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Abstract

I consulted 91 cases (65 preschoolers ) in day nurseries where mainstreaming

was implement. The cases were classified into several types according to

perplexities and difficulties for day nursery teachers. Teachers had light problems

in daily routines with cases of ‘no ploblem’, ‘trouble behavior and emotional

problem’ , ‘autistic tendency’, and ‘motor skills disorder’. With  ‘general retardation’

type, however, they were troubled about supporting children aquire living skills.

And they wondered about children of ‘linguistically retardation’ type not doing daily

activities by themselves. Linguistically retarded children could not, additionally,

conduct appropriately when daily routines were changed.  Last the role of verbal

representation of daily routines were examined. 

本論文では、幼児が園生活の流れを理解する上で、言語的に表象することの必要性について

示唆を得ることを目的とする。

保育園（保育所が正式名称であるが、通常保育園と呼ばれることが多い。また、園名自体

「＊＊保育園」となっている園も多い。したがって、以下本論文では、保育所ではなく保育園

という呼称を採用することとする。）・幼稚園を統合保育における発達・保育巡回相談活動の

ため、あるいは、研究資料収集のため、などさまざまな目的のもとに訪問してきた。そうした

折りに、園での子どもたちの様子を見ていると、客観的には同じ生活の流れの中で過ごしてい

ると思われるのに、さっさと行動している子どももいれば、常に保育者の注意・催促を受けて

行動している子どももいる。こうした様子からは、子どもたち一人一人の園生活理解はずいぶ

ん異なっているのではないかと考えざるを得ない。本論文は、幼児が自分の日々の生活をどの

ようにとらえているのかという問題に焦点を当てたいと考える。

園という場を考えた場合、そこは、ただ単に子どもが大勢集まっている場ではなく、養護的
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あるいは教育的配慮のもとに子どもたちが生活している場である。教育施設として位置づけら

れる幼稚園のみでなく、保育園においても保育目標が立てられ、教育的かかわりがなされてい

る。そのなかで、「生活」を巡ってはどのような目標が立てられているのかを、幼稚園・保育

園の保育の基準となる幼稚園教育要領（平成10年改訂）および保育所保育指針（平成11年改

訂）に基づいて整理してみる。幼稚園教育要領・保育所保育指針ともに、保育のねらいと内容

を5つの領域にまとめている。心身の健康に関する領域「健康」、人とのかかわりに関する領

域「人間関係」、身近な環境とのかかわりに関する領域「環境」、言葉の獲得に関する領域「言

葉」及び感性と表現に関する領域「表現」がそれである。このうち、「生活」という単語がも

っとも多く出てくるのが「健康」の領域である。幼稚園教育要領の領域「健康」の内容を

Table1に、保育所保育指針については、乳児期より年齢別に記載があるが、その中の3歳児と

6歳児についてTable2に、保育園・幼稚園の平均的日課をTable3に示した。

Table1 幼稚園教育要領　「健康」のねらいと内容

ねらい

（1）明るく伸び伸びと行動し、充実感を味わう。

（2）自分の体を十分に動かし、進んで運動しようとする。

（3）健康、安全な生活に必要な習慣や態度を身に付ける。

内容

1 先生や友達と触れ合い、安定感をもって行動する。

2 いろいろな遊びの中で十分に体を動かす。

3 進んで戸外で遊ぶ。

4 様々な活動に親しみ、楽しんで取り組む。

5 健康な生活のリズムを身に付ける。

6 身の回りを清潔にし、衣服の着脱、食事、排泄など生活に必要な活動を自分でする。

7 幼稚園における生活の仕方を知り、自分たちで生活の場を整える。

8 自分の健康に関心をもち、病気の予防などに必要な活動を進んで行う。

9 危険な場所、危険な遊び方、災害時などの行動の仕方がわかり、安全に気をつけて行動

する。
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Table2 保育所保育指針　「健康」の保育内容　3歳児と6歳児

