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【要旨】
本稿の目的は，学校の「お説教」場面において，子どもたちがいかにして場面

に即した形で「児童としての適切なふるまい」を組織しているのかを明らかにし，
そこから「児童になる」こと，すなわち「学校的社会化」のあり様を検討するこ
とである。上記の目的のために，本稿では，小学校 6 年生の教室で生起した
「お説教」場面における教師―児童間の相互行為を分析する。その際，サックス
の社会化論を参照し，子どもの相互行為能力としての「観察可能性の提示」と
「カテゴリーの理解」に着目した。
分析の結果，「お説教」場面では，児童らは，教師によって方向付けられ，教

師によって想定された反応を提示することによって，自らを「お説教を従順にう
ける児童」として観察可能にし，「非お説教」場面や「お説教」が収束に向かう
場面では，教師の想定外の反応を提示することで，「教師と親密に話す児童」と
して，自らを観察可能にしていた。これは，児童らが学級というローカルに組織
されたカテゴリーに結びついた活動と期待の複層性を把持しているということで
ある。こうした分析結果を踏まえ，本稿では，子どもが学校の中で「児童」とな
る「学校的社会化」は，個別具体的なクラス（＝教師と児童集団）の日々の営み
の中に埋め込まれており，日常の実践的関心においては，「観察可能性」の調整
が適切なものとして前景化していることを指摘した。
キーワード：学校的社会化，成員カテゴリー，相互行為分析
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1.　問題の所在：「お説教」場面で児童はいかにして適切な反応をするのか

本稿は，小学校 6 年生の教室で生起した「お説教」場面に着目し，子どもたちが

いかにして場面に即した形で「児童」としての振る舞いを組織化しているかを明ら

かにするために，教師―児童間の相互行為分析を行なう。それを通して「児童にな

ること」すなわち「学校的社会化」のあり様を検討するのが本稿の目的である。

学校内で生起する活動のうち，教師から児童へとなされる「お説教」は，誰しも

が学校経験として通過してきたものであろう。教師が子どもたちを前にして彼／女

らの問題点について話しはじめ，それまでの授業やホームルームの空気が一変して

教室が静まりかえる，緊張感を持った場面。こうした場面は学校現場を観察してみ

ればすぐに出くわすことができる，ありふれたものである。

こうした「お説教」場面には学校的な特徴がある。まず「お説教」には指導とし

ての側面がある。大抵の場合，「お説教」として捉えられる場面では，教師から児

童へと何らかの注意や小言が伝えられる。そこでは，望ましい姿との乖離が指摘さ

れたり，行動の改善が求められたりする。この意味で「お説教」は指導である。し

かし，日常実践として「お説教」を達成するにはいくつかの課題がある。生活上の

指導として「〇〇しなさい」と教師が指摘し，児童が「はい」と答えたとしても，

教師から見て，そのときの児童に「反省している」様子や「わかっている」様子が

見られないときには，指導者たる教師は「本当にわかってる？」と問い返す必要が

生まれる。そのため，「お説教」は――授業のようにチャイムや時限によってでは

なく――やりとりが適切に展開されることで，終了されなくてはならない。それは

児童からすれば，明確な「正答」がない中で，「お説教」場面を終えるための適切

な反応を，一対多（教師対児童集団）の相互行為において展開していく必要がある

ということである。これは教師と児童にとって，日常の実践的関心に基づいた課題

である。いわば「お説教」場面は指導的場面でありながら日常の実践的関心に裏打

ちされた非指導的場面でもあり，その両要素が学校的な特殊性を生み出している。

ところが一方で，実際は，上記の「お説教」を達成するための課題は難なくクリ

アされているように思われる。授業をはじめとした日々の様々な活動を行なう必要

がある学校では，「お説教」が延々続くことは稀であり，それはほとんどの場合あ

まり時間をかけずに，しかも適切に終えられるからだ⑴。ではこのような学校に特

有の「お説教」場面はどのように組織化されているのか？

こうした学校的な場面に関して一定の知見が積み重ねられてきているのが，「学
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校的社会化」研究である。「学校的社会化」とは，「社会化」が小さき存在が〈人間

