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【要旨】
本稿は，子どもが「なじんでいく」「まとまっていく」といった経験的事実を，

「社会化」研究がいかにして捉えることができるのかを検討し，幼稚園に入園し
たばかりの園児がルーティン的活動に出会う「はじめの 5 日間」の相互行為が
どのように組織化されているかを明らかにする。社会化は長きにわたって教育社
会学のテーマであり続けてきたが，そこには，社会化という枠組みで現象を捉え
ることの問題と，社会化という枠組みを解除しようとしたがゆえの見落とし，と
いう二重の問題性がある。こうした問題に対し，本稿は「社会化」概念を，子ど
もが「できるようになる」「なじむ」「まとまる」といった日常的な記述の上に重
ねられた「二階の概念」として捉え，「社会化」過程の再特定化を試みる。この
方針のもと，幼稚園年少級に入園して間もない園児たちが，幼稚園で園児がまと
まりある活動を構成していく過程における相互行為がどのように組織化されてい
るのかを分析した。分析の結果，保育者と園児の相互交渉のなかで，①前景化す
る課題が変化すること，②園児らの「エラー」と捉えられる行動に相互行為系列
上の合理性があること，③場面の状況によりそれまで続けられた課題が後景化す
ること，が明らかになった。こうした知見から，本稿は，教育者と被教育者の交
渉過程と子どもの相互行為能力に目を向ける必要性と，実践に拓かれた「社会
化」研究の可能性を示唆した。
キーワード：エスノメソドロジー，相互行為能力，幼児教育
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1.　問題の所在：幼稚園のルーティン活動に子どもはいかにしてなじむか

本稿の目的は，幼稚園に入園して間もない園児たちが，幼稚園での生活に固有の

ルーティン活動をはじめて経験し，その活動に「なじんでいく」過程がどのように

組織化されているのかを，実際に生起した相互行為から明らかにすることにある。

幼稚園に入園した子どもたちは，保育者・同年齢の子ども達・遊具・お遊戯など，

さまざまな「はじめて」に出会う。とりわけ，保育者対園児集団で行われる保育室

での活動は，多くの子どもたちにとって未知の状況であろう。子どもは，家庭内と

は異なった形でやりとりが組織される教育場面に，新参者として参入していく。子

どもにとっては，その新たな社会的場面にいかに「なじむ」かが問題となり，その

一方で，保育者にとっては，新参者の子どもたちをいかに幼稚園での生活に「なじ

ませる」かが実践上の重大な関心事となる。

この幼稚園に「なじむ／なじませる」ことに関して，保育学・幼児教育学の領域

では「ルーティン」がキーワードになっている。この場合のルーティンは「生起順

序に規則性のある複数のスロット（構成変数）からなる定型的なやりとり」（Brun-

er 1985）と定義されており，言語・認知的に未熟な子どもを活動に参与させる方

法として捉えられている。現在，多様なルーティン場面の分析（無藤　1997，外山　

2000，鈴木・岩立　2010）が蓄積されているが，そこではルーティン活動を通して，

子どもが言語的・社会的能力を獲得するという見方が主流となっている。実際，日

常的には保育者も保護者もルーティン活動での様子を判断材料として子どもが幼稚

園に「なじんでいる」かどうかを見ることがあるだろうし，ルーティン活動を通し

て子どもが新たな振る舞いを身につけた，と感じることもあるように思われる。

ところで，このような過程は社会学の領域では「社会化」過程と分類されてきた。

特に幼稚園段階における「社会化」は，後に続く学校段階の初期形態として，また

人間形成における契機として，検討に値する主題であろう。本稿の関心は，そうし

た幼稚園での「社会化」を検討するにあたり，上述のルーティン活動に子どもが出

会い，そして「なじむ」過程にある。

ただし，このような過程に「社会化」研究としてアプローチすることには利点と

課題がある。まず利点として，「社会化」という枠組みには，子どもが何かをでき

るようになる，振る舞いを身につけていく，といったわれわれが経験的に知ってい

る事態を捉えやすくする機能がある。とりわけ「社会化過程の解明」という社会学

の古典的な主題は，とかく発達段階図式で捉えられる子どもの成長過程を，社会学
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的に相対化するというインパクトを依然として持っている。

