e6,e7) で は大小 の グル グル丸が再 び
のにな ってい る｡ 2歳 2カ月 の描画 (
写真e8,e9) で は大小 の不定形へ と変
出現 してい る｡ さ らに 2歳 6カ月 の描画 (
化 している｡ こうして独立 した丸 に近 い形 が 1枚 の画用紙 に措かれるようになるが,
ス ッキ リした丸 にな っていない場合が多 い｡ 閉 じ方 も離 れていた り,交差線が はみ

1歳〜

2歳〜

年齢

絹 〜

図 3 E児 の 1歳か ら 4歳 までの 自由描画枚数

4歳〜
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出ていた りしている｡

2歳 7カ月の描画 (
写真 e
l
O
) に大 きい丸の中に小 さい丸 を措 いて顔 ら しき もの
写真 e
l
が措かれ る｡ その後, 2歳 8カ月の描画 にはテーマのはっきりしない もの (
1
)が多 くなるが,一部 に人物が描かれた もの (
写真 e
1
2
) も含 まれてお り,頭足人
が出現 している｡ 3歳 の描画 (
写真e
1
3) には頭足人 を用 い, 何 か の場面 を イ メー
ジさせ るものを描 いている｡時折,意味づ けと して家族の名前 をつける場合 もある｡

3歳 2カ月の描画 (
写真 e
1
4)か ら人物が増 えていき, 3歳 6カ月の描画 (
写 真e
1
5
)
, 3歳 1
1カ月の描画 (
写真e
1
6
)
, 4歳 の描画 (
写真 e
1
7
) にみ られ るよ うに画面
に沢山描 き込 みがなされ るようにな っている｡線 もス ッキ リしてお り,人物 も家族
をは じめ友達 や保育者 の名前 を挙 げて意味づ けて いる｡ また ｢田んぼに行 った｣な
写真e
1
8) や
どの体験談が話せ るよ うにな っている｡ その後, 4歳 2カ月の描 画 (
4歳 4カ月の描画 (
写真e
1
9) が描かれ る｡ 人物表現 において,頭髪が措かれた り,
胴休部分が矩形 によ り表現 された り,衣服 の装飾が一部 に描 きこまれ るな ど,形態
面での分化がある程度み られ るが丁寧 に描かれて はいない｡人物 は大人 を意味す る
場合が多 く,友達 の名前 も何人か出て くるが後回 しにされている｡ 4歳 7カ月の描
画 (
写真e
2
0
) では胴体部分が ほぼ全ての人物表現 に措 き込 まれ,頑足人 を脱す る｡
その点で,人物表現 は形態面での分化が進んでい るが,空間関係 を表わす表現様式
は出現 していない｡

e1
2
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②

保育記韓 にみ られる発達的特徴
i)生活面の 自立

2歳 クラスでは家庭での遅寝遅起 きの習慣が影響 し, なかなか午睡 に入れない状
態 にあ った｡午睡頃 にな って漸 く元気 にな り, うろつ き回 った り,横 に して もモゾ
モゾ動 いた り,独 り言を言 った りして寝つ くのが遅 い｡食事 は好物 な ら何杯で もお
代 りす るところがあ り,直接手づかみで食べ ることも多 い｡排滑 につ いて は尿意 を
感 じた ら自分で トイ レまで行 ってす ることがで きるようにな っている｡ 3歳 クラス
で も午睡時の寝つ きと寝起 きの悪 さは相変 わ らず続 き,生活 リズムの乱 れが改善 さ
れていない｡食事 で 目につ くのはよ くこぼす こと｡排他で はお しっこが間 に合 わず
途 中で もらして しま う場合 も起 こっている｡ また自分 の持 ち物 の管理や遊んだ後 の
遊具 のかたづ けが殆 ど出来 ない状態 にあ る｡ 4歳 クラスで も午睡の改善がなされて
いない.食事で は真面 目に食べよ うとせず,ふざけることが 目立っ.排他 での失敗
は少 な くな った し,靴箱 に自分の靴 を しま うことはきちん とで きるのに, 自分 の持
ち物 について は管理 を放棄 している｡紛失 して も ｢な くて もよか もん