（ある言語共同体のメンバー）になる〉過程を指示する概念であるのに対して，小

さき存在（すでに一定の社会化が達成されている存在という意味で「子ども」と

いってもよい）が〈児童になる〉過程を指示する概念である。それはすなわち，子

どもが児童らしい振る舞いや思考パターンを身につける過程である（北澤　2010，

p. 7 ）。北澤は，「児童になる」とは「児童にふさわしい組織化された反応を提示す

ること」（北澤　2010，p.15）であるとし，そうした，児童にふさわしいかたちで

組織化された反応が観察できる相互行為を分析する必要性を論じている。

本稿では，この「学校的社会化」を，厳密に規定された定義的概念というよりは

むしろ，経験的な事象にアプローチするための参照点となる感受概念として捉えた

い。というのも，先行研究が多様な知見を生み出してきたように，学校現場へ参入

してみれば，われわれはそこに独特の相互行為のあり様を見つけることができるの

であり，「学校的社会化」概念はそうした現象を捉えるための視点として機能して

いるからである。

「学校的社会化」の観点から考えると，学校の「お説教」場面において，子ども

はお説教をうける「児童」となることで，場面の達成に貢献していることになる。

では，この学校に特有の「お説教」場面で，子どもはどのように適切な反応をして，

「児童」となっているのか？この問いに答えることは，単に学校的な「お説教」場

面の特徴を捉えることにとどまらず，子どもを「児童」とする学校的な営みに，実

践レベルで接近する可能性を持っている。そのため本稿は「学校的社会化」に対す

る規範的判断や「学校的社会化」の因果を論じるのではなく，既に秩序だった形で

なされているやり取りに見通しを与える記述を行なうことを目指す。

上記の問題関心を踏まえて次節では，先行する学校的社会化研究と，教育を対象

とした初期エスノメソドロジー研究を検討し，本稿の問題関心をより明確にする。

つづく第 3 節では，社会化論のなかでもサックス（H.Sacks）の「観察可能性」と

「成員カテゴリー化」の議論を踏まえ，本稿の分析視座を示す。そして，第 4 節，

第 5 節では，収集した映像データをもとに，小学 6 年生の「お説教」場面の分析を

行う。結論部では，そこから導かれる分析知見の提示とその意義を示す。

2.　先行研究の検討

2.1.　学校的社会化研究の現在
近年積み重ねられつつある学校的社会化研究では，主に教師（大人）―児童（子
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ども）間のやりとりを対象とした経験的研究がおこなわれてきている（森　2009，

鶴田　2010a，鶴田　2010b，山田　2010，岡本　2015，小野　2016など）。たとえ

ば，森（2009）は幼稚園児三歳児学級でのやりとりを分析し，「知識の伝達」と

「学級の秩序維持」という二重の作業を遂行する手続きを明らかにしている。また

鶴田（2010a，2010b）では，小学校 1 年生の授業場面での〈挙手―指名〉の実践

や帰りの会での「ルーティン」に着目し，児童が「集団」として形成されつつも

「個」としての創出性をみせる場面を検討している。これら諸研究では基本的に，

「学校的な秩序」や「児童らしさ」の観察される一斉教授場面を分析対象にしてお

り，主にエスノメソドロジー（以下 EM）の知見に基づいて，教師―児童間の相互

行為系列の形式構造を探究している⑵。こうした先行研究が着目する「学校的秩

序」「児童らしさ」にたいしては本稿も同様の関心を共有している。一方で，これ

までの先行研究では以下の三点が未だ十分に検討されてこなかったように思われる。

第一に，これまでの先行研究は主に幼稚園学級や 1 年生学級を対象にした「初

期」学校的社会化に着目しており，学校的社会化が成し遂げられた存在である小学

校高学年学級での教師―児童のやりとりの分析はほとんどなされてきていない⑶。

第二に，われわれが「児童らしい」と感取しうる子どもの振る舞いにはいくつかの

様態が含まれていると考えられるが，そうした「児童らしさ」の複層性を子ども自

身がどのように扱っているかについては，これまで着目されてこなかった。第三に，

国内の研究では相互行為上の非対称性が観察できるところに，「子ども」が観察可

能になることが指摘されてきたが（阿部　2011），その一方で，次節で検討する

EM 研究が注目していたような，非対称性のもとで子どもが相互行為能力をどのよ

うに用いながら場面の達成をやりくりしているかについては，国内では十分な検討

がなされていない⑷。

以上の三点を踏まえて本稿では，さまざまな形で児童らしい振る舞いを身につけ

ており，「学校的社会化」が十分成し遂げられた存在として捉えられる小学校 6 年

生を対象にしたデータを検討する。そして「お説教」場面という非対称的な関係の

もと行われる活動の中で，児童たちがどのように相互行為能力を発揮しながら場面

の組織化をしているかを分析していく。このような問題設定をした上で，次節では

本稿の視点の基礎となる，教育場面を対象とした初期 EM 研究をまとめておく。

2.2.　教育場面を対象とした初期 EM 研究の視点
社会化概念は，社会秩序の説明概念として論じられてきた。それはデュルケムに
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端を発し，パーソンズの規範の内面化論，ブルデューの再生産論の中で広く議論さ

れてきた。こうした議論の中では基本的に，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，として捉えられていた（Keel…2016，pp.14-16）。この従来型の社会化論

においては，行為者の振る舞いは「規範の内面化」によって規定されると捉えられ，

その社会化「過程」が探究の対象となっていた。こうした状況の中，EM のプログ

ラムに基づいた諸研究は，社会化に対しての別様の探究姿勢を提示し続けてきた。

EM の創始者であるガーフィンケル（H.Garfinkel）は，それまでの社会学が

人々を「文化的な判断力喪失者」とみなすことで研究を発展させてきたとし，その

研究手続きは，社会的状況における成員の実践的な関心に応えることはなかったと

批判した。そして，本来第一に調査されるべき，メンバーの実践的関心に基づく解

釈方法―出来事や人を観察可能・理解可能にする方法―が未だ探求されていないこ

とを指摘した（Garfinkel… 1967）。この批判的態度のもと初期 EM 研究では，従来

の社会化論のように子どもを社会的能力の未熟な存在として捉えるのではなく，実

際の場面で子どもが発揮する社会的相互行為能力の有能さに着目した研究が行われ

た⑸（Mackay…1973，Mehan…1975，Spier…1976など）。ここでの社会的相互行為能

力とは，先に述べたような，他者にとって理解可能・観察可能な形で行為できる相

互行為者の能力のことを指している。それでは，この理解可能性・観察可能性を示

す能力と，社会化とはいかなる関係にあるのか。次節では観察可能性と社会化の関

係を論じたサックス（H.Sacks）の研究を手がかりに本稿の分析視点を示したい。

3.　分析視点：サックスの社会化論

3.1.　行為の観察可能性と社会化
子どもの社会化に強い関心をもっていたサックスは社会化の課題をどのように捉

えていたのか⑹。まず，前提となるのは，行為の「観察可能性（observability）」の

感覚を得ることが，われわれが他者から十全なメンバーとしてみなされる基本要件

である，ということである。ここでの「観察可能性」とは，われわれ社会のメン

バーが，ある社会的な出来事や言明，行動にたいして，問題なく「〇〇である」と

観察できる，ということを意味する。たとえば，「赤ちゃんが泣いた。お母さんが

抱き上げた」という文章を読んだ時，われわれは「泣いている赤ちゃんを抱き上げ

たのはあやすためで，『お母さん』とはその赤ちゃんのお母さんである」とすぐに

理解できる（Sacks…1972）。行為の観察可能性とは，このような，ある行為や事態
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に対する理解が産出できることを指しているのであり，それはわれわれの社会生活