３歳児� ６歳児�

１ �楽しい雰囲気の中で、様々な食べ物を進んで食�べ １ �体と食物との関係について関心を持つ。�

ようとする�。� ２ �自分の排泄の後始末だけでなく、人に迷惑をかけな�

２ �便所には適宜一人で行き、排尿、排便を自分で�す �いように便所の使い方が上手になる。�

る�。� ３ �休息するわけが分かり、運動や食事の後は静かに休�

３ �保育士に寄り添ってもらいながら、午睡などの�休 �む。�

息を十分にとる�。� ４�自分で衣服を着脱し、必要に応じて調節する。�

４ �保育士の手助けを受けながら、衣服を自分で着�脱�5 清潔にしておくことが、病気の予防と関係があるこ�

する�。� とが分かり、体や衣服、持ち物などを清潔にする。�

５ �保育士の手助けにより、自分で手洗いや鼻をか�む ６ �自分や友達の体の異常につい�て、�保育士に知らせる�

などして清潔を保つ�。� ７�生活の中で、危険を招く事態が分かり、気をつけて�

６ �体の異常を、少しは自分から訴える�。 �行動する。�

７ �危ない場所に近づくことが少なくなり、危険な�遊 ８ �積極的に外で様々な運動をする。�

びに気づく�。� ９�様々な運動器具や遊具を使い、友達と一緒に工夫し�

８ �外で十分に体を動かしたり、様々な遊具や用具�な �て、遊びを発展させる。�

どを使った運動や遊びを楽しむ�。 �10 自分の目標に向かって努力し、積極的に様々な運�

動をする。�
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Table 3 保育園・幼稚園の平均的日課

日本保育学会『日本の幼児保育（Early childhood education and care in Japan）』（1979）より

作成

〈保育園の平均的日課〉

〈幼稚園の平均的日課〉

A例
8:30 登園，視診，戸外又は屋内の自由あそび

9:30 集会（先生の話，朝の体操，礼拝など）

10:00 設定保育（クラス毎に，グループ毎に）

11:00 自由あそび

11:30 昼食準備，当番，昼食，休息

12:30 設定保育

13:30 降園準備，降園

自由あそび（園庭又は保育室，ホールなどで自

由に，ひとりで，又は連れ立って活動し遊ぶ。室

内及び戸外に設備されてある絵本，道具，遊具，

運動機具，玩具，ボールなどを用いることもある。

ときには先生の参加，協力が加わる。）

B例
8:30 登園，視診，所持品の始末など

9:00 自由活動

11:00 集会（お話，話し合い，うたなど）

11:40 昼食準備，昼食

12:20 自由活動

13:00 降園準備，降園

自由活動（自由保育の理念に立ち，幼児の自発

的活動を主体とする考えから，先生によってあら

かじめ用意された，幼児に適当な経験，活動，あ

そびの場で，幼児が自由あそびも含めて，自主的

に選んで行う活動。これに対し先生はそれぞれの

場で，必要に応じて，参加，指導，協力する。）

0　　歳　　児

時間 主　な　生　活

2　　歳　　児

時間 主　な　生　活

4　　歳　　児

時間 主　な　生　活

7.30

8.30

9.00

9.30

10.30

11.00

11.30

1.30

2.30

3.00

4.00

4.30

6.00

登園（早朝保育）
　家庭からの連絡を受ける
　検温　おむつ交換

登園
　家庭からの連絡を受ける
　検温

おむつ交換
　外気浴

あそび又は睡眠

離乳食又はミルク
　おむつ交換

清拭・着替え（夏）

おむつ交換
　睡眠

めざめ　おむつ交換，検温
　沐浴（夏）果汁

離乳食又はミルク

おむつ交換
外気浴又はあそび
湯ざまし

降園準備，順次降園

（残留保育）

7.30

8.30

9.30

10.45

12.00

1.00

2.30

3.00

4.00

4.30

6.00

登園（早朝保育）
　当番保育士による受入，視診，連絡
　所持品のしまつ
自由に遊ぶ
　他の幼児とともに遊ぶ
　使った遊具を片付ける
　担任保育士と自分の部屋にもどる

登園　順次，視診，連絡所持品の
　しまつ
自由あそび　友達を順次迎えながら
　自由に遊ぶ

おやつ　用便，手洗い，顔をふく
あそび　室内外遊具，玩具など整
　った環境の中で遊ぶ。

片付け，昼食準備，昼食，用便，
　手洗

午睡の仕度　用便，着替え

ねむり

めざめ　先にねむりに入った子ども
　から静かに呼びかけて起こす
用便，着替え

おやつ　手洗，顔ふき

降園準備　持ち物をカバンにしまう
迎えの順に帰る

（残留保育）

7.30

8.30

10.00

11.30

1.00

2.30

3.00

4.00

4.30

6.00

登園（早朝保育）
　視診，連絡，所持品のしまつ
自由に遊ぶ

登園
　視診，連絡，所持品のしまつ
自由に遊ぶ

課題活動
　表現活動，運動，知的活動など

昼食の準備
昼食

午睡の仕度
午睡

めざめ
　着替えなど

おやつ
　1日の話し合い

降園準備

（残留保育）
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「健康」の領域における幼稚園教育要領・保育所保育指針の内容をおおざっぱに整理してみ

