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北海道大学大学践教育学研究科
紀要第 96号 2005年 6月

こどもとおとなによる

虚構世界の協働創造過程の研究

KODOMOプロジェクト・プレイショッブ報告(2 )一一

内田祥子** 長谷川まどか*** 石 黒 広 昭 *

The Study on Creating Playworld by Children with Adults: 
The Second Report for Play圃 shopof KODOMO Project 

Sachiko UCHIDA Madoka HASEGA W A Hiroaki ISHIGURO 

[要旨]虚構遊ぴは幼稚園期の子どもにとって重要な活動である.では，子ども逮が虚構遊

びを通して学ぶものは何だろうか.本研究では大人と子どもが一緒に虚構世界の創造に関

わった 2004年度の KODOMOプロジェクトのプレイショップから第一クール，第二クー

ルを取り上げる.プレイショップとは遊びのワークショップのことである.2004年度プレ

イショップでは「蟻」が中心テー?として設定された.第一クールでは，主義を知るために，

多様な活動(実物の蟻と関わる，文学絵本の中の蟻と関わる，科学絵本の中の蟻と関わる，

蟻を描いてみる，蟻になってみる)が行われた.第二クールで、はイソップ物語の「蟻とキ

リギ 1)スJ をルートストー 1)ーとして，参加者は虫たちを登場人物としたプレイワールド

(playworld) (Lindqvist， 1995)を創っていった.本研究では，ニクールにおける登場人

物に対する子ども遠の理解の変化を中心にプレイショップで実際に構成されたプレイワー

ルドの特徴を検討する.

[キーワード}虚構遊び，プレイワールド，物語， KODO羽Oプロジェクト，幼児

1 .問題と宮的
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遊びという活動は，人間の発達においてどのような意味があるのか.そこで学ばれるものは

何か.ヴVゴツキーに始まる社会歴史的アブローチは，遊びを学習活動の重要な一形態ととら

え，そこではどのような発達の可能性があるのか， とい 7ことを検討してきた.ヴィゴツキー

は「遊びは幼稚顕期の子どもの活動の主導的形態である (1933/1989，p 2) J と述べ，幼稚留期

の子どもにとって遊びが心理発達の源泉であり，子どもの発達を主導する活動であるとして，

その重要性を指摘している.特に虚構場面こそが遊び、を他の活動と区Bりするという.子ども遣

は様々な仕方で身の回りの物を見立てる.子ども逮は見立てを通して，物質的な命IJ約を越える
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ことができる.このようにして，子どもは現在の子どもの能力では実現することが不可龍な行

為への欲求が生じた持，虚構場頭における行為で欲求を満足させようとする.しかしこのこと

は，子どもが勝手気ままに楽しんでいるということを意味しない.遊びには必ずルールが伴う.

遊びという活動は，単に現実世界の苦しみを解消したり，国避するための手段ではないし，現

実世界を補完するような活動でもない.なぜ人は遊びを通して「ドキドキ・ワクワク」といっ

た感情を持ち得るのか，そうした活動において人は何を学ぶのかという間いは，遊びに含まれ

るルールの重要性に気づかせる.加用 (1985，1992)は遊びを社会生活のための準備の場とし

てとらえる立場を，子どもの倶肋ミら見た遊び、の楽しさをとらえていないという点で批判する.

子どもはごっこ遊ぴのなかで，単に大人の活動を再現するだけではない.社会的役割や規範，

対人関係は確かに遊び、を通して学ばれるものであるが，主体の測の動機と深く結び、ついている.

そうした意味で遊びにおける発達は，主体の認知的側面だけでなく，情動的人格的側預から検

討される必要があるといえる (Ishiguro，2004) . 

ヴFイゴツキーのアイテ、アを受け継いだエリコーニン (1960; 1978)は，役割遊ぴに焦点を当

て，子どもが安定した役割意識をもって遊びができるようになるまでの過程を検討している.

そこで指摘された重要な点は，遊びという活動が社会から切り離されたユートピアのような場

でおこなわれるのではなく，社会的関係を色濃く反映した活動であるということである.子ど

もたちの遊びに対する動機的側面は，こうした社会的生活への参加に向けられている.しかし

一方で、，既に述べたょっに，役割習得といっ過程にのみに焦点を当てると，子どもたちの役割

行為はあたかも社会的関係の再生産活動として記述されてしまうことになる.この枠組みでは

遊び、に含まれる意味生成の側面，生産的側面を十分にとらえることができない.

リンクィスト (1995)はむしろ，役割とそれに伴う行為を楳介する「遊び世界 (playworld)J 

そのものに焦点を当てる. 1)ンクィストの遊び、活動の理解は，ヴ、イゴツキーの文化的アプロー

チのアイデアに基づいている.ヴ、イゴツキーは「芸術心理学」において，芸術作品が人間に果

たす役割について述べている.彼によれば，人間は芸術作品の制作や解釈という過程のなかで，

多様な社会と出会い，世界についての理解を作り出すという. リンクィストのいう遊び世界と

は，こうした芸術作品の制作や解釈という意味生成の活動によって構成される新たな現実世界

ととらえることができる.人間は遊び、を通して，様々な文化的テキストを想像的に作り変える.

遊びは新たな文化的意味の生成の過程であると問時に，想像力を発達させる活動である.この

枠組みにおいて，役割やそれに伴う行為は，遊び、を重ねるなかで夕、イナミックに作り変えられ

ていくものとして理解される.

リンクィストのいう「遊び、世界J はどのように構成されるのだろうか. リンクィストは文化

的テキスト(芸術作品)によるテーマの導入と，それらの解釈， ドラマ化という過程を基本的

なプロセスととらえている.テキストによって導入された遊び、のテーマは，解釈， ドラマ化と

いう過程を経て，遊びの参加者に共有される想像上の世界 (fictitiousworld) を構成する.

こうした想像上の世界，虚構世界の構成にはこつの重要な特徴が含まれている. (1)一つは，

そうした世界の構成が大人と子どもとの協働によってなされるということ， (2)もう一つは，

入される様々な形態の芸術作品を，遊びの参加者は自分の経験として生き，そのなかで多様な

問題に直前し，それを解決するという過程が含まれているということである.
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(1 ) 大人と子どもの協働

リンクィストは遊びにおける大人の役割を楳介者 (mediator) と佼置づけている.蝶介者に

は二つの役割が課せられている.一つは遊びにテキストを導入することによって，子どもに対

して，遊び、世界への入り口を与えることである.大人が様々な形態の芸術作品を遊びの中に持

ち込むことによって，遊び、には意味生成の夕、、イナミクスが生じる.子どもと大人は芸術作品を

「鑑賞」するのではなく，作品の世界に入り込み，自らキャラクターを演じることによってテキ

ストをドラマ化していく.遊びの導入では文学テキストを読み聞かせるだけでなく，様々な空

間的設定や衣装が準備される.このことによって，言語的に理解が難しいテキストや，それに

基づいて作り変えられていく想像世界を共有することが可能となる.

大人のもう一つの役割は，物語に登場するキャラクターやそれに伴う行為の特徴を浮かぴ上

がらせ，生き生きとしたものとなるよっ働きかけることである.遊びがドラマ化されていくに

つれ，行為やキャラクターの差異に焦点が当たるょっになる.例えば，大人がある役割を演じ

ることによって遊ぴに参加した場合について考えてみよう.最初，大人は「先生」や「毅」と

いった何らかの権威的存在として遊びの場に参加する.しかし，大人が何らかの役割を演じる

ことを通して，子どもたちにとって大人は r女王蟻」である roo先生J といった形で二重の

意味を持つようになる.こうした現実世界と虚構世界の結ぴつきによって，子どもたちは ro
O先生」の存在の捉えなおしをするだけでなく r女王蟻」というキャラクターの意味をその遊

びの場に固有の存在として再嬬しなければならなくなる.キャラクタ一間の関係やそれらの行

為は，見立てられた虚構世界との関係において調整きれなければならない.

このように大人は子どもに対して，遊びに参加するよっに直接的に働きかけるだけではなく，

遊び、を通して構成された麗構世界を介して間接的に働きかける.大人は遊びにテーマを導入し，

子どもたちを遊びの入り口に連れて行くという意味で遊びのリーダーとしての役割を扱う.し

かし，子どもたちを遊び、へと向かわせるのはむしろ「遊び、世界」そのものである.子どもがど

のようなテーマに関心をもち，また遊び、を重ねる中でどのようなキャラクターや出来事を重視

するのかということが，遊び、を方向付ける重要な要素となる.そうした意味で「遊び、世界」の

構成は，大人と子どもの協働的な「意味の探索j 過程である.

(2) 創造的問題解決

ハッカライネン CHakkarainen，2004)はこうした意味の探索に含まれる創造的問題解決過

程の重要性を指摘している.彼の枠組みは 1)ンクィストの遊ぴ世界のアイデアを基礎にして

いる. リンクィストは芸術作品によるテーマの導入と，そのドラマ化の過程を遊び世界の構成

の基本的な過程ととらえている.テーマのドラマ化は，様々な現実の関係を想、像世界において

再編する作業を含む.ハッカライネンはそうした現実状況と恕像的状況の行き来に含まれる学

習過程をナラティブ・ラーニングと呼ぶ CHakkarainen，2000; 2004). そこでの学習のタスク

は，恕、f象的状況と現実状況との間で生じる意味の探検であり，創造的問題解決である.学ばれ

るべき対象は，あらかじめ存在するものではなし虚構世界と現実世界との行き来のなかで，

遊び、の参加者によって作られていく.物語と思考における想像性が問題解決の道具となる.

通常の学校的学習においては，何を学ぶべきかといつことはあらかじめ決められている.こ

なすべき課題が定まっているということは，その課題をどのように解くかということが定まっ

ているということでもある.一方，遊ぴの世界では，どんな課題をどのように解くかというこ
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とはあらかじめ決められていない.遊びの参加者は，遊び、を るなかでキャラクター簡の関

係やその行為に矛盾を発見するだろう.しかし， iOOというキャラクターにとってどのような

振る舞い方がふさわしいのか」という問題は，そもそも「ここはどのような世界なのか」とい

う間いに密接にかかわっている.設定する虚構場面が探検物語なのか王女物語なのかというこ

とを抜きにして，キャラクターの掠る舞い方を決めることはできない.このことは，遊びにお

ける問題解決が，実は新たな開題生成を含むということを示している.ハッカライネンが遊び、

における問題解決を創造的活動と位置づけるのはそうした意味においてである.

