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る。日本語の根性と合致するものではない。

１．はじめに

そこで，本稿では幼児期という比較的本性

「根性」と言う風土的言葉は，仏教用語と

を素直に表しやすい幼児期を捉えて，その成

して使われはじめるが，その後，さまざまな

長過程を学際的な感覚で追ってみたい。

意味をもつ言葉として日本人の中に定着して

事例１

きた。

研究素材としてのＫ子とＮ子

Ｋ子とＮ子は，２
０
０
６年の本学紀要に掲載し

例えば「輪中根性」
「島国根性」
「貧乏根性」

た「相互行為からみた幼児の好奇心と向上心

「根性のあるやつ」
「スポーツ根性」などとそ

について」の中心的な観察素材であるが，再

の使い方は，前向きにも，後ろ向きにも使わ

び，この２名を主たる素材とし，他の事例を

れている。しかも，継続性のある子どもを「根

加味することでテーマに迫ってみたいと考え

性のある子」と言えば，我慢強い子どもを「あ

た。

の子は根性がある」などと使う。その意味付

この２名を選んだのは，姉妹関係でありな

けも「根性」
を言葉として使う人の恣意によっ

がら，両親が育て方を変え，２名の主体性を

て異なるのである。

それぞれの方法で喚起する方法をとったこと

端的な言い方をすれば，根性に含まれる意
味のエリアは大きく，定義できないのが現状

である。これを端的にいえば次のようである。
Ｋ子

である。

丁寧に育てながら主体的な行動を励ま
し誉める努力を続けた。

そのため国語辞典も（新選，国語辞典，小

Ｎ子

学館）
「その人の性質を貫く根本的な気質，と

すように協働する形を続けた。

同時にいやしい精神」を上げ，前向きな意味
と後ろ向きの意味になっている。

丁寧に育てながら主体性の芽を引き出

その結果，好きなことには熱心で根性を発
揮するＫ子と何でも熱心で一時的に熱中する

一方，外国語においても，Spirit や Guts を

Ｎ子の態度として現れた（小学校入学以前）

上げ，気迫や闘志に近い感覚で受け止めてい

２名は，一般的にみると「根性」があると
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他人は言うそうだが，Ｎ子の方が精神的に安

める努力によって６才まで育った子ども』で

定的であり，Ｋ子よりもＮ子を貫く根本的な

ある。

気質（temperament）が育っているのではな

事例２

いかと思われた。

後退しやすい根性

Ｋ子は３才ころから親のリードで絵本を読

先に学際的な感覚で追ってみたいと述べた

み始めた。母親の性格であろうか。与える絵

が，人間の知的，身体的，道徳的，情緒的発

本は，シンデレラのようにきれいな子どもの

達にとって最も基礎的な教育の領域に「根性」

登場する本であった。この影響が大きく，塗

が含まれると考えるからである。

り絵も，お絵描きも，折り紙も全て「お姫さ
まタイプ」の作品であった。Ｋ子はできるた

２．根性を構成する要素

びに誉められた。そして「もっと読もうね」

先にも触れたように根性は，多様な要素に

と励まされた。お姫さまタイプの絵本は，何

よって構成されている。図１は，そのモデル

回も続けて根気よく，読み続けられた。中に

である。逆三角形の左右の辺は，左に，①我

は，背表紙がとれてしまうまで読み続けた本

慢力，②集中力，③持続力（継続させる力）

もあった。６才ぐらいになると両親は，本屋

④やる気，⑤楽しみ（目的を含む）
，⑥挑戦

につれていき好きな本を買わせたが，欲しい

力，⑦好奇心，⑧興味関心，などがある。左

という本は，白雪姫，かぐや姫，一寸法師な

を根性の外見的要素としたい。（外側からの

どであり，父親の勧めで「世界おもしろ事典」

観察で見られる状況）これに対し右は，強制

などを与えたがページをくるだけで熱心では

という励まし，誉めるという励まし，愛する

なかった。本を読むという行為自体が崩れて

という保護などの支援的要素である。

いくように感じられた。やや戸惑った両親が
「強制」することを止めたが，本に対するＫ

家族の支援

子の執着心は，２年間ほど「本ばなれ」を起

強制という励まし

こした。

誉めるという励まし
愛するという保護

先の図１からみれば，右の「家族の支援」
が，左の集中力，やる気，楽しみ，興味関心
などを崩していったのである。Ｋ子は誉めら
れ，励まされ，家族から大きな支援を受けな

