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現代の幼児児童は，「社会化」の面で未熟なところが多いと言われる。常識的にみても言葉
の豊かさ，活動量の減少，生活規範の低下，仲間との関わりの縮小，無気力な幼児児童の増加
など社会化にかかわる要件が未発達の傾向にある。このことは，幼児の社会化に関わる生育過
程に異変が起きているのではないかと疑わせるところがある。即ち，社会化へ向かわせる重要
な要件である相互行為を育む十分な環境が，整えられていないのではないかと考え，追及する
ことにした。その際，最も顕著に現れる幼児時代の好奇心や向上心に，１
７年度はスポットを当
て，幼児を取り囲む相互行為のあり方に保護者との関係を強く見つめながら警句を発したいと
考えた。
特に「基礎・基本の発達曲線（１
９
９
９年提案）
」
の補正を意識し，相互行為の関係図，好奇心や
向上心に関わる事例を核にしながら，６〜８才までの幼児教育の大切さを体験的な視点から強
調したい。
①．K 子と N 子の環境

１．基本資料について

K 子は長女で，父母とも２
５才のときの子ど

この調査の基本資料は，K 子と N 子の姉

もである。K 子の生まれた時期は「母親（T）

妹である。二人の成長を見つめながら，そこ

が家庭にいてこそ，子どもの心や能力が育つ」

に見られる社会的相互行為を，好奇心と向上

という父親（M）の信念で２DK の賃貸アパー

心に絞って追究し，基本資料にすることにし

トから始まった。（父親の少ない給料に見合

た。また，基本資料に加える資料として，筆

う信念に基づくささやかな生活だったと考え

者 の４
０年 に わ た る 初 等 教 育 の 経 験 を 生 か

られる）

し，０才から８才までの一般的な実態を重ね

１年半後，妹 N 子が生まれたが，その時

合わせ（K 市公立幼稚園小学校）
，他の幼児

期には M の親，T の親の支援で，一つ一つ

児童の実態にも当てはまるように，K 子と N

の部屋は狭いが２階建て５DK の自宅に転居

子の事例を一般論に近づけるように配慮し

していた。妻 T も週２回程度外で働くよう

た。

になっていた。（子ども達を妻 T の実家に預
け，仕事は実家の手伝いをした）
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歩行器で走り出すと直ぐ家具にぶつかり，壁

幼稚園に園の目標があるように父親 M は，

に突き当たった。

家訓の働きを信じていた。M の祖父に当た

K 子は祖父母が来ると「チイチャイ，チイ

る元 G 大教授が常々「根性があるかないか

チャイ」を連発した。祖父母の家と比較した

が人生を価値づける」と言っていたのに影響

わけではないが，直感的に出た言葉であろう。

されたに違いない。こうした環境の中で M

祖父母は，この言葉を K 子の訴えと捉えた。

は，「環境と十分に関わりあえる人間の出発

しばらくすると，「チイチャイ」は，比較す

点は，親を，他人を信頼できるかどうかが基

る思考へ発達していき，

本である」と考え，この信頼関係を育てるの

・おかちゅ（菓子）チイチャイ

が母親であり，その脇役が父親であると考え

・おぷろ（風呂）チイチャイ

ていた。そのため M の余暇のほとんどは K

などと，両親の菓子や祖父母の家の風呂と比

子のために使われ，まるで K 子の生活を先

較し，チイチャイの言葉を通して，他人との

取りするかのように本・おもちゃ・遊び・運

関わりを濃くしていった。

動と熱心にかかわり，母 T が脇役であるか

比較したものは，次のようなものである。

のように見えた。（後年，M は，幼児から小
学校までの子ども時代に，M の父親と遊ん
だ記憶がない。この体験の反動が私の子育て
になったと言っている）
残念なことに近くに年齢の近い子どもがい
なかったため，遊びの質や言葉は豊かであっ
たが，うち弁慶の傾向が K 子に強かった。妹
N 子が生まれてからは，N 子を母親，K 子を
父親と分担して，より子どもとの接触を多く

