
はじめに

本稿の目的は，心理学の観点から保育評価の
あり方を考察することである。心理学一般に
とって，保育実践のような複合的かつ時系列的
な現象を扱うことは，理論的にも実証的にも最

高難度のテーマである。しかも，我々が向き合
わなければならないのは，他でもない「日本
の保育」であるから，その歴史や現在の状況を
踏まえつつ評価のあり方を考えなければならな
い。それは，少なくとも戦後の日本の保育が，
どのような理念の下で何を目指してきたかとい
う共通基盤と，地域的な多様性を包摂し得るも
のである必要があろう。

なお，本稿で評価の対象とする保育とは，あ

小論では，心理学的観点から保育評価のあり方を検討した。その際，発達理論の構築で重視されて
きた「分析単位」の考えを重視し，媒介理論に依拠して 2 つの分析単位を設定した。1 つは，子ども
の遊びの展開を捉えるための「遊びの三角形」であり，もう 1 つは，遊びの展開を支える保育者の援
助を捉えるための「導かれた参加」（ロゴフ）である。この 2 つの分析枠組みを用いて，〈遊び―発達〉
および〈保育の過程〉という 2 つの評価軸から，エコロジーの異なる 2 つの保育実践を分析した。両
実践において，遊びの状況や課題のダイナミックな変化・発展は，「遊びの三角形」の図式である程
度可視化できると考えられた。そして，エコロジーや思想的系譜の異なる保育実践であっても，保育
の過程における共通性を，「導かれた参加」概念によって抽出できる可能性が示された。
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Assessing Early Childhood Education and Care as an Ecological System

The purpose of this study is to examine the principles for assessment of early childhood education and care 
from a psychological perspective. Based on Vygotskian approaches, we adopted two concepts, or unit of analysis, 
namely, “triangle of play” and “guided participation” (by Rogoff ) to assess the development of children’s play 
activities and teachers’ interventions. Two practical cases with a varying degree of pedagogical and ecological 
contents were analyzed using these 2 units of analysis. The results revealed the progression / development in play 
through “triangle of play”. And, there is a possibility that both cases share a common childcare process from the 
perspective of “guided participation”.
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くまで公的性質を持つ「社会的共通資本」1）と
しての制度・実践に限る。したがって，その

「よさ」や「よい方向」を決めるのは，国家的
統制と市場原理から相対的に自律性を保った職
業的専門家集団であると想定する。その専門
家集団の構成原理や制度化，チェック機能など
は別途論じる必要があるが，それは筆者の専門
の範疇を超えるのでここでは扱わない。あくま
で，そうした専門家集団が，「保育」のような
複雑・多様な実践を評価するとしたら，どのよ
うなものの考え方と視点を採用すべきかという
点について，一心理学徒として管見を整理する
ことに主眼をおきたい。

１．予備の考察

（1）発達的アプローチと分析単位
何事も研究は，対象をどう設定し，そこにど

う迫るかというアプローチの選択からはじま
る。問題が複雑なだけに，若干迂遠な道を経由
して，そこを丁寧に考えておきたい。心理学は，
基本的に個人の行動と認識の仕組みを，物理学
をモデルとした要素還元的な立場の下，条件の
統制と定量的な技法によって明らかにする方法
を磨いてきた。こうしたアプローチを，ここで
は実験心理学的アプローチと総称しておく。

児童研究が盛んになった 19 世紀末から 20 世
紀初頭には，子どもに対してもこうした方法が
採用されたが，あくまで大人用に開発された方
法を子どもにも当てはめ，個人の能力や特性に
関する現下の情報を提供したにすぎない。つま
り，子どもの「発達」を扱うことができないも
のであった。

子どもを発達的に理解し，それによって教育
的関与に示唆を与える研究が登場するのは，む
しろより自然な環境における子どもの追跡的な
観察と臨床的な実験方法に基づく，発達理論の
登場を待たなければならなかった。その嚆矢と
して，ピアジェ，ワロン，ヴィゴツキーを挙げ
ることができる。大人を対象とし，言語的相互
作用に依存し，時間的変化を想定しない実験心

理学的アプローチに対して，彼らは発達的（発
生的，歴史的）アプローチを探究した。そのた
めに，分析単位（unit of analysis）の変更を迫
られた。すなわち，現下の能力や特性を測るの
ではなく，「発達」を評価するには何を観察・
分析すればよいかが問題になったのである。こ
れに対し，ピアジェであれば「シェマ」，ワロ
ンでは「姿勢－情動系」，ヴィゴツキーであれ
ば言葉（内言）の「意味」を，それ以上要素に
分解してしまうと心理的統一性を失ってしまう
最小単位あるいは基底概念として設定した。彼
らの研究が多くの後続研究を刺激し，実践にも
深い影響を与えたのは，入念な分析単位や概念
の設定の上に理論化を進めたからであろう。そ
の共通点は，「実体」ではなく，「関係」を抽出
しうる諸概念の体系を打ち立てたことにあると
いえる。