ると、充実感を味わうこと（幼稚園の1と4）、運動遊びを楽しむこと（幼稚園の2，3と保育所

3歳児の8と6歳児の8，9，10）、異常や危険察知・休息といった身体の状態への気づき（幼稚

園の8，9と保育所3歳児の3，6，7と6歳児の3，6，7）、食事や排泄・着脱・清潔といったい

わゆる生活習慣に関するもの（幼稚園の5，6，7と3歳児の1、2、4、5と6歳児の1，2，4，5）

の大きく4種類にまとめられそうである。本論文で扱う問題ともっとも関連がありそうな生活

習慣について両者を比較すると、幼稚園教育要領の6の内容が保育所保育指針では、食事・排

泄・着脱・清潔とより細分化され、より具体的に述べられており、保育目標として重視されて

いることが分かる。これは、保育所における方が園での生活時間が長く注1）、園で給食を食べ、

午睡をするなどの活動が含まれているからであろう。また、保育所保育指針の年齢別比較から

は、生活習慣について、3歳から6歳にかけて個々の習慣活動を保育士の手助けを受けつつ行

うことから、その理由を理解して自分で行うことへと目標が変化していることがわかる。生活

習慣の獲得と一口にいわれるものについても、その発達は長期にわたり、目標も多層化してい

るといえよう。ところで、幼稚園教育要領では、個々の具体的な生活習慣の形成とは別に、

「生活リズム（内容の5）」や「・・・生活の場を知り、・・・生活の場を整える（内容の7）」

といった生活環境への言及とでもいうべきものがなされている。前者の生活リズムへの言及は、

本論文で問題としたい生活活動の流れと通じるものと思われるが、教育要領では、リズムに従

って生活できればよいのか、リズムを理解することを重視しているのか、明確ではない。この

点について、本論文は、リズムに従って生活することのみでなく、言語的表象に基づいて理解

することに注目する。具体的には、筆者が、障害児等統合保育にかかわる巡回発達相談活動の

中で最近10年程の間に出会った子どもたちの事例を分析し、園生活の流れを理解することの

重要性と難しさ、理解と言語能力とのかかわりについて考える。

筆者は東京都下の1自治体において、1989年度から2001年度までに91例、実人数にして65

名の子どもたちについての巡回発達相談を行ってきた（以下、1回の相談活動を1事例と数え

ることとする。異なる年度に同一児に対して巡回相談活動を行うことがあるが、子どもの成長、

および所属クラスの変化によって相談内容が変化していることが多いので、異なる相談事例と

見なす）。この巡回相談は、自治体の福祉部保育課（現：子育て推進課）が民間保育園に対し

て行っている障害児等保育助成認定事業の一環として実施されており（98年度より公立保育園

も対象となった）、筆者は保育課嘱託の発達相談員として活動する。活動の目的のひとつは、

障害児等保育の経費支弁にかかわる心理判定（公立園については人員配置に関わる心理判定）

である。児の所属する園の園長が、当該児の保護者の同意を得た上で、市長に経費の支弁を申

請すると、発達相談員は園へ赴き、園内で児童の観察、発達検査などを実施して、児童の状況

についての報告書を作成する。この報告書に基づいて、経費支弁（あるいは人員配置）の諾否

が決定されることになる。ただし、実際には、こうした心理判定以外に、発達相談・保育相談

藤崎：園生活の流れを理解することの重要性と難しさ：言語能力への注目
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としての位置づけも担っており、当該児にとってよりよい保育が実現されることを援助するこ