の基盤になっている。仮に，こうした観察可能性の感覚を持ちあわせず，自らの行

為の観察可能性を提示できない時には，その行為者は「理解不能である」とか「異

常者」と扱われることになるのである。こうした基準に則れば，「自分の社会的活

動を他者に観察できるような形で提示」でき，また同時に「他者の社会的活動を確

信をもって観察し，報告することができる」者が，社会化された人間である，とい

うことになる（山田　2000，p.269）。

では，人々は「観察可能性」の感覚をどのように獲得していくのか。サックスは

「ボタン，ボタン，ボタンをもっているのはだれ？」というゲームを例に，日常生

活の中で子どもにとっての観察可能性に関する実習がおこりうることを論じている

（Sacks…1992，pp.363-369）。「ボタンボタン」ゲームは，円型に並んで座った子ど

もたちと， 1 人の「オニ」によって行われる。円になった子どもたちは手をお椀型

にひろげ，オニは手にボタンを持って，オニ以外の子どもたちの両手の隙間に一人

ずつ自分の手を差し込んでいく。オニは，円を一周する間に持っていたボタンを誰

かに手渡す。一周し終えた段階で，オニ以外の子どもたち同士が「誰がボタンを

持っているか？」を当てあう。このゲームを特徴づける課題は，ボタンを持ってい

るプレイヤーを，その「外観」のみを手がかりにして見つけ出すことである。子ど

もたちはゲームを上手に遊ぶために，自分の手にボタンがあっても無いフリをした

り，無くてもあるフリをしたりと，「嘘の印象」を与えるように自らの観察可能性

を調整するようになる。サックスはここに，子どもが自分の外観が他者にどのよう

に観察可能なのかを知り，「他者の心」を見抜くことや，自分の「考え」をごまか

すために外観をコントロールすることを学習・練習する機会があると指摘する。

3.2.　成員カテゴリー化と社会化
同時に重要なのは，こうしたゲームは観察可能性の理解と共に「成員カテゴリー

化」に関する理解を得る機会でもあるということである⑺。「ボタンボタン」のよ

うなゲームでは，オニ／オニでない，ボタンを手に持つ／持たないといった形で，

子どもたちはその都度担うカテゴリーが変わっていくことにさらされる。こうした

ゲームの特性から，子どもは「カテゴリーは人ではない」ということを知り

（Sacks…1992，p.367），カテゴリーの流動性と，特定の活動や権利・義務が，個人

ではなくカテゴリーに付随していることを学ぶのである。

分析の視点として付言しておきたいのは，メンバーのカテゴリー化は常に状況付



児童的振る舞いの観察可能性

245

けられたローカルな形で行われるということである（Hester…&…Eglin…1997，p.11）。

われわれが日常的な言明として，「それでも我が社の社員か」や「あの中学の野球

部はいつも挨拶が気持ちいい」といった発話を行えることからもわかるように，わ

れわれのカテゴリーに結びついた期待や活動は常に具体的な対象と状況のもとロー

カルに編成される。そして，こうしたローカルなカテゴリーに結びついた期待や活

動に応じて，先に論じた「観察可能性」も提示されているのである。サックスによ

れば，「社会化の課題とは，ある人物に与えられるカテゴリー群を知ることが，彼

に関する事柄を知るうえで十分であるかのように振る舞う人物を作りだすというこ

となのである」が，それは言い換えれば，人々が担う具体的でローカルなカテゴ

リーに応じて，自らの観察可能性の提示ができるようになる，ということである

（Sacks…1985，p.18）。

3.3.　本稿の分析視角
以上の議論を踏まえると，本稿の分析視角は次のように提示できる。まず本稿は

冒頭述べたように，「学校的社会化」の観点のもと，学校に特有の「お説教」場面

で，子どもがどのように適切な反応をして「児童」となっているのかを問うもので

あった。それを検討するにあたって本稿は，まず，子どもが相互行為能力を発揮し

ながら，みずからの「児童」としての観察可能性をいかに提示しているか，に注目

する（3.1節）。さらに，子どもが「児童」として観察可能になるということは，個

別具体のローカルな「児童」としてカテゴリー化されるということであるが，児童

はそこに結びついた期待や活動をどのように提示しているのか，ということに注目

する（3.2節）。こうした点に着目して「お説教」場面を分析することで，われわれ

は，子どもが学校での教師とのやりとりのなかで「児童になる」こと，すなわち

「学校的社会化」の詳細な過程を捉えていく⑻。以下では，こうした分析視角のも

と，実際の場面を検討していく。

4.　データの概要

4.1.　データの収集方法
分析対象のデータは，関東圏の公立 X 小学校 6 年 4 組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2016年10月から2017年 2 月にかけて実施した。映

像撮影は，教室の後方から定点のビデオカメラと，調査状況によってはそれに加え

てもう一台手持ちのビデオカメラを用いた。以下の抜粋場面が収められた調査日は，
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定点カメラ一台のみの撮影であったが，広角レンズにより教室のほぼ全域が収めら