ハッカライネンは，ナラティブ・ラーニングの重要な側面として，人格的J情動的発達をあげ

ている.遊びの独自性はハッカライネンが指摘しているように，学習の課題が遊び、の中に埋め

込まれており，あらかじめ存在しない点にある.しかし実際の日常場面を考えれば，こうした

状況はありふれたものであることに気がっし私たちは臼常的に，様々な国難と直面し「そも

そもここで、の問題は何かj という関いと向き合っている.開題を生成することは，自分を取り

巻く文脈に呂をむけ，それをとらえなおす作業を含んでいる.このような意味で，虚構場面に

おいて様々な問題を解決していく過程は， じつは主体の新たな活動の動機形成の過程を含んで

いる.加用 (1985，1992)はこ、っこ遊び、の過程を検討し，子どもが現実の世界と嘘っこの世界

の閤を揺れ動きながら，想像世界を発展させていく様をとらえた.こうした研究は，子どもは

遊びを過して現実から切り離された空想の世界に関じこもっていくのではなしむしろ新たな

現実世界を構成していく作業に従事していることを示している.認知的発達の側面から言うな

らば，それは別の現実世界の把握の仕方を身につけるということであり，情動的慨麗から言う

ならば，それは現笑世界への参加を導く動機形成の過程でもある.

これまで遊び世界の構成過程について述べてきた.その過程は大人と子どもの協働的活動で

あり，そしてその過程には，創造的問題解決が含まれるということを指摘した.こうした過程

を経て，子どもたちは認知的，そして情動的に発達していくと考えられる.それは遊びに続く

次の新たな主導的活動である学習活動とどのように結びつくのかという問題とも関わってい

る.近年の北欧の研究は，遊び、と学習という主導的活動間の移行の開題を検討している.例え

ばブロンストロ…ム (Bronstrom，1992; 1999)は，遊ぴに文学テキストを導入し，組織化さ

れた遊び、研究をおこなっている.しかし，こうした研究はまだ少なし遊びという活動をその

独自性において育てるものは何か，発達をf足進するような遊ぴの総織の仕方はどのようなもの

か， といったことは十分検討されているとはいえない.

本研究では，遊びにおける虚構世界の構成を，大人と子どもの協働的活動ととらえ，その特

徴を明らかにする.主体がどのように動機を形成していくのかということは，遊び、を通してど

のように虚構世界を創造していくのか， ということと切り離して理解することはできない.本

研究では，動機形成や主導的活動簡の移行の問題を直接取り上げることはできなかった.しか

し，大人と子どもによる虚構世界の創造過程を丁寧に記述することによって，上記の開題を検

討する擦に，どのような変化が本質的なものなのかをとらえる重要な手がかりが得られるだろ

う.本研究では， KODOMOプロジェクトという，大学と幼稚園が協働的に遊び、の場を組織し，

研究している場をフィールドとした.このプロジェクトは 2003年に開始され，現在も進行中で

ある.今回は 2004年度4月から 12月にかけて行われた 2クール(Iクールは約 3ヶ月間)の

遊びを取り上げ，そこで虚構世界がどのように作られていったのかを検討した.特に着目した
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のは，虚構世界を構成する重要な要素の一つである，キャラクターの捉え方の変遷である.第

一クールは「蟻」という生き物をめぐる多様な遊びを組織した.生物としての蟻のイメージと

それを媒介する虚構世界との関係は，描画やごっこ遊び、を通して変佑していった.第二クール

では「蟻とキリギリスJ という物語を導入し，より物語性 (narrative)の強い遊びを組織した.

KODOMOプロジェクトの特徴は，その名の通り，参加者の誰もが「こどもになるJ ことを

重要だと考えている点にある.遊ぴの場において，大人と子どもの関に「指導するーされる」

という制度的な関係は成立しない.むしろ，如何に遊びに没頭できるかが，遊び、への参加の仕

方を規定している.さらに，プレイショップは預かり保育の保育プログラムの開発のために行

われる試験的な遊び、の場であると同時に，遊びを通して発達するものは何かという研究課題を

追求する場でもある.したがって，あらかじめ間到に準備されたプランに基づき，スムーズに

遊び、が進行することには重きを寵かない.むしろ，状況的に改変されていくことを許す緩やか

なプランによって遊びを組識することにより，どのような条件が遊び、の展開と関わっているの

か，そこで子どもたちはどのように動くのか検討する.

こうしたブ。ロジェクトのもとで組織された遊びは，どのようなプレイワールドをどのような

過程を経て，構成したのだろうか.本研究では特に，遊び、の場に出現した象徴的なキャラクター

に焦点を当て，大人と子どもがどのよっにそれらのキャラクターを受け止め，その理解を変イじ

させていったかを検討する.

2.方法

2.1. データ

(1) フィールド

本研究では， KODOMOプロジェクトという大学研究室と幼稚慰の共罰プロジェクトを

フィールドとした.KODOMOプロジェクトは遊びの中で発達と学習を実践的に研究するプロ

ジェクトである.本プロジェクトでは 2003年度からプレイショップ(play-shop)と称される遊

び活動を幼稚閣の放課後に組織してきた.プレイショップは，預かり保育と呼ばれる放課後保

育事業の一部をその保育プログラムの開発のために行う試験的な遊びの場である.それは毎週

一回，約 2時間に渡って行われ，約 3ヶ月で1クールを構成する.2005年3月現在で通算5クー

ルのプレイショップが実施された.

プロジェクトの研究フィールドは札幌市内の私立美晴幼稚協の頭かり保育時間である.通常

保育終了後の教室を使用して，預かり保育の子どもたちを対象にプレイショップ活動を実施し

た.プロジェクトの参加者は石黒研究室の腕生，学部生，近郊に住む大学生ボランティア，

精幼稚園教諭，園児である.フィールドマネージャーに研究室院生があたり，ボランティアを

組織した.プレイショップに参加する閤児は 3歳から 5歳の異年齢集団で，毎簡の活動はおよ

そ10名から 20名の子どもで構成されていた.子どもたちはその日の都合で幼稚園に預けられ

る恩児であるため，プレイショップ各回のメンバーは国定されていなかった.

このプロジェクトの特徴は，その名の通り，参加者の誰もが「こどもになる」ことを重要だ

と考えている点にある.そのため，大人は積極的に遊ぴに参加し，子どもと一緒になって遊び

を楽しむ.さらにプレイショップでは，遊びを方向づけるプランはその日の活動内容を示す大

まかな指針にすぎない.プレイショップに参加する大人は，プランをその日の遊びの状況に合
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わせて柔軟に変化させ，作り変えていくことにより，どのような条件が子どもたちの発達的変

化を引き起こすのかを明らかにすることを目指している.

(2) 記錬方法

各プレイショップ時には，ビデオカメラによる撮影，テγ タルカメラによる撮影，製作され

た作品の記録などが行われた.さらに，活動の様子を記録したフィールドノーツをプレイショッ

プのフィールドマネージャーを中心に研究室スタップが共河で作成した.

2.2. 2004年度第 1クールのプレイショップ

2.2.1. プレイショップの活動艮標

第一クールのプレイショップでは r蟻」という題材を使って，多様な遊び(実物の蟻と関わ

る，文学絵本の中の蟻と関わる，科学絵本の中の蟻と関わる，蟻を描いてみる，蟻になってみ

る)を組織し r蟻を知る」ことが目標となった r蟻」という生き物の面白い点は，誰にとっ

ても身近な生き物であるにも関わらず，その生態はあまり知られていないという点である.蟻

の社会は非常に被雑でパ 1)エーションに富んでいる.蟻の巣の入り組んだ精密な構造や，女王

蟻や働き蟻といったそれぞれの蟻が，与えられた役割を忠実にまっとうする様子は，人間社会

の縮簡を連想させる.こうした蟻の特性をもっ生物としての蟻は虚構上の蟻とどのように結び

っくのだろうか.また，子どもたちにとって「蟻を知る」ということはいったい何を意味する

のだろうか.このような関心のもとで第一クールのプレイショッブが組織された.

2.2.2. プレイシ蕊ツプのデザイン

本クールにおけるプレイショップは 2004年 4月 19日から 2004年 7月四日まで，計 11剖実

施された.各プレイショップの設定を一覧にしたのが以下の表である.

表 1 2004年度第一クールプレイショップ設定の変遷

翻 臼イ守
遊び滋動

活動1 滋動2 活動3

1 4/19 公園に春を探しに行く 模造紙に鮎る・絵を描く 描いた絵を発表する

2 4/26 アリの絵を描く
公園にアリを探しに行き， 描いた絵を発表する

絵を描く アリの絵本の読み聞かせ

3 5/10 公園にア 1);を採しに行く アリの絵を描く アリの絵本の読み開かせ

4 5/17 アリの絵本・ビデオを見る アリごっこ

5 5/24 公園にア 1)を探しに行く アリごっこ

6 5/31 アリごっこ・アリレ ス

7 6/ 7 
アリの絵本の読み筒かせ

アリの巣の絵を描く ア1)の絵本の読み閣かせ

8 6/14 アリごっこ アリの巣の地図を描く

9 6/21 前回の巣の地図を発表する アリごっこ アリの絵本の読み閣かせ

10 7/ 5 公閣にアリを採しに行く
ア1)に餅をあげる実験をす

アリの絵を描く
る

11 7/12 アリを捕まえる仕掛け作り
公濁にア 1)を捕まえに行く

(ア 1)ハンターになる)

注:活動 1は遊びの導入，活動2は中心的遊び，活動 3は遊びの振り返りを指す.



こどもとおとなによる皮権世界の協働創造i務総の研究 99 

クールの遊びは活動 1から活動 3の複数の活動から構成された.活動 1は，遊び、の導入

として位置づく.ここではテーマに却した絵本の読み開かせや，蟻の観察が行われた.中心的

遊ぴ活動として描画や蟻ごっこがおこなわれ(活動 2)，さらに，毎回ではないが，中心的遊び、

活動と表現活動の後に，絵本の読み関かせをおこなったり，遊び、の振り返りとして描屈がおこ

なわれた(活動 3).