また買 って

もらうけん｣ と言 って, なかなか探 そ うともしない｡
大人 の模倣 は 2歳 クラスで人形 をおんぶ した り, あや して遊ぶ姿 にみ られ るが,
4歳 クラスで は保育者 に対 して相反す る態度 をとることで 自己主張 を しよ うと して

いる｡ 例えば,昼食時 に給食室へ行 き ｢お手伝 いす ることあ りませんか｣と自分 か
ら保育者 の手助 けを申 し出 ることが よ くあるが, その一方 で食事 で保育者 を困 らせ
よ うとす る対応 もみ られ る｡ 例 えば, お しぼ りを持 って来て いるに も関わ らず忘れ
たふ りな どをす ることがある｡
止)対人関係
保育者 との関係 は, 2歳 クラスで依存傾 向が強 く出てい る｡特定 の保育者への後

｣

追 いや一対一 での遊 びを求 め る傾 向が頻繁 に観察 され,｢だ っこ ｢おんぶ｣を求 め
ることが多 い｡保育者 を独 占 して甘 えよ うとす る傾向は 3歳 クラスで も続 き,常 に
保育者 にまとわ りつ こうとしている姿が観察 されている｡保育者 と 2人で遊ぶ時 は
気持 ち も落 ち着 く様 だが,注意 は聞 き入れ よ うとしない｡ 4歳 クラスで も相変 わ ら
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ず保育者への依存傾向が強 く,保育者が側 についていないと集団遊 びに入 ろうとも
しない｡保育者 と手を繋 ぐか衣類 の裾 を握 って離れようと しない｡散歩で も同様 の
状態 を示 している｡ また,仲間が居 る場所 よりも他児の居 ない主任室で過 ごす こと
を好む傾向がある｡
他児 との関係 は, 2歳 クラスで同年齢の他児 との関わ りを避 け,一人遊 びをす る
時に他児か ら邪魔 され るのが嫌 なのか赤 ち ゃん部屋 によ く出入 りしている｡ 他児 と
衝突 した場合 はその不満 を相手ではな く自分 自身 に向ける傾向を示 している｡例 え
ば, 自分 のクラスで他児 と衝突 して喧嘩 になった時, 自分の頑 を床に打ちつけたり,
自分の手 を噛むとい った自傷行為 を行 な うことが多 い｡ 3歳 クラスではち ょっと し
た ことで他児 と衝突す ることが多 くな り相手 に対 して突 っかか る場面が生 じている｡
その際に自傷行為 に及ぶ傾向 は依然 として続 いている｡ 喧嘩 になった時,つね った
り,叩いた り,強 い口調でわざと相手 と反対の ことを言 って口喧嘩で きるよ うな っ
ているが,結局 は自分 の腕 に噛みつ き泣 きわめいてパニ ック状態 になる｡ また,他
児への接近要求 を もっているが,警戒心が強いためか積極的に関われない傾向があ
る｡ 自分か ら他児 に働 きかけてい くことは殆 どな く,散歩 の時 などに他児か ら ｢手
をつな ごう｣ と言われた り,遊 びへの誘 いがあって も拒否す ることが多 い｡ その一
方で ｢
誰 も手 をっないで くれん｣ などと保育者 に不満を訴えた りしている｡ 4歳 ク
ラスでは遊 び相手を選ぶ ようにな ったが遊 びは持続せず,他児 と関わることに一層
の反発 を強めている様子が うかがえ る｡ 気 の合 う相手 との遊びで自分がイニシアティ
ブを発揮 で きている時は活動が持続 し表情 も生 き生 き しているが,衝突す ると自分
分 けた くない｣な どと自分 の要求 に固
の ことを ｢
優 しくない｣と開 き直 った り, ｢
執 し,頑 な態度をとる場合 もある｡
B
i
) ことば ･手指換作