その一方で，現在まで続く課題として，「社会化」という枠組みが用いられる際

には，当の「社会化」概念の取り扱いと研究方法の混乱が常に問題となってきた。

周知の通り，社会学の基礎概念としての「社会化」は，新たな世代，とりわけ社会

的に未熟な存在である子どもが，先行する社会で共有された価値や規範を内面化し

ていくこと，というミード（1934）やパーソンズ（1951）らに代表される「規範の

内面化」図式を引き受けた形で展開してきたが，この図式は長く批判にもさらされ

てきた。元森（2009）の整理によれば，「社会化」概念批判の歴史は，パーソンズ

の図式を「過剰社会化的人間観」として批判することからはじまり，その修正とし

て「再社会化」概念の提案や再生産論との接続が行われてきた（元森　2009，

pp.175-177）⑴。「社会化」概念が，現在に至るまでさまざまな論者により「批判」

「乗り越え」「再構成」が試みられながらも，その全体像を統一的に語ることが困難

であるということは，これもまた社会学の共通了解であると思われる。こうした状

況は「社会化」過程の経験的研究においても常に問題として立ち現れてきた。

本稿では，この問題状況に対して，理論的な学説史をたどるのではなく経験的な

調査研究の検討を通して一つの道筋を与えていこうと思う。その作業にあたり，

「規範の内面化」図式を採用しつつ「社会化」論を採用する意義を明確に示してい

る結城（1994）と，「規範の内面化」図式の批判としてエスノメソドロジーの方針

による解決を図った森（2009）を取り上げ，両アプローチによって得られた研究成

果と現在に残る課題を明確にする。この両研究は，経験的研究として「社会化」過

程を取り扱う際の問題，すなわち「社会化」という枠組みで現象を捉えることの問

題と，その枠組みを解除しようとしたがゆえの見落とし，という二重の問題性を端

的に示している。さらに幼稚園を調査対象にしている点でも，本研究にとって検討

に最適な先行研究である。

2.　先行研究の検討

2.1.　「規範の学習」過程の解明としての社会化研究
結城（1994）では，幼稚園でのエスノグラフィーによって，年少から年長に至る

過程で，園児が「おまめさん」や「赤ちゃん」といった「集団カテゴリー」に伴う

評価を学習し，それらのカテゴリーに対する反応を高めていくことが観察されてい

る。ここから，結城は「園児は，幼稚園教育段階で集団的な経験を積み重ねること

によって……（中略）……集団カテゴリーが使用されるときの背後にある規範の存
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在を察知できるように社会化されていく」（結城　1994，p.104）と結論付ける。

こうした過程を参与観察の記録から考察する作業は，日常的にわれわれが観察す

る園児の変化を研究の遡上に乗せている点で意義深い。ただし，そこでの分析は，

園児がすでにそうしたカテゴリーの利用法を学習し終えた後の事例を証拠として挙

げる形で行われており，園児の変化の過程をデータから観察することができない。

さらに，保育者や園児に使用される集団カテゴリーは「規範の学習」を媒介するも

のとしてのみ捉えられており，エスノグラフィックな記述から想定される保育者と

園児のやりとりは，単純化された「規範の教授」場面として取り扱われている。こ

の問題は，次にみる森（2009）による従来の社会化論批判の要点と重なる。

2.2.　「相互行為実践の記述」としての社会化研究
「社会化」の実践のうち，「規範の学習」論によって見逃される側面を指摘し，そ

れに対してエスノメソドロジー／会話分析の方針に基づいた「相互行為実践の記

述」という解決を与えたのが森（2009）の試みである。森（2009）は，学級におけ

る「社会化」実践が，単なる規範の伝達作業ではなく，「学校的規範を伝達するた

めの学校的規範」や，「規範伝達を可能にする秩序維持作業」（園児のコーホート

化）を含んだものであることを指摘し，その様態を「反復対」「DRE」という道具

立てを用いて記述している。この「反復対」や「DRE」といった概念は，データ

の中の参与者が用いている「装置」，すなわち相互行為を組織化するにあたり繰り

返し用いることのできる指し手の要約的な表現である。森論文では，この道具立て

をもって，場面の参与者の指向に即した記述に成功している⑵。

この試みは，経験的な分析によって「規範の学習」論からの脱却を試みている点

で画期的である。ただしその一方で，森論文では，結城論文が記述を試みた園児の

変化という事態はそもそも関心の対象となっていない。これは，「社会化」を研究

者の視点から切り取ることへの禁欲的な姿勢が現れたものだと言えるが，それによ

り「社会化」を研究対象とする意義が不明瞭になっているように思われる。

こうした現在に残る課題を踏まえて，以下，本稿の方針を示す。

2.3.　本稿の方針：二階の概念としての「社会化」過程を再特定化する
「社会化」過程を経験的に調査しようとするとき，まず確認すべきなのは，「社会

化」は経験的データの中にどのように観察できるのか，という問題である。森が指

摘するように，「社会化」は研究者によって作られた概念であり，その概念規定い
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かんによって，データの中に観察されるものは，恣意的に切り取られることになる。