初回の 4月四日は本クールの導入として設定された.そこで屋外で植物を採集するなどして

自然に触れ，全体のテーマである「蟻」に結び付く活動を行った.二回白以降は蟻のイメージ

を膨らませるため，遊び活動の前後に蟻に関する内容の絵本を子どもたちに読み賄かせた.二

間目以降の主な活動として 4月26日 5月10日は公国に蟻を探しに行き，見つけた蟻を観

察して絵に描いた. 5月24Bから 6月21日にかけては蟻の動きを子どもたちに実際に体感し

てもらうために「蟻ごっこ」が行われた.それは室内に机やダンボールなどで蟻の巣を設置し，

その中で子どもたちが蟻に扮して遊ぶというものであった. 7月5日と 7月 12日は公園に行

き，様々な餌で蟻をおびき寄せる実験や子どもたちが蟻ハンターに扮して蟻を捕獲するなどし

て本物の蟻に触れ，蟻の生態や生活をより定着させる活動が行われた.

5月 17日から 6月21日にかけては，中心的遊びとして蟻ご、っこが行われた.蟻ごっこは様々

な設定によって行われた.設定は，空間，衣装，身体的な動きに区別される.

署長 2 アリごっニ設定

笠間 衣装 身:的動き

ダンボールと机でアリの 黒いゴミ袋
特になし5月17B 

巣を作る 商用紙で、作った帽子

ダンボ…ルでアリの巣を 議いゴミ袋
四つん這い5 fj 24 B 

作る ビニール袋の帽子

四つん這い
5 fj 31日 特になし 黒いゴミ袋・赤いゴミ袋

口に自主えて鍔を運ぶ

6 fj 14日
ダンボールと杭でア 1)の

黒いゴミ袋 四つん這い
巣を作る

8月21日
夕、ンボールと机でアリの

蒸いゴミ袋 間つん議い
巣を作る

(1) 空間

5月 17Bは，身体的な動きに関しての設定は設けなかった.またこの自に準備した蟻の巣は

長方形に机を囲んだだけのものだったため，そのなかを自由に移動することは難しかった. 24 

Bには 17日よりも大きな巣が準備された.巣の中は複数の部屋によって構成されており，移動

が可能だった.また，身体的動きとして四つん遁いが導入された. 5月31日は，蟻の巣は作ら

ず，蟻らしい動きをすることを遊びの中心にした. 6月 14日と 21日は，より複雑な構造の蟻

の巣が準備された.四つん這いでなければ移動ができないように，トンネル状の巣が作られた.

(2) 衣装

蟻の衣装として，黒いゴミ袋が用意され，継続的に使用された. 5月 17日， 24日は蟻の触覚

をあらわす精子を作り，使用したが，すぐに脱げて遊びの邪麓になるためそれ以降は使用しな
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かった.

また，蟻ごっこの役割は以下のょっに設定された. 5月 17日は大人が女王蟻と蟻の巣を攻撃

する人間役となった.子どもは全員黒蟻役であった. 5月 248はさらに数名の大人が黒蟻役と

して参加した.5月31日は，毒蟻投と黒蟻役を大人と子どもが交互に演じて，蟻リレーや鬼ごっ

こをおこなった.6月14日， 218は，大人が女王蟻，黒蟻の他，蟻の巣を攻撃する人間役となっ

た.子どもは，黒蟻役のみであった.

表 3 役割の設定

大人{塁悪アリ) (幾アリ以外) 子ども{蒸ア l}) {蒸アリ以外)

5月17日 女王アリ 人間 主義アリ

5月24日 女王アリ・黒アリ 黒ア 1)

5 J1 31日 黒ア 1) 議アリ 黒ア 1) 議アリ

6月14日 女王アリ・黒ア 1) 人間 i黒ア 1)

6月21日 女王ア 1) .黒アリ 人間 黒アリ

2.2.3. 分析の対象

本論文では，虚構世界の構成過程を明らかにするため，遊び、に登場した特定のキャラクタ

がどのように変化したかを検討する.対象としたのは，プレイショップの中心的活動が行われ

た活動 2の 4月 17日 4月 26日 5月 10日 5丹17日 5月 24日 6丹148， 6月 21

8の遊びである.

この毘の遊びにおいて，重要な役割を巣たしていたキャラクターに焦点を当てて，その変化

を記述する.

2.2.4. 対象児

1回のプレイショップには約 15名から 25名の子どもが参加した.その中には 1回のみの参

加の子どもからはぽ毎回参加していた子どもまでおり，それぞれの子どもの参加回数はばらば

らであった.本論文では，参加盟数が5回以上でかつ遊びの中で特徴的な行動や変化を表した

子ども 3名を選び、分析の対象とした.名前は壁名である.対象児の参加頻度は以下の通りであ

る.

だいご

あいこ

かずお

表 4 対象児の参加頼度(第一クール)

2.3. 20例年度第 2クールのプレイショップ

2.3.1. プレイショッブの活動自榛

第二クーノレで't:l:，第一クールの流れを受けて引き続き「蟻」を中心テーマとして遊ぶことに
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した.具体的にはイソップ童話の「蟻とキリギ 1)スJ を出発点として，こどもたちとその物語

を演じながら物語を徐々に作り変えていくことを本クールの主な活動とした.

2" 3" 2" プレイショッブのデザイン

本クールにおけるプレイショップは 2004王子 10月14日から 2004年 12月16日まで，計 10圏

実施された.そのうち第一回自の 10月 14B はこれまでの流れや「蟻とキリキ、リスJ とは関係

なし単発で鬼ごっこを行った.残りの 9回は全て「蟻とキリギリスJ の物語の枠組みに関連

して実施されたが，遊びの設定は少しずつ変化した.各プレイショップの設定を一覧にしたの

が表 5である.

表 5 2004年度第二クールプレイショッブ設定の変遷

題
2 3 4 

「ア 1)とキリギリスJI公園でアリを捕まえ IIアリとキリギリス
2110/141 | i J|ア1)の絵を揚〈

の読み間かせ |る iの読み関かせ

3 I 10/21 

4 I 10/28 

5 I 11/ 4 

6 I 11/11 

7 I 11/25 

8 I 12/ 2 

9 I 12/ 9 

10 I 12/16 

紙芝居の読み関かせ

(子どもたちの絵を

元に作ったもの)

公留でアリの餌探し

アリごっこ
絵を描く 絵を元に物語を作る

注:活動u土遊ぴの導入，活動 2は中心的遊び，活動 3・活動 4，ま遊びの振り返りを指す.

l回のプレイショップには活動 1から活動 4まで，大まかに 4つの活動が設定された.活動

1は遊びの導入，活動 2は中心的遊び活動であり，活動 3・4はその臼の遊びを振り返る活動

である.10月14日だけはやや変則的だがそれ以降は各活動の内容は一定のものとなった.活動

1では，前田のプレイショップで子どもたちが描いた絵を使って紙芝居を作成し，その読み開

かせを行った.紙芝時のストー 1)ーは I蟻とキリギリス」の物語を基本として，子どもたちの

描睡やそれに対する説明に沿って作り変えたものを用いた.活動 2では 10丹 14日と 21日以外

は，室内で子どもと大入が蟻やキリギ 1)スなどの虫に扮してそれぞれの虫の生活を過ごしたり，

蟻とキリギ 1)スの物語を演じたりする「蟻こ、っこ」を行った.活動 3では蟻やその臼遊んだ内

容の絵を描き，活動 4ではその描いた絵を見せながら子どもたちと一緒に即興的な物語を作っ

ていった.この「物語作り」活動における絵の解釈や作られた話は，次閣のプレイショップの

活動 1で使われる紙芝居の内容に反映させた.

初めて「蟻とキリギ 1)スJ を遊びに導入したのは 10月14日の活動 lで，この持は絵なしの

言葉だけによる物語の読み聞かせをした.その後はそれを基本にして作った紙芝居を毎回読み

陪かせた.一方活動2の遊びに「蟻とキリギリス」を反映させたのは 11月25日以降であり，

この時初めて蟻ごっこにキリギリスを登場させた.それまで、の蟻ごっこでは蟻に扮する遊び、は

していたが，キリギ 1)スは登場していなかった.そこで次に活動 2の「蟻こ、っこJ の設定つい

て説明していきたい.
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10月28日以降の活動 2で行われた「蟻ごっこ」の設定は，子どもの遊びの様子などを見て

徐々に変化させていった.最初は第 1クールの延長として，子どもたちは基本的に蟻役になっ

て離の生活を体験し，途中で到の虫などを登場させて遊ぴにメリハリをつけていた.しかし，

次第に「蟻とキリギリスJ の物語を反映させた遊ぴになるよう，キリギ 1)スを登場させたり，

閤季の変イちを取り入れたりした.各プレイショップにおける役割の設定について表記したのが

以下の表6である.

表 E 蟻ごっこ・役割の設定(第二クール 4 閉居 ~10 問自)

滋イす 役 務i

10/28 アリ 議ア 1) カマキリ

111 4 ア1)

11111 ア1) クワガタ

11/25 ア1).女王アリ キリギリス

121 2 アリ・女王アリ キリギ 1)ス クワyゲタ

121 9 アリ・女王アリ キリギ 1)ス クワヌゲタ

12/16 アリ・女王ア 1) キリギ 1)ス クワヌゲタ

*それぞれの虫のまま本的生活

蟻 の 生 活:朝・主主は蟻のえさ(紙を丸めたものやブロックなど)を集め，夜は巣に戻っ

て眠る

クワガタの生活:朝・昼は巣で眠り，夜は外へ出て蜜を吸う.外を飛び、剖る

キリギリスの生活:昼夜間わずダンスをして遊ぶ

表 6の「役割」とは参加者が扮する虫の役割のことである.どの回も蟻役は設定されたがそ

の他の虫については設定されない時もあった.10月28日は蟻，議蟻，カマキリという 3つの役

割が設定されて蟻ごっこを行った.この時は子どもたち全員が蟻役になり，毒蟻とカマキリに

大人が一人ずつ配役された.途中で数名の子どもが蟻から主義蟻かカマキリに役を変わった.11

月4臼は蟻のみの設定で大人と子ども全員が蟻になった.11月 11日は基本的に全ての子ども

が蟻になったが大人 1名と子ども 1名がクワガ、タになって途中数閤登場した.11月25日も子

どもは全て蟻になったが，蟻役の中に女王蟻を設定し，大人 1名がその役になった.またキリ

ギリスも設定して大人が2名，その役になった.12月2臼から 12月16日までの 3聞のプレイ

ショップでは 3つの役(女王蟻を含めた蟻，キリギリス，クワjf、タ)を設定した.そしてそれ

ぞ、れの役に大人と子ども数名ずつを配役した.配役は子どもの希望を取り，基本的にはそれに

従ったが，クワカ、、タとキリギリスについては人数が多い場合はくじ引きで役を決め，それには

ずれた者は蟻役になった.以上のように， 11月25日までの 4国は，子どもは基本的に全員蟻に

なり，大人が 2，3名別の虫役になって登場したが， 12月2日以降の 3四は最初から 3つの役を

設定し，子どもは自由にその役を選べるようにした.