図１ 根性の構成要素

がら「根性」を発揮してきたが，親の勧める

しかも，逆三角形に立っている。これは幼

本と（強制）Ｋ子の好みがずれると，本読み

児期における根性が不安定なものであり，根

に対する「根性」が，後退したのである。こ

性が成長して三角形の底辺（図１の上辺）に

れが根性の不安定さである。（８才になって，

達しても，崩れてしまう不安定さをもってい

Ｋ子の本読みは多様な本に急激に広がった）

ることを表している。

ここでやや大胆な表現になるが，６才ごろ

・根性は不安定な気質である。

までの根性は，教育環境の些細な変化によっ

・右の支援的要素のエネルギーの大小で根性

て「その人の性質を貫く根本的な気質」が直

の安定度に違いが出てくる。

ぐ後退しはじめる不安定さをもっていると言

その事例をＫ子でみてみたい。Ｋ子は『丁

えそうである。しかし，乳児期から励まされ，

寧に育てながら，主体的な行動を励まし，誉

誉められて育った根本的な気質は，多少の教
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育環境の変化では，消滅するものではない。

（浅野弘光）

このような状態になったのは，母親の証言

一方Ｎ子はどのようであろうか。

によると馬場のぼる著「１
１びきのねこ

先に触れたようにＮ子は『丁寧に育てられ

リーズ

シ

こぐま社」の１
１ぴきのねこ，１
１ぴき

ながら主体的な芽を引き出すように協働の

のねことこぶた，１
１ぴきのねことへんなね

形』をとって育てられた。

こ，１
１びきのねことどろんこなど，に出会っ

幼児期におけるＮ子の根性は，あらゆる事

たのがはじめで，次に「かこさとしの自然の

柄に関心を示し，直ぐ飛びつき熱中するが継

しくみ，地球のちから絵本」
で本に夢中になっ

続性は短く，また直ぐ，他のものに関心をも

たという。

ち飛びついて熱中するという状況であった。
読書においてもＫ子のように「お姫様の本」

１
１ぴきのねことかこさとしの絵本が動機づ
けになったのであろう。

に限って読むというのではなく，文字や絵の

動機を起こさせる要因は多い。図１の右の

書いてあるものは，何でも見た。まるで大人

強制模倣，同一視（identification）
，モデリン

が速読しているようにページをめくり「面白

グ，人間関係などであるが，Ｎ子の場合は，

い，面白い」を連発した。しかし，精読し，

次の要因が強いと考えられる。

読みこなす様子はなく，問われれば，本の内

模倣

容を大よそ話せる程度であった。

二才上の姉が８才になって再び本に夢
中になりだしたこと

それは，全ての遊びに通じるＮ子の活動で

モデリング

あった。外から見る限り「根性があるＮ子」

父親がいつも新聞や雑誌を読ん
でいたこと

とは，言えなかったが，一時的な集中力，継

このような教育環境の変化が左の要素を刺

続する力，やる気，挑戦力，好奇心，興味関

激して，Ｎ子の動機になったものと推察する

心など図１の左辺にあたる要素は，旺盛で

ことができる。

あった。今述べたように「瞬間的燃焼」とで

この事実を端的にまとめると，幼児期の教

も言える状況であった。とても，根性がある

育環境で育った根性の要素は，精神的な発達

と言える状況ではなかった。

とともに，教育環境に変化が起こるとその人
の性質を貫く根本的な気質が再成長を始める

３．根性の成長に必要な動機づけ

ものと考えることができる。

Ｎ子が７才を迎えると，本屋の床に座り込

先に姉の模倣，モデリングとしての父の様

み，「不思議」に関する本，「滑稽本」に関す

子は，まさに教育環境の変化と考えることが

る本探しに夢中になった。本屋の床に座った

できる。

まま１時間でも２時間でも探し続けた。時に

『子どもは思うように育たないが，大人
（年

は，探している内に読んでしまい，買ってや
ろうと待っている母親が待ちきれないで「早
く決めてよ」などと怒り出す場面も出てきた。
買ってもらったら，他の全てを忘れて本に
夢中になった。大好きなおやつさえ食べない
で本に熱中した。しかし，読み終わると「も
う過去の本」であった。本棚にある読み終え
た本を再び読み返すという行動はなかった。
―４
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よく観察すると左の要素にバラつきがある
ようにみえた。祖父母はＮ子を励まし誉め続