れている。X 小学校は全校で750名以上の児童が在籍する大規模校であり， 6 年 4

組の担任は30代の男性教諭 A 先生である。また当日は研究授業が実施されており，

教室内には調査者に加え，他学年の教員と近隣中学校の教員が教室の様子を観てい

た。以下登場する抜粋は，収集した映像データのうち，分析の対象となる部分をト

ランスクリプトしたものである。なお登場する人名はすべて仮名を使用しており，

映像データの使用にあたっては学校長の許諾を得ている。

4.2.　データの概要と「朝の会」での「非お説教場面」
データ内のやりとりは次のようになっている。検討場面の前日は，午後から担任

の A 先生が出張で不在であった。翌日の朝の会で，A 先生は児童らに「昨日午後

はよくがんばれましたか？」と聞き，児童らがそれに「給食の数が足りなかった」

「給食の時間に放送がならなかった」などと，前日に起こった出来事を報告してい

る。そうした前日の担任不在時の自分たちの振る舞いについて，児童たちは，朝の

段階では「がんばった」「ふつう」と報告をしている。以下はそのやりとりの一部

である。

【凡例】

T 教師による発話…S 一人の児童による発話…Ss 二人以上の児童による重なり

合った発話　：発話の伸ばし…＝発話のつながり　［…同時発話　（（文字））動作

と注記

（　）聞き取り不可　（数字）発話の間の秒数　→分析において注目する行

〈抜粋 1 - 1 〉

01　Ｔ：　はい，ということで昨日午後はよくがんばれましたか？

02　Ss：　は：：い＝

03　Ｓ：　＝がんばった：：

04　Ｓ：　がんばった：

〈抜粋 1 - 2 〉

05　Ｔ：　でも給食の準備はきちんとしずかにできたの？
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06　Ss：　はい＝

07　S1：　＝いやなんか（　　）がなって：放送は無くなっちゃたし＝

08　S2：　＝そう

09　S3：　いろいろあったんですよ：：

10　S1：　放送の機械にもいろいろ［あって

11　Ｔ：　　　　　　　　　　　　［うん，それはきいた

12　Ｓ：　そのあとに給食のお魚ちゃんが（　　　）＝

13　Ｓ：　＝なんかめっちゃあまった

14　Ｓ：…　（（児童らざわめき 4 秒））

15　Ｔ：　まぁいいよ，はい

16　Ｓ：　五時間目六時間目は？大［丈夫？

17　Ｓ：　　　　　　　　　　　　［ふつうに［（　　）

18　Ss：　　　　　　　　　　　　　　　　　［はい

19　Ｔ：　ふつうってなんだ（（笑い））

20　Ss：　（（児童ら笑う））

21　Ｓ：　いつもどおり

まず，この朝の場面について，いくつかの観察事項を述べておきたい。A 先生

が昨日の様子について児童たちに聞いている。児童は，教師の「がんばれました

か？」（01行目）には「がんばった」（03行目）と答え，「しずかにできたの？」（05

行目）には，「はい」（06行目）と答えたあと，「放送が無くなっちゃった」こと，

「放送の機械にもいろいろ」あったこと，「給食のお魚ちゃんがあまった」ことを報

告している（07~13行目）。注目したいのは，ここで児童たちが児童同士で言葉を

つなげて「発話の協働産出」を行っていることである⑼。つまり，この場面では児

童たちは，教師の問いかけにたいして，児童たちで「発話の協働産出」を行いなが

ら昨日の様子について，教師に方向付けられることなく自由に語ることが可能に

なっているようにみえる。

また，続く「五時間目六時間目は？」（16行目）という A 先生の発話には，「ふ

つうに」と答え（17行目），さらにその後笑いが生起している（19～20行目）。注意

したいのは「給食の準備はきちんとしずかにできたの？」から連なる「五時間目六

時間目は？」という発話は，単なる問いかけではなく，昨日の児童らの様子に対す

る「不安」や「疑念」が含まれているようにも捉えられるということである。しか
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し，それに対して児童は「ふつうに」（17行目）という返答をし，さらなる先生の