「規範の学習」論はまさにこの点において批判されたのであった。

しかし，ここで注意したいのは，研究者が「社会化」と呼びうる事態は，実践者

によっても観察されているということである。「社会化」という概念には，まず，

社会のメンバーが子どもにある事態を観察＝記述し，その記述に対して研究者が何

かしらの枠組みで「社会化」という記述を与える，という二重の構造がある。この

構造を持つ概念を「二階の概念」と呼ぼう⑶。この一階部分には，のちに「社会

化」と分類可能な観察対象，すなわち子どもが「できるようになった」「なじむ」

「まとまる」といった日常的な言い方で記述される事態があり，そうした一階部分

の記述の上に，研究者は「社会化」という二階の記述を与えているのである。

二階の概念として「社会化」を捉えたとき，次の研究方針をたてることができる。

それは，「社会化」過程の一階部分の記述，つまり，子どもが「できるようになる」

「なじむ」「まとまる」過程として観察できる一連の場面が，どのような相互行為に

よって組織されているのかを描出する作業である。本稿が行うのは，この二階の概

念としての「社会化」過程を再特定化する作業である。

では，そうした「社会化」過程として分類可能な活動とは，幼稚園においてはど

のような活動だろうか。これを考えるためには，われわれが，子どもに「できるよ

うになる」「なじむ」「まとまる」といった記述を与えるのはどのようなときかを思

い起こしてみれば良いだろう。これらの記述を可能にする資源として，毎日繰り返

されるルーティン活動がある。冒頭の幼児教育学・保育学での研究蓄積に示されて

いるように，ルーティン活動は，幼稚園の生活に子どもが「なじむ」ための契機で

あると同時に，子どもが「なじんだ」かどうか，子どもが集団として「まとまっ

た」かどうかを判断する資源になっている。つまり，実践者は，日々繰り返される

同じ活動内で子どもの振る舞いを観察し，そこに過去との差分を見出したときに，

「社会化」の一階部分の記述を与えることができる，と考えられる。そうであるな

らば，「社会化」過程の分析は，このルーティン活動が，日を追う毎にどのように

組織化されていくのかを記述することで達成される。これが本稿の分析方針である。

以上の議論を踏まえて，本稿では，入園したばかりの園児たちがあるルーティン

活動に出会ってからの「はじめの 5 日間」に着目する。入園間もない園児たちがご

く短期間に幼稚園での生活になじんでいくさまは，しばしば実践者たちに驚きを

もって迎えられる経験的な事態である。本稿は，まさにその過程において，日毎の

相互行為がどのように組織化されているのかを明らかにすることを目指す。
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3.　分析の焦点：「おねむり」ルーティンと「エラー」の発生

3.1.　調査概要
分析するデータは，関東圏内私立幼稚園の年少級クラスを対象に行った共同研究

内で収集したものである。調査は2018年 4 月から本稿の執筆時に至るまで継続して

実施している。入園式から 5 月連休前まではすべての開園日での参与観察および映

像撮影を行い，それ以降は週 1 ～ 2 回のペースで同様の調査を行った。調査対象ク

ラスは，年少級「ほし 3 組」（仮名）であり，担任は A 先生（調査時11年目）と B

先生（調査時 2 年目）の二人体制である。撮影は保育室に 2 台の固定カメラを設置

して行った。調査者は支援員的な役回りで子どもと関わりながら参与観察を行った。

また，2018年 7 月には A 先生 B 先生とのデータセッションを実施し，本稿で分析

している場面を鑑賞した上でのインタビューを行った。なお，トランスクリプト上

の個人名はすべて仮名を用いている。

3.2.　「おねむり」ルーティンへの着目
以下，収集した映像データのうち登園 1 日目から 5 日目までの「おあつまり」場

面を分析対象とする。「おあつまり」は登園後の自由遊びから集団的活動へと移行

する要となる朝の活動である。「おあつまり」場面では保育者のピアノ演奏やかけ

声などをきっかけに，園児たちが起立や着席，返答を行う。調査園の「おあつま

り」場面に必ず登場するやりとりに「おねむり」がある（以下「おねむり」ルー

ティンと呼ぶ）⑷⑸。「おねむり」ルーティンは，図 1 に示すように，「ねむれねむ

れ」のピアノ演奏に合わせてねむるポーズ（目をつぶって両手を合わせて顔の横に

添える）をする，伴奏が「ねむれねむれ」から童謡「ちょうちょ」のメロディーへ

と 切 り 替 わ る の に 合 わ せ て

「はーい」と挙手を伴った返事

をする，ピアノの短い二音を

きっかけに起立する，という流

れになっている。

「おねむり」ルーティンの直

接的な機能としては，子どもに

ねむるポーズをさせて自由な発

話を封じることで，話を聞く姿

保育者 （♪ねむれ ねむれ）ピアノ伴奏

園児ねむるポーズをする

保育者 （♪おきよ おきよ）ピアノ伴奏

園児手を挙げて「はーい」と返事

保育者 ♪ピアノの音を 2 回鳴らす

園児ピッと起立する

図 1 　「おねむり」ルーティンの流れ
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勢を取らせ，その後の保育者からの指示を通りやすくする，という働きが考えられ

る。ただし，入園から 5 日目までの間では，「おねむり」ルーティンは，「おあつま

り」の最中，手遊び歌を何曲か歌わせた後での，子どもたちがすでにある程度の落

ち着きを見せている箇所で一日一回生起していた⑹。ここから，入園初期の段階で

は，「おねむり」ルーティンはその機能的な働きが利用されているというよりは，

「おねむり」ルーティンができるようになることそれ自体が重視されており，園児

が幼稚園に「なじんだ」ことの資源として用いられていると考えられる。

3.3.　発話位置に関する A 先生の違和感：返事の「フライング」問題
観察者からは，かなり早い段階で子どもが「おねむり」ルーティンをできるよう

になっているように見えたが，A 先生，園児らの「はーい」という返事の位置に

ある違和感を持っていたと言う。以下はインタビュー調査時の A 先生の語りであ

る。

A 先生「『おっきよーおっきよーげんきのいーいさんくみさん，はーい』って

やってほしいんですけど，もうフライングで『げんきのいいーさん』ぐ

らいで『はーい』とかなったりして。『さんくみさん』を聞いてから

『はーい』って言って！と，昨日［園児らに］言ったばっかりです。（中

略）合わないなーってずっとモヤモヤしてたんですよね（笑）。」（2018

年 7 月20日）

「はーい」のタイミングがはやい，という発話位置に関する違和感を，A 先生は

「フライング」と表現している。また，A 先生が後日正しい位置での返事をするよ

う園児らに注意したことから，この「フライング」問題は A 先生にとって一種の

「エラー」として位置づけられていることがわかる（図 2 ）。

急いで注記したいのは，いま「エラー」と呼んだ事態が，相互行為系列上不適切

なもの（非合理的なもの）であるとは限らない，ということである。むしろ，ここ

で「エラー」と呼ぶものが，「エラー」であるかどうか自体が重要な論点となる

（この点については5.1節で論じる）。インタビュー内で A 先生によって報告されて

いる「エラー」は，観察者にとっては，調査実施時点では感知し得なかったもので

あり，繰り返し映像データを見る中ではじめて気付くことができた。つまり，A

先生が報告している「エラー」は，A 先生が実践者としての成員性を有するがゆ
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えに可能な「逸脱」の