2歳 クラスでの ことばは理解力 と伝達力 ともによ く,二語文 による日常会話が活
発 に出ている｡保育者の頼み ごとを正確 に遂行で きる し,家庭 で体験 した ことを分
か るよ うに話す ことがで きる｡絵本 に出て くる狼を怖が った りす るが,消防車やパ
トカーのサイ レンの音を異常 に怖が るところがあ り,単 にお話 の筋の理解力だけで
は説明がつかない面 もあ/
る｡ 3歳 クラスでは自分 の気持を言葉 にはっきり表現 で き
る し,大人 の会話で出て きた言 い回 しなどを真似てす ぐ使え る｡言語面での発達 は
比較的早 いと思 われ る｡掃除 した くない時,｢
動 きた くない｡何 も した くな い｣ な
どとハ ッキ リ言 う｡絵本 の読み聞かせを聞 く時は熱心なあまりに最前列 に来て患わ
ず棒立 ちにな って聞 くことが しば しばある. ピアノを弾 く真似 を しなが ら自分で作
詞作曲 した ものを リズムを とりなが ら歌 う姿 も見 られている｡ 4歳 クラスでは周囲
や 自分 に対 し,意図的 に否定的な発言を行な う傾向が強 まってい る｡ ｢仲良 くせん
好かん｣｢
1人が好 き｣ などわざと嫌 われ るよ うな ことを発
もん｣｢してや らん｣｢
言 し,保育者か ら
して

｢
Eちゃんで きるもんね‑, お りこうさんや もんね ‑｣ な どに対

｢
Eで きん もん

お りこうさん じゃなか もん｣ と逆の ことを言 っ■
て ひね くれて

見せ ることが多 い｡歌 を歌えるのにわざと口を結んで歌 お うと しないこともある｡
難 しい言葉 を知 っていて作 り話 も上手だ し,平仮名や数字 も読 めるし,1
0まで正確
にものを数 え ることもで きる｡
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2歳 クラスでの手指操作 は特 に目立 った ことはな く, フォー クを上手 に扱 って食
事がで きる し,水道 の蛇 口を うま く捻 って水 を出 した り止 めた りがで きる｡ 3歳 ク
ラスで は操作 自体 につ いて は特 に気 にな ることはないが,活動が持続 しない点 が問
題視 されている｡ ‑サ ミの扱 い自体 には馴 れ,複数 の切 り跡がっ く場合 もあ るが簡
単 な切 り落 と しがで きるよ うにな って いる｡ 折 り紙 も手順 にそ って正 しく折 ってい
ける｡ しか し少 し長 めの ものを切 る時,少 し切 っただけで ｢もうきり切 らん｣ と放
棄 し,紙 を丸 めて しま うことが しば しばある｡ 4歳 クラスで は‑ サ ミで曲線 を上手
に切れ る し, ヒモ結 び も上手 にな っているが,苦手 な ものはす ぐ諦 めよ うとす る｡
また, ハサ ミで渦巻 き切 りを した り,パ ジャマを持 ち帰 る時 に風 呂敷 に包んで結 ん

｣｢分 か らん もん ｣

だ りで きるに もかかわ らず,苦手 な折 り紙 の時 は ｢で きん もん

と言 いなが らぐしゃぐしゃに した り,小 さ く折 り畳 んで しま う｡ ち ょっとつ まず く
とす ぐに諦 めて しまいイ ライ ラ している様子 が うかがえ る｡
i
v) 全身運動