ピアジェの「シェマ」は，子どもが環境（特
に物理的環境や自然現象）とどのような関わり
を持つかに着目した概念といえ，それにより新
生児の反射から児童期以降の論理的知性までを
つないだ「認識」の発達理論を構築しようとし
た。ワロンの「姿勢－情動系」は，子どもが他
者を含む環境とどのような関係を取り結んでい
るかを問題にしているが，それはピアジェ理論
では説明しきれない表象機能の社会的起源を捉
えようとしたからであった。そして，ヴィゴツ
キーは，思考と言葉との発生的関係を分析する
ために，それぞれの要素に還元されない心理的
統一体としての言葉の「意味」（個人的で，流動
的で，歴史的で，文脈依存的なもの）を研究対象
にしたのである。

これらの理論的格闘は，いずれも心理学が実
体としての「心」を扱い得ないための必然で
あった。心理学を行動科学や脳生理学に回収せ
ずに，「心」を「関係」として再定義するため
の分析単位の再設定や概念的道具立てを通し
て，子どもの心理的発達を説明する道を開いた
のである。
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（２）「関係」としての保育
翻って，保育も同様に，その実体を前提にす

ることのできない現象である。園庭の砂やス
コップ，様々に展開される遊びと生活，計画や
カリキュラム，運動会や生活発表会のような行
事，そして子どもや保育者，そのいずれもが
保育の構成要素であるが，保育そのものではな
い。保育は，それを構成する要素が不可分の結
びつきを持ちながら，ある運動論理で生成を繰
り返す営み（活動，実践）である。そのような
複雑かつ力動的な対象を，我々はどのように評
価し得るのか。

保育の評価において，その中心に据えられる
べきは「子ども」あるいは「子どもの発達」で
あろう 2）。ただし，子どもの発達が保育のすべ
てではない。更には，その発達を，脱文脈的に

「～デキル」か否かという水準に置いてしまう
と，保育と子ども，あるいは保育者と子どもを，
それぞれ独立した実体とみなす二元論を前提と
することになる。そうなると，保育や保育者を
技術，子どもを操作対象とみなす功利主義・道
具主義的な原理の上に保育評価を論じることに
つながる。

ここでは，そうした二元論的，還元論的，道
具主義的な前提を，保育評価の基底原理として
は採用しない。なぜなら，実際の実践としての
保育は，すべての項がつながりあった関係的・
システム的な現象であり，それを性急に二元論
的に分解して因果的に理解することは，実践的
にも学術的にも前進を妨げると考えるからで
ある。かといって，すべてはつながっていてほ
ぐせません，全体のまま観察するしかありませ
ん，というのも生産的ではない。我々は，かつ
て発達理論家が試みたように，保育の諸過程を
象徴する「関係」を概念化する必要がある。そ
れが分析単位となり，一見多様に見える現象を
統一的な視座から観察し，必要な色分けや判断
を為すための論拠を得ることができる。

２．「保育」のエコロジー

（1）「開かれた専門性」
ここで改めて，我々がいま評価の対象にしな

ければならない「保育」注 1）とは，どのような
規定性を帯びた実践であるのかを考えておきた
い。小川 3）が強調するように，「保育」は近代
化の過程で「人の育ち」に関わる一部の領域が
再特殊化されたプロフェッションであるが，保
護者や地域での非専門的・非再帰的な実践との
相互浸透的関係にある「開かれた専門性」4）を
持つ。それは，ヨーロッパ中世の大学で生まれ
た医療や法曹のような，合理・実証主義に基づ
くテクノロジー，いわば“タテ割りの知”を独
占する専門性ではない。そのことが，「保育」
の専門性確立の困難さであり，かつ，専門性の
再定義を必要とする理由である。事の必然とし
て，「保育者」の養成も，「保育」の評価も，そ
の内容と方法において「開かれた専門性」を前
提とした議論が求められる。

それゆえ，要素に細分化する方法はなお妥当
性を欠く恐れがあり，評価としての厳密性は優
先順位を下げて考えた方がよいだろう。むし
ろ，最優先で評価すべき観点は，その「保育」
がエコロジカルであるか否か

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

，ではないだろう
か。つまりは，「保育」を構成する諸要素が調
和的に作用し合い，その過程を通して子ども個
人や集団がよい方向に発達するとともに，職員
集団や保護者を含む「保育」コミュニティが，
構成員が合意し期待する方向に発展しているか
どうかである。