報告であり，その報告

は「おねむり」ルー

ティンでの（保育者に

とっての）「正しい」

発話位置の存在を示し

ている。そして，この

「 エ ラ ー 」 の 報 告 は

「おねむり」ルーティ

ンの発話位置が，調査

者が端的に観察して理解するものよりも，厳密で細やかな形で運用されていること

を示している。したがって，この発話の位置に着目することが，実践者の指向に即

したこの場面の組織化を明らかにする一つの手がかりとなる。

3.4.　分析の道具立てとしての「発話の順番交代システム」
分析に入る前に，会話分析の知見から一つの道具立てを用意しておきたい。日常

場面と教育場面の発話の順番交代システムの違いについて，会話分析の領域では一

定の知見が積み重ねられてきている。日常会話においては，発話の順番（ターン）

は，前の話者からの指名がないかぎり，あるまとまりごとに交代が可能となる場所

（transition relevance place）で，会話の参加者だれにでも発話のターンを取得する

機会が生まれる（Sacks et al. 1974）。それに対して，授業場面では典型的に，教師

が次の話者を指定するまではターンが移行しない（McHoul 1978）。

「おねむり」ルーティンは発話内容（「はーい」）と動作（挙手）があらかじめ決

められた手遊び的なやりとりであり，日常会話とは発話の順番交代のシステムが異

なる。先述の通り，保育者による「元気のいいさんくみさん」の後が「はーい」と

いう発話への受け渡し位置として想定されている。しかし，3.3節で述べたように，

実際にはこの発話位置をめぐって保育者と園児らの相互交渉が行われていく。以下，

この道具立てを備えて事例の分析にすすむ。

4.　現下の課題の変化：「おねむり」ルーティン教示の展開

4.1.　課題Ⅰ：「おねむり」ルーティンの動作を順序通り行う
DAY 1 は入園式の翌日，園児たちが保護者と離れて過ごす初日に記録された。

お

（童謡「ちょうちょ」のメロディー）

きよー お きよー げんきのい い

園児の返答
保育者から

「フライング」
と捉えられる
タイミング

さんくみさーん

園児の返答
保育者が
想定する
「正しい」
タイミング

図 2 　返事の「正しい」タイミングと「フライング」
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以下のトランスクリプトは，A 先生がほし 3 組としてはじめての「おねむり」