今までのことを図２にまとめてみた。

けたが，根性と外からみえる様子は後退する
ばかりであった。

４．根性を成長させる要因

これを家族は「Ｎ子のあかちゃん返り」と

図１でも触れたように「根性」は，外から

呼んでいたが，Ｎ子の性質を貫く気質に，何

みて分かる状況も多いが，少しの環境変化で，

らかの後退が起こったものと考えられる。言

外から見えなくなったり，時には隠れてし

い換えれば，左の要素の成長にバラつきがで

まったりすることがある。そのため図２のよ

きたのである。

うに逆三角形で表し，その不安定さを示した。

これは，どのような理由によるのであろう

この図２は，根性の成長を模式化したもの

か。３の小見出しに「根性を成長させる要因」

である。先に触れたように根性を構成する要

としたのは，根性を構成する要素に質の成長

素は，我慢力，集中力，持続力，意欲（やる

・後退があると考えたからである。この場合

気）
，楽しみ（目的成就）
，挑戦力，好奇心，

の成長を，「心身の構造と機能における量的，

興味関心，などによって構成されている。外

質的な変化の過程」と，捉えたとき，図３の

からみて「根性がある」かのように受け取れ

我慢強さの衰え，集中力の衰え，持続力を後

ても，右の環境の変化だけでなく，左の要素

退させたのは，成長の停滞と受け取ることが

の一部が欠けても根性は，不安定な状況を現

できる。いわゆる心身の構造と機能における

す。次の例は，一つの証である。

量的，質的な変化の過程を動かすエネルギー
が衰え一時的に成長が停滞したものと考える

事例３

幼児期の特色

ことができる。この質的変化は，なぜ起きた

Ｎ子が極端に「根性」を後退させたのは母

のかを事例４でみてみたい。

親が事故で入院し（環境の変化）
，家庭の中
心が祖母と祖父になったときである。Ｎ子は

事例４

相変わらず，挑戦的でやる気旺盛，何にでも

絶対信頼関係の途絶

先にも触れたように後退は母親の入院とい

関心をみせる子どもであったが，集中力と持
続力を欠き，身体全体にみなぎらせていた「根
性」が弱まり，何でも直ぐ投げ出し，ぼやっ

我慢強さ

極端な衰え

集中力

同

持続力

少し後退

やる気

やる気は旺盛だが長続きしない

好奇心

好奇心は高いが長続きしない

興味関心

興味関心は高いが長続きしない
図４ 絶対関係の弱まり

図３ 根性を構成する要素のバラつき
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う状況の中で起きている。図４はその模式図