反応（19行目）には「笑い」が含まれている。このことから，ここでは児童たちの

応答に対して，教師からのサンクションが行われているようにはみえず，むしろそ

こでのやり取りに対して「笑い」を共有しているようにみえる。

こうした観察事項（「教師に方向付けられない児童の発話の協働産出」と「笑い

の共有」）から，この場面は「非お説教」場面として観察でき，むしろ，日常的に

教師と親密に話す 6 年 4 組の児童たちの姿が観察可能になっていると言えよう。

次節以降で検討する場面（抜粋 2 ～ 4 ）は，この朝の会がおこなわれた日の 4 時

限目「算数」の授業開始時の出来事であり，全体で 5 分程度の長さの映像データか

ら抜き出したものである。A 先生はこの時点で他の教員から昨日の児童らの様子

を聞いており，その情報を踏まえて，前日午後の A 先生不在時の児童らのふるま

いが望ましいものではなかったのではないかと，児童に問いかけていく。以下では，

3 つの分析点（「間」のない反応，一致した発話の重なり，笑いの共有）に着目し

て，そこでの相互行為の組織のなされ方を具体的にみてみよう。

5.　分析：「お説教」場面の組織化

5.1.　教師の問いかけに対する「間」のない反応：「お説教」の開始
以下の抜粋 2 は 4 時間目の始業ベルが鳴り，日直による号令を終えたあと，A

先生が「算数の授業始める前にやっぱり考えたことをいいます」，さらに「姿勢正

します」と言ったあとのやりとりである。映像に収められたほとんどの児童は手を

膝に置き，姿勢を伸ばしている。

〈抜粋 2 〉

01　Ｔ：　やっぱりさ朝きいて色々話を聞いて思ったけど，やっぱりさ僕がいな

02　　　　い時にいつもどおり，悪い意味で普通じゃ意味ないんだよ？=

03　S1：→はい（（= 大勢うなずき））

04　Ｔ：　たとえばだよ，その個数が間違って個数で何かがあったとか，カズキ

05　　　　とマリが言ってたけど，放送がならなかったとかアクシデントで，の

06　　　　中でも静かに待てる人がいるのは事実なんだよね？=…

07　S1：→はい（（= 大勢うなずき））

08　Ｔ：　でもそれで無駄に騒いじゃった人がいるのは事実なんじゃないの？=

09　S1：　事実です（（= 数名うなずき））
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10　Ｔ：　事実でしょ，で，それに声をかけてる人はいたの？　

11　S1：→［いました

12　Ａ：→［はい

まず具体的な分析へと入る前に，抜粋 2 以降の場面がどのように観察しうるのか

を確認しておきたい。この映像データに対しては，研究者複数人でのデータセッ

ションを数回行っている。そこでは映像をみた参加者から「教師と親密な関係があ

る」「しつけが行き届いている」「児童たちはいい子たちだ」といった感想が挙げら

れた。一方で「統制されすぎ」「気持ち悪い」という感想もあがった。興味深いこ

とに，一つの場面に対して二通りの感想を参加者が抱いたのである。この二通りの

感想は，大きな手がかりになる。というのはこの感想の違いは，この場面の評価の

違いではあるものの，どちらもここでのやり取りを「まとまりのあるスムーズなも

の」として捉えたことを意味しているからである。ここでの評価の食い違いは，あ

る相互行為形式に対するコインの裏表の反応である。そしてそれは，場面がスムー

ズに進行しており，（あまりに）よく成し遂げられていることの証左である。まず

は，この場面が「スムーズに進行している」ように見える，ということが，観察者

がなしうる第一の観察事項であるといえよう。そうしたスムーズさのあるこの場面

がどのような形で進行しているのか，ということが，次なる分析の対象となる。

この場面では，教師による「やっぱりさ」（01行目）からはじまる発話によって，

これから話される「考えたこと」が昨日の「僕［担任］がいないとき」についてで

あることが明らかになる。そして「悪い意味で普通じゃ意味ないんだよ？」という

問いかけにたいして，児童らはうなずきで応えている。その後，昨日の担任不在時

の様子が確認されていく（04～12行目）。

この抜粋 2 でなされているやりとりでまず気がつくのは，一名の児童 S 1 の発話

とそれ以外の児童のうなずきで，場面が進行していくということである。このよう

な児童の反応について，ここでは，教師の問いかけにたいする児童の反応のあいだ

の「間」に注目してみたい。教師の問いかけが行われる06行目から10行目までは全

体で10秒弱の長さであるが，この場面における児童の反応の仕方がもつ特徴が表れ

ている。ここでは発話の順番交代は， 1 人の児童 S 1 による「はい」（07行目）「事

実です」（09行目）という返答によって行われているが，多くの児童がうなずきの

身体動作で教師の発話に応答している。児童 S 1 の「はい」という返答のあと，教

師は非常に短い（ 1 秒以下の）間で発話を産出しているが，それにも関わらず，児
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童らは，教師の発話のあとにはほぼ切れ目なくうなずきをしている。こうした児童

の反応のすき間のなさに加え，児童らの反応は「うなずき」と「はい」という一方

向性をもっている。児童のこのような反応の組織によって，ここでのやりとりは，

朝の場面とは対照的に，素早く進行しており，教師の問いかけは，想定した反応を

受けながら矢継ぎ早に事実の確認を行なう，尋問に似た形態となっている。

注意したいのは，このような児童の反応は，「お説教」という活動にとっては本

来不適切なものにもなりうる，ということである。指導としての「お説教」を展開

するには，「反省」や「わかっている」ことを示す必要があるはずであるが，それ

は多くの場合「沈黙」や「言いよどみ」といった反応によって示されうる。上記の

ような素早い反応は，問いかけに対する「即答」となっており，「本当に反省して

いるのか」とサンクションを受ける可能性が本来あるはずなのである。

しかし，この場面においてはむしろ，「反省しなければならない場面で即答でき

ている」ことによって，児童らが，その後「お説教」が展開されることを理解して

いること，そして，そうした展開に従順に従っていることが，観察可能になってい

ると捉えられるだろう。そして，児童のこのような反応によって，この場面は「お

説教の開始」として理解できるやりとりになっていると記述することができる。こ

の「お説教の開始」の後に続く抜粋 3 では，「お説教」が展開していく。

5.2.　自分たちの「課題」を答える発話の重なり：「お説教」の展開
〈抜粋 3 〉

01　Ｔ：　で，その状況でいいわけ？

02　Ss：　だめです（（大勢首を横にふる））

03　Ｔ：　ほんとにだめなの？

04　Ｓ：　はい（（複数名うなずき））

05　Ｔ：　なにがだめなの？

06　Ss：→自分たちで（…［　　　））

07　Ｔ：→　　　　　　…［うん　　そうだよね

08　Ｔ：→それ自分たちの 2 学期のはじめの課題だっていって明らかにしたこと

09　　　　だったんじゃないの？

ここでは，抜粋 2 で確認した昨日の事実について，A 先生が「その状況でいい

わけ？」（01行目）と問いかける。それに対して児童らは「だめです」（02行目）と
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首を横にふる動作で応答し，「だめ」の詳細を「自分たちで（　　）」（06行目）と