2.3.3. 分析の対象

第2クールでは「蟻とキリギ 1)ス」の物語を読み陪かせやごっこ遊びの中に導入し，子ども
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の遊びゃ描闘の変化，大人の関わり方と子どもの反応など様々なことを見ることができた.本

論文では虚構場面において子どもが大人や他の子どもとどのように登場キャラクターの特費を

捉え，それを創造していくかを見る.そこでまず 4つの活動のうち，蟻ごっこが行われた 10

月28日以蜂の活動 2を分析の対象とする.さらにその中で，蟻とそれ以外の役割が設定された

10月28日， 11月11日， 25日， 12丹2日， 9日， 16日における遊びの蝶子を主な分析の対象

とする.

2.3.4. 分析の対象児

1閤のプレイショップには約 15名からお名の子どもが参加した.その中には 1回だけ参加

した子どもからはほ毎回参加していた子どもまでおり，それぞれの子どもの参加回数はばらば

らであった.本論文では，参加国数が5回以上で，かっ遊び、の中で特徴的な行動や変化を示し

た子ども 3名を選ぴ分析の対象とした.対象児の参加頻度は以下の通りである.名前は罷名で

ある.

表 7 対象児の参加頻度(第二クール)

0
0
0
6
n
h
v
 

だいごとけいすけは年長見であり， 2003年度のプレイショップ開始当初から参加し， 2004年

度も継続して頻繁に参加していた.なっきは年中児で， 2004年度第二クールから毎回参加する

ようになった.

3 .結果

3.1. 第一クール

クールの遊び、は主に，描画とご、っこ遊びによって特徴付けられた.これらの活動におい

て i毒蟻 l というキャラクターはどのように出現し，変化していったか検討する.

3.1.1. 全体の変化

クールの遊び、活動を検討した結果，-毒蟻」という大人が予め設定していないキャラク

ターが参加した子どもたちの即興的な発案として複数回遊びのなかに出現していたことが明ら

かになった.そこでいつ，どのような形で「毒蟻」が出現したかを表8のようにまとめた.表

8は(1)，-毒蟻」というキャラクターがどのような遊ぴ形態(描画，ごっこ遊び、等)において出

現したか， (2)どのような存在として「毒蟻」が出現したかを表したものである.例えば 4月

初日の遊びでは描画において蟻が毒を食べて死ぬという表現があらわれた.蟻に議をもたらす

特定のキャラクターが出現したわけではなく，蟻の食べ物の一つに毒を描き，それを食べた蟻

が死んで、しまうという場面が表現されただけであった.そこで4月初日は， よって蟻が
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死ぬ」という行為のみが出現したということを表 8のようにあらわした.

表 s全体の変化

遊び形態 描閥 也事令

同つ}

行為 キャラクター 行為 キャラクタ側 Yレール

4月19日

4月26日 • 5 Jj 10 B • 5月17B • 5月24日 • • 5月31日 O O O 

V JJ M • • 6月l4B • 6月21B • 主主:・は自然発生的に「議アワ」が出現した場合.
0は大人が遊ぴの設定として「議ア 1)J を出現させた場合.
中心的遊び(描画・ご、っこ遊ぴ)における「毒ア 1)J の出現の仕方(行為・キャラクター).

クールのプレイショッブ。は，描闘とごっこ遊びが主要な遊び、内容であった.まず 4月

初日の描画で i蟻が毒を食べて死ぬ」という場面を表現した子どもがいた.さらに 5月初日

の描闘において i毒蟻」というキャラクターが出現した.この日の遊ぴ以降 i議蟻J は赤い

体をしており i黒い蟻」を「毒で、殺すj という性質を持っているという見解が定着した. 4名

の子どもが描画のなかで r毒蟻」の様子を表現した. 5月 17臼には机やダンボールで蟻の家

が作られ，子どもたちは自ら蟻に変身して蟻の巣の中で遊んだ. 1名の子どもが自らを

と呼ぴ，巣の中の他の蟻たちを「巣蟻」と呼んで，丸めた新聞紙を投げつけるなど攻撃をする

振る舞いを見せた. 5月 24日の遊びでは，大人が2名の子どもと一緒に，赤い衣装を身につけ

て「毒蟻」役を演じた.大人は rチクチク」と言いながら人差し指を動かすという行為を伴わ

せ，黒蟻を刺す仕草を表現した.主義蟻役2名の子どもも同様の掠る舞いをした. 4名の子ども

は四つん這いになり i毒蟻」から逃げた. 5月 31日は，大人側が「毒蟻」役を演じることを

あらかじめ設定した回である.この毘の遊びで，大半の子どもが特定の行為を伴う「毒蟻」役

を演じることを経験した. 6月7日の描潤では 7名の子どもが何らかの形で「毒蟻」を描い

た.その描画において，赤い色をしていること i黒蟻j を「毒」で殺すという特徴が共有され

ていた. 6月 21Bのごっこ遊びで、は「毒蟻」に関連する宥為が複数の子どもたちに出現した.

1名の子どもは自らを「毒蟻」と呼ぴ，蟻の巣を「毒蟻の巣」と呼んで、いた.しかし，他の子

どもたちは iチクチク」と言いながら「毒蟻」が人間を刺すように振舞ったものの，この行為

は「毒蟻」という明確な役割意識を伴ったものではなく，人間を攻撃する際の「口実」のよう

であった.

3.1.2. 子どもごとの変化

次に，第一クールに参加した主要な子ども 3名に焦点を当て，それぞれが遊び活動の中で，
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「毒蟻」というキャラクターとどのように関わっていたか，その特徴を分類した.

表s子どもにとっての「毒蟻」の取り上げ方

分
1) J との関わり

類

A 描画 キャフクターのf采周

B 特定の行為を伴うキャラクターの採用

C 為の採用

a 明、がち，
キャラクターの採用」つ」

b 特定の行為を伴うキャアクターの採用

c 特定の行為の採用

注・子どもの「議ア 1)Jの捉え方(特定のキャラクターとして遊びに用いているか，特定の行為を伴わせて遊び
に用いているか)を，中心的遊び活動ごとに分類

この分類に従い 3名の子どもの行為を務理した.

表 10 子どもごとの変化

段付 や19 4・26 5'10 5・17 24 5・31 8・7 6.14 6'21 

1 fごし、ご A B a b b 8 C C 

2 かずお b b 

3 あいこ b b B C C 

注: ホーグはその日のプレイショップに参加していないことを示す.

その結果，子どもによって「毒蟻」というキャラクターとの関わり方は異なることが示され

た.だいごはほぼ毎回「毒蟻」を出現させた.一方，あいこやかずおは，最初は「主義蛾」とい

うキャラクターに関心を持たなかった.遊び、を重ねるやで次第に，大人や他の子どもと一緒に

に関わる遊びに参加するようになった.以下では 3名の子ども(だいご・あいこ・か

ずお)の遊び、内容を詳細に検討することにする.

まず，だいごの変化について検討する.だいごは 4月 19日のプレイショップ以降，毎回「毒

蟻」というキャラクターを出現させ，その具体的なイメージを発展させていった. 4丹26Bの

描画で n主義」を食べて蟻が死ぬ』という場関を表現した (A). さらに 5月10日の描闘で

蟻」という独自のキャラクタ…を生み出した. で「黒蟻j を殺す蟻として「主義蟻」を位寵

づけ，大人や数名の子どもと一緒に「主義蟻」や殺された「幾度義j の様子を描いた (Bl. 5月17

日の蟻ごっこでは自ら「俺，議蟻!J と名乗るものの，具体的な行為を伴わず，役割として安

定しなかった.蟻の巣を攻撃する「人間j と，蟻の巣の中の「蒸蟻」や「女王蟻」のいずれに

対しでも，丸めた新関紙を投げつけるという攻撃行為を行っていた.また「やっぱり泉蟻をや

る.J と寄って r毒蟻」役をすぐにやめようとする場面も観察された (al.しかし 5月24日の

遊ぴでは，大人が演じる「毒蟻」役に対して r黒蟻」役を演じ，四つん這いになって逃げ回る

行為をおこなった.さらに 5丹31臼の遊ぴを通して r議蟻」から逃げるだけでなく，自ら

蟻」役を演じた (b). 6月7日の描爾では，他の子どもと一緒に毒蟻と黒蟻の戦いの様子を表

現した.大人が描いた黒蟻を赤いクレヨンで主義りつぶすという形で よって死んだ黒蟻J
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を表した.このようにだいごにとって「毒強」というキャラクターは I明確な役割意識をとも

なわず，攻撃対象の不安定な毒蟻」から「黒蟻」を攻撃する「毒鱗」へ変化した.この日の描

睡でだいごは「毒蟻女王」を描くなど，自ら毒蟻に関わるE量構世界を接関する様子が観察され

た.そして最終的には I毒蟻」という役割を演じないときにも I毒蟻」に特有の「チクチク」

という行為を I敵(ここでは人間)Jを攻撃する行為として用いた(c). 

次にかずおを取り上げる.かずおは，他の子どもたちが議蟻を描いているときや，

こを行っているとき，それに加わろうとしなかった. 5月 10日の描画では，描部という活動自

体に加わらず，描画のために大人が用意したクレヨンを使って「クレヨン崖さんごっこ」を行っ

ていた.また， 5月24日のごっこ遊び、で，大人と子ども数名による毒蟻ごっこの時にも，

ごっこには加わらず，主義蟻ごっこをおこなう集団から離れた場所で独自の遊びを展開していた.