とが活動の中心的目的となっている（行政上の位置づけや実施プロセス、問題点の詳細は、藤

崎　1997参照）。

なお、障害児「等」保育とあるように、「等」をつけているのは、愛の手帳や身障手帳など

を所持するいわゆる「障害児」は、当該自治体で障害児等保育助成を受けている児童の例年3

分の1程度であり、残りは、筆者らの実施する心理判定により、保育上の特別の配慮が必要な

児童とされた子どもたちであるためである。手帳所持者の少なさは、1つには、たとえ重い障

害が疑われていても、保護者の障害受容がなされていないために、手帳の申請に結びつかない

事例があることと、乳幼児期という成長・発達の著しい時期のため、障害と診断することが難

しい、あるいは、適切でないと考えられる事例が多いことによるものと思われる。実際、保育

を通して発達が促され、当初感じられていた問題や心配が消失・軽減していく事例が大半を占

める。したがって、以下で検討する事例は、狭い意味での障害児の問題を取り扱うというより

も、保育者が保育をしているなかで、他児と比べて何らかの問題をより多く感じる子どもたち

の事例、言い換えれば、いわゆる健常児にも多かれ少なかれ通じる事例であると考えることが

できる。

（1）方法

1）分析対象事例

筆者の担当した91例中、手帳を所持するのは、9例（実人数4名）9％のみであり、自治体全

体の手帳保持者割合よりも少ない。これは、手帳を所持している児童に対しては、自動的に経

費の支弁が決定されるのに対して、手帳を所持していない児童については、心理判定の結果を

待って支弁が決定されるためである。つまり、筆者らは、手帳未所持の児童の巡回相談を優先

して行い、手帳所持者については、予算枠の余裕がある場合や相談の必要性の高い場合に実施

することによるものである。筆者の担当した手帳所持児4名についても、うち2名は、初回の

巡回相談時点では手帳を所持していなかった。

91例の性別内訳は、女児39（実人数24名）・男児52（41名）、所属クラス内訳は、1歳児ク

ラス7（うち2事例は本来なら2歳児クラスに相当する児・1事例は3歳児クラスに相当する児）、

2歳児クラス16（うち2事例は、本来ならそれぞれ3・4歳児クラスに相当する児）、3歳児クラ

ス23，4歳児クラス18，5歳児クラス15、その他2歳と3歳の縦割りクラス1（本来なら3歳児

クラスに相当する児）、3・4・5歳の縦割りクラス10（本来なら3歳児クラス相当2、4歳クラ

ス5、5歳児クラス3）である。生活年齢よりも下のクラスに所属している5事例（3名）のうち、

4事例（2名）については、主に未歩行であるため、他児との行動範囲との差を考えての措置

であった。
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2）分析対象資料

巡回相談は、保育園からの要請に応じて行うが、その際、園は、児童状況報告書を市長（保

育課）に提出する。それには、生育歴や保育・療育歴などの情報に加えて、入園後の児の状

況・保育の経過・相談事項がまとめられている。この児童状況報告書は、巡回当日以前に担当

相談員に送られる。この児童状況報告書と、巡回当日の保育観察、発達検査（K式発達検査）、

および保育者とのカンファランスの内容を分析対象資料とする。

（2）分析1 事例のタイプと生活習慣上の問題のあり方との関連

事例のタイプ分けを行い、生活の流れの理解にかかわる問題が、保育者からの訴えとしてあ

るのか。あるとすれば、どのようなタイプの子どもたちにどのような問題が感じられているの

かを検討する。

どのようなタイプの子どもについて、保育者がどのような困惑や保育上の困難を抱えている

のかを整理したのが、Table4である。左欄は、筆者が保育観察や発達検査を実施した結果にも

とづいて分類したタイプであり、右欄は、筆者が分類した各タイプの子どもたちに保育者がど

のような困惑を抱き、保育上どのような困難を抱えるのかを、児童状況報告書の相談事項欄へ

の記載、および巡回当日の聞き取りによる相談事項をもとに記入した。タイプ分類にあたって

は、障害名による分類ではなく、どういう側面に弱さを抱えているのかによって分類した。

表からは、子どものタイプにより、困惑・混乱の内容が大きく異なることがわかる。

＜問題なし＞は、「ことばの理解ができていないのではないかと心配である」「友達とうまく

遊べず一人遊び中心である」などの園からの相談希望に応じて巡回を行い、カンファレンスの

場において保育上の留意点についての助言も行ったが、障害児等の枠には当てはまらないと筆

者が判断した事例である。＜問題行動・情緒面＞タイプは、発達検査の結果では大きな遅れが

ないものの、保育観察からは、行動上の問題・情緒面での問題がうかがわれる事例である。こ

のタイプでは、いずれの事例でも、攻撃的行動が頻発して、保育者がその対応に苦慮してい

た。＜自閉的傾向＞タイプは、多側面の問題を抱えるが、中でも対人面での弱さがその中核を

なすと判断される事例である。保育者は、視線が合わないことや、理由のわからない奇声や空

笑いにとまどいを感じ、多動・大泣き・自傷行為などへの対応に苦慮している。＜運動発達

面＞タイプは、脳性麻痺などのために、運動面での遅れがあり、他の側面の問題はほとんどな

いか、軽微な場合である。このタイプでは、「本児にどこまでの運動面での頑張りを期待する

ことが適当なのか」が、リハビリ上の要請と本人の意欲とも絡めながら問題とされる。以上の

4タイプについては、生活習慣上の問題が全くないわけではないが（たとえば、自閉的傾向児

に見られる極度の偏食など）、保育上の困惑や相談事項の中心的な問題とはなっていないよう

であった。

藤崎：園生活の流れを理解することの重要性と難しさ：言語能力への注目
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Table4 巡回相談活動対象事例のタイプ分類と保育者からの相談事項の特徴の対応