付け加えている。そうした児童たちの応答に対して教師は「そうだよね」（07行目）

と評価を与えている。

注目したいのは，A 先生の問いかけ「なにがだめなの？」（05行目）と，それに

対する児童の応答（06行目）である。「なにがだめなの？」というオープン形式の

問いかけには，複数の回答がありえるが，この問いかけに対して児童らは口々に

「自分たちで」（06行目）と発話をし始める。映像データからは，「自分たちで」の

あとに「考える」や「先生がいなくても」という発話が部分的に聞こえるが，全体

として何を言っているかは聞き取り不能である。しかし，ここで重要なのは，「自

分たちで」の部分に関しては，児童の発話が一致して重なっており，さらにその重

なりが確認できた段階で，A 先生が「うん」（07行目）と，評価を与え始めている

ことである。そしてそれに続いて，「自分たちで〇〇」ということが，「 2 学期の課

題」として学級内で共有されていることが確認されていく。つまりここでは，昨日

の児童らのふるまいでは，「自分たちで〇〇」という「 6 年 4 組の 2 学期の課題」

が達成されていなかった，という問題がやり取りの中で定式化されており，A 先

生は児童たちがこの問題の定式化を行えていることに対して，「そうだよね」と評

価しているのである。

では，児童たちはこの一致した発話の重なりをいかにして産出しているのか。ま

ず，ここでの「問題」が定式化される段階を振り返ると，A 先生は昨日の出来事

について，「静かに待てる人」（抜粋 2 　06行目）「無駄に騒いじゃった人」（抜粋 2 　

08行目）「声をかけてる人」（抜粋 2 　10行目）という形で，児童らを複数の集合に

カテゴリー化していたことに注目したい。つまり，抜粋 2 の段階では，「問題」は

学級の児童全員ではなく，学級内の給食の時間騒いでしまった何人かに帰属されて

いたのであった。一方，抜粋 3 では，児童たちは「自分たちで〇〇」という「 6 年

4 組の課題」を提示して，問題を自分ら全員に帰属している。すなわち，この場面

で児童らは，自らを，個々人が担いうる「静かに待てる人」「無駄に騒いじゃった

人」「声をかけてる人」などのカテゴリーではなく，〈 6 年 4 組の児童〉というカテ

ゴリーでまとめあげることで，上記の一致した発話の重なりが産出できているので

ある。この一致した発話が適切な反応であったことは A 先生の「うん」（07行目）

によって示されているが，それはまた，A 先生にとって〈 6 年 4 組の児童〉カテ

ゴリーのもと「なにがだめなの？」に答えることが，この場面で想定されていたこ

とを示しているのである。
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このように，ここでの児童たちの反応は，朝の場面（抜粋 1 - 2 ）のような，児

童たちが発話を協働産出しつつ自由に方向づける形式とは異なっている。抜粋 2 と

抜粋 3 では，「すき間のないうなずき」や発話を重ねながら「 2 学期の課題」を答

えることによって，児童は，教師の想定内かつ教師に方向付けられた反応を行って

いる。このように児童たちの反応が組織化されることによって，この，抜粋 2 ～ 3

の場面は「お説教」場面として観察可能になっており，児童たちは「お説教を従順

にうける児童」としての観察可能性を提示できているのである。

5.3.　笑いの共有：「お説教」の収束
抜粋 3 のあと，A 先生は「君たちの元気が有りあまる良さは最高に素晴らしい

要素だと思ってるけど，メリハリがきかないんだったら意味ない」と， 6 年 4 組の

特徴を評価しながら，「［問題を］自分ごととして捉えなさい」と児童らに話す。そ

うしたやりとりの後の場面が以下の抜粋 4 である。抜粋 4 の後，「お説教」場面は

「いい意味でも悪い意味でも『普通』を見極めてよ？」という教師のまとめと，児

童らの大きな「はい」によって終わり，授業場面に切り替えられていく。抜粋 4 で

は，そうした「お説教」の収束にむけた，それまでと異なった児童らの反応がみら

れる。

〈抜粋 4 〉

01　Ｔ：　ね？あの：：行くときにね，まぁこれが良いかどうかは置いておいて

02　　　　手を振ってくれて嬉しいなと思ったり，（ 　　　）先生いなくてさみ

03　　　　しかった：なんて言ってる人もいましたよ：：なんてきいて，嬉しか

04　　　　ったな：：なんておもったり（（笑い））

05　Ss：→（（笑う））

06　Ｔ：→なんで笑ってるのみんな（（笑い）），

07　Ｓ：　いやぁ：

08　Ｔ：　これいい意味で言ってるんだけど，あれ，嫌な意味なこと言ったつも

09　　　　りじゃないんだけど

10　Ss：→いや違う違う（（笑い））（（何人かが口々に））

11　Ｓ：→段階があったんですよ：：

12　Ｔ：　あそうなの段階があったの

13　Ｓ：→いろんな段階があった（（児童らざわめき））
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抜粋 4 では，それまで緊張感をもっていた場面が転換する。A 先生は前日出張