K 子の食べるお菓子
K 子の使うスプーン
K 子の履く靴
K 子の帽子
K 子のベビー用椅子
隣の赤ちゃん
隣の猫
１歳１カ月ごろ

し「素朴な根性の育成」をめざして，K 子と
比較は，自分の身近なものから僅かではあ

N 子が育てられた。

るが自分から離れたものに移っていった。同

２．K 子の人間関係と好奇心

心円拡大である。それは，隣の赤ちゃん，猫

先ほどから述べているように K 子は１年
半の間，父母の愛と大人ペースの環境で育て
られた。そのため思考の発達は目覚しく，比

というように「他との関わり」の中で確実な
言葉に育っていった。
このことを端的に述べるならば，「小さい」

較やものを分けるなどの思考形態が単語で話

という比較する方法を根底にした拡散好奇心

せる年齢から始まった。

が，無意識の内に様ざまなかかわり（関係）
となり，人間関係ばかりか物や事象にまで広
げていったと考えることができる。即ち，チ

事例１，チイチャイ，チイチャイ
K 子は，２DK の賃貸アパートから生活を

イチャイの言葉が人間関係を広げる成功感を

始めた。K 子の母方の家も，父方の家も広く

生み，次のかかわりを求めての行為に発展し

大きく家の中を自由に歩き回ることができ

ていく内的発動を促したとも考えられる。

た。しかし，アパートは一部屋が狭いため，
―３
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事例２「あっ海，小さい」

（浅野弘光）

は，田の小川，用水路を指さして「小さい川」

１歳半になると言葉がかなり長いセンテン
スになっていった。

と学びを広げていった。
即ち，海と川を分ける理解は，一つの進歩

K 子は G 市の祖父母が大好きで父親につ
れられて，よく遊びに来た。この頃には，
「小
さい」の反対が「大きい」という言葉を覚え，
明らかに比較していると感じられることが多
くなった。

とりなり，向上心へと発展していったのであ。
３．相互行為の意味
今まで，相互行為について，その意味を説
明しないまま事例１，２を取り上げてきたが，

８月のお盆で G 市のどぶ川も綺麗な流れ
を取り戻していた。

事例の中にある相互行為について再度見直し
てみたい。

「じいじの海，小さい，K の海大きい」と

まず K 子を取り囲む両親 M と T，そして

どぶ川を見て K 子が叫んだ。まるで大発見

両親の両祖父母，妹 N 子が最も身近な社会

したように「じいじの海，小さい小さい」を

である。社会は，人間が複数以上いる状況を

繰り返し，「舟いない」と言った。海が小さ

社会とした場合を指している。その社会の中

いと感じる好奇心は，
「海，いこ，海いこ」
（行

で「互いに，相手から働きかけられた内容に

こう）と父親を引っ張る行動となった。

影響されて行為を繰り返し（同じ行為の繰り

K 子の家の近くには伊勢湾が広がり，海は，

返しとは限らない）相手が自分に何らかの働

K 子の生活圏内にあった。その上，母方の K

きかけをする，その内容に影響を与える意図

子の祖父は，網本で「海苔」の生産者であり，

で相手に働きかけをする，という行為の交換」

K 子を乗せる舟を持っていた。

が相互行為である。（門脇厚司著，子供の社

その K 子の目に映ったのが G 市の悪水を

会力

岩波新書より抜粋）

集めて市南部の中央を流れいくどぶ川であっ

過去にアナライザー信号の信号交換を端的

た。どぶ川は，伊勢湾に比較してあまりにも

に表す言葉として「行って，返って，また，

小さく，舟などなかった。

行って」の模式が使われたがこのような信号

これが「あっ海，小さい」の言葉である。
父親 M は，「川と関わらせることが海と川を
区別する鍵になる」と考え，咄嗟にどぶ川の
水を K 子になめさせた。汚く臭い水であっ