図２の内枠に描かれた逆三角形が外に向け

である。図４の一番外の円は，母親の役割の

て，じょじょに成長していく核部分に家族と

エリアである。この枠の中で母親は，愛情を

の（両親）信頼関係が強く働いていることを

注ぎ，見守り，支援し，協働を続けてきたの

示している。内から外側に成長する様子は，

である。

成長の質的変化を表している。

ところが母親の入院という教育環境の変化
で，Ｎ子に向うはずの母親の役割が崩壊し，

５．「あの子がね」と言う見方（事例５）

祖父母に変わった。この外枠の変化は母親の

「あの子は小さい頃，毎日何かあると「で

愛情によって結ばれていた「絶対信頼関係」

きない，できない」と泣いていたのに，父親

に揺らぎが起こり，根性を支えていた要素が

が亡くなったころからすごく根性がでてき

萎えたものと考えられる。

て，音楽については鬼になったね」という話

平成１
７年度の岐阜女子大研究紀要でＮ子

がある。Ａは小さいころから音楽が好きであ

は，困ったことや気持ちが不安定になると母

り，器用であり，何でもこなす子どもであっ

親に抱きつく癖があると書いた。したがって，

た。教員であった父親の教育環境の中で，励

母親の入院で，不安解消の手段をＮ子が失っ

まされ，誉められて成人してきた。父親がな

たことを意味する。祖父母への抱きつきでは，

くなるとＡは，急にといえるくらい自立し，

心身の不安定さを解消することができなかっ

音楽と「書」
，そしてある信仰団体の奉仕に

たのである。

「熱心を通り越し，根性の塊り」のような活

母親との絶対信頼関係が弱まり，心身の構

動の形に変化させた。作曲を始めると，家に

造と機能を量的，質的に変化させるエネル

帰らずピアノのカバーを被ってひと眠りし，

ギーが弱まったのである。この小論が幼児期

できるまでやめなかった。さらに，自分の職

と限定しているのは，幼児期における母親の

務も人一倍熱心であった。

役割の大きさが「根性の成長」に強く関わっ
ているからである。

これをどのように解釈するのであろうか。
根性が環境の変化によって，突然できあがる
ものであれば，『幼児期における根性の発達』

２週間ほどして母親が退院するとＮ子
は，入院以前より，強い根性を発揮し，
運動会を前に次のように話した。

というテーマは，意味がないものになる。
Ａを外から観察すると図５のようにＡの行
動を感じることができる。Ａの身体全体に『目

「わたしね。５
０メートル競争で一等にな

標達成の喜び』が滲み出ていたように感じら

るよ。でもね。わたしより一歩速い子が

れる。目標の達成は楽しみに当たり，その活

いるの。４
０メートルぐらいになると，そ

動のための努力がＡの「音楽における自己主

の子に抜かれるの。だから，７
０メートル

張」のように感じられた。

走る練習をしてスピードが落ちないよう

絶対信頼していた父親の死は，Ａの気持ち

に練習しているの。おかあさん見に来て

を開放し，Ａの性質を貫く根本的な気質が自

ね」

由を得たものと解釈することができる。

まさに，母親との絶対信頼関係の復活によ

この開放をプラスの根性に転化させたの

る「根性を構成する要素」
に成長のエネルギー

は，音楽で何かをやってみたいという目標達

が働いた結果である。端的な言い方をすれば，

成の根性ではないであろうか。
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よく「子どもの遊びに拘束はいらない自由

意識する，しないに関わらず「あの行動をす

で好きな遊びこそ学びの原型である」と言わ

ることが好き」という状況をつくることが必

れるが，Ａの中に眠っていた自由で好きな遊

要なのであろう。

び（学習）が目覚めたのであろう。

好きという心的状況は，逆三角形の不安定

（事例６）

さを比較的安定させていく要因になると考え
られる。

何か重たいものが取れた感じで，音楽

Ｎ子の場合，母親の入院という教育環境の

で何かやってみたいという気持ちが抑え

変化で後退状況をつくったが，もし，読書が

きれないのですよ。幸い，Ｋ小学校で児

楽しい状態にまで育っていたら，後退状況も

童オペラを作る機会があって，父には申

短くて済んだかもしれない。しかし，本当に

し訳ないが，この歳になって自由を得た

幼児期にまで図５の模式が適用できるのかど

気持ちです。一分たりとも，遊んでおら

うか，疑問を残すところである。

れない気持ちです。

７．根性を定義する難しさ

こんな気持ちがもっと早く出たらと思
います。

Ａ３
１才

図２の内側に描かれた逆三角形の根性が
じょじょに外枠の逆三角形に成長していく核
部分に家族との信頼関係が働いていることは
「４」でまとめた。端的に言えば，根性の質
的変化（成長）は，親と家族の相互行為を伴
う信頼関係に大きな働きがあった。しかし，
それに加えて，さらに成長の質的変化を促す
ものとして「好きだから」
「やり遂げたいから
（目的達成の意識）
」
という要因を加えること
が必要であった。この好きや目的達成意識が