この時，園 A と園 B，遊び A と遊び B，子
ども A と子ども B が，その具体的な内容や姿
において相当に異なっていたとしても，それぞ
れが「保育」のエコロジーとして調和したかた
ちでよい方向に向かっているかどうかを評価で
きる枠組みが必要であろう。なぜなら，「人を
育てる」システムの具体的な様態は，実際のと
ころ多様なバリエーションがあり，構造的な質
たる制度や法的文書から指導書や解説書などに
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いたる「言葉」と，プロセス的な質たる実際の
「実践」との間には，保育観など様々な“観”
を媒介にした一定の自由度が想定されるからで
ある 5）。

（２）多様性を包摂するには
心理学的観点から「保育」評価を考える場合，

実験心理学から発達的アプローチへの転回は前
進の一里塚であったといえる。しかし，20 世
紀前半の発達理論は，発達の普遍性を志向する
ものであったため，実践と発達の社会・文化・
歴史的な多様性を説明する道具立ては十分では
なかった。それゆえ，ポストモダン思想やヴィ
ゴツキー学派の影響を受けた社会・文化・歴史
的アプローチが現れた。他方では，心理学研究
の生態学的妥当性を重視する立場から生態学
的アプローチが台頭した。これらはいずれも，
1980 年前後に新たな潮流として認知されはじ
めたが，人間研究の実験室的伝統に対して，人
間をその生きる場のシステムと不可分の関係に
あるものとして再設定し，存在論的な転回を志
向するアプローチとしての共通性を持つ。革新
的な保育実践として評価されてきたイタリアの
レッジョ・エミリアの実践やニュージーランド
の就学前統一カリキュラムであるテ・ファーリ
キも，こうした発達研究や心理学の新しいアプ
ローチを取り込んできた 6）。

特にテ・ファーリキは，二文化主義を標榜し
つつ多様な文化的背景と価値観，施設種別を包
摂する枠組みになっている点が興味深い 7）。七
木田によれば，「エンパワメント」「全人格的発
達」「家族と地域」「関係」という原理の糸と，

「幸福」「所属感」「貢献」「コミュニケーション」
「探究」という要素の糸で編みこまれたファー
リキ（Whāriki）は，「誰もが拠り所となる敷物」
という意味も持っている 8）。その敷物の上で，

「学びの構え」（learning disposition）ないし「有
能な学び手としての自己像」が育まれることを
一大目標に据え，「保育」の，多様だが共通し
た構造と過程のセットが構想されている 9）。

こうした着想に倣えば，我々が目指すべき
は，「保育」の具体的な様式や内容を一元的に
規定するような評価ではなく，多様な実践に共
通する質の同一性，あるいは，一見似たように
見える実践の質の差異性を，明るみにするよう
な道具立てであろう。「保育」の中核は，子ど
もの発達や学びにあるが，それは「保育」の全
過程と不可分であり，状況的で文脈に埋め込
まれている 10）。この認識から出発するならば，
心理学的観点から観察し評価し得る対象は，大
きくは以下の 2 点に集約されるだろう。

① 子どもが，自分と世界をどう関係づけ，調
整し，更新し，発展させようとしているか。

② 「保育」の過程が「子どもの自己と世界の
関係づけ」にどう関与し，また，それにど
う影響を受けて変容しているか。

①は，いわば子どもの〈遊び－発達〉の評価
軸である。そこでは，遊びの内容をカテゴリカ
ルに評価したり（構成遊びとか，協同遊びのよう
に），その心情に解釈的にアプローチ（没頭して
いる，遊びこんでいるというように）するのでは
なく，子どもがどのような「道具」を媒介して
対象世界と関係を結んでいるかという，「子ど
も－道具－対象」の三項で構成される「遊びの
三角形」（後述）を分析単位とする。

②は、〈保育の過程〉の評価軸であり，実際
のところ広範囲に及ぶ多層的なものである。保
育者の言葉かけや身構えのようなミクロな側面
から，環境のアレンジ（物理的，人的，時間的），
様々な水準の計画やカリキュラム，園の理念や
同僚性，保護者の背景や地域性などのマクロな
側面にまでわたっている。これらを，それぞれ
網羅的に観察することは煩雑なばかりでなく，
その実践の質の中核を抽出するために得策では
ない。そこで，子どもの発達の具体と不可分の
結びつきを持つ文化的パターンの規則性に着目
するロゴフの社会文化的発達理論 11）に依拠し，

「導かれた参加」（guided participation；後述）を
分析単位とする。
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３．＜遊び－発達＞の評価