の行き来ではなく，相互行為は，お互いに影
響を与え合う行為の交換である。
この定義を事例に当てはめてみると次の３
つになる。

たが，お盆のため，近くのメッキ工場が操業
を休んでいるので危険でないと判断したため
である。
K 子「からくない。じいじの海からくない」
M
「じいじの海，からくないね。これカワ（川）
というの」
K 子「じいじのカワ，からくないね，じいじ
のカワからくない，からくない」と，鼻歌に
なった。K 子のカワに対する疑問と好奇心は，
「なめる」という体験で満足に達した。満足
―３
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図１ 相互行為の模式図２
０
０
５Asano
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①．アパートの狭さを「チイチャイ」と表現

と父とは意味するものが異なってはい

する K 子の言葉（行為）が父親に影響

たが，現実に K 子の近くにある海の

を与え，一戸建てにする。
幼児のチイチャ

イメージが共有されていたのである。

イの言葉が関わりあう人々に影響し，行

K 子のイメージは，広々とした海水で

動を促すことになった。結果として K

あった。（これをイメージの一部共有化と

子は，小さいと対比する「大きい」の意

呼びたい）イメージの差を，このままにし

識をもつ。（相互行為の拡大）

ておいたら，海の概念のまま川という言葉

②．父と K 子の共有する海の概念が，父親

を覚えることになる。相互行為は相手の意

のどぶ川の水をなめさせる行為に影響さ

図に影響を与えることも含まれているの

れ，親子共有の概念が拡大し，関わりを

で，K 子に川の水をなめさせるという（媒

大きくした。

体とした）行為の交換は，親子の概念の共

③．カワとウミを区別することで，カワに対

有化を拡大したことになる。

する特別な関心（好奇心）が生まれ，他
のカワを探す行為に移る。
①

の場合，K 子の「チイチャイ」の言葉
は，本能的ともいえる言葉であるが，
（意図的に言葉を選択して言った言葉
ではない）一種の訴えであり，働きか
けである。したがって，その影響を受
けた父親 M が周囲の人たちの支援を

図２ 媒体となる行為
（言葉，物，感情，行動等）
２
０
０
５，Asano

③

の場合は，相互行為にあたるのであう

受け，一戸建ての大きな部屋のある家

か。幼児が相互行為によって社会事象

を建てた。ここで大切なのは，幼児の

の意味を拡大すると，拡散好奇心は，

言葉を，相互行為といってよいかであ

特殊好奇心となって，意欲・行動を前

る。

向きにすることがある。ウミとカワの

一般に言葉は，社会の人々が共有する「関

区別がつくことで，興味関心がカワに

わりの道具」である。しかし，幼児は，その

移り，川を探して歩く行為（人間の意

共有する道具を使いこなせない。（寡黙な人

志的動作）に広がったのである。

が相互行為の割合を低くする例がある）事例

しかも，カワを知った満足感は，次のカワ

の場合，「チイチャイ，チイチャイ」という

を探して，その発見によって再び満足感を味

単語の繰り返しで影響を与え，K 子が人を動

合おうといる意欲に繋がっていったのであ

かし，結果として K 子も影響が与えられた。

る。（向上心）

乳児が泣いたり，身体をバタバタさせるのも，

以上を相互行為の特色とすると，次のよう

「自分の行為が相手の行為に影響を与え，相

にまとめられる。

手がだっこしたりする行為に出る」のも，相

①．幼児の言葉は，相互行為を促す大きな要

互行為の一つということになる。では，②の
場合は，どのような相互行為であろうか。
②

素である。
②．言葉や行動の共有化は，（乳児の泣き声

には，父 と K 子 に「海」と い う 共 有

も含む）行為の発展や行為の交換となっ

する概念があった。幼児 K 子の概念

て表れる。（現れる）

―３
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③．相互行為は，媒体となるものによって促
進し，拡大し，発展する。