2歳 クラスで は足腰 の弱 さや体力 のなさが多少指摘で きるが,運動能力 は必ず し
も劣 る方 で はない｡歩 く時 に腰 がふ らつ き爪先立っ にな ることが多 く転 びやす い｡
坂道 や階段 を登 る時 に ｢手 っ手 っ｣とす ぐ手 を引 っ張 って もらお うとす る｡ しか し
リズム運動 は好 きだ し,平均台 (
高 さ5
0c
m) を 1人 で渡 った り, ジャングル ジムに
も登 って遊ぶ｡ 3歳 クラスで は多少筋力がつ いたよ うに見 え るが,手足 を有機的 に
動 かす ことが十分 出来ず に苦手意識 を募 らせて いる｡今 まで出来 なか った敷布団運
びや木登 りがで きるよ うにな っているが,登 り棒 にな ると手足 の筋力や動 きの使 い
こな しが不十分 なために登 れない｡ スキ ップで も左足が うま く上が らず に引 き摺 る
よ うな動作 にな る｡ こう した 自分 の出来 な さを感 じてか, で きるよ うに頑張 ってみ
よ うとす るので はな く,｢で きん もん｣ とす ぐ諦 めて しま う｡ 4歳 ク ラスで はや は
り足腰や腹筋 の弱 さが克服 で きていない し,動作 を有機的 にコ ン トロールす る点 に
つ いて も弱 さを残 し,苦手意識が さ らに強 ま ってい る｡机 2段 の高 さか ら飛 び降 り
て手 を着かず に着地 で きることな どか ら,筋力や動作力が際立 って劣 ってい る訳 で
はない｡ しか し両足 を持 って もらい両手 だけで歩 く遊 びや逆 の状態 で他児 の両足 を
持 ったまま歩 く時な ど 2, 3歩進んだだけです ぐ支 え きれな くな る｡ 雑 巾掛 け も足
を交互 に出 して前進す るので はな くカエル跳 びにな る｡ 出来 ない と ｢きつ い もん｣
｢で きんで もよか もん｣ と言 って ゴロゴロす ることが多 く,苦手 意識 に よ る運動 嫌
いが悪循環 を もた らして い るところが ある｡
Ⅴ) 遊

び

2歳 クラスで は据ん こ遊 びや水遊 びを好 んで している｡泥 を身体 中 に塗 って感触
を楽 しんだ り,水道 を一人 占めに して水遊 びに熱 中 している｡ リズム遊 びや歌 の時
も張 り切 っている｡ 3歳 クラスで は感覚 を楽 しむ遊 びに熱中す ることが多 く, 1人
で まま ごとに取 り組 む姿 もしば しばみ られ る｡泥, 珍, ボデ ィペイ ンテ ィ ングなど
が大変好 きで汚れ ることを気 にせず遊ぶ｡色水遊 びや シャボ ン玉遊 びに も興味 を示
して いる｡ まま ごとの具体的 な内容 は不明だが 自分 のイメー ジの世界 に浸 っている
様子 が うかがえ る｡ 4歳 クラスで は一人遊 びが中心 で歌や身体表現 による遊 びを楽
しんでいる｡相変 わ らず 1人で まま ごと遊 びを した り, ピアノを弾 く真似 を しなが
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ら 1人で歌 った り,身体 を動 か して表現す る踊 り遊 びを楽 しんでいる｡
v
i
) 保育妃韓か ら指輪できること