それは，新聞紙を丸めたものを配置し，それらを「女王蟻のたまごJ と呼んで温めるふりをす

るというものだった.このようにかずおは，プレイショップのその日の主要な遊び、内容とは異

なる遊びをしたり，大半の子どもたちが行っている遊ぴに加わろうとせず，特定の友達や大人

と1対 1の関係で遊び、を行う様子が多く観察された.一方 5月17日の蟻ごっこでは，自ら率先

してダンボールを「餌置き場」に見立てることを提案するなど，こ、っこ遊びそのものに対する

関心がないわけではなかった. 5月31日に大人が遊び、の設定として「毒蟻Jを導入し，大半の

子どもに「毒蟻」役を経験させた (b).その結果 6月14日の遊びでは自らを「毒蟻」と呼ぴ，

蟻の巣を「主義蟻の巣」と呼んで、，蟻ごっこに参加した (b).

最後にあいこについて検討する.あいこは， 5月10臼の描画では，本物の蟻の死体をじっく

りと観察し，丁寧に蟻の姿を描いていた.このように本物の蟻に対して強い興味を示したもの

の， 5月 17日のごっこ遊ぴにおいては，蟻の生物的特徴を，蟻としての振る舞いや遊び方に反

映させようとはしなかった.蟻の巣の中のほかの蟻達や人間に対して新聞紙を投げつけるとい

う単純な反復的行為しか行わなかった.また I毒蟻」というキャラクターにも関心を示さなかっ

た. 5月24日のごっこ遊びでは，蟻の巣のまわりに大人と一緒に餌の絵を描くなどの行為が見

られたが，蟻として振舞う様子は見られなかった.しかし大人と一緒に「毒蟻」役を経験する

ことによって，四つん這いで移動したり Iチクチク」という行為を自ら進んで行うようになっ

た (b). 5月31Bの遊び、では，自ら「議蟻」役になり「チクチク!J と寄って大人を刺す振る

舞いを見せた (b).また，大人の演じる「毒蟻」を怖がって泣き出す場面もあった. 6月7日

には，大人が誘導することなく，子どもたちによって「議蟻の戦い」の様子が描酪で表現され

た.大人は子供向士のやりとりに，遊ぴの参加者の一人としてその場に加わった(B). 6月14

日， 21日のごっこ遊ぴでは，人間の攻撃に対して「チクチク」と刺す仕草を見せるなど，行為

として定潜している様子が観察された(c). 

3.1.3. 大人の働きかけ

次に大人がどのように「毒蟻」というキャラクターを受け止め，働きかけたのかを検討した.

その結果，大人の働きかけは「毒蟻」というキャラクターの(1)具体犯と(2)公共化というニ種類

に分類された.
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表 11 r毒蟻J に対する大人の働きかけ

段付 :ぴ滋動 働きかけ 大人の審議きかけの内容

4月26B 観察・描画 具体化 描闘を通してアリのイメ ジを展開.

5月10日 観察・描間
具体化 「毒ア J)J というキャラクターの採用.

公共化 他の子どもにも J) J の存衣を知らせ注意を促す.

大人が自ら リ」役を演じる.四つん這いになり，

5月24日 アリごっこ
具体化 J) J に「チクチクJ という行為を伴わせる.

公共化 J) J の目印として赤い衣装を用意.

子ども数名に向様の振る舞いを経験させる.

5月31B アリリレー 公共化
ほぽ全員の子どもに「チクチク」という行為を伴った

アリ」役を経験させる.

6月 7日 描画 呉体化
子どもたちの描画による議ア J)の表現に参加.言葉かけ

によるイメージの促進.

大人は，子どもが自ら生み出した「毒蟻」というキャラクターに「チクチク」という行為を

伴わせたり，衣装を用意することによって i主義蟻らしさJを自に見える形で提示した(具体化).

また遊びに参加する子どもたちの多くが「毒蟻」を演じるという経験を持つ機会を，遊ぴの設

定の中に設けた.このことによって「議蟻」は誰か特定の子どもが知っている個人のものでは

なく，遊ぴの参加者全員が遊び、の中に取り入れることができる資源として共有された(公共化).

4月26日から 5月31日の遊びにおいて，大人は積極的に「毒蟻」というキャラクターを取

り上げ，それを通して子どもたちに遊び、への参加機会を作った.しかし， 6丹7日の遊びでは，

むしろ子どもたちが自ら率先して「議蟻J を描き，毒蟻と黒蟻の戦いの様子を表現した.それ

によって大人は子どもと一緒に毒蟻の戦いに参加することになった.

3.2. 第 2クール

3.2.1. 遊び設定の変化

蟻ごっこは表基本的に i蟻とキリギリス」の物語に基づいていたが，設定内容は少しずつ変化

した.プレイショップの遊び、内容を表 12で示す.

表 12 第二クールの遊び内容

B fす 立三な遊びの内幸子

10/28 アJ)の巣でえさ集め.議、 りからえさを守る

11/11 アリの生活を送る.クワグタからえさを守る

11/25 アリの生活を送る.キリギリスの登場.ダンスをする

12/ 2 それぞれ虫の生活をおくる・ダ、ンス大会(クワガタとキリギリス)の開催

12/ 9 それぞれ虫の生活をおくる.ダンス大会.虫を集めてパーティの関催

12/16 それぞれ虫の生活をおくる.クワガタ主催のパーティの開催
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10月28日から 11月25日までは蟻の日常生活の中に，突然毒蟻やクワyゲタ，キリギリスなど

別の虫が登場して蟻にえさを求めた.毒蟻やクワヌゲタは， 10月28日と 11月 11日に登場した.

キリギリスが登場した 11丹25日，キリギリスは音楽に合わせて踊りながら登場した.この設

定は「蟻とキリギ 1)スJ の『蟻は働き，キリギリスは遊んでいる』という内容を反映したもの

であり，キリギ 1)スが踊っていることは「働かずに遊んで、いること」を表現していた.

一方， 12月2日以降の 3回のプレイショッブでは設定が変わり，最初から 3つの役観が用意

され子どもたちにその役割を選ばせた.そして遊びの開始から各虫たちはそれぞれの生活を始

めた.そして遊ぴの途中でダンス大会やパーティが関かれ三つの虫たちが集う機会が設けられ

た.このように， 12月2日以前と以後で遊ぴの設定が変化した(図1).
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図1で示されたように， 10月28Bから 11月25日までの 3屈は蟻が通常の生活を送ってい

る最中に，突然蟻以外の虫(毒蟻・クワガタ・キリギリス)が登場した.一方， 12月2日以降

の3間は遊びの始めから蟻，クワyゲタ，キリギリスとい-)3種類の虫がそれぞれ生活をしてお

り，それは遊びの最後まで続けられた.そして遊びの途中では夕、ンス大会やパーティなどで3

つの虫が集う機会が設けられていた.

そこで次に，これらの設定の下で子どもたちの行動がどのように変化したのかを，遊ぴに登

場したキャラクターへの反応を確認することで検討する.

3.2.2. 子どもごとの変化

遊び、の中で，各子どもが，自分が演じたキャラクター以外のキャラクターをどのように扱う

かは，全ての子どもにおいて一様で、はなしいくつか異なる傾向があった.そこで，全体の中

で‘特に特徴的だった子ども 3名を取り上げ，その子どもたちがそれぞれどのように遊びに参加

してどのように振舞っていたかを示す.特に r蟻とキリギリス」の物語の枠組みがどのように

位置づけられていったのか，また，自分が演じた虫以外のキャラクターをどのように受け入れ，
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さらにその特質を作り変えていったか記述し，そこに見られる子どもの変化を検討していく.

分析対象児は先ほど述べた 3名である. 3名の，自分がi策じるキャラクター以外の他のキャ

ラクターへの態度について，その特徴を表 13のように分類した.

表 13 対象兇の態度の特徴

分 類 名称 他者が演じるキャラクターへの態度

A 攻撃 他の虫をop<.ける.えさをもらう.叱棄する

B 拒'ifJ 他の虫と一緒にダンスなどをすることを嫌がる

C 毅和 他の虫と一緒に夕、ンスやパーティなどをする

D 無反応 他の.a.とは関わらない

この分類に従い，分析対象児3名の行動とその日演じたキャラクターを表 14に整理した.な

お， 10月28日， 11月11臼は蟻以外の虫にどのような反応を示したか，また 11月25日， 12月

2日 9臼， 16日は自分以外の虫に対してどのような反応を示したかを検討した.

表 14 対象児が演じたキャラクターと態度

対象児 10/28 11/11 11/25 12/2 12/9 12/16 

なっき 自分が演じたキャラクター アリ アリ アリ アリ キリギリスクワヌゲタ

f也のキャラクターへの態度 D A A A C C 

けいすけ自分が演じたキャラクタ クワカホタ アリ クワ方、タ アリ

他のキャラクターへの態度 c c B D 

だいご 自分が演じたキャラクター毒アリ ア1) アリ クワカゃタ アリ アリ

他のキャラクターへの態度 A D D A D D 

注 、ーグはその日のプレイショッブに参加していないことを示す.

この表を元にそれぞれの子どもの特徴を説明する.

なっきは 10月28日に蟻役となり，蟻になりきってえさ集めや巣作りを行っていた.突然登

場した議蟻に対して特に攻撃する様子も見られなかった (D).11月11日はクワカ。タに攻撃す

る様子が見られた (A). 次の 11丹25Bも蟻になりきってえさ集めをしていたが，キリギ 1)ス

が踊りながら登場した時には，キリギリスに強い反発を示し r働かなくてはいけない」と説教

をしたり，体さきたりをして攻撃をしたりするなどの反応を示した (A).次の 12月2日もなっき

は蟻役をやり，踊ってばかりいるキリギリスを叱責する様子が見られた(A).だがその次の 12

月9臼は自らキリギ 1)ス役を希望し，ダンスの練習をして，ダンス大会でダンスを披露してい

た (C).最後の 12月16日はクワカ。タ役になり，クワガタになりきって生活していたが，パー

ティの時はダンスを披露したキリギ 1)スに，ご褒美として色紙てい作った「お菓子」を配ってい

た (C). 以上のことから，なっきは最初，他者が演じる他のキャラクターに対して攻撃するこ
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とが多く，特にキリギ 1)スに対しては叱費することさえあった.しかし，次第にその態度を軟

化させ，自分もキリギ 1)ス役を経験し，最後はキリギリスとそれ以外のキャラクターを仲間間

二とと位護づけ，毅和的に関わっていた.

けいすけは毒蟻が登場した 10月28日の遊びには参加しなかった.蟻，クワガタの登場した

11月11日には自らがクワyゲタ役になって蟻にえさを求めたが特に攻撃する様子はなかった.