（1）遊びの三角形
〈遊び－発達〉の軸では，「子どもが，自分と

世界をどう関係づけ，調整し，更新し，発展さ
せようとしているか」を評価する。そのために，
子どもがどのような道具を媒介して対象と関
わっているかをひとまとまりの分析単位とする

「遊びの三角形」に着目する。このアイディア
は，ヴィゴツキーを始原とする媒介理論に基づ
く。ヴィゴツキーは，人間の精神活動を研究す
るために，意識や行動を際限なく要素に還元し
て分析する原子論的な方法を批判し，それ以上
分解すると主体にとって意味的なまとまりを失
う最小単位を設定すべきだと主張した 12）。そ
の際，人間の精神活動の特徴は，対象（世界）
に対して直接的な関係を持つのではなく，常に
何らかの道具を媒介した間接的関係を構成して
いるとし，人間精神の媒介性を根本原理に定め
たのである。ここでいう道具には，物理的なも
の（例えば，食具），心理的なもの（例えば，言
葉），そして社会的なもの（例えば，行事）など，
広範な媒介が含まれる。

人間の媒介された意識や行為は，図 1 のよう
な三角形で一般的に表示される。「対象」には，

「目的」も含まれる。何かを学んだり，熟練し
ていくということは，子どもの抽象的な能力が
高まるということではなく，子どもと対象（目
的）と道具の三者関係の変化を意味する 13）。つ
まり，遊びを通した発達を評価するためには，
子どもの姿だけを観察するのではなく，子ども

が何を媒介にして対象や目的とどのような関係
を結んでいるのか，そしてその三者関係（遊び
の三角形）がどのように変化したのかを分析し
なければならない。

例えば，遊びの質評価において，しばしば
「熱中」や「没頭」は保育者が重視する側面で
ある 14）。しかし，素朴な解釈主義では，TVゲー
ムを 3 時間やり続けている子どもと，ひたすら
虫捕りをしている子どもを，理性的に識別でき
ないだろう。もし，TV ゲームをしている姿が

「プログラムに反応している受動的な活動で，
熱中や没頭とは違う」と評価されたとしても，
なぜそういえるのかを共有できる材料に乏しい

（子どもに常に非侵襲性の脳機能計測器をつけてお
くならば脳生理学的指標の比較はできるだろうが，
それは現実的ではない）。実際は，「ゲームはダ
メ」という規範が先にあって「評価」がなされ
ているかもしれない。それでは，専門性が担保
されない。

これに対し，「遊びの三角形」で見れば，TV
ゲームを他の遊びと同じ方法で分析できる。虫
捕りと比べてみよう。2 歳の子が，しゃがんで
アリを見ている。そこに，保育者が「アリさん
お仕事してるね」のような言葉をかける。その
ような遊びの状況は，〈子ども－言葉－アリ（を
見る）〉という三角形を構成している。その子
が 3 歳になったとき，虫網を使って様々な虫を
捕まえるようになると，三角形は〈子ども－虫
網－虫〉と発展する。虫捕りでは，媒介する道
具の変化（図鑑，映像，人，虫めがね，ピンセッ
トなど）により，対象たる虫との関係づけが柔
軟かつ多様に開かれている。一方で，TV ゲー
ムでは，〈子ども－ゲーム機－二次元映像〉の
構造はより柔軟性を欠くように見える。もっと
も，普遍的・絶対的に活動としての発展性を欠
いているかといえば，そうではない。ゲームそ
のものが道具となり，対象が友人やサークル活
動になったり，新たなプログラムの開発になっ
たりと，社会的・文化的に発展し得るものであ
る。ただ，多くの乳幼児にとっては，TV ゲー

主体 対象

道具

図１　 ヴィゴツキーによる人間の精神活動の分析
単位の図式
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3

ムに比べると，虫捕りの方が「遊びの三角形」
を発展させやすいだろう。
「遊びの三角形」の分析において，第一に着

目すべきは「その活動の目的は何か」を定める
ことである。砂場で砂を「掘ること」自体が目
的なのか，堀った砂で「山を作ること」が目的
なのかにより，三角形の描き方は変わってく
る。前者であれば，手段（媒介）は「手」や「ス
コップ」であるが，後者であれば「砂を掘ると
いう行為」である。後述するような年長児の集
団的・長期的な活動である場合は，遊びの三角
形は子どもごとに多様であり，かつ相互に影響
を受けながら変転していくダイナミックな過程
である。そのような場合，ある要素が時には手
段となり，時には目的となるなど，構成要素間
の関係は固定的ではない。遊びの三角形はある
時点の構成自体を評価対象とするよりも，子ど
もたちの遊びの発展過程を可視化し，評価者間
ですり合わせていくための概念的道具といえ
る。