保育観察や発達検査による 事例数（％） 保育者からの相談事項

タイプ分類 保育者の困惑

問題なし：通常の保育上の配慮 3（ 3.3） ことばの理解が乏しい

で対応できると判断 友達との関係が作れない

問題行動・情緒面：知的には、 7（ 7.7） 攻撃的行動への対処

大きな遅れを感じないが、行動

上の問題・情緒面での問題あり

自閉的傾向：対人面での弱さが 12（13.2） 奇声や空笑いの意味

顕著。言語獲得がなされている 多動・大泣き・自傷行為等への対処

場合も、なされていない場合も 視線が合わない

含む

運動発達面：他の側面の問題は 7（ 7.7） どこまで頑張るように促せばよいのか

ほとんどないか、軽微な場合

全体的遅れ－言語未獲得 22（24.2） 言語獲得を促したい

個々の生活習慣の獲得

全体的遅れ－言語獲得開始 16（17.6） ことばの理解が乏しい

個々の生活習慣の獲得

集団参加の促し方

どこまで集団参加を求めるか

認知面にくらべ言語面が遅れる： 22（24.2） 会話が続かない

K式発達検査において、認知・適 生活習慣が身に付かない

応面に比べ言語・社会面が半年以 落ち着きがない

上遅れる いつもと違う活動になると混乱

友達にちょっかいを出す・ふざける

家と園との様子の違い（緘黙含む）

その他 2（ 2.2）

計 91（100）

それに対して、以下の3タイプでは、生活習慣活動にかかわる問題が主要なこととして保育

者に位置づけられている。＜全体的遅れ＞タイプは、DQ75以下を分類対象としたが、さらに、

言語獲得の有無により＜全体的遅れ－言語未獲得＞＜全体的遅れ－言語獲得開始＞の2タイプ

に分けた方が適当と思われた。前者では、排泄・食事・着脱などの生活習慣の獲得へ向けての
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取り組みがスムーズに行かない悩みと共に、「言語獲得を促す手だてを知りたい」というのが、

大きな相談事項となる。一方、後者では、生活習慣獲得への取り組みの悩みと共に、言語面に

ついては「ことばの理解が乏しいと感じる」という悩み方に変わる。この他後者では、集団参

加にかかわって、「どう集団参加を促せばよいのか」「そもそもどこまで集団に参加することを

求めてよいのか」という悩みが出てくる。集団参加が＜全体的遅れ－言語未獲得＞のタイプで

主要な問題にならないのは、所属クラスが乳児クラスで他児にとっても集団参加の要求が低い

場合が多いということと、幼児クラスに所属していても、他児との発達的な差が歴然としてい

て、集団参加を保育課題とすることが難しいと保育者自身が判断していることとによるものと

思われた。＜認知面に比べて言語面が遅れる＞タイプは、K式発達検査を実施した際に、認

知・適応課題の出来に比べて、言語・社会の課題の出来が悪いタイプである。認知面での課題

がほぼ年齢相当にできていても、言語面だけでみるとDQ75以下である事例、全体のDQで75

以下でさらに半年以上の差がある事例をこのタイプとした（半年以内の差は、全体的遅れに分

類）。言語面が遅れるといっても、いずれも言語獲得は開始されていた。このタイプに対する

保育者の悩みは多岐にわたる。ことばについては、「（ことばを話すし、理解もできているよう

だが）会話が続かない」という悩みとなる。生活習慣については、＜全般的遅れ＞の2タイプ

とは異なり、「（一応個々の生活習慣はできるのだが）やろうとしない、いちいち指示しなけれ

ばやらない、あるいは、やっても時間がかかる」という困惑・悩みとなる。この他、「（多動と

いうのではないが）落ち着きがない」「（いつもと同じ活動では問題ないが）いつもと違う活動

になると混乱して、パニックを起こす」「友達にちょっかいをだす・ふざける」「家と園とで様

子が大きく異なる（園での緘黙を含む）」と多様な悩み・困惑が述べられる。

このように生活習慣にかかわる相談が多く出てくる3タイプであるが、＜全体的遅れ＞の2

タイプと＜認知面に比べて言語面が遅れる＞タイプとでは前述のように問題内容が異なってい

る。前者については、「偏食がひどい」「おむつがはずれていない」「着脱の指導中である」な

どのように、個々の生活習慣が獲得されていないことの指摘、及び、獲得を促すための手だて

についての相談である。これらの相談事項は、保育所保育指針に述べられている「健康」の内

容に対応しているといえよう。それに対して、後者では、食事や排泄など個々の生活習慣技能

は獲得できているのに、やろうとしない、いちいち指示しなければやらない、あるいは、やっ

ても時間がかかるという困惑・悩みである。この場合、保育者は、生活習慣活動が「獲得でき

ていない」という捉え方をするよりも、生活習慣活動が「身に付かない」という表現をしたり、

「ふざけている」といった行動上の問題と考えることも多い。以下では、このタイプの子ども

たちに注目して、生活の流れの理解の問題を検討したい。

（3）分析2 生活習慣活動は獲得しているはずなのに、なぜスムーズに行えないのか

＜認知面に比べ言語面が遅れる＞タイプの子どもたちは、生活習慣活動自体はできるのに、

藤崎：園生活の流れを理解することの重要性と難しさ：言語能力への注目
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なぜ問題が生じるのだろうか。「身に付かない」とは、どういうことなのだろうか。「ふざけて