（浅野弘光）

たことのない活動には，消極的であり，恥ず
かしがる態度を示した。（見慣れないものを
回避する態度）

４．相互行為発展の障害

「何でもできる自信が心にわくまで，一歩

事例１，２からみると K 子は，順調に育っ

下がって友だちを観ている」態度がみられた。

ているようにみえるが，両親，両祖父母，妹，

この態度は，第三者から・恥ずかしがりや，

以外とは人間的関わりを避ける傾向があっ

内向的な子ども，甘えんぼ，消極的なこども，

た。本来，相互行為が限定された二人以上の

勇気が無い子どもと受け取られていた。そし

人間間で起こる現象だとすると，K 子の相互

て「こんなにいろいろなことが出来るのに，

行為には，偏りがあることになる。

どうしてなのか」と，尋ねられるのが普通で

先の「１基本資料についての②父親 M の

あった。

信念」で K 子に内弁慶の傾向があると述べ

この要因を「子どもの生活を先取りする父

た。また，父 M は，「K 子の生活を先取りす

親の過剰な熱意だ」と判断し，過保護，過干

るかのように玩具，本，遊び，運動と熱心に

渉といえば結論づくように考えられる。しか

関わり」と，述べた。これだけが原因ではな

し，社会性の発達に影響を及ぼす要因が親の

いが，K 子の相互行為は，家庭から近所まで

子どもに対する養育態度だけにあるとすれ

が限界であった。その傾向は，３才になり，

ば，子どもの相互行為の発展の一つの障害が

保育園に行き出すと一層，激しくなり，主体

家庭環境だけがあることになり，大きな問題

的，自治的に遊びはするが友達と接触したが

である。そこで相互行為の障害になる要因を

らないのである。（時間をかけて相手に安心

挙げてみた。

感がもてると積極的になった）

①．対人的な接触は適切か

直ぐ下に妹がおり，母親の力が妹にいくた

②．快適感のある生活の累積になっているか

め，自己のテリトリーを守ろうとする防御の

③．快，不快の適度な経験があったか

態度からも知れない。一般には「赤ちゃん返

④．子どもの環境が子どもの成長以上に整備

り」で大人に甘え，保育園の場合，保育士を

され過ぎていないか

独り占めにしようとする傾向が目立つが，K

⑤．失敗の体験が多くあったか

子は，安定し，信頼できる環境から外へ出る

⑥．子どもの遊びに制限を加えることがな

ことを嫌った。

かったか

事例３，独り占め

⑦．家族が子どもに接するとき，専制的に

４才のときである。都合で妹 N 子が祖父
母に預けられ，家の両親と K 子だけになっ

なってはいないか
⑧．積極的に社会的経験を行う機会や場を設

た。そのとき，K 子はご満悦で，「おとうさ
んとおかあさんを一人じめ，ハッハッハ，独
り占めは，うれしいね」と歌った。

けたか
①〜⑧は，相互行為の発展に障害になると
みられる要因を羅列したが，M の家庭環境

大人の言葉をまじえ，大人の仕方を真似，

をみると（環境は生活を創り出しているもの

（父親流）お互いに交流し合うよりは，支配

を取り巻いている外界と定義）適切でない要

的であり攻撃的な傾向の K 子であった。に

因に①，③，④，⑤，⑧が上げられた。した

もかかわらず，会ったことのない人や体験し

がって，K 子は，「②の快適感のある生活」が

―３