生活面等 にみ られ る特徴 と して,生活 リズムの乱れが改善 されてお らず, 当初 は
出来 ていた排他 で失敗す るよ うにな った り,食事 の仕方や持 ち物管理 において加齢
とともに投 げや り的な対応 が 目立っ よ うにな っている｡ その意味で は身辺処理 の自
立が逆 に崩れて きていると見 ることがで きる｡ その一方 で,保育者 に対 して はお手
伝 いを積極的に申 し出て取 り組んだ り,意図的に保育者を困 らせるような態度をとっ
ている｡ 短絡的 に結論づけは出来 ないが,E児 は生活面での自立 に自信 が もてず,
生活課題 に前向 きに取 り組 むかたちで 自己主張 をす ることが困難 な状態 にあ る｡ そ
れだけに自分 を受 け入れて もらいたい気持 が強 ま り,や◆
ろうと思 えばで きることで
も意図的 に出来 ない素振 りをす ることで保育者の関心 を引 こうと しているので はな
いか と思 われ る. 実際,保育者 に対 しては当初か ら甘 えや依存傾向が頻繁に見 られ,
その後 も自分をかま って もらえない と満足 出来 ないといった状況が続 いている｡ 同
時 に,同年齢 の他児 との関わ りに対 しては, 自分 の思 い通 りに して くれ る相手 とは
一緒 に遊べ るが,対等 な関係で は警戒心や反発心 の方が優位 に作用 し,他児 と交わ
ることを避 けよ うと して いる｡ そのため相手 と衝突 した場合 に自己主張が出来ず,
む しろ自分を苛 むかたちで しか 自分 の怒 りや要求 を発散で きない状況 に陥 ってい る
と考 え られ る｡ こうした感情的わだか まりが,描画 に見 られ る形態表現 の後退現象
と関係 していると思 われ る｡
ことば ･手指操作等では, ことばの理解力をは じめ表現力や伝達力 は同 クラスの
子 ども達 と比較す ると優 れていると思 われ る｡ しか し, その力が周囲 との関係づ く
りにで はな く,相手 の気分 を こわ し,関係 を遠 ざけるようなかたちで しか活用 され
ていない｡ そ うい うや り方で しか 自分への関心 を引けないところがあ る｡道具操作
力で も潜在的 には遂行力 を十分 もっていると思 われ る｡ しか し, ち ょっとで も思 い
通 りに行 かないとす ぐに諦 めて しまい苦手意識 につなが る傾向がある｡全身運動 に
おいて も足腰 や筋力弱 さを多少 もっているのは確かだが上手 に出来 ないとす ぐ苦手
意識 につなが り,結果的 と して意欲 を失 って しまい,気持 の立て直 しをす る機会 を
つかみ損 ねているのではないか と思 われ る｡
③

4歳児 クラスでの自由遊 び, 当事活動で見 られた特徴

i)対人関係 における特徴

9
保育者や大人 との関係 は緊密 で,独 占的かつ依存的傾向が強 い｡例 えば, 8月1
日午睡後の遊 びで プールに入 るのを休み, プールサイ ドに座 って いる所へ観察者が
近寄 った時 にその対応が見 られた｡ その時,E児 は観察者の手をす ぐ掴 み, 何処 か
‑引 っ張 って行 こうと した｡移動途 中に ｢隠れ とかんば｣ と言 うので ｢誰か ら｣ と

0
m程離れた園庭 の隅で 2人
聞 くと ｢皆か ら｣ と即座 に答 えた｡ そ してプールか ら1
だけて遊 ぼ うと した｡ こうした対応 と同様の ものが別 の 日を含 めて 4回程観察 され

3日午前の ような対応 もある｡園庭 にある砂場 でE児 が保 育者 と
ている｡ また 8月2

2人 だけで遊んでいる所へ,別 の子 どもが入 って来 た｡本人 にとっては 2人 だけで
楽 しく遊んでいたのに邪魔 された とい う思 いが強 くあったのか,直後 にE児 だ け抜
けて主任室へ入 って行 った｡何か ある度 に主任室 に行 くことが よ くあるが, この 日
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も部屋 に入 るとE児 は中 にいた保育者 の側 に行 き, お しゃべ りや折 り紙 で保 育 者 と
遊 ぼ うと した｡特定 の保育者 とは限 らないが, とにか く自分 だけに関わ ることを保
児 は大 人 が喋 る言
育者 に求 め ることが多 く, それが一番居心地 よさそ うな様子｡E
葉 を沢 山知 っているため,仲間相手 で は話が噛み合 わな くて面 白 くない と感 じてい
る様子 もある｡
他児 との関係 で は仲間の中 に入 ることや皆 で一緒 に活動 す ることを避 ける傾向が
ある｡ その ことと関係 してい ると思 われ るのが,嫌悪感 や恐怖感 を うま く処理 出来