いる」などの行動上、情緒面での問題なのだろうか。

このタイプの子どもたちには、他のタイプより多種類の相談事項が寄せられる傾向にあるが、

「生活習慣が身に付かない」という困惑と共に、生活の流れにかかわる問題としては、「いつも

と同じ生活の流れだと問題ないが、初めての活動に取り組む場面、いつもの活動でも変更が加

えられた場面では混乱する」という悩みが語られる。混乱を大泣きなどのパニックという形で

示す子どもと、不安そうな表情になり、目でじっと訴えるように保育者を見る、という子ども

とがいるようである。どちらの子どもに対しても、保育者は、まず気持ちを落ち着かせたのち、

わかりやすいことばかけで説明をしたり、具体的な行動を例示したり、他児の動きを見るよう

に促したりする。このように混乱を示す子どもたちであるが、「何回か同じような場面が繰り

返されるうちに、落ち着いて取り組めるようになり、むしろ他児よりも一生懸命にやっていた

りする」と多くの保育者が語る。どうも、意欲や態度の問題ではないようである。次に典型的

な事例を2つ紹介する。

事例1：大泣きや多動傾向を示すたろう（仮名）

たろうは、2歳児クラスから保育園生活に入ったが、保育者は「入園当初は、新しい環境の

中で一つ一つにこだわり、すべてのものをさわって回っていた。次の行動への切り替えが難し

く、新しい遊び、片づけ、着替え、手洗い、排泄へとうつるたびに、パニックを起こしていた」

と振り返る。こうした状況に対して、保育者は1対1でつき、たろうの興味や動きにあわせな

がら、たろうのペースにあわせてゆっくりと誘い、次の活動へ導くという対応をしてきた。こ

うして、「徐々に園の生活リズムがわかってきた」「いつもの繰り返しの活動には、楽しそうに、

落ち着いて参加するようになった」と、保育者は感じている。ただし、入園後1年半以上が経

過した3歳児クラス冬の巡回相談時点でも、「新しい活動に取り組むときには、大泣きしたり、

ふざけたりすることが多い」という。また、生活習慣面では、例えば着脱など「自分でほぼで

きるが気分にムラがあり、1対1でつかないと着替えようとしない」と困惑している。巡回相

談実施時点（たろう4:8）でのK式発達検査の結果は、認知面が4歳前後であるのに対して、言

語面が2歳代後半と大きく遅れていた。発達検査の結果や保育観察を踏まえてのカンファレン

スでは、保育の取り組みを考えていく上での大きなポイントとして、「日常的に繰り返される

ことばかけはかなり理解できているものの、ことばのみでの理解には限界があり、そのことが

新たな活動の開始時点で見通しをもって行動することを困難にしている」ことが確認された。

そして、当面は、視覚的手がかりを用いるなどして次の活動を具体的に指導すること、および、

今・ここにないことがらについてのやりとりを多く経験することにより、ことばによる行動の

文脈理解を促していく、などの保育の留意点がたてられた。その後、徐々に大泣きなどのパニ

ックはなくなってきている。
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事例2：緘黙症状を呈したはなこ（仮名）