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自分でつくり出せないと判断すると，後退の

・お姉ちゃん，ありがとう

態度をとるものと考えられた。即ち，満足感

・お姉ちゃんの好きなほうでいい

が次の満足感を生み出す継続的な行為の保障

小さいときから人との関わりを十分自覚し

で（失敗を避ける家族）自らの自信をつけて

ていった。特に「苦しいと感じる中での相互

きた K 子にとって，自分で見通しのつかな

行為」に慣れていった。この苦しみを支えた

い行為には，後ろ向きになったのである。

のが，１，基本資料のところの終わりに述べ

末尾の「基礎，基本の発達曲線」
（２
０
０
４一部
修正）から考えると，基本の力として大きな
課題を K 子は抱えたことになる。

た「N 子と母親，K 子と父親」という夫婦に
よる分担接触である。
N 子は，我慢できなくなると母 T に抱き

人間関係の狭さや社会参加の消極性は，好

ついた。訳は言わなかった。母親 T も訳を

奇心や向上心を阻害する可能性があると考え

聞くことがなく，ただ抱きしめた。抱きしめ

られるからである。

られて２分もすると，再び K 子に近づき，何

K 子は現在３年生になるが，新しい仲間，
新しい学習，新しい環境に慣れるまで時間が

事もなかったように遊び始めた。
４才ごろになると姉の衣類を喜んで着た。

かかる。しかし，慣れると好奇心旺盛になり，

何でも姉の真似をした。

追求的になり，強い向上心をもつ子どもに変

・姉（K 子）がピアノを始めれば直ぐ自分も

身するタイプである。

始めた，
・姉が文字を覚えれば，見ていて直ぐ覚えた

５．苦しみの中で育つ相互行為

・姉が数を覚えれば，聞いていて直ぐ真似を

相互行為が出来ても，その範囲が狭いと好
奇心や向上心の発展が弱まることを K 子の
実例で考察してきた。（今後この状況を社会
性の縮小と呼びたい）

した
・姉がホークから箸に替えれば直ぐホークを
やめた
そして，姉以外の友達を求めて公園に行き

妹 N 子は，姉と一才半の違いで生まれた。

たがった。N 子と人との関わりは，姉から他

妹が生まれて「赤ちゃん返り」に近い状態に

人，中でも同年齢の子どもに接近していった。

なった K 子が両方の祖父母や両親の支援に

他の子どもと関われば影響が大きく，まさに

よって立ち直ったのは，二年後の３才半のと

「虚構の中に生きる子ども」とでも言えるよ

きであった。

うに，遊びに遊んで育っていった。

この間，N 子は，K 子から泣かされ，意地

家庭文化の枠（同心円拡大説による）を３

悪され，叩かれもした。過保護ほどに育てら

才ころには，完全に乗り越えていた。見るも

れた K 子にとっては，信頼する両親，とり

の，聞くもの，触るものが全て好奇心を起こ

わけ父親の愛を奪われる気持ちであったので

す対象であり，姉に負けまいとする向上心に

あろう。

向かっていた。

一方 N 子は，２才〜３才と育つに従い，小
さいながら姉を立てることを覚え，次の言葉
を多く口にした。
・お姉ちゃんのやね
・お姉ちゃんが先
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相互行為からみた幼児の好奇心と向上心について