に赴く際の児童たちの様子が「嬉しかった」と言っており，そこでは A 先生が言

葉に笑いを含ませるのに対して，児童らも笑いを産出している（04-05行目）。ここ

での笑いは〈冗談〉に対する〈笑い〉という形式で生起しているのではなく，04行

目の教師の発話に含まれた〈笑い〉に対する〈笑い〉の形式になっている。その後

06行目で，教師は「なんで笑ってるの」と発しているものの，それを言う教師自身

が笑っていることから，児童らの笑いでの応答が不適切ではないことを示している。

このように，この場面では児童が教師と協働して笑うという形式が適切さをもって

行われており，抜粋 2 ，抜粋 3 ではみられない「親密さ」が観察できる。

さらにその後，A 先生によって言及されている「［窓から］手を振っ」たり「さ

みしかった」（01-04行目）と言ったことの背景には，児童の側で「いろんな段階が

あった」ことが発話から示されていく（11-13行目）。注目したいのは，ここでは

「朝の会」のように，教師によって想定されておらず方向付けられていない形で，

児童同士の発話の協働産出が行われているということである。児童らは，発話の協

働産出を行いながら自分たちで発話の方向を構成し，A 先生が知らない内容を伝

えようとしている。つまり，ここで児童は，朝の場面（抜粋 1 - 2 ）でみられたよ

うな，口々に教師に出来事の報告をしながら，「笑い」を産出しつつ，やりとり全

体が親密性を帯びていくような反応の組織化をおこなっている。そしてそのことが，

この「お説教」場面が終わりに向かっていくことを，教師と児童相互に示しあって

いるのである。そしてそれはまた，日常的な A 先生とのやり取り，すなわち，〈A

先生〉と〈 6 年 4 組の児童たち〉というカテゴリーに結びついた「教師と親密に話

す児童」としての姿を観察可能な形で提示しているのである。

6.　結論

以上本稿では，小学校 6 年生の教室で生起した「お説教」場面での，教師―児童

間の相互行為の組織化について分析を行ってきた。検討場面において，児童たちは

3 つの特徴的な反応を行っていた。第一に，児童たちは教師の問いかけに対してす

き間のないうなずきを繰り返すことで，場面の素早い進行に貢献していた（5.1節）。

第二に，発話を重ねて「 2 学期のはじめの課題」に言及することで，個別の児童の

問題を学級全体の課題として定式化していた（5.2節）。第 3 に，教師と笑いを共有

することで，場面に「親密さ」をもたらしていた（5.3節）。

この 3 つの児童の反応に共通するのは，反応を学級全体で協働産出しているとい
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うことである。そうした児童らの反応は，単に発話を重ねるということだけではな

い。「お説教」場面（抜粋 2 ， 3 ）では，児童らは，教師によって方向付けられ，

教師によって想定された反応を提示することによって，自らを「お説教を従順にう

ける児童」として観察可能にし，「非お説教」場面（抜粋 1 ）や「お説教」が収束

に向かう場面（抜粋 4 ）では，教師の想定外の反応を提示することで，「教師と親

密に話す児童」として，自らを観察可能にしていた。いずれの場合においても，児

童らは，それぞれの場面で適切な「児童」としての姿を観察可能にすることによっ

て，まとまりのある相互行為を組織していたのであった。

それは本稿の分析視角からいえば，この場面で児童らが，〈A 先生〉―〈 6 年 4

組の児童たち〉というローカルに組織されたカテゴリーに結びついた活動と期待の

複層性を把持しているということである。このローカルなカテゴリーに結び付けら

れた期待と活動のバリエーションを身につけ，その観察可能性を調整できること。

これによって，児童らは，担任教員と児童集団との間で共有されている複数の適切

な反応を示すことができている。このように，「お説教」場面での児童的振る舞い

の観察可能性は，特定の個別具体的な関係性（ 6 年 4 組と A 先生）の中に埋め込

まれた形で展開されていたのであった。つまり，子どもが学校の中で「児童」とな

る「学校的社会化」は，個別具体的なクラス（＝教師と児童集団）の日々の営みの

中に埋め込まれているのである。

こうした分析知見からどのようなことが示唆されるだろうか。ここで，サックス

が着目した「ボタンボタン」ゲームをもう一度登場させよう。サックスが「ボタン

ボタン」ゲームに見いだしたのは，観察可能性を調整しながら，嘘の印象を与えた

り，考えをごまかす方法を実習する子どもの姿であった。このことを踏まえると，

次のようになる。本稿の分析によって明らかになった観察可能性の提示という児童

の相互行為能力は，「お説教」場面のまとまりをもったスムーズな達成に貢献して

いた。しかし，そこで提示された「反省」や「わかっている」ということは，「嘘」

や「ごまかし」の可能性が常にありえる。しかも，そこで観察できた彼／女らの考

えが「本当か」「嘘か」は，相互行為上は区別できない。では，教師と児童のやり

とりは，常にこうした疑惑のもと，相互不信の困難にさらされてしまうのだろう

か？

ところが，実際にはそのような困難は，ほとんど問題にならない。学校における

「児童」としての振る舞いには，そこで提示された考えが「本当か」「嘘か」ではな

く，観察可能性としての適切さをもっているかどうかが決定的に重要なのである。
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本稿がみてきたように，日常の実践的関心においては，観察可能性の調整は児童に

とっても教師にとっても適切なものとして前景化する。それによって，児童は学級

の十全なメンバーとなることができ，また教師と児童は日常の関係性の中を生きる

ことができているのである。このような実践的関心のもと振る舞う「学校的社会

化」過程の子ども，すなわち「児童になっている」子どもの在り様をどう評価すべ

きか。こうした検討は別稿に譲ることになるが，本稿の分析知見を踏まえた時，

「指導の効果」や「児童生徒理解」といった教育上の諸問題は再考を促されるので

ないだろうか。これらの点については今後の課題としたい。
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〈注〉