テ・ファーリキ作成の中心人物であったカー
は，学びの構えに含まれる「関心」と「熱中」
を評価するために，媒介理論を援用した関心と
熱中のシステムを提案している 15）。それによ
ると，子どもの関心は，「文化的道具」，「活動」，
そして「社会的コミュニティ」へと広がる媒介
手段注 2）を通して表現され，「ある人が文化的
道具（事物，道具，物語など）を使っている時，
そして活動にひき込まれている時，あるいはそ
の活動が社会的コミュニティによって価値ある
ものとされ支持される時，何か関心あるものへ
の深い熱中が生じていると判断することができ
る」16）という。

我々は，外形的な子どもの行動をそのまま見
ればよいのではなく，遊びの過程で生じる子ど
もの内面（心，意識）にアプローチしなければ
ならない。しかし，内面は，直接観察すること
ができない。遊びの質ないし「保育」の評価を
公共的に行うためには，行動や外形の客観観察
のみでも，内面の共感的解釈のみでも不十分で

ある。しかし，人間の精神活動が道具に媒介さ
れているというテーゼに基づけば，子どもの遊
びの過程における心理的プロセスは，「遊びの
三角形」において我々に表示されていると考え
ることができる。

（２）「遊びの質」に関する議論を拡張する
日本保育学会の課題研究委員会は，近年「遊

びの質」に関する集団的検討を行い，これまで
2 期に分けて結果を報告している 17）18）。特に，
第 2 期委員会の研究（以下，第 2 期研究）では，
現在の社会的・政治的状況も踏まえながら，

「遊び」の質とその評価に関する理論的検討を
行い，更にエコロジーが異なると思われる 2 園
での実践観察結果を分析しており，遊びの質を
評価する視点に関する具体的な提案がなされて
いる。第２期研究の結果として，河邉は遊びを
中心とした保育を展開している M 園の特徴を
次の４点に集約している 19）。すなわち，①「見
る - 見られる」関係が成立し，子ども間で遊び
の情報の取り込み合いがある，②遊びの状況に
関わる中で子どもはやりたいことを見出し，そ
して状況そのものを更新する面白さを感じてい
る（具体的には，ある３歳児がホースと水と泥と
使った遊びの状況を，他児との関わりの中で次々
に更新していく例が紹介されている），③それを
通して次にやりたいことが生まれ，遊び課題が
つながりを持っている，④現在進行形で環境の
構成と再構成が進んでいく，である。

これを，「遊びの三角形」で分析すると，以
下のように再整理できる。①は，子どもが他
の主体たる子どもを互いに媒介（道具）として
対象に関わることを促す環境を意味する。②で
は，子どもが状況（ないし活動）を媒介しつつ，
遊びの展開に伴って道具たる状況（活動）その
ものを更新しており，保育者はそうした「遊び
の三角形」の更新に価値を見出している。③は，
状況（活動）の更新に伴う新たな「遊び課題」

（「子どもが面白さに向けて実践を作り変えていこ
うとする時に具体的にもつ行為の目的」20））の創
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発を意味する。そして，④は，子どもの①～③
の過程を支える保育者の役割といえる。

第 2 期課題研究委員会は，遊びを目に見える
ものに限定した成果主義的な立場を乗り越える
のはもちろん，「集中している」や「没頭して
いる」のように，遊びの「様態」を評価するこ
との限界も指摘し，「それぞれの子どもが遊ぶ
ことによって有能な学び手として育つプロセス
を『質の高さ』として捉える」ことを挙げてい
る。そのために，遊びという文化的実践に自ら
参加し，「どのように人やモノにかかわって遊
びを変化させていくかをつぶさに読み取ること
が，質の評価につながる」としている 21）。し
かしながら，それが“方法”として自覚的に示
されるには至っていない。方法が自覚化される
ことによって，観察者内信頼性が格段に高まる
とともに，方法は観察者間で共通化させること
ができるものである。第 2 期研究の成果は，「遊
びの三角形」を分析単位として，遊びのプロセ
スを評価する方法を暗示していたといえる。今
後さらに，「遊びの三角形」を用いてどのよう
に子どもの遊びのプロセスを評価し得るかを，
体系立てる必要があろう。

４．〈保育の過程〉の評価

もう１つの評価軸は，「『保育』の過程が『子
どもの自己と世界の関係づけ』にどう関与し，
また，それにどう影響を受けて変容している
か」であった。以下では，2 つの実践記録を取
り上げ，特に子どもの「遊びの三角形」と保育
者の意図や関わりが，どのように相互構成的に
展開していくのかを分析していく。