（浅野弘光）

にでも好奇心をもち，好奇心を自分の努力で

事例４，くるくるスパゲッティ

解決していこうとする（これを素朴な根性と

父 M の誕生日に子ども達の希望で「手
作りハンバーグレストラン」に行った。

して１
８年度のテーマにしたい）妹の自立心，
向上心であろうか。

（祖父母もついていった。
）
入ると N 子

夜に内緒で練習する姉 K 子には，屈辱感

は，キョロキョロと周囲を見回した。隣

があったに違いない。しかし，次にレストラ

のテーブルでスパゲッティを食べていた

ンへ行ったとき，澄ましてスパゲッティを頼

女性の手元をじっと眺めていた。

む K 子と N 子の姿を思うと，姉妹の相互行

そして「わたしくるくるがいい」
といっ

為の効果を確認した気持ちであった。苦しみ

た。姉 K 子が「ここのお得意は，ハ ン

は，好奇心と向上心を広げると言っても差し

バーグ」と言ったが，もう，机に備えら

支えない。

れていたホークをくるくる回した。
「おばあさん，くるくるにしなよ。お

６．無関心と相互行為

もしろいよ。おかあさんもしなよ」と誘
このように書くと，N 子は良い子のように

いをかけてきた。K 子のいうようにハン

読めるが，「自分に興味関心がない」とちらっ

バーグを食べにきたので，みんなはニコ

とみるだけで，無関心を装う傾向がある。そ

ニコと笑っていた。

れは，無気力ではない。多少の関心はあるが，

し か し，N 子 担 当 の 母 親 T は，ミ ー
トスパゲッティにし，N 子を満足させた。

アクションを起こすまでもないと無意識に感
じ取るのであろう。

母親 T のホークとスプーンの手さば

特に姉 K 子にはそうである。

きは見事であった。はじめてスパゲッ

しかし，この傾向は，一端，家から外にでる

ティをホークに巻く N 子は大奮闘，ソー

と，何にでも好奇心を見せる。負けまいとす

スは，隣に飛び，スプーンは落ちて困っ
たが，母親を手本にして根気よく続けた。

る。向上心に溢れる。拡散好奇心のかたまり
のようである。しかも，一つのことを追い詰

お皿のスパゲッティのなくなるころ，ス

めていく根性（特殊好奇心）にも長けている。

パゲッティは見事にホークにくるくると

では，なぜ，無関心さを装うのであろうか。

巻きつき，口を汚さないで食べられるよ

K 子と N 子間の相互行為に何らかの障壁

うになった。姉 K 子は浮かぬ顔つきで

があるのではないかと考えている。

あった。

①．K 子との遊びが面白くない

「おじいちゃん，今度，N とくるくる食

②．知的発達のずれが遊びの楽しみを阻害し

べようね」と言った。

ている

ますます，K 子は，静かになった。

③．姉の権威的重みが遊びを拘束するなど

その晩のことである。

が考えられるが，姉妹関係としては望ましい

K 子が紐をスパゲッティの長さに切って

ことでない。これが発展すると，人権意識に

ホークに巻きつける練習をしていた。

も関わる大切なことである。
この差は，好奇心や向上心の差か，それと
も自由奔放な N 子の育ち，即ち，姉から離

この関係を「事例４」を使って模式にした
のが次の図である。

れようとする気持ちが，生活範囲を広げ，何
―３
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蔵庫に走った。
K 子は，じろりと N 子を見て「上手に固
まらないと思うよ」と言った。それが N 子
の向上心を刺激したのであろうか。年上の K
子に何かと負けている N 子は，このアイス
づくりで K 子に有為性を示そうとしたので
N 子は，ハンバーグのタレで口を汚す割合