はなこも、たろうと同じく2歳児クラスから入園した。入園当初、保育者はことばの遅れを

中心として、全般的に他児より遅れていると感じていた。入園半年後（はなこ3:5）の巡回相

談でのK式発達検査の結果は、認知・適応課題で2歳代後半の力を示すものの、言語・社会面

では2歳前後と思われ、保育者の心配と一致する結果であった。しかしながら、入園後徐々に

語彙数が増え、二語文も聞かれるようになってきており、また他児の模倣の部分が多いものの

園生活もスムーズに送れるようになってきていることも確認できた。したがって、引き続き、

1対1を含めた丁寧なかかわりを続けていくことで、順調な育ちが期待できると思われた。た

だ、一見生活の流れを理解してきているように見えるが、それは日々の繰り返しを通して他児

の動きを見てのことであり、本当にことばかけを理解して行動しているのかどうかは常に確認

する必要があることを筆者から保育者に伝えた。

順調な成長が期待されるはなこであったが、翌年度の巡回相談時には、緘黙という問題が生

じていた。3歳の幼児クラスに進級するにあたり、園内の人員配置の関係からもちあがり保育

者がいなくなったあたりから、発声することが少なくなってきて保育者は心配していたのだが、

夏休み保育が始まった時点から全く声を出さなくなったという。藤沢（1999）は、場面緘黙の

形成要因については、遺伝的・体質的要因といった生得的要因、親の養育態度などの環境要因

によって理解されるとして、「生得的要因として場面緘黙児自身、あるいは家族のだれかに知

的能力に問題があること、親の養育態度として親がきわめて頑固で強迫的なパーソナリティ特

徴を持っていることから子どもを強くコントロールしていることが見られるようである。こう

した親の養育態度から、場面緘黙児は、社会性の発達がきわめて未熟であり、内気、小心、過

敏な傾向があり、集団場面が脅威となって不安を回避するために沈黙する」という。そして、

「しばしば家庭を離れて初めて社会的な場を経験する保育所入所や幼稚園入園を機に発症する」

と指摘する。はなこの場合、自身に知的な遅れがあること（4：5時点で、認知・適応は3歳代

半ば、言語・社会は緘黙のためほとんど実施出来なかったが、指さして答える大小比較（2：

3－2：6）は正答したが、長短比較（2：6－3：0）は不正解）、母親が一時期心理的問題を抱

えていたこと、などから、藤沢の指摘に対応する要因は多々あるものの、それで説明し尽くす

ことはできないように思われた。

そこで、カンファレンスでは、「入園直後から園生活を楽しんでいる様子は保護者・保育者

共に感じており、保育者の丁寧なかかわりの中で、語彙数も増え、二語文、三語文なども聞か

れるようになっていたことなどから、家庭から園生活への移行はほぼ順調に進んだと考えてよ

いのではないか」と確認した。その上で、2歳児クラスから3歳児クラスへと移行した頃から

ことばの数が減ってきており、全く話さなくなったのは、夏休み保育に入ってからであるとい

う点に注目することとした。同じ園内であるが、2歳児クラスから3歳以降の幼児クラスへ移

行するということは、先のTable3の保育園の平均的日課にもあるように、生活の流れの大きな
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変更を含む。2歳児クラスでは、午前中にもおやつがあり、また子どものペースが重視されク

ラス全体あるいは他クラスとの合同などで課題活動に取り組むことはほとんどない。それに対

して、幼児クラスでは、子どもに対する保育者の数が減るのみでなく（ただしはなこには、障

害児等加配により担当保育者がついている）、午前のおやつはなく、日々クラス単位であるい

は他年齢クラスと合同で課題活動に取り組むことになる。はなこの所属する園も、ほぼこうし

た平均的な特徴に合致する園であった。こうした幼児クラスへの移行にはなこがとまどった可

能性は否定できない。また、所属園では移行後4ヶ月ぐらいして夏休みにはいると、登園する

子どもの減少、保育者の夏期休暇の取得などのため、幼児クラスにおいて3・4・5歳児クラス

の合同保育を行っていた。過ごす部屋も通常と異なり、保育者にも日々入れ替わりがあり（た

だし、はなこの担当は、クラス担任があたっていた）、課題活動もプール遊び以外は自由遊び

が中心となったのである。こうした変化にあたって、保育の中では、これから夏休みにはいる

ということ、他のクラスと一緒に生活するようになるということなど、当然伝える。しかしな

がら、ことばのみでの理解に弱さを抱えるはなこにとっては、全く初めての経験であり、ほと

んど言語的には理解できなかったであろう。そして、これらのことを短時間に非言語的に理解

することは難しいと思われる。緘黙状態にあっても、登園自体は楽しんでいるようであり、保

育の方針としては、保育者は発声にこだわるのではなく、本児が見通しをもって生活したり、

遊んだりできるように視覚的手がかりなども多用しながら、わかりやすいことばかけを行って

いくこととした。時間はややかかったが、4歳児クラスの12月には、発声が聞かれるようにな

った。なお、5歳児クラス進級直後（6：0）には、認知・適応は4歳代後半、言語・社会は4

歳代前半と言語・社会面が大きく成長していることが確認できた。

たろう・はなこ共に、園生活が嫌いだったわけではないようであり、むしろ保護者も保育者

も、登園を楽しんでいると感じていた。また、日々繰り返される活動については、一生懸命に

取り組んでいた。したがって、意欲のなさといった情緒面での問題とは考えにくいといえよう。

そこで、二人の発達検査（新版K式）の結果をみてみると、認知面に比べると言語面により大

きな問題を抱えていることが特徴的であった。2歳頃から5歳頃にかけての認知面での項目は、

モデルを見て積木を積んだり、丸や十字・正方形・三角などの模写をしたり、モデルを見て折

り紙を折ったり、形の弁別をしたり、4つの積木を検査者がたたく順番にあわせてたたいたり

という課題が中心となる。これらの課題の特徴を考えると、課題に答える際には、ことばは必

要ではない。また、検査者の言語指示の理解が不十分であっても、取り組み方はかなりの程度

状況から判断できてしまう。一方、言語的課題においては、大小や長短といった概念理解、数

の理解、短文や数の復唱、今・ここにないことについて「＊＊のとき、どうする」と聞く了解

問題、等が中心となる。これらの課題のうち、対象となる子どもたちがもっとも苦手とするの

は了解問題である。「おなか空いたとき、どうする？」に対して、「おなか空いてない」と現在
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の自分の状況で答えたり、「きのうママとバスに乗ってね・・・」と違う話を始めたりする。