ルーティンを行う場面である。以下，初日を DAY 1 とし，DAY 5 までを分析して

いく。

〈凡例〉

TA　A 先生の発話　C 一人の子どもによる発話　Cs 二人以上の子どもの発

話　：発話の伸ばし　＝発話のつながり　［同時発話　（（文字））動作と注記　

（数字）発話の間の秒数　→分析において注目する行　♪　♪ピアノ伴奏

入園したての園児にはじめての行動をさせるにあたっては，まずはその行動がど

のようなものなのかを示す必要がある。DAY 1 では，「おねむり」ルーティンそれ

自体の動作の仕方がそれぞれ分割して教示されている（05行目，10行目）。園児は，

保育者の言語上の指示と手を合わせて顔の横につける身体動作を見ることで，その

場での動きかた（目をつぶりおねむりのポーズをする）を実践していく。この「お

ねむり」ルーティンにおける動作を順序通り行うことを課題Ⅰと呼ぼう。

実際には，個々の園児の中にはポーズを取っていない者や，目をしっかりとつ

DAY 1

01 TA ： shi：：さぁおねむりだよ：：

02 ♪（（ピアノ））♪

03 TA ： ゆうしくんのおねむりも見たいんだけどな：：あ，じょうず

04 ♪（（ピアノ））♪

05 TA ：→ さ先生のマネして目つぶってね，手を横にしてごらん

06 ♪（（ピアノ））♪

07 TA ： じゃあ，（3.0）かつきくん

08 C ： できない

09 TA ：→ ♪おっきよ：：おっきよ：：♪

10 → じゃあおっきな声で返事してね

11 Cs ：→ は：：い

12 TA ：→ ♪元気のい：い：さんくみさ：：ん♪

13 Cs ：→ は：：い

14 TA ：→ はなまるで：：す
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ぶっていない園児がいる。しかし，保育者はその点には言及していない。これは，

課題Ⅰにとっては，園児全員が「完璧に」動作を行うことが重要なのではなく，園

児集団全体として「おねむり」ルーティンを構成する動作の流れが見えることが重

要であることを示している。課題Ⅰについての教示は DAY 2 以降では行われてい

ない。つまり DAY 1 ではこの課題Ⅰがまさに「現下の課題」として前景化してい

る。

注目したいのは10-11行目である。ここで，保育者は「じゃあおっきな声で挨拶

してね」と，その後の返事の仕方についての教示を挿入しているが，何人かの園児

はその言葉自体に反応をしてしまっている。これは想定される発話位置から外れた

返事である。しかし，ここでは保育者からのサンクションや言及は行われていない。

このことは，「発話の位置」は，DAY 1 においては，その適切さが判定されうる現

下の課題ではないことを示している。

このことからさらに指摘できるのは，現下の課題が何であるかという問題は，子

どもだけでなく，保育者にとっても前景化しているということである。DAY 1 で

は，「おねむり」ルーティンの動きかたの教示をするということが，保育者の側の

課題になっている（課題 A「教示をする」）。11行目の「誤った」位置での発話に

反応しない（無視する）ということは，保育者が教示をやりきる，という現下の課

題に指向していることを表示している。

4.2.　課題Ⅱ：「はやく」する
DAY 2

01 TA ： じょうずにおねむりみせてね：：おねむりしま：す

02 → あ，H ちゃんが一番かな：？

03 ♪（（ピアノ））♪（（園児らねむるポーズ））

04 TA ： あ，昨日よりじょうず：：

05 ♪おっきよ：：おっきよ：：元気のい：い：さんくみさ：：ん♪

06 Cs ： は：：：い

07 TA ： じゃあおあつまりしま：：す，

08 じゃあピッピって鳴ったら立つんだよね，

09 → だれが立つの早いかな（（ピアノ 2 音））

10 はい立ってください
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DAY 2 では，DAY 1 とは異なった課題が園児たちに提示されていく。ここでは，