3日午
ず に集団か ら逃避 した り,不安状態 に陥 って しま う点 で ある｡ 例 えば, 8月1
前 の場合,同 じクラスの何人 かの子 ど も達 が砂場 で遊 んでいたので,砂場遊 びが好
きなE児 の手 を とって保育者が皆 の中 に入 ったが, なかなか皆 の遊 びの中 に とけ込
めず にいっの間 にか遊 び場面 か ら抜 けて しまった｡｢昔 と一緒 に遊 ば な いの｣ と保
育者 が誘 いか けて も,E児 は ｢1人 で よか もん｣ と返事 だけを して 1人 で別 の場 所
に移動 して しま った｡ また 9月 2日午前 の遊 びで は,大好 きな リズム遊 びであ るに
もかかわ らず,皆 と一緒 に取 り組 む ことを嫌 って集団か ら抜 け出 している｡ この 日
は 5歳 クラスの子 ど も達 と一緒 に リズム遊 びをす ることにな り,一緒 に手 をっ ない
で輪 を作 った り, 2人 1組 にな って リズム運動 に取 り組 む場面が あ った｡ E児 の表
情 は多少ふて腐れた感 じで,緊張 のためか動作 もぎこちな く,年長の男子 と も嫌 々
なが ら手 をっないで いる様子｡ しか し,途 中でつ いに泣 き出 して しまい,集団 の輪
か ら抜 け出て隣室 の 5歳児 クラスの部屋 に逃 げ込 んだかたちとな った｡保育者 は無
理 に呼 び戻す ことはせず に ｢ど うしたの, した くな った ら戻 っておいでね｣ と声 を
掛 けて見守 っていたが, E児 は戻 る素振 りを見せなか った｡ E児 は ピアノの境 に立 っ
て窓 か ら外を眺 め るだけであ った｡観察者が部屋 の入 り口付近 か ら遠巻 きに見てい
る時 にE児 と目が合 うと,E児 は ピアノの陰 にさ っと隠れて しま ったの で あ る｡ こ
の場合 の集団か らの逃避 は上手 にで きないので はないか とい う不安があ った と思わ
れ る｡ こうした不安感 を,別 なか たちで よ り象徴 的 に示 したのが 9月 2日に見せた
｢
爆弾 ｣ への過剰的反応である｡原爆 をテーマに した紙芝居 を 3日前 に見 せ られ た
時,保育者 は ｢戦争 はね,音 の喧嘩が手で叩 いて も足 らん ごとな って, もので叩 く
よ うにな ってそれで も足 らんで,喧嘩が大 きくな って,国 と国が喧嘩す るごとな っ
て,爆弾 ば落 と した とよ｡爆弾 はね, お友達 があ っとい う間 に真 っ黒 にな って死ん
で しまう怖 い ものよ｣と説明 した｡ E児 はその時の紙芝居 を怖が って見 よ うと しな
か った｡ 9月 2日の給食 の時, E児 はち ょっと した こ とでK児 と喧嘩 にな り, T児
と組んでK児 に悪態 をっ いた り茶化 した りしていた｡ ところが, E児 は今 まで の挑
謝 ろ うかな,K君 に｣ と急 に言 い始 めた｡E児 はす ぐに ｢
K
発的態度か ら一変 し,｢
君, ごめんね｣ と謝 ってか ら,T児 に も謝 るよ うに求 めたが受 け入 れて もらえない｡
早 く謝 ってよ, 爆 弾怖 い とよ｣ と叫 びなが ら
す るとE児 はパ ニ ック状態 にな り,｢
泣 き出 して しまった｡ 3日前 に聞 いた戦争 につ いての保育者 の説明を連想 して い る
ことは明 らかで, こう した連想 によって不安 にか られて しまうこともある｡
i
i)仕事への取 L
J組み方 にみ られる特徴
当番活動や毎 日の仕事への取 り組 み方 には気分 の ムラがあ り,必ず しも張 り切 る