図５ Ａの根性の発露

幼児自体にどれほど自覚されているかは明確
でないが，根性の成長に関わっていることは，

６．「楽しいから好き」を育てる

確かであろう。

これまでの事例から，根性を育てるには，

ここまで根性の表記を「根性」と書いてき

動機づけが必要であり，ここでできた根性の

たが標題には「KONJO」としたのは，下記

芽を育てていくためには，家族の間の絶対信

にまとめたように根性は，多様な解釈がなさ

頼という愛が必要であることが分かった。逆

れ，「根性」という国語的概念では表現でき

に，親の熱心さが「育ちかけている根性」を

ないように感じたからである。しかし，根性

拘束している場合もあり，根性は強制で育て

を概念としてまとめることを否定したわけで

るより，楽しく育てる方が，根性として行動

はない。幼児期の根性は，特別な意味をもっ

化されやすいことも分かってきた。

ていると考えるからである。まず一般的に根

このように考えてくると，図１の根性を構

性は，次のように表現される。

成する要素に「好き」を加える必要がでてき
た。幼児における親の強制を否定しないが，

仏教では「仏の話を聴く衆生の素質や能力」
を根性と言う。

―４
８―

幼児期における「KONJO」
（根性）の成長

島国根性の根性は「偏狭でこせこせしてゆ
とりのないこと」を指す。

（浅野弘光）

慢・集中力」などがある。「５」の根性を定
義する難しさで触れたように，幼児の konjo

輪中根性の根性は「自分を守るために他人

の成長に好き嫌いや目的意識が含まれるかど

や他村の悲劇（失策などを含む）を笑う心根」

うかは大きな問題である。この好き嫌いや目

を言う。

的達成意識は，親などの教育環境によってつ

学問根性とは「困難なことを乗り越える継

くられるものであるという意見を聴くことが

続的な学術的行動力」を言う（茂木健一郎談）

ある。この意見をまともに受け継ぐならば，

スポーツ根性「耐えて耐えて勝ち抜くまで

幼児期における konjo の成長というテーマ

頑張る行動力」を言う。

は，親の教育環境によることが結論になって

前にも少し触れたが，「根性」という言葉

しまう。

の中に人間として前向きな意味と後ろ向きに

次の事例７で考えてみたい。

聞こえる意味がある。例えば，わが子だけを

確かに，幼児期の konjo は不安定であり，

大切にし，先妻の子どもにつらく当たる継子

崩れやすい。好きなものになると konjo を発

根性などは，心根が曲がっているという意味

揮する時間（継続時間や集中力）が長くなる。

で後ろ向きの根性に当たる。

しかし，「好きだから長く続けられるの」と

このようにさまざまな意味を含むため英語

尋ねても「面白い」としか答えが返ってこな

においても spirit，guts，grit などと表現が定

い。これを無自覚的 konjo と呼ぶことにした。

まらない。むしろ根性を表現する言葉がない

したがって，幼児のころから konjo があった

といってもよいのではあるまいか。類語研究

から児童期や生徒期，成人になって根性が発

会（創拓社）においても根性の類語として気

揮できるわけではない。無自覚的 konjo を自

質，性分，根気，気心など，意味が違うので

覚的根性に引き上げるのが，教育環境の役割

はないかと思われる語彙を並べている。難し

である。ここに幼児期の konjo の特徴がある。

いのであろう。このように考えると，幼児期

konjo は不安定であり，崩れ易いから教育環

の根性は，ますます特別な意味をもつものと

境を整えながら成長させなければにならな

して「KONJO」と表現しておくのが適切で

い。しかし，一般的に恵まれた幼児期を過ご

あると考えた。

せる人は，多くない。幼児期の教育環境が低
いと，社会で言われる「ひねくれ根性」
「貧乏

８．幼児期の KONJO の特徴

根性」
「ぐうたら根性」をもった幼児に育って

幼児の konjo は，大変 崩 れ 易 く 幼 児 期 に

しまう例がある。ひねくれ根性やぐうたら根

konjo があるかに見えた幼児（６才ごろまで）

性は，自覚的根性の場合が多い。前年の紀要

も成長するにつれて普通の子どもに見えてし

で述べたが２才児のＫ子がアパートに住んで

まうことがある。逆に事例５のＡのように，

いたころ「おうちチッチャイ，チッヤッイ」

根性があるとは見えなかったが，父の死とい

と祖父母に訴え，「おふろチッチャイ」と祖

う動機によって「稀に見る根性」を発揮する

父母の風呂をみて話したのは，自覚的であっ

成人もいる。

た。このとき心に残した気持ちは，その後の

成人と幼児の根性は内容が異なるのであろ
うか。

生活の中に「大きいものへの憧れ」
として残っ
ている。（ひねくれ根性にまでには至らない）

これと同じ状況を表す精神活動として「我
―４
９―

幼児期の konjo は，外から見て根性がある
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ように見えても無自覚的であり，不安定で崩
れ易い。したがって，図１で表した「根性の
構成要素」の左側の要素も不安定なのである。
我慢づよい子に見え，何に挑戦してもでき，
評判の幼児Ｉは，児童となったときライバル