また，初めてキリギリスが登場した 11月25日には，周りの子どもがキリギ 1)スを敵とみなし

て反発していたのに対し，けいすけはキリギ 1)スの夕、、ンスが始まるとそれに一緒に加わり，楽

しそうに踊っていた (C).しかし 12月9日，クワガタになったけいすけはキリギリスカfダンス

をすると，それに強い抵抗を示し， 自分が踊ることも拒否した (B). その理由は「クワカ、、タは

二本足では立たないJ，，-クワカ、、タは踊らない」というもので，本物のクワガタの生活や動きに

こだわったためだ.最後の 12月 16Bはくじ引きにより，自分が希望したクワガ、タ役ではなく

蟻f交になってしまい，それを嫌がってか，あまり役になりきって遊ぶことはなかった.そのた

め遊び自体にも積緩的に参加していなかった (D).このようにけいすけは継続してクワyゲタ役

になり，クワカ、、タとしての生活を楽しんでいた.他のキャラクターへの攻撃はあまり見られず，

仲間として一緒に何かすることが見られた.ダンス大会には，-クワカ、、タは踊らないからJとい

う理由で参加することを拒絶するなど，けいすけなりに「クワガタらしさ」とはどのようなも

のかを考え，その援る舞いに反映させていた.

だいごは第二クール全てのプレイショップに参加した. 10月28日は途中で毒蟻が登場する

と議蟻を叩くなど，毒蟻を「敵」とみなしていた.その後，自分が毒蟻になって蟻たちを攻撃

し始めた.11月11日以降は集団と離れ，仲のいい友人 3人で別行動をすることが多く見られ

た.11月 11日は自ら「敵になる」といって他の蟻たちとは別の場所で遊んでいた.途中でクワ

カ、、タが登場したが，それに対しでも特別の反応は見られなかった (D).11月25日も同様で、，

「蟻の敵」として振舞い，黒蟻役の子どもたちとは別の行動をし，キリギリスの登場に対しでも

遠くから様子を見るだけにとどまった(D).12月2日はクワガタ役になり，クワヌゲタになりきっ

て巣作りやえさ集めを行ったが，それと同時に，蟻の巣に入り，蟻に攻撃する場面も見られた

(A). 12月9Bは蟻役になったが蟻としては遊ばず，ダンスやノfーティにも参加はしなかった

(D). 12月16日も時様に，蟻の巣の横に別の巣を作り，他の蟻たちとは別の行動をしていた

(D). このようにだいごは，大人が設定したキャラクターのいずれにも依拠しようとしなかっ

た.また，大人が準慌した蟻やクワガタの巣から離れた場所に自ら家を作り，そこを拠点とし

て遊ぴを展開することが多かった.しかし，他の子どもたちの遊びと全く無関係な遊びをして

いたわけではなしむしろ時折蟻の巣やクワyゲタの家をおとずれ，様子を伺ったり，餌を横取

りするなどわざと気を引くような振る舞いを見せた.キリギリスが登場したときには，キリギ

リスと蟻やクワヌゲタとのやりとりを少しはなれたところから見守った.踊っているキリギリス

を見て「あっ働いてる!J と発雷する場荷もあった.

3.2.3. 大人の働彦かけの変化

どもたちはそれぞれ多様な形で他者が演じるキャラクターを受け止めていた.こうした変

佑に，大人はどのように関わっていたのだろうか.表 15は大人が演じた役割と，その時の働き

かけの特徴を示した.
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表 15 大人の行動

B 付、 役鱒 守苦 戦 、 、 、〆

10/28 議ア 1) えさを求める，ア 1);を擁まえようとする

アリ えさを守るよう促す，守る方法を考えさせる

11/11 クワヌゲタ えさを求める，えさを探す

アリ えさを守ろうとする，安全を確認する

11/25 キリギ 1)ス 隠る，一緒に踊ることを誘う

アリ 腕りに加わる

12/ 2 アリ ダンス大会を関く

キリギリス ダンスを披露する

クワガタ キリギ 1)スを叱責する，夕、ンスをする

12/ 9 アリ ダンス大会を開く

キリギ 1)ス ダンスを披露する

クワカ*タ 一緒にダンスをする

12/16 ア1) パーティに参加する

キリギリス パーティに参加する，グ、ンスを披露する

クワ方、タ パーティに誘う，パーティの準備をする

大人の働きかけはこつに区別された.まず，大人は様々な仕方で'(1)キャラクターを特徴づけ，

さらに(2)一回のごっこ遊びの中に，朝・夜，四季という時間軸を導入し，遊びの中で生じる出

来事の流れが夕食イナミックなものになるよう働きかけた.

(1 ) キャラクターの特徴づけ

大人は黒蟻とそれ以外のキャラクターとの関係を様々な仕方で特徴付けた. 10月28日の毒

蟻役の大人と 11月11日のクワガタ役の大人は蟻にえさを求めたり，蟻を捕まえようとしたり

と，蟻の「敵」としてaらの役を演じていた.また蟻役の大人たちもえさを守るよう働きかけ

るなど主義蟻やクワカ、、タを自分たちの敵として扱っていた.11月25臼はキリギ 1)スが初めて登

場した.キリギ 1)ス役の大人は蟻たちを踊りに誘い，これまでのクワif5'や毒蟻とは異なる振

る舞いをした.黒蟻役の子どもたち数名がキリギリスに対して rキリギ 1)スは帰れ-! Jなど

乱暴な言葉をかけ，衣装を51っ張るなど攻撃的な振る舞いを見せた.こうした反応に対して，

大人はキリギリスの衣装や振る舞いを工夫し，キリギリスに対する子どもたちの興味を引き出

そうとした.その後もキリギリス役の大人は蟻やクワガタと一緒にパーティをするなど，蟻や

自分以外の虫の「仲間」として振舞った.

(2) 時間軸の導入

10月21自の遊ぴから，ライトを使って朝と夜という時間軸を導入した.このことにより，蟻

は朝餌運びをし，夜は眠る，クワカ、、タは討中眠り，夜に木の蜜を吸い森の中を飛び、間る，とい

うキャラクターごとの行動ノfターンが作られた.ライトの点灯，消灯に応じて大人は「あっ朝

になったよ，餌を探しに行こう Jなどと言葉をかけ r蟻として生活するJことのイメージを広

げる働きかけをした.

さらに 10月訪日の遊びから，四季の移り変わりを導入した.四つの季節ごとに，行動に変

化を与えた.後半三臨の遊びで、は，秋に，キリギ 1)スが蟻やクワカ、、タと一緒にダンス大会をす
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るという設定をもうけた.また，冬になって，お腹を空かせたキリギリスが，蟻たちに餅を求

めると苦う場面もつくった.このようにして，大人は時間軸を導入すると問時に，中心的出来

事を位霊付けることによって，単調な行為の反復になりがちな遊びの流れを，意味のある一連

の出来事の流れとなるように，遊びを組み立てていった.

4.考察

子どもたちは多様な仕方で「毒蟻」や「キリギリス」というキャラクターを遊び、に取り入れ，

展開していた.そうしたキャラクターの構成過程には大人の働きかけが重要な役割を果たして

いた.以下では，第一クール，第二クールにおける子どもたちの主要な登場人物に対する関わ

りの変化がそれぞれの子どもにとって， どのような意味をもっていたのか， ということを考察

する.

4.1. 第一クール「毒蟻」の変化

というキャラクターは様々な仕方で遊びに取り入れられ，展開された.大人が「チク

チク」という行為を伴わせたり，赤い衣装を用意することによって I毒蟻」というキャラクター

のイメージは具体化し，遊びに参加するメンバーの多くが「毒蟻」というキャラクターに触れ

る機会となった.このようにして最初は一部の子どもの「個人的Jなキャラクターであった

蟻」は，ご、っこ遊びと描画の中で繰り返し取り上げられることによって，次第に遊びに参加す

るメンバ一会員のキャラクターとして共有されていった.

「毒蟻」というキャラクターを出現させたのはだいごであるが，自分自身では I議蟻」のイ

メージを広げることができずにいた. '~奄，毒蟻やるんなどと寄っても，具体的な行為が伴わ

ずにすぐにやめてしまった.しかし，大人が「毒蟻」というキャラクターの存在をほかの子ど

もたちに知らせ，具体的な行為を伴わせることによって，次第に「毒蟻」は I黒蟻j と特定の

関係を結ぶ安定した役割として認識されるようになった.その結果，だいごにとって「毒蟻」

というキャラクターは I敵」を攻撃するという遊びの枠組みを維持する働きを持つようになっ

た

一方かずおは，そもそも遊びそのものに参加しようとしない場箇が多く観察された.自分独

自のお話の世界を作ることに専念し，それを大人に話して聞かせるという形で遊び、をおこなっ

ていた.蟻の観察では，蟻に対し強い興味を示したものの，描画では Iクレヨン崖さんこ、っこ」

という全く異なる遊びをおこない，他の子どもたちの遊び、には加わろうとしなかった.その結

果，かずおは「議蟻ごっこ」に加わる機会自体をもたなかった. しかし 5月31日の遊びで，

大人が遊びの設定として「毒蟻」を導入したところ I毒」について自分自身のイメージを語っ

た.そして， 6月 14日の遊びでは，衣装に赤いテープを付けたいと大人に頼んだり，自らを

蟻」と呼ぶなど I毒蟻」へのこだわりを見せた.そしてこの日の遊びでは，他の蟻たちに鰐を

分け与える振る舞いをするなど，遊び自体に参加し，他の子どもたちと何らかの形で遊びの世

界を共有している様子がうかがえた.かずおにとって「毒蟻」は，他の子どもたちと関わらな

ければならないという意味で「近寄りがたい存在」であったが，時時に，大人の助けを借りる

ことによって遊ぴに参加するきっかけを与えるものでもあったといえる.

遊ぴが開始された当初，あいこは本物の蟻を詳細に描くなど，生物としての蟻に強い興味を
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示した.しかし，歳構の世界の中で自ら蟻のように振舞ったり，蟻のイメージを展開しようと

はしなかった.そのため，あいこにとって，蟻のイメージは杓子定規なものだった.しかし，

5月178の遊びで、大人と一緒に「議蟻」役を演じてからは，次第に蟻のイメージを自ら展開す

るようになっていった. 6月 148， 21臼のご、っこ遊び、では，人間の攻撃から身を守る方法を真

剣に考えるなど I敵」との関係の中に自分の役割を位農づけ，遊びを展開していく様子が見ら

れた.あいこにとって「毒蟻」は虚構世界に入るきっかけとして機能したといえるだろう.こ

のように「議蟻」というキャラクターが果たした役割は子どもによって巽なっていたが，こう

した関わり方の違いこそが I毒蟻J というキャラクターを育てる重要な資源となっていた.