6日夕方 の給食 当番 で は何 もしよ うとせず,
時ばか りとは言 えない｡例 えば, 7月2

3
0

長崎大学教育学部紀要 一教育科学 ‑ 第5
7
号

だ らだ らしなが ら主任室で 1人着替えを していた｡観察者が ｢どうして誰 も居ない
所 におると｣ と尋ねると,E児 は ｢隠れとっと｣ と答えるだけ｡ 保育者 が ｢
Eち ゃ
ん, ご飯食べんでいいと｣ と問い掛 けると,E児 は ｢うん 食べんでいい と｣ と保
育室 に居 る保育者 に向か って同 じ返事を何度 も繰 り返 している｡ このように気分 に
任せて身勝手な行動 を通そ うとす る時は開 き直 った対応を取 るところに特徴がある｡

7月1
5日午睡後の掃除で もやは り気分が乗 らないのか,雑 巾掛 けを しようとしなかっ
た｡ ぐず って動 こうとしないので保育者が ｢
一緒 に しようね｣ と促 したところ泣 き
出 して しまったので, それ以上促す ことは しなか った｡結局,E児 は掃除中 だけで
な く終了 した後 も, 1人でぶ らぶ ら歩 き回 った り積み木で遊んだ りしていた｡ しか
し気分が乗 っている時 は当番や掃除を人一倍頑張 ってすることがで きる｡ 7月21日
午睡後の部屋の掃除では凡帳面 さを発拝 していた｡取 り掛か りも早 く,拭 き掃除に
す っと入 り,汚れが とれない床の部分を何度 も繰 り返 し拭 いていた｡拭 く時の姿勢
もやる気のない時 と違 い,つ ま先 に しっか り力が入 っていた｡｢もう2
0回 した｡ す
ぐ終わるばい｣ と周囲の仲間 に対 して得意げに喋 りなが ら雑 巾掛 けに取 り組んでい
た｡

4.関係性の視点か ら考え られる今後の保育鞍題について‑まとめにかえて一
日) C児について

描画活動か ら指摘で きることは,基本的にC児の表現を聞 き取 る関係が保育者 との間
でつ くれていないことが問題であろう｡ もしか した ら保育者の見方 として, ことばの発
達が遅れ,描画 に対す る意味づけやお話が出ないので積極的に聞 き取 ろうとす る気持が
もてないのか も知れない｡確かに,形態表現をは じめ意味づけや空間関係 の表現方法な
どが全般的に遅れ,描画 についてのお話 は皆無 といえる｡ しか し, 5歳段階で も人物表
現が頑足人的表現であるにも拘わ らず, 3歳後半以降か らは 1枚の画用紙 の中に複数の
人物 (おそ らく,仲間や家族を意味)が頻繁 に描かれ,何かの活動 に取 り組んだ体験を
暗示 している｡ しか も,空間関係の表現では遠近関係を表す 2種類の表現様式が用 い ら
れ,何 らかの場面を描 いていると思われ る｡ これ らを保育者がどう読み とるかが重要な
のではなかろうか｡C児が保育者 との間に意識的に聞 き取 られる関係が もしで きれば,

C児 は自分の表現内容を保育者 に理解 して もらうために表現を工夫 し,変化 させ る可能
性がある｡
その根拠 として,保育記録や 4歳 クラスにな って以降のC児の対人関係 にみ られ る変
化がある｡ 3歳 クラスでの トラブル発生時 における保育者へ依存や 4歳 クラスでの保育
者 オニに追われることを喜ぶ姿, また観察でみ られた保育者 と関われ ることを非常 に喜
んで呼び掛 けに積極的に反応する姿などを挙 げることがで きる｡ この関係が描画場面で
も十分生かされ る必要があるのではなかろうか｡
仲間関係 において も,身辺処理の自立 とともに 3歳 クラス後半頃か ら仲間の中に積極
的に入れるようにな り,気の合 う友達 との間では トラブルが原因で生 じる暴力的な対応
も抑え られるようになっている｡結果 として,仲間か ら受 け入れ られ,遊 びの レパー ト
リーを広げ,表現 したい内容をつ くり出 していることになる｡ その際,手指操作を活用
した遊 びを楽 しませる働 きかけが必要 と思われる｡観察記録で も, 自分の過 ちを認める
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ことや,上手 な他児をモデルに して頑張 ろ うす る姿がみ られている｡C児 が他 児 を受容
す る関係 を保育者が どのよ うに保育 の中で生 かすか, それが もう 1つ問われていること
で はなか ろうか｡