（1）「かえるくん劇場」の実践
佐藤寛子氏による実践記録である 22）。お茶

の水女子大学附属幼稚園の 5 歳児が，紙で作ら
れた「かえるくん」をめぐり，1 年をかけて次々
に新しい遊びの状況を創りだしていった。ある
日，A 子が，紙で作ったかえるくんを保育者
に見せた。保育者は，かえるくんが身に着けて

いた布製のエプロンの柄が，A 子が年中組の
時に着ていたエプロンとおそろいであることに
気づき，「ドキッ」とする。A 子はその後，か
えるくんを引き出しにしまってしまい，遊ぶこ
とはなかった。年長になると，「みんなのため」
の活動が多くなる。進級当初，A 子が新しい生
活にうまく乗れていないことが，保育者は気に
なっていた。保育者は，A 子に対して直接で
はなく，「かえるくん」の方にアプローチする
ことにした。小さなエプロンをかけるハンガー
を，黒いモールで作ってみせると，A 子はかえ
るくんを引き出しから出してきてきた。そこか
ら，B 夫など他の子どもも加わって，ハンガー
をかける物干しや段ボールの家が作られたり，
かえるくんの友だちとして「ドラえもん」が作
られたりして，登場人物たちの「お話」が創作
される遊びに発展していった。この間，保育者
は，子どもたちの遊びの展開に合わせて，様々
な材料や道具を用意し，子ども同士のイメージ
がまとまっていくことを支える提案などをして
いた。「かえるくん」をめぐる遊びは，その後，
劇としてより本格的なものになっていくが，こ
の時，ものの仕組みに強い関心を持ち，画用紙
で緻密な構造物の製作を好む G 夫が，劇場の
幕作りに関わることになった。G 夫のこだわり
は，他の子どもの求める水準や方法とはズレた
りして葛藤を生じたが，一緒に製作に打ち込む
同志も得て，最終的に自動開閉式の幕が完成，
小さい組を招いての「かえるくん劇場」の実践
として実を結んだ。
「かえるくん劇場」の実践における遊びの展

開を，図 2 に整理した。三角形の理念モデル
は，図 1 に示した通りである。ただし，⑴ -4
では，主体に「A 子」と「B 夫」，道具に「か
えるくん」と「ドラえもん」，対象に「家作り，
お話作り」がそれぞれ入る。A 子は，どのよ
うな文脈か分からないが，ある時かえるくん
を作った（⑴ -1）。しかし，かえるくんを媒介
にして，うまく世界に関わることができなかっ
た（⑴ -2）。そこに，保育者は，A 子ではなく，
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3 かえるくんを主題化し，ハンガーを作った。こ
こに，A 子の遊びが動き出す大きな転機があっ
た。A 子は，ハンガーを媒介にすることによっ
て，かえるくんとの関係を開いた（取り戻した）

（⑴ -3）。⑴ -3 で生まれた「遊び課題」は，他
の子どもの共感を呼び，そこから次々に状況を
更新する遊びの展開が生まれた（⑴ -4）。⑴ -4
は，A 子と B 夫のみ抜き出して図式化してい
るが，実際はやがて劇場作りへと発展する過程
で G 夫を含む多くの子どもの間で，「遊び課題」
が共有されたり，交渉されたりしただろう。こ
れは先の第 2 期研究 23）で，「『見る - 見られる』
関係が成立」し，「遊びの情報が他者に開かれ
て」いる状況に通じる。その状況とは，複数の
子どもの「遊びの三角形」が連結・交渉・総合
していく過程である。
「かえるくん劇場」の実践では，保育者の視

点（かえるくんへのアプローチ）と援助（ハンガー
の提案）が，子どもたちの「遊びの三角形」が
相互構成的に関わりあいながら展開する上で重
要な役割を果たしていることがわかる。

（２）「秘密基地づくりプロジェクト」の実践
もう 1 つの実践は，下田浩太郎氏による自然

豊かな山里の私立保育園での，同じく 5 歳児の
記録である 24）。ある日の散歩で，予定の場所
に行く道中で山に入ったことをきっかけに，探
検的な遊びに変わり，やがて子どもたちの間で