DAY 1 で教示された「ルーティン」の動きを前提としながら，保育者からは「H

ちゃんが一番かな？」（01行目），「誰が立つのはやいかな？」（09行目）といった問

いかけの形で，ルーティン内の行動を「はやく」行うという新たな課題が提示され

る。これを課題Ⅱと呼ぼう。保育者は自らが提示するこの課題Ⅱに適合した評価

（「昨日よりはやいなー」）を行い，園児らもそれを（よろこんで）受け入れている

（13-14行目）。実際にはここで直接「はやくする」ことが求められた行動は，「おね

むり」ルーティン内でも，おねむりのポーズをする，ピアノの音で立つ，という動

作に対してであるが，「おねむり」ルーティンがひとまとまりの活動として組織さ

れていることから，この活動全体に課題Ⅱが前景化していると考えられる。

この「はやく」「一番」という声かけについて，A 先生は「やる気をもって立っ

て，次にスムーズに進むためですね。あと一番になりたい，という気持ちを持って

もらいたい，というか」とインタビューで語っており，集団での活動において競争

させることを利用した実践への意識が事後的に語られている。ただし，重要なのは，

ここでの「はやい」が，ピアノの音が鳴ったらすばやく立ち上がる，という意味で

の「速い」であると同時に，周りの園児よりも先に立ち上がる，という意味での

「早い」として，捉えられている点である。この「はやさ」への指向性は，園児ら

の「私が一番」という反応にも示されている。

以上の DAY 1 と DAY 2 の記述からまず指摘できることは，相互行為の組織化

のレベルでは，「ルーティン」内で園児に与えられる課題は日毎に変化しており，

園児らはそうした現下の課題に応じているということである。次節では，この現下

の課題に着目しながら，発話位置の「エラー」が生起していく過程を追ってみたい。

5.　「エラー」の合理性：「フライング」の生起

5.1.　課題Ⅲ：「正しい位置」で返答する
DAY 3 と DAY 4 では3.3節で先述したような，園児の発話の「エラー」が生起

していく。しかし，一見「エラー」とみえる子どもの反応には，相互行為上の合理

11 Cs ： （（起立する））

12 TA ：→ あ，すごい昨日よりはやいな：：

13 じゃあ四角の［四角の枠の中にいるかな：：？

14 Cs ：→ 　　　　　　 ［わたしがいちば：：ん
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性があることが観察できる。

07-08行目で，保育者は「元気のいい」でピアノ伴奏を止め，手を耳の横に添え

るポーズを取る。これに対して園児らの何人かは返答をしてしまい，保育者は「ま

だまだ」と笑いながら，「おねむり」ルーティンの流れを再開させる。ここでは09

行目の園児らの返答は，発話位置の間違いとして扱われていると言える。

しかし，ここでの園児らの反応を単なる「エラー」と捉えるのは早計であろう。

なぜならここでは園児らの反応は「合理的」に行われているからである。日常にお

ける身体動作として，「手を耳の横にもっていく」という動きは，返答の促しとし

て十分理解可能な動きであり，09行目での園児らの返答は，適切なポイントで発話

の順番交代がという意味で合理的な返答であると言える。つまり，この09行目での

発話は，「おねむり」ルーティンの「正しい」発話位置からは外れているものの，

日常会話の順番交代システムにおいては十分合理的な反応であると言えるのであ

る⑺。

ところが，この場面での発話位置は「まだまだまだ」という評価によって「エ

ラー」として定式化され，11-12行目では返答のやり直しが行なわれる。このやり

とりを通して，園児らには「正しい位置で発話ができるかどうか」という課題（課

題Ⅲ）が立ち上がり，保育者にとっては，発生したエラーに対処することが課題と

DAY 3

01 TA ： はいじゃあおねむりで：す　あ，H ちゃんが早いな

02 ♪（（ピアノ））♪（（園児らねむるポーズ））

03 TA ： さ，目つぶってね

04 ♪（（ピアノ））

05 TA ： わ：：まだね三日目なのにすごいみんな上手

06 さぁ元気もいいかな？

07 → ♪おっきよ：おっきよ：元気のい：い：♪

08 → （（園児の方に身を乗り出し手を耳の横にもっていく））

09 Cs ：→ は：：：い

10 TA ： まだまだまだ（（笑い））

11 ♪さんくみさ：：ん♪

12 Cs ： は：：い

13 TA ： はなまるで：：す
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して前景化しうる状況が作られたと言える（課題 B「発生したエラーに対処する」）。

5.2.　課題Ⅳ：「スタートダッシュ」で発話する
以下の DAY 4 を，これまでの課題Ⅱ（「はやく」する）と新たな課題Ⅲ（「正し

い位置」で返答する）が前景化しうることを踏まえて見てみよう。

ここでは A 先生はピアノの伴奏を途切れさせている（03行目），そして，その後

の伴奏の開始よりも先に一人の園児が勢いよく「フライング」（05行目）をしてし

まう。ここで注目したいのは「フライング」直前の空白である。この部分では，伴

奏が止まってから園児が返事をし始めるまでに明らかな「間」が観察できる（04行

目）。つまり，04行目は05行目をまさに「フライング」と感じさせるような子ども

の側の「待ち」が観察できるのである。

この「待ち」が意味するものに注意したい。先にみたように，DAY 4 の段階で

は，「はやく」発話する（課題Ⅱ）とともに，「正しい」場所で発話する（課題Ⅲ）

ことが前景化している。つまりここでは，園児らには，誰よりもはやい発話を目指

しながらも「正しい場所」での発話を守らなくてはならない，という制約がかけら

れており，いわばピストルの合図で誰よりもはやく駆け出す短距離走のように，

「スタートダッシュをする」という新たな課題Ⅳが，園児らの側で立ち上がってい

るとみることができる。先述した A 先生の「違和感」（3.3節）につながる発話の位

置の「エラー」状況は，保育者の想定しない課題Ⅳが立ち上がり，園児の側でこの

課題Ⅳが継続することで，その後も生起し続けた可能性があると言えよう⑻。ここ

でも重要なのは，園児の「エラー」の合理性である。DAY 4 の「フライング」も

それまでの現下の課題に適合した合理的な反応になっている。

DAY 4

01 TA ： さぁおねむり上手だれかな：

02 ♪（（ピアノ））♪ sh：：：目つぶってね：

03 ♪おっきよ：：おっきよ：：げんきのい：い♪

04 TA ：→ （0.8）

05 C ：→ は：［：：い

06 TA ： 　　［♪さんくみさ：：ん♪

07 Cs ： 　　［は：：：い

08 はい　じゃあたちま：：す（（ピアノ 2 音））
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6.　発話位置をめぐる課題化の取りやめ：「できたことにする」実践