(
2
) E児 について
描画活動 か ら指摘で きることは, まず意味づ けやお話がで きるに も拘 わ らず,形態表
現 や表現 内容 に行 きっ戻 りつの現象がみ られ る点 である｡ 1つ は 1歳 1
1カ月 と 1歳 1
1カ
月や 2歳 1カ月 との間 に兄 い出 され るグル グル丸 のケースがあ る｡ もう 1つ は 2歳 7カ
月の描画 と 2歳 8カ月の描画 との間で人物表現 の変化が再 び後退す るケースと して示 さ
れて いる｡E児が描画 に集中 して取 り組んでいる時期 にこのよ うな現象が生 じて い るだ
けに疑問を感 じる｡何 らかの心理的なわだか ま りが関係 していると考 え られ る｡ また,
形態表現の分化 に比 して構図面での進展が殆 どみ られない点 も指摘で きる｡画面一杯 に
頭足人 を措 き込 む ことがで きる し, その際 に小 さい丸 を描 き込 む作業 を根気 よ く取 り組
んでいる｡ その意味では指先 の巧撤性 もあ る程度 まで獲得 していると推測で きる｡つ ま
り,対象 に応 じた形態表現力を もっているとい うことである｡ しか し,空間場面 を統合
す る表現様式 は稚拙 なカタログ状態で止 まっているとい うア ンバ ランスな面がある｡
この現象 は, おそ らくE
児 が保育者 との遊 びに固執 し, 2人 だけでの安定 した関係 を
強 く求 めていることと深 く関わ っていると思 われ る｡基本的には表現で きる力 を もちな
が ら, それを積極的 に生 か しきれていない ことにな る｡ その原因 と して, E児 の交 わ る
こと‑の こだわ りがある｡ その意味で, 自分 を受 け入れ認 めて くれ る他者 との安定 した
関係 (
親子関係 も含 む) を どこで誰 と築 き,他者 を受 け入れつつ 自己主張で きる仲間関
係 をどうつ くってい くのかが最 も重要 な課題 で はなか ろ うか｡

E児 は,園での他 の活動 において も同様 の行動傾向を示 している｡生活 習慣 で も加 齢
とともに崩れが生 じている点 に示 され るよ うに,身辺処理 をは じめ 日常の生活課題 に投
げや りにな ってお り,対等関係 における自己主張 がで きない状態 にある｡ そのため,保
育者 を困 らせ る態度 を とって注意 を 自分 に向 け,か まって もらお うとす る対応が続 いて
いる｡ クラスの仲間の中で 自分の勝手が通 る相手 とだけ遊 び,対等関係 にある相手 は避
ける｡相手 と衝突 した場合 は自分 を苛 み,不満 を相手 に発散で きず にいる｡ ことば ･手
指操作 などをは じめ ことばによる表現力や伝達力 は優れているに もかかわ らず,周囲 と
積極的な関係 を築 く方向で はな く,関係 を気 まず くす る方 向で発揮 されている｡ そのた
め,何 ごとにおいて も前向 きのエネルギーが働かず,諦 め と苦手意識 に囚われ る状態 に
な っているので はなか ろ うか｡結果 と して,遊 び も広が らず,運動不足が足腰や筋力 を
弱 めている｡ この悪循環 によ り,前向 きに何か に取 り組 もうとす る意欲 さえ萎縮 させて
いると患 われ る｡ そ うした自分 自身への不安 を感 じとっているのか,被暗示性 も高 まっ
ていると考 え られ る｡身辺処理での自立 を含 め, もう一度保育者が じっくりかかわ るこ
とを通 して, まず大人 との信頼関係 を築 く必要があるよ うに思 われ る｡
謝辞 :調査資料収集 に ご協力下 さった青山保育園の職員 さん方 に感謝致 します｡
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