あろう。この時点では，K 子に対する競争心

が多く，K 子に注意される。この構図は，あ

が先行していた。また，K 子にとっては，ア

らゆるところで生じた。そのため，ハンバー

イスができる可能性が高いため，N 子に対し

クをやめたのは，無意識のうちに K 子の世

て確かな有為性を持っていた。そこで K 子

界を回避し，自分の世界を構築させるためで

は試験管の中に箸を入れ，市販のアイスケー

あった。「くるくるスパゲッティ」は，自分

キに似せようとした。N 子は姉 K 子に負け

の環境を創り出す内発的動機だったと考えら

まいと最初は懸命であったが，途中から自分

れる。N 子の場合の無関心の装いは，社会性

の世界に入り，アイスケーキができるかでき

の拡大に繋がっていたと考えられる。

ないかの好奇心に引きずられるように熱中し
ていった。しかも３本作り始めた。自分と祖

７．相互行為の中の好奇心と向上心

父母のものであった。N 子の願いは，祖父母

向上心については，事例の中で度々触れて

に食べさせようとする気持ちが先行した。N

きたが改めて定義しておきたい。「向上心は，

子には，二つの有為性があった。一つは，オ

相互行為の中で自分の有為性を発揮しようと

レンジアイスケーキであり，二つ目は，祖父

する傾向」としたい。特に有為性としたのは，

母へのサービスであった。

その傾向の育ちによって，目的達成の可能性
が大きいからである。

K 子のアイスケーキは，前回の実験通り，
成功した。そして，箸にまつわり付いたアイ

好奇心と向上心は，切っても切れない関係

スケーキを食べながら N 子を見つめた。反

にある。

対に N 子のは，なかなか固まらなかっ た。

事例５，オレンジアイス

焦って試験管を触るので余計に凝固しなかっ

K 子が１年生，N 子は５才の夏，祖父母（M）

た。今にも K 子に対する有為性が崩壊しよ

の実家でアイスケーキが食べたいと K，N が

うとしたとき，N 子は，試験管のジュウスを

言い出した。祖父は，「機械を使わないでア

捨てると，はじめからやり直し始めた。もう，

イスケーキを作ろうと」提案した。K も N

K 子のことは頭になかった。祖父母のことも

も大賛成であり，教えられた通り，試験管に

忘れていた。「固まるか固まらないか」への

入れられた砂糖水をボールに入れボールの水

好奇心が N 子の向上心を支えていた。これ

に塩を飽和状態になるまで入れた。二人とも

が特殊好奇心の状態であろう。

おいしいアイスケーキを作り上げた。
終わった途端に K 子（姉）がもう一度ア

８．向上心と相互行為

イスケーキを作ると言い出した。すぐさま N

上の事例で「アイスケーキづくり」という

子（妹）が「同じじゃ面白くないので，わた

素晴らしい相互行為関係が競争という強い感

しはオレンジアイスを作る」と言い出し，冷

情で始まり，特殊好奇心へと発展した。残念

―３
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相互行為からみた幼児の好奇心と向上心について

ながら N 子のアイスづくりを祖父母が手

（浅野弘光）

この時期の父親 M の「生活先取り的保護」

伝った関係で K 子と N 子のその後の相互関

とでも言うべき，K 子への生活支援が「成功

係がどうなったか分からないが，強い好奇心

感」や「満足感」に満ちている生活を体得さ

が向上心を生み出す場合（N 子）と，好奇心

せたと考えられる。この期間は妹 N 子が自

が成功感（満足感）を生み出す場合（K 子）

立していなく，父母を独占できる環境にあっ

とがあることが分かってきた。

たため，生活先取り的保護が心の基本的発達

その上，次のことが言える

を逆に弱めたものではないかと考えている。

「相互行為に関わる範囲を広げる行動力をも

これに対し，生まれた瞬間から K 子との競

つ子どもは，新しい挑戦に挑む割合が高い。

争，いじめに対抗してきた N 子は，K 子と

相互行為に関わる範囲が広められない子ども

の相互行為を通して，接近と回避を繰り返し，

は，比較的堅実な行動力をもつ」ということ

自立し，即座に判断できる子どもに成長した。

である。

しかし，逆に「競争心」の強い子どもになっ

このことは，K 子，N 子に限らず言えるこ
とであろう。

た。また，父母も「自己の子育て」を反省し，
生活先取り的保護をやめたことも N 子の３
才までの生活に大きく影響したと考えられ

９．基礎・基本の発達曲線

る。

「４．相互行為発展の障害」で触れた「生

すでに K 子は，３年生になっており基本

活世界の狭さ」や「消極的姿勢」
「用心深さ」

の力の成熟も緩やかになっているが，近頃基

は基本の発達（基礎・基本の発達曲線）と，

礎としての知識理解が，K 子の生活の狭さを

どのような関係にあるのであろうか。基本の

知的に補う傾向が出てきている。例えば，地

発達曲線は，６歳までにほぼ発達し，１
２才ご

図を広げて「三重県はここでしょ。インドネ

ろから成熟を始める。これに対し，基礎の力

シァはとても暑いというが本当かな」などの

（学力的な力）は，生涯にわたって発達を続

疑問をもち図書館で生活圏を広げようとして

ける。これは，一般的傾向であるが K 子の

いる。祖父母や親戚に手紙を出し，手紙の内

生 活 世 界 の 狭 さ・消 極 的 姿 勢・用 心 深 さ

容に「季節の違い」を見出そうとしている。

は，３才までに形成されたと考えることがで

それは，物知り独特の自慢ではなく，知的

きる。

生活圏の広がりのようにみえる。いつ自らの
行動に積極性が加わるか楽しみである。
一方，一年生の N 子は，友達いっぱいの
生活で，遊ぶのに忙しい生活である。すでに
生活の範囲は，T 小学校の校区全体に広がり，
誰のうちがどこにあるかも知っている。競争
心は「，あの子と走れば負けるがあとは負け
ない」などと，割り切る傾向もできている。
しかし，こつこつと励む態度は不足で「レス
トランのメニュウ遊びはするが手紙は書かな
い」という具合である。明らかに３才までの
基礎・基本の発達曲線

育ちの差を見つけることができる。基礎基本
―３
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の発達曲線の一般性を問うには，まだ不十分

たい。その視点は「素朴な根性の育成」とで

であるが，K 子と N 子の育ちの差が，基礎

も呼んでおきたい。

の力との相互補完や相互行為の拡大にともな
う好奇心・向上心の発達と，どのように関係
するか今後探っていきたい。
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