了解問題に正解するためには、今・目の前にないことについて頭のなかで考えることが必要で

あり、しかもその言語化が求められることから、非言語的表象では不十分ということになる。

こうした認知面、言語面の課題への取り組み方の特徴に照らすなら、＜認知面よりも言語面

が遅れている＞タイプの子どもたちは、日々の生活の流れを言語的に理解するよりも、繰り返

しで、あるいは他児の動きを見て、こなしていると推測できる。園という場には、同年齢の仲

間が大勢いる。その上、全員に対して、同じように振る舞うことが要求される場合が多い。保

育者のことばかけを理解していなくても、ひいては、活動の言語的表象が形成されていなくて

も、日々の生活を非言語的表象に基づいてこなしていくことは可能だと思われる。それに対し

て、初めて取組む活動や、通常の活動であってもその変更については、ことばでの理解が不可

欠になる。他児の動きを見たり、繰り返しによって身に付けることによって園生活に適応し、

情緒的安定を得ている子どもたちが、どう振る舞えばよいのか未知の場面で、混乱し、不安に

なるのだと思われる。さらに、個々の生活習慣活動にしても、それらはより大きな1日の園生

活の流れに位置付いている。たとえば、着脱において、次の活動がプール遊びなのか、泥遊び

なのか、昼寝なのかで、何に着替えるのかは異なってくる。さらに、「汗をかいた子は着替え

る」という状況では、着替える子もいれば、着替えない子もいる。前後の活動とのつながりや、

条件を理解しなくては、適切な行動はとれないといってよいであろう。こうした前後の活動の

つながりや条件もまた言語理解を前提としていると思われる。個々の生活習慣活動の技能は獲

得できており、できるはずであっても、それがいつ・どのような微調整の元で行われるべきか

を理解しなくては、適応的な行動はとれないのである。

なお、保育者が抱く悩みや困惑を保護者と共有しがたいということも、このタイプの子ども

たちの特徴である。家庭では、園におけるほどの問題ととらえられていないことが多く、この

ことも保育者にとっての悩みとなることが多い。こうしたずれの理由は、一つには、保護者が

子どもの抱える問題を過小視しているということもあるのかもしれないが、実際に、個人面談

などで子どもの様子を照らし合わせてみると、家庭では園とは異なる様子で生活していること

のほうが多いようである。つまり、混乱や不安を見せることがないのである。家庭でのルーテ

ィンは、変更が加えられることが少なく、子どもたちは、誕生まもなくの時期から非言語的な

表象優位で十分に適応してきているといえよう。また、家庭では、ことばのみで前後の活動に

つながりや条件が設定されるということが少ないのかもしれない。

園生活開始とは、まさに、第1の社会化の場（家庭）とは異なる生活の場への移行であり、

言語的な表象が必要となる。近年，行為の連鎖をまねさせ，数週間後に再実行させるという方

法により，1，2歳児においても出来事表象の形成がなされていることが示唆され（O’Connell,

& Gerard, 1985; Bauer, & Mandler, 1989, 1990; Bauer, & Fivush, 1992; Bauer, Hertsgaard,, &

Wewerka, 1995），言語的叙述がなくとも内的表象が存在する可能性が指摘されてきている。し
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かしながら，現実の生活においては、さまざまなレベルで生活の流れに変更が加えられる。そ

の変更を受け入れるには、行為の連鎖を実行できるだけでなく、行為の連鎖を意識化し、対象

化することが必要であろう。それには、言語的表象が大きく寄与しうるのだと思われる。幼児

の園生活の流れ理解を検討していく際には、意欲や態度の問題と考えず、言語能力への注目が

必要であることが示唆される。

注1）幼稚園では「1日の教育時間は4時間を標準とすること。」となっているのに対して（幼

稚園教育要領（平成10年改訂））、保育園は働く母親をもつ乳幼児を保育の主な対象児として

いるために、その保育時間は長く、原則として8時間（一般的には午前8時半から午後4時半）

である。ただし、親の通勤時間等の都合上、午前8時半以前の早朝保育、午後4時半以降の残

留保育が実施されており、特に残留保育については、午後6時以降への延長の取り組みも増え

てきている。なお、最近の幼保一元化の動きや働く母親の増加、少子化などを反映して、長時

間保育に取り組む幼稚園も増えてきている。
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