「ヒミツキチ」が主題化された。園に戻った後
も冷めない子どもたちの気持ちを受けて，保育
者はプロジェクト活動として展開できるかもし
れないと考えた。保育室のカーテンを閉め，ド
アをバリケードでかためて秘かな話し合いを
し，思いつく道具をそろえて「ヒミツキチ」を
作り出した。父親たちが近くの山に作ったツ
リーハウスや「竹の家」なども見に行き，いよ
いよ具体的な基地作りが動き出す。しかし，い
ざはじめると，ある子が「これ，かってにあな
ほっていいの？」と問うたので，そこで山の持
ち主にお願いして許可してもらおうということ
になった。役場で尋ねると，所有者を調べるに
は「公図」が必要と教えてもらい，子どもたち
は公図をもらって現地調査をはじめた。通りか
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かった森林組合の方の助けをもらい，所有者に
たどり着いた（園長の義兄だった）。そうして本
格的な基地作りとなり，完成を迎えた。この活
動の経過をお便りを通じて楽しんでいた保護者
たちから，秘密基地を見たいとの声が上がった
が，子どもたちの「ぜったいにひみつにしたい」
との意見表明を尊重し，ついに公開しなかっ
た。卒園を控えた頃の話し合いで，子どもたち
は 2 つの提案をした。１つは，山を貸してくれ
たお礼に持ち主のご夫婦を基地に招待したいと
いうこと，もう 1 つは，基地を在園児のために
残したいということであった。子どもたちは，
この 2 つを叶え，卒園していった。
「秘密基地づくりプロジェクト」における遊

びの展開を，図 3 に示した。最初は，「ヒミツ
キチ」というものへの憧れが遊びを先導してい
たと考えられ，それぞれの子どもの「遊び課題」
は散発的で，互いに課題として結びついていな
かったかも知れない（⑵ -1）。しかし，子ども
たちの「ヒミツキチ」への強い期待を受け，お
そらく保育者はまず「秘密」という対象を主題
化する関わりを試みた（“カーテン”や“バリケー
ド”）。その過程で，子どもたちは，「キチ」（ま
だぼんやりとした，記号としての）を媒介にして

「秘密」と関わることで，この活動全体を共有
しはじめた（⑵ -2）。その後，「秘密」は一旦子
どもたちの意識の前景からは退き，いよいよ

「キチ」という言葉を媒介にした具体的な「基
地」のイメージを膨らませた（⑵ -3）。⑵ -3 に
至って，「秘密基地を作る」ということが「遊
び課題」として三角形の連結・交渉・総合に向
けた運動をはじめたと考えられる。その後の展
開は，実にドラマティックである。個々の子ど
もの「遊びの三角形」は少しずつ異なっただろ
うが，概ね⑵ -4 ～ 6 のように，三角形の構造
を次々に変容させていった。⑵ -4 では，「公
図」を媒介にして，「基地」の意味を更新した
と考えられる。そこでは，社会のしくみに関す
る学びが「遊び課題」となっていたのではない
か。基地完成後の⑵ -5 では，「ぜったいにひみ

つにしたい」と再び「秘密」が前景化し，それ
を媒介にして「仲間」の意味が変容したかもし
れない。外側から与えられるものではなく，一
連の協同活動を通した結果としての仲間意識で
ある。卒園を控えた⑵ -6 は，そうして更新さ
れた「仲間」を媒介にして，山の持ち主への礼
儀（責任）と，後輩への文化遺産の継承（貢献）
が「遊び課題」になったように見える。
「秘密基地づくりプロジェクト」の実践では，

保育者が即時的に実体としての「秘密基地」に
アプローチしなかった点が重要な援助となって
いる。すぐに基地作りに取り掛かっても，子ど
もたちはそれなりに楽しんだかもしれない。し
かし，保育者は，まず秘密基地の持っている心
理的側面を重視した。それにより，子どもたち
の「遊びの三角形」において，「基地」はすぐ
には対象とならず，まず「秘密」であることを
共有し，楽しむ過程が生成したのである。これ
によって，個々の三角形が連結し交渉し合う土
俵が敷かれたといえる。最終的に，「秘密」で
あることは，子どもたちにとって，自分たちの
自律性（自立性）を自覚させる重要な役割を果
たしたと考えられる。

（３）2 つの実践に共通する「保育」の過程
佐藤・下田両実践は，お茶の水女子大学附属

幼稚園と山里の私立保育園という，制度的・地
域的・歴史的にはかなり異なる現場で行われた

「保育」の記録である。両実践は，前者が倉橋
惣三から津守真へと至る思想的系譜を引き継ぐ
保育のエコロジーにおいて，後者が全国幼年教
育研究協議会の「集団づくり」の思想的系譜を
引き継ぐ保育のエコロジーにおいて，それぞれ
展開されたものである。実際の遊びの内容も，
外形的には随分違っている。しかし，そこに共
通した「保育」の過程を抽出することができる。

ここでは，それを「導かれた参加」という
概念を分析単位として考察する。この概念を
提唱したロゴフは，発達を個人とコミュニ
ティの相互構成的な全体的過程として捉えて
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3
おり，コミュニティの活動への「参加の仕方」
が決定的に重要な分析視点とされる 25）。その
際，子どもや人びとの「参加の仕方」の規則性