さらに I主義蟻」というキャラクターの展開は I毒蟻」と「蒸蟻J というキャラクタ一間の

関係牲を浮かび上がらせた.それは攻撃という遊び、活動の枠組みの定着を導いた.表 16は，そ

の枠組みの変fむを示している.最初の「毒蟻」による攻撃行為は明確な役割意識を伴わない行

為であった.そのため「議蟻」というキャラクターは持続せず，状洗の変化によってすぐに鴻

失してしまうものだった.しかし， 5月四日の描掴では，複数の子どもの関で毒蟻が黒蟻を殺

す場面が表現され，次第に「毒蟻J と「黒蟻J の関係が明らかになっていった.さらに，ごっ

こ遊びでは IチクチクJと刺すという具体的な行為が伴うことによって，その枠組みが持続的

で安定したものとなった.

表 16 r攻撃Jの枠組みの変化

日付 5/10 5/17 5/31 6/7 6/14 6/21 

攻撃対象の
攻撃行為

攻撃行為 攻撃枠組み
出現

定着 の定蒲①
攻撃枠組みの定議②

「チクチク」

攻撃方向 議アリ.&
黒ア 1)

議ア 1) ふ
蒸ア 1)

議アリ.&
黒アリ

iJ4 
黒アリ

人間令
蒸アリ

人間令
黒アリ

6月7日の描画では，ごっこ遊びにおけるキャラクター賭のやりとりが表現された. 6月 14

8， 21日のごっこ遊ぴでは I毒蟻」というキャラクター自体は設定されなかったにもかかわら

ず I黒蟻」が入聞を攻撃する際の行為として「主義蟻」に特有の「チクチク」という行為が出現

するという現象が見られた IチクチクJと相手を刺すという行為の出現によって，新聞紙を投

げつけるという当初の攻撃行為は，より蟻らしさを添す行為に変化した.その結果，攻撃行為

がエスカレートすることはなくなり，それ以前のように遊びの動機が攻撃そのものにすり替

わってしまうことはなくなった I議蟻」の出現によって I黒蟻」として蟻の巣を守ったり，

家の中に隠れるといった多様な行為も保進された.

4.2. 第二クール rキリギリス」の変化

どもと大人はそれぞれ多様な仕方で「キリギリス」というキャラクターを受け止め，遊び、

のなかで展開していた.大人は最初 (10月28日と 11月11日)，毒蟻やクワyゲタを蟻の攻撃の

対象として扱った.しかし 11月25日以降は，キリギリスを「蟻とキリギリス」の物語に登場

する「キリギリスJとして，働き者の蟻と対比させ I働かずにダンスをして遊んで、ばかりいる

者」と特徴付けた.また， 12丹2日以降は朝と夜，四季といった時間的流れを遊び、のなかに
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入し，ダンス大会やパーティーといった中心的出来事を配援することにより，遊びの時間軸を

意味的に区切るよう構成した.このようにして大人は，蟻とキリギリス，クワカ、、タの関係を再

構成し，個々のキャラクターの振る舞いを特徴付けていった.こうした「キリギリス」の位置

づけとそれに伴う遊び設定の変色は，子どもたちの「キリギリスJ に対する様々な反応を引き

起こした.

なっきは最初の嘆，自分が演じる役以外の，他の虫に対して攻撃的な振る舞いを見せること

はなかった.しかし， 11月258や 2月2日には，キリギリスに対して叱責や攻撃をしていた.

この反応は「蟻とキリギリス」の物語に対応したものであると考えられる.なぜなら，なっき

はキリギ 1)スに対して「働かなくてはいけない」と説教するなど，働いている自分たち践と対

比させてキリギ 1)スを「働かない怠け者」と捉えて，攻撃や叱責をしていたからだ.やがて，

なっきは，遊び、の中に蟻とキリギリスとの簡の和解の過程を構成するようになった.キリギ 1)

スが冬になって，-餌を分けて欲しい」と蟻の家を訪れたとき，なっきは「働かないからだよ」

と言って叱責した.しかしキリギリスが反省している様子を見せると，なつきは「じゃあ，一

つだけだよ.Jと雷いながら餌に見立てたブロックを蓋し出すなど，交渉によってキャラクター

の関係を変化させる過程を遊びのなかで講成するようになった.こうした遊ぴを重ねることを

経て，なつきは最終的に，キリギリスと一緒にダンスやパーティをするなど，キリギリスを仲

間としてとらえるようになった.キリギ 1)スという遊ぴに登場した新しいキャラクターを，-蟻

とキリギリスJ物語の枠組みを使って，徐々にそのキャラクターの捉え方を変化させていった

といえる.

けいすけは， 11月 11日はクワガタ役として蟻を攻撃していた.11月25日には，最初はキリ

ギリスに対して反発を見せたが，キ 1)ギ1)ス役や女王蟻役の大人が夕、、ンスを競り始めると，一

緒になってダンスをした.12月2日にクワカ、、タ役として遊び、に参加したときには，夕、、ンスをす

ることに対して「クワガタはダンスを踊らないから」という理由で強い抵抗を示した.このよ

うにけいすけはクワカ、、タ役にこだわり，クワyゲタを中心とした独自の世界を構成していった.

しかしそれは「蟻とキリギリス」の物語に基づいた虚構世界の全く外側にいたということを

味しない.けいすけは自分の内的世界に閉じこもって，自分ひとりでクワカ、グの世界を作って

いたわけではなしたとえばキリギ 1)スを中心としたダンス大会という出来事をきっかけとし

て，-このような状況でクワ7ゲタはどのように振舞うべきか」という問題を作っていたからであ

る.けいすけにとって，プレイショップで倉1造されたプレイワールドは，自分独自のクワガタ

の世界を広げるための資源として機能していた.

だいごは， 10月28日には毒蟻を攻撃対象にしていたが，その後は自ら積極的にキリギリスな

ど，他のキャラクターとは関わろうとはせず，集団から離れて遊んで、いた.こうしただいごの

様子は，一見遊びに全く参加せず，他の子どもと無関係なことをしているかのように見えた.

しかし，実際には，他の子どもたちの遊ぴと全く無関係なあそびをしていたわけではなしむ

しろ時折蟻の巣やクワyゲタの家をおとずれ，様子を伺ったり，餌を横取りするなどわざと気を

引くような振る舞いを見せた.キリギリスが登場したときには，キリギリスと蟻やクワカ、、タと

のやりとりを少しはなれたところから見守った.遊びの途中で大人が設定したキャラクターを

やめたが，遊びそのものをやめたわけではなし自ら「俺，毒蟻.J あるいは「敵」と名乗り，

大人や子どもにその存在を知らせるような振る舞いをした.さらに，準備しであった蟻とクワ

ガ?の家の外側に自分で家を作り，自分の活動拠点を造った.このようにだいごは，蟻，クワ
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カ、、タ，キリギリスのいずれでもない存在として自分を伎置づけ，他のキャラクターとの関係を

構成した.

表 17では 3名の子どもと大人がキリギリスをどんな存在として扱っていたかを表した.

表 17 rキリギリス」のとらえ方の変化

10/28 11/11 11/25 12/2 12/9 12/16 

物語の「キリギリス」
大 人 攻撃の対象

イ中間としてのキリギリス・クワカ*タ

なっき 反応なし 攻撃 物語十攻撃 仲間

けいすけ ¥¥¥  攻撃 仲間 不明 ¥¥¥!  反応なし

だいご 攻撃 反応なし

注:子どもごとの「キリギリス」のとらえ方.
[攻撃]攻撃の対象. [物語]物語の枠総みに基づいたキリギリス. [仲間]仲間.

この表から，大人とそれぞれの子どもの関係を見てみると，大人が攻撃の対象として他の!I!，

を扱っていた時 3人も関じように，他の虫を攻撃の対象として扱っていたことがわかる.だ

が大人が「蟻とキリギリス」の物語の枠組みに基づいて，キリギリスを，単なる「敵」ではな

く「遊んでばかりいる怠け者」として特徴付けたとき，子どもたちの多様な反応が引き出され

た.なつきにとって「蟻とキリギリスJ の物語は，キリギ 1)スと蟻との関係を再構成するため

の道具として機能した.一方，だいごは攻撃こ、っこの枠組みを維持し，その枠組み内でキリギ

1)スをとらえようとした.けいすけは自分独自のクワか、タの世界を展開する資j原として，キリ

ギリスに関わる多様な出来事を利用した.

これらのことは，表面的には，だいごやけいすけのキリギリスに対する無関心さを浮かぴ上

がらせた.しかし実際には，なっき，けいすけ，だいごはそれぞ、れ「蟻とキリギ 1)スJ の物語

をベースにしたナラティブを独自の鹿構世界と結び、つけ，遊ぴに参加していた.それぞれの子

どもの遊び、方の違いやキリギリスに対する反応の違いを区別するものは虚構性の有無ではな

しむしろ，ある問題状況におかれたときに，問題解決のためにどのような資源を用いるのか

という，道具性の違いといえるかもしれない.

4.3. 謹構世界構成過緯の特徴

大人と子どもが協働で虚構世界を作り出すことが2004年度プレイショップの目標となって

いた.これまで2クールの遊びに登場した，主要なキャラクターに焦点を当て，虚構世界がど

のように構成されていったか，その過程の特徴を検討してきた.そこで明らかにされたことは，

子どもにとってその虚構世界とは一様で、はなし子どもが遊びの中で何に重点を霞き，あるキャ

ラクターをどのような性質のものとして見立てるかは多様で、あるということである.そのよう

な子どもたちと大人が共に虚構世界を作っていくための条件は伺なのだろうか.