ここまで，ほし 3 組の園児たちと保育者の間での「おねむりルーティン」での発

話位置をめぐるやりとりを観察してきた。DAY 5 では，この一連の課題が後景化

していることがみてとれる。

ここでも園児らの発話位置は，「さーん」と重なる形で行われており，厳密には

「正しい」場所にはない。しかしながら，この場面では発話の「フライング」とは

観察しにくい形でやりとりが組織化されている。どういうことか。まず04行目で一

人の園児が「返答」と聞きうる大きな声をあげている。また05行目では大勢の園児

らが DAY 4 と同様の位置での発話をしている。この点でいえば，この場面も

DAY 4 と同様の「エラー」すなわち「フライング」が観察されてもよい。しかし，

この場面では DAY 4 でみられる園児らが発話位置を伺う「間」が観察できない。

それはなぜか。注目したいのはピアノ伴奏である。この DAY 5 では02行目でピア

ノ伴奏が途切れることなく続いている。さらに映像データからは，04行目の園児の

声が聞こえるタイミングで，保育者は，ピアノの伴奏のテンポをあげているように

観察できる。ここでありうるのは，保育者が，04行目の園児の発話を，「誤った位

置の発話」と聞いたがゆえに，それをエラーとして前景化させない方法をとったと

いう可能性である。ここではピアノ伴奏のテンポを上げ，切れ目のなく適切な発話

位置へとすすめることで，園児らの発話は相対的に適切な発話位置に近づいており，

エラー性が減じられている。そうすることで，この場面では「正しい位置で発話で

きるかどうか」という課題全体が後景化しているように見える。言い換えれば，こ

こでは DAY 4 までの発話の位置をめぐる課題が，ひとまず「できたこと」として

処理する方法がとられているのであり，保育者にとってはそのことが課題として前

景化しているといえよう（課題 C「エラーが顕在化しない方法を用いてできたこと

DAY 5

01 TA ： ♪あ，先生いわなくてもおねむり上手になってる♪

02 sh：：♪（（ピアノ））♪

03 TA ：→ ♪おっきよ：：おっきよ：：元［気のいいさんくみ［さ：ん♪

04 C ：→ 　　　　　　　　　　　　　　［aaa：：：：：：

05 Cs ： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［は：：い

06 TA ： さぁ：じゃあ誰が立つのはやいかなピッピ
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にする」）。

その後の調査から，この「ほし 3 組」の発話位置は，多少のゆらぎはありながら

も，DAY 5 の位置（「さーん」と重なる位置）で年度末に至るまで繰り返されてい

くことが確認されている。ここから，この 5 日間は「おねむり」ルーティンの発話

位置について，園児らの反応がまとまる過程の最初期として位置づけることが可能

であろう。

7.　結論：「社会化」過程の一階部分から見えてくること

以上，映像データをもとに入園後 5 日間の「おねむり」ルーティン場面の組織化

の展開を記述した。一連の記述作業から浮かび上がってきた特徴は次の三点である。

①現下の課題の変化：園児たちは日毎に変化する「現下の課題」に応じていた。

本稿の事例では，課題Ⅰ「おねむりルーティン」の動作を順序通り行う，課題Ⅱ

「はやく」する，課題Ⅲ「正しい位置」で発話する，課題Ⅳ「スタートダッシュ」

で発話する，という形で展開していた。

②「エラー」の合理性：保育者から「エラー」として捉えられていた園児の発話

は，日常会話を実践する相互行為能力と，現下の課題を踏まえると，常に一定の合

理性を持っていた。本稿の事例では，DAY 3 の「エラー」は，先生の身振りを発

話のターンの受け渡しと捉えることが可能であったがためのものであり，DAY 4

の「フライング」は，「おねむり」ルーティンをとりまく課題状況に適合した，適

切性のあるものであった。

③課題化の取りやめ：発生した「エラー」は，それが前景化しない形で相互行為

を組織することで処理された。本稿の事例では，保育者がピアノ伴奏をつなげて弾

くことで，園児らの「エラー」は後景化した。このことは，①に関連付けると，保

育者／教師の側にとっての「現下の課題」の存在を示している（課題 A「教示を

する」課題 B「発生したエラーに対処する」課題 C「エラーが顕在化しない方法を

用いてできたことにする」）。

以上三点は場面の記述から導かれたものであるが，この特徴づけの性質について

注釈しておきたい。まず，それぞれの特徴づけに現れる園児の課題Ⅰ～Ⅳと，保育

者の課題 A～C は，その内容に普遍性があるものではない。もちろん，それぞれの

課題は，各断片のそれまでのやりとりの記述とその後のやりとりの記述に対して一

定の整合性を持っているという点で，参与者自身の指向に即した記述を試みたもの

である。だがここでの強調点はその課題内容ではなく，活動の組織にあたって参与
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者に現下の課題の変化があること，それ自体にある。すなわち，園児の側と保育者

の側双方にその時々の課題があり，その課題の内容が双方の相互行為上の指し手に

即してその都度変化していくこと，これこそが重要な点である。

また，各特徴づけは相互に関連し合う。②の「エラー」の合理性は子どもの相互

行為能力に基づくものであったが，まさに園児に合理的推論が可能であるがゆえに，

保育者の想定とは外れた形で園児の側の課題が立ち上がっていく。③の課題化の取

りやめは，それ自体が保育者の側の現下の課題になっている。つまり，園児と保育

者双方にとっての現下の課題は，交渉的で相互反映的な関係になっている。

このような性質を踏まえて，①②③の特徴をもつ幼稚園の初期段階のやりとりは，

どのような営みであると言えるだろうか。冒頭述べた通り，本稿で検討したような

幼稚園におけるルーティン活動は，子どもを幼稚園での生活に「なじませる」方法

の一つであり，一般的にはルーティン活動が繰り返される中で未熟な存在である子

どもが種々の能力を獲得するという見方が取られていた。これに対して本稿は，次

の二点から再考を迫りたい。

まず一点目に，ルーティン活動は「たんに」繰り返されている活動ではないし，

「規範の教授」活動として定式化できるものでもない。「現下の課題」が園児と保育

者双方に立ち現れ，その都度変化していったように，参与者は常にその課題性を交

渉・調整しながら，共同体としての活動を組織していく。ここで重要なのは，この

共同体としての活動を組織していく過程が，訓練のような強権性を帯びたものでは

なく，やりとりとしての「楽しさ」と「自然さ」を保った形で実践者によってデザ

インされているということである。幼稚園に「なじむ」ということは，たんに園児

の振る舞いが変わることではなく，こうした「楽しさ」「自然さ」を保ちながらや

りとりをまとめ上げていくことであるといえよう。二点目に，子どもはただ未熟な

存在として場面に参与しているわけではない。「エラーの合理性」に現れていたよ

うに，子どもは，幼稚園での新たな活動に参与するにあたって，既に有している相

互行為能力に基づく推論を働かせていた。つまり，子どもが「なじむ」「振る舞い

を身につける」過程とは，無能力（「できない」）から有能力（「できる」）への過程

ではなく，既に持ち合わせている相互行為能力を新たな場面の構成に沿った仕方で

発揮する過程として，捉えることができるのではないだろうか⑼。

つまり，ルーティン活動を通して子どもが幼稚園に「なじむ」という経験的な感

覚は，規範が繰り返し教えられることによって，子どもの振る舞いが統制されてい

く，だとか，今まで持っていなかった能力を獲得する，という図式で説明されるべ
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きものではなく，教育者／被教育者という非対称性をはらみながらも，上記のよう