（regularity）のパターンを総称して，「導かれ
た参加」と呼んでいる。特に，ロゴフがその基
本的過程として重視するのが，コミュニティの
活動への参加を人々が互いにどう構造化し合っ
ているかである。これには大きく２つの規則性
がある。一方は，子どもをコミュニティの大人
の活動に統合するパターン，他方は，子どもを
大人の活動から切り離すパターンである。一般
に，学校教育が普及したコミュニティでは，後
者の規則性に基づいて，子どもの参加が互いに
構造化される。たとえば，子どもは学校という

「大人になるための準備機関」に収容され，子
どものためだけに用意された特別な環境や関わ
りの中ですごす。そうしたコミュニティでの大

人と子どものコミュニケーションの典型は，ク
イズのような形式である。大人は，すでに答え
を知っている事柄について子どもに問い，子ど
もがそれに答えると，フィードバックがなされ
る。ロゴフによれば，こうしたクイズ形式のコ
ミュニケーションは，子どもと大人の活動を分
離しないコミュニティではまれにしか観察され
ないという。そして，そうしたコミュニティで
は，むしろ展開していく活動を子どもが注意深
く観察することを促すコミュニケーションが重
視される。

佐藤・下田両実践に共通しているのは，子ど
もの参加機会の構造化の過程である。つまり，
大人（園）にとって必要感のない（外部化され
た），子どものためだけに用意した環境に子ど
もを参加させるのではなく，子どもたちの遊び
が，その園の「保育」の過程に内実を与える不
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可欠の活動となるように構造化されている。つ
まり，ロゴフの区分では，コミュニティの（大
人の）活動と子どもの活動を分離しない規則性
が実践されていると考えられるのである。

保育者は，子どもたちの「遊びの三角形」を
先に設定しない。子どもが，何かを媒介にして
対象に関与し（目的を形成し）ていることを出
発点として，その「遊びの三角形」にどのよう
に関与するかというところに，援助の切り口を
探っている。佐藤氏であれば，それを「かえる
くん」に見出し，下田氏であれば「秘密」から
入っている。そして，個々の子どもの「遊びの
三角形」は異なっているが，それぞれが発展す
る方向性と，仲間や集団としての「遊びの三角
形」の発展の方向性を，どのように調整してい
くかが引き続く援助の中心課題となっている。
佐藤氏であれば，象徴的には G 夫の三角形と，

「かえるくん」をめぐって形成されてきた子ど
もたちの三角形をどうつないでいくかに眼目が
ある。下田氏では，例えば，「かってにあなほっ
ていいの？」という一人の子どもの気づきを，
子どもたち全員の新たな活動へと結びつけてい
る。

両実践の特徴は，子ども個人の背景や関心お
よび学びの構えの形成を尊重するという意味に
おいて，レッジョ・エミリアやテ・ファーリキ
との共通性があると言えるだろう。しかし，そ
れらのドキュメンテーションや「学びの物語」
が基本的に個人ファイルとして構成されていく
のに対して，佐藤・下田両氏の「保育」の視点
は，常に個の育ちと集団の育ちの両面に向けら
れている。こうした志向性は，一般的とは言わ
ないまでも，「日本の保育」の過程にある程度
共通した専門性と見なせるかもしれない。

５．おわりに

「保育」の実践は，「社会的共通資本」の 1 つ
として，その専門性の評価に応えることが社会
的に要請される。しかし，評価が実践を委縮さ
せるものであるなら，無意味である。我が国の

評価をめぐる土壌は，未だ旧来の評価観－カー
が「問題点モデル」と呼ぶような 26）－に浸っ
ているかもしれない。小論でも諸外国の動向を
参考にしているが，いたずらに海外の評価法を

「技術的に」導入することは避けたい。自分た
ちの心の構え（mind set）を自覚した上で，「日
本の保育」の実践と研究の協働による，独自性
のある評価理論が生まれていくことを期待した
い。

注
（注 1）本稿では，小川 27）に倣い，「保育」と

鍵括弧をつける場合は，一般的な意味での保
育に対して，近代化の過程で再特殊化された
プロフェッションとしての意味を表すものと
する。同様に，「保育者」も，「保育」の専門
性を担う主体を意味する。

（注 2）Carr は，特に J, Wertsch の媒介された
行為論に依拠して媒介手段という用語を用い
ているが，ここでは上述の「道具」と同じ
意味で押さえておきたい。「道具」（tools）に
は，媒介一般としての広義の意味があると同
時に，狭義には通常我々がイメージする道具

（ハサミ，車，パソコンといったような）の意
味も持っている。
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