⑴　もちろん，実際には「時間がないから今日はここまで」と「お説教」場面が区

切られることもあるだろうが，その場合も，後に再度「お説教」が再開されたり

なんらかの言及が行われることで，「適切に」活動は終了されるだろう。

⑵　岡本（2015）は学校的社会化において，児童と教師に新しい行動様式が成立す

る過程をヴィゴツキーの理論を用いて論じている。

⑶　小学校高学年に着目した学校的社会化研究としては，管見の限りで確認できた

のは，小学校 6 年生の授業場面を分析している山田（2010）のみである。

⑷　森（2009）は，Speier（1976）を例に，複数の局所的な場面を「会話者として

の権利の非対称性」という視点でのみ切り取ってしまい，それぞれの相互行為に

含まれる細やかな手続きを観察者が無視してしまうことに対して批判を加えてい

る（p.73）。こうした森（2009）の指摘は重要であるが，教師―児童間の関係の

非対称性を前提とした上で，そこでのカテゴリー関係をやりくりする児童の細や

かな実践を描く方向は認められるであろう。

⑸　ガーフィンケル自身も，「子どもの文化と会話」と称した研究プロジェクトの

中で子どもの社会化について検討していたと記録されている（Garfinkel… et… al…

1982）。その研究結果は非公開であるが，一部は Keel（2016）によって解説され

ており，ガーフィンケルらも従来型の社会化論を批判していたことが確認できる。

⑹　この部分の整理は，山田（2000），Keel（2016）の論考に多くを負っている。
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⑺　サックスは行為の観察可能性をもたらすものとして，カテゴリー的な理解以外

に，出来事の系列的な理解についても言及している（Sacks…1985）。

⑻　社会化「過程」に対するこうした問いのたて方について，時間的変化「過程」

を検討できていない，という批判がありうるだろう。この点について，次の二点

から解答を与えることができる。まず第一に，実際の相互行為場面を記録した

データは，まさにその時その場所限りのやりとりであり，時間的変化としての

「過程」は想定することはできても実際のデータからは観察しえない，というこ

とがある。そして第二に，より積極的な理由として，行為のありさまの「過程」

は，常にある時点から遡及的に解釈されるものだということがある。例えば，あ

る場面で「いい子になった」と観察できるのであれば，それ以前の出来事は，

「いい子」なるまでのプロセスとして構成され，逆に「問題行動をしている」と

観察できるのであれば，それまでのプロセスは，「問題児」になっていくまでの

プロセスとして構成される。このように，実際の日常生活においてわれわれは，

それぞれそのときの場面の理解可能性から，それまでの出来事を常に再構成しつ

づけ，そこに過程・プロセスをみている。そのため，本稿においては，ある場面

でいかに「児童」として観察可能になっているのか，ということが決定的に重要

なトピックとなる。なお、こうした考えは Kitsuse（1962）の「遡及的解釈（ret-

rospective…interpretations）」についての議論から着想を得ている。

⑼　抜粋 1 - 2 のトランスクリプトでは，録画データから聞き取れた児童の発話を

転写しているが，実際のデータでは，この発話以外にも様々な児童の声が記録さ

れている。そうした部分に関しては，児童らの声が重なり「聞き取り不可」や

「ざわめき」（15行目）として，トランスクリプトに表記している。
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ABSTRACT

Observability of Children’s Behavior as School Children:
Interaction Analysis of Cooperative Production of a “Lecture”

KASUYA, Keisuke
…（Graduate…School,…Rikkyo…University）

3-34-1,…Nishi-Ikebukuro,…Toshima-ku,…Tokyo,…171-8501
kasuya.keisuke@gmail.com

The…purpose…of…this…paper…is,…one,…to…clarify…how…children…organize…“proper…be-
haviors…as…school…children”…in…a…way…that…is…appropriate…to…the…scene…of…“giving…a…
stern…lecture”…from…a…teacher…to…the…children…in…the…school,…and,…two,…to…examine…
the…content…of…“school…socialization”.…We…analyze…the…interaction…between…a…teach-
er…and…sixth…grade…elementary…school…children…in…a…scene…of…“giving…a…stern…lec-
ture”…by…focusing…on…the…“management…of…the…observability”…and…the…“competent…
use…of…membership…categories”…which…Harvey…Sacks…considered…essential…condi-
tions…for…socializing.

The…results…are…as…follows.…According…to…the…development…of…the…stern…lecture,…
the…children’s…“management…of…the…observability”…as…“dutiful…school…children”…en-
tailed…presenting…responses…that…were…assumed…and…oriented…by…the…teacher.…On…
the…other…hand,…at…the…end…of…the…scene,…the…children’s…“management…of…the…observ-
ability”…involved…“children…talking…intimately…with…the…teacher”…by…presenting…re-
sponses…that…the…teacher…did…not…expect.…This…means…that…the…children…coopera-
tively…produced…two…different…reactions…when…categorizing… themselves…as… local…
classroom…members.…In…other…words,…the…children…present…their…interactional…com-
petence,…understanding…locally…organized…categories…and…category…bound…activities,…
and…managing… their…own…observability… in…accordance…with… the…situation… in… the…
school.…

We…argue…that…children…in…the…course…of…"school…socialization"…are…locally…situat-
ed…in…their…everyday…affairs…in…the…classroom,…which…consists…of…the…children…and…
their…teacher.…It…is…suggested…that,…for…practical…reasoning,…children’s…“management…
of…the…observability”…as…school…children…is…relevant.
Keywords: school socialization, membership category, interaction analysis