クールを特徴付けたのは， を中心とした攻撃ごっこの枠組みの出現と定菊であっ
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た. というキャラクターはもともと，一人のそ子どもによって出現した.しかし

が他の子どもの遊びと結びっくことによって r議蟻」自体の位置づけや意味が作りかえられて

いった r毒蟻とはどのような存在か，持者なのか」ということが，大人と子どもの協働によっ

て構成されていった.それは問時に，毒蟻と関係する黒蟻のキャラクターにも変化をもたらし

た.黒蟻は最初，生物としての蟻として理解されたが，次第に議蟻との関係の枠組みの中で提

えなおされた.黒蟻対議蟻，黒蟻対人間といった攻撃の枠組みは，子どもと大人が，協働的に

プレイワールドを構成していく場に参加することを容易にした.

一方第ニクールの遊びでは，キャラクターの関係はより複雑なものだ、った.キリギ 1)スは最

初，単純な攻撃枠組みのなかで理解された rキリギ 1)スは働かないからJという理由で，子ど

も達はきりぎりすに乱暴な振る舞いをみせた.しかしキリギ 1)スが何度か登場し，衣装や登場

の仕方，振る舞いを変化させるなかで，こどもたちは，単純な攻撃の枠組みでは捉えきれない

キリギリスという異質な存在を認め，戸惑いをあらわすようになった.そしてそれぞれ独自な

仕方で rキリギリスとはどのような存在なのか」ということを考えはじめた.たとえばなつき

は「蟻とキリギリス」の物語を道具として，遊ぴの中に蟻とキリギリスの和解の過程を導入し

た.けいすけは rキリギ 1)スは夕、ンスをするが， クワガタは夕、、ンスをしない」という形でクワ

カ、、タを特徴づけた.クワガタとは何者かという問題を，キリギ 1)スとの関わりの中で自ら作っ

たともいえる.だいごは遠くから，そうしたやりとりを見守ることによって，遊び、に毘辺的に

参加していた.

このように，毒蟻やきりぎりすといった新しいキャラクターの出現は，遊び、の中に問題の種

をまいた.それはキャラクターの振舞いや位置づけに関する多様な問題を，こどもたちが作り

出すきっかけを与えるものだった.どのように開題をたて，どのようにそれを解くかというこ

とは，子どもがプレイワールドを構成する多様な要素のうち，何を問題解決のための道具とし

て用いるかということと大きく関わっていた.

それでは，プレイショップのプレイワールド構成過程における，大人の働きかけはどのよつ

なものだっただろうか.まず大人は，毒蟻やキリギリスというこれまで遊びのなかになかった

新しい要素を導入する役割を果たした.そしてそうしたキャラクターを多様な仕方で特徴づけ，

プレイワールドを構成する多様な側商に注意を促した.第一クールで、は「蟻」というテーマが

最初の重要な導入であった.大人は科学絵本や観察を通して，生物としての蟻の特徴に注意、を

うながした.さらに生物としての「蟻」をきっかけとして，虚構世界の中で蟻が位置づけられ

ていった.特に大人は，子どもとのやり取りを通して出現した主義蟻というキャラクターを，衣

装や振る舞いを工夫することで具体化すると開時に，複数の子どもに開かれた存夜として位霊

づけた.第二クールで、は r蟻とキリギリス」の物語に基づいたキリギリスが持ち込まれた.攻

ごっこの枠組みでとらえられたキリギリスは，子どもたちにとってそれほど異質な存在では

なかった.大人は r遊んでばかりの怠け者」としてのキリギリスの特徴を強識することによっ

て r蟻とキリギリス」の物語の枠組みを意識させると同時に，これまで遊びに登場しなかった

「異質な存在」として位誼づけようとした.

毒蟻やキリギリスという新しいキャラクターに対して，ある子どもは攻撃，反発，拒絶といっ

た強い反応を示し，別の子どもは無関心な様子を見せた.大人はこうした子どもの反応がなぜ

生じたのか考えた.そして，毒蟻やキリギ 1)スの衣装を工夫したり，大人自身が「毒蟻とは持

者かJ rキリギリスはどのような存在なのか」と向いはじめた.このように大人もまた，子ども
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と一緒に問題をたて，それを解く過程に関わった.第二クールに設けられたダンス大会やパー

ティーは，キャラクターが一堂に会する場であった.こうした場では，子どもたちの多様な反

応が引き出され，それぞれ独自に構成する遊びの世界が浮かびあがった.大人はこうした場を

通して，子どもがキリギリスを「敵」と見なしているのか r叱責の対象」と見なしているのか，

といったことを検討し，次のプレイショップのプランをたてた.このように，大人もまた，虚

構世界のなかで多様なキャラクターと出会い，その位置づけを変イじさせていった.

4.4. 今後の諜題

本研究では，それぞれの遊び、において出現した象徴的なキャラクターに焦点を当て，大人と

子どもがどのようにそれらのキャラクターを受け止め，遊びが展開していったかを検討した.

そして，プレイショップで実際に構成されたプレイワールドの特徴を検討した結果，子ども遠

はそれぞれの仕方で虚構世界の構成に関わったことが示された.このような遊ぴにおける，虚

構世界の構成は，子ども遠の認知的，あるいは情動的人格的発達にどのような変化をもたらし

たのだろうか.本研究では，プレイショップにおけるプレイワールドの特徴を記述することに

とどまり，プレイワールドを構成する過程で，遊ぴの参加者がどのように発達し，何を学んだ

かということを検討することはできなかった.

また，遊び、の設定の違いが，虚構世界を構成する過程や，遊びの参加者の発達にどのような

影響をもたらすのかということもさらに検討する必要がある.第一クールで、は，こ、っこ遊びと

描聞というニつの遊びはいずれも，その日のプレイショップの中心的な遊び、として位置付けら

れた.二つの活動は，その様式は異なるが，共に「毒蟻」というキャラクターを育てていった.

ークールでは，ごっこ遊びなど中心的遊びの前後に，紙芝居作りと描画という活動が置かれ

た.それぞれの活動は，異なる機能をもつものとしてより明確に区別された.描画はその日の

中心的遊ぴを振り返る活動として位援づいた.紙芝農作りはそこで描かれた絵を使って，遊ぴ

の中で構成される物語を皆で自覚的にとらえなおす活動となった.子ども達は，こうした遊ぴ

設定を通して，その日どんなことをして遊んだか自覚的に振り返るよう促され，また，遊びを

媒介する物語の枠組みに注意を向ける機会を与えられた.このような遊び設定において，ある

子どもは，自分の描画を紙芝居で演じられる物語のクライマックスで、使って欲しいと申し出る

など，紙芝居作りを意識して描画を行う子も現れた.このことから，プレイショッブを構成す

る捜数の活動はそれぞれ桔互に絡み合いながら虚構世界の構成を進めていったと考えられる.

その絡み合いの様を丁寧に読み解いていくことも今後の課題である.

謝辞

本研究は KODOMOプロジェクトの実施するプレイショップで得られたデータに基づく.

KODOMOプロジェクトは美晴幼稚園との共同研究である.プレイショップの遂行には東護満

額長をはじめ，多くの幼稚関教諭が参加していた.また，多くの「こどもJ になって遊ぶ大学

生ボランティアの存在なくしてはプレイショップは実施できなかった.特に，研究室で一緒に

プレイショッブを支えてきた小林梓氏(北海道大学教育学部)の賞献は大きい.以上の方々に

して感謝したい.

本研究の遂行にあたって，平成 16年度文部科学者科学研究費基盤研究(B)f発達・学習支援ネッ

トワークのデザインに関する総合的研究J の助成を一部受けた.



118 

[文献]

Bronstrom， S. 1992 Quick response: An ethnographic analysis of a drama-game in a Danish preschool. Th巴

Quaeterly Newsletter of the Laboratory of Comparative Human Cognition. 14(1)， 17-25. 

Bronstrom， S. 1999 Drama games with 6 y巴紅白oldchildren: possibilities and limitations. In Y， Engstrom， 

R. Miettinen. and R. Punamaki (eds.)， Perspectives 011 Activity Theory. Cambridge Univ巴rsityPress. pp. 

250-263 

エリコニン，D.1978/2002 天野幸子・伊集院俊隆訳遊ぴの心理学新読書社.

Hakkarainen， P. 2000 Early learning and development of learning potential. Mokslo dirbai， Edukologija， 

University of Klaipeda. pp，66-70. 

Hakkarainen， P. 2004 Narrative 1日arningin fifth dimension. Outlines， 1， 5-20 

石蒸広昭・内田祥子・長谷川まどか・池上愛・東霊堂j箭・松本主主総 2004 放課後保育実践の社会的組織化lこ関

する研究 KODOMOプロジェクト・プレイショップ報告一一北海道大学大学院教育学研究科紀要 第

95号. 29-71. 

Ishiguro， H. 2004 Play with Ants， Play as Ants: Play-shop Report in KODOMO project. In Let's Play: 

Seminar on play research and early education. 30 y巴arsof early education in Kajaani (Kajaani， Oulu 

University， Finland) 

力日用文男 1985 r役割j遊ひ、」議論の検討心理科学 第9巻第 l号 1-9.

力日用文男 1992 ごっこ遊びの矛盾に関する研究一一心環状態主義へのアフ。ローチ一一心理科学第 14巻第

l~子 1-19.

Lindqvist， G. 1995 The a日stheticof play: a didactic study of play and culture in preschools UPPSALA 

ヴ、イゴツキー， L， S.1933/1976 柴田事長松他訳 子どもの精衿発達における遊びとその役割 児童心理学講義

所収 pp，23-48. 



こどもとおとなによる慮機世界の協働創造過程の研究 119 

The Study on Creating Playworld by Children with Adults: 

The Second Report for Play-shop of KODOMO Project 

Sachiko UCHIDA， Madoka HASEGA W A and註iroakiISHIGURO 

A fantasy play is a crucial activity for preschool children. What do they learn 

through the play? This paper discusses it about the first and second courses of play-shop 

of KODOMO project in 2004. The play-shop is a workshop for play. An ant was a main 

material for the play-shops of the 2004 school year. The children took various experiences 

in the first course， such as observing ants， listening to fairy and scientific picture books on 

ants， drawing ants， and performing ants. Al口1par此tici均pa叙n北tsengaged in creating 

(仏Li加ndqv吋isはt，1995)" through them. The original story of“ants and grasshopper" in Aesop' 

s Fables was introduced to the play掬shopsand all the participants took roles as any insects 

in the second course. This study investigates what the playworld were and how it had 

been created. The Children's transition to capture the characters in the play-shops during 

the two courses is mainly focused for it. 

keywords: fantasy play， Playworld， narrative， KODOMO Project， preschool children 