な交渉的かつ自然な過程をつくりあげる営みに観察されるものであろう。

最後に，本稿の研究方針と今後の「社会化」研究との関連を述べておきたい。繰

り返しになるが，本稿は「社会化」を二階の概念として捉え，その一階部分，すな

わち，実践の場で「できるようになった」「なじむ」「まとまる」などと表現されう

る過程の記述を試みた。そして，その記述をもとに上記の考察を行った（この考察

は「社会化」を括弧に入れたまま行ったものであることに注意してほしい）。こう

した取り組みが今後取りうる方向性は二つある。一つは「二階へのぼる」方向，す

なわち，ここから研究者による二階部分の記述として「社会化」論を再構成する方

向である。もう一つは「一階におりる」方向を取り続けること，すなわち，これま

で「社会化」過程として捉えられてきた一連の場面を詳述し，そこから浮かび上

がってきた特徴をもとに実践されている教育の営みを考察・解明していく方向性で

ある。本稿が「社会化」過程の再特定化という表現で示そうとしているのは，後者

の「社会化」研究のあり方であり，ここまでの記述作業と考察はその例示にほかな

らない。こうした記述の積み重ねは，それ自体実践者の経験的な直感や感覚を係留

するものであるだろうし，その積み重ねからこそ，よりリアリティを持った保育・

教育場面の検討が可能となるのではないだろうか。
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〈注〉

⑴　「社会化」論の混乱状況については，本文で挙げた元森（2009）のほか，石飛

（1993）がエスノメソドロジーの視覚から整理している。

⑵　この「社会化」研究の方針は，森（2011）において，概念分析としての相互行

為分析という形で展開されている。

⑶　「二階の概念」という表現は Sacks（1963）の議論に着想を得ている。Sacks

は，社会学者が記述対象として取り上げるものがすでに社会のメンバーによって

記述されていることを指摘し，そのメンバーによる記述自体を取り扱う必要性を

論じている。ここでの「一階」という表現は，メンバーによる記述（＝観察）を

指しており，「二階」という表現は，「社会化」概念がメンバーによる記述（＝観
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察）に重ねられた社会学者の記述であることを指している。

⑷　学校的場面における「ルーティン」に着目した先行研究として，小学校の「朝

の会」を分析した鶴田（2010）がある。

⑸　「おねむり」ルーティンと名付けたこの一連のやりとりは，この調査園だけで

実施されているものではない。結城（1998）による幼稚園のエスノグラフィー研

究にも同様の活動が記録されており，保育の現場では一定程度普遍的に行われて

いる実践であることがうかがえる。

⑹　調査園では 5 月から一日保育が実施されており，「おねむり」ルーティンは一

日複数回，園児たちがお弁当の「いただきます」を言う前や，お弁当の時間後の，

保育者がその後の指示を出す前のタイミングなどで行われた。

⑺　日常会話の順番交代システムの観点から言えば，DAY 1 の10-11行目のやりと

りも，「依頼―受諾」という隣接ペアに即した，合理的な返答であると言える。

⑻　この DAY 4 の伴奏の停止や「間」について，A 先生はインタビュー時に「 4

日目に［返事の位置を］正したかったからあえて止めてみたんだと思う」と語っ

ている。この語りは事後的な解釈ではあるが，A 先生にとって DAY 3 と

DAY 4 の園児らの反応が「エラー」として認識できることを示している。また，

この場面の A 先生がとった動き（伴奏を途中で止めて手を耳の横にやる）に似

た行為は，本稿の調査の翌年，別の保育者と園児の間でも観察できている。この

ことは，「おねむり」ルーティンにおける発話の位置を課題化することが，一定

程度普遍性をもった実践であることの傍証となる。

⑼　子どもの相互行為能力が「はじめに」獲得される過程こそが重要ではないか，

という指摘がありうるだろう。もちろんその過程の検討は重要だろうが，本稿の

主眼はあくまで幼稚園初期段階での「社会化」過程にあるため，今回は検討の対

象にしない。「社会化」の「最初期」過程は，それこそ非常に幼い子どもと，そ

の養育者とのやりとりを調査してはじめて可能になるものであろう。なお，こう

した非常に幼い子どもを対象にした研究はエスノメソドロジーの領域でも一定数

蓄積されている。たとえば，Kidwell（2012），Forrester（2015）を参照のこと。
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This paper examines how “socialization” research can capture empirical facts 
such as children learning “something” or being “organized”. What is the organiza-
tion behind the “first five days” of interaction when children entering a kindergar-
ten encounter certain routine activities? Socialization has long been a theme of 
educational sociology. However, there is a dual problem in capturing the phenom-
enon in the framework of socialization and the oversight of the late attempt to re-
lease the framework of socialization. In this paper, we consider the concept of 
“socialization” as “the concept of the second floor” that is superimposed on daily 
descriptions such as “learning” and “organized”, and we conducted an interaction 
analysis of the process whereby children who have just entered kindergarten en-
gage in their routine activities.

As a result of this analysis, the following things become clear: (1) In the mutual 
negotiation between a childcare worker and a kindergartener, tasks change with 
the situation. (2) Children’s actions that are considered “errors” have an interac-
tive rationality. (3) Depending on the situation, the tasks that have been continued 
until then. From these findings, this paper suggests the need to look at the pro-
cess of negotiation between educators and the educated, the interactional compe-
tence of children, and the possibilities for practical “socialization” research.
Keywords: Ethnomethodology, interactional competence, early childhood educa-
tion
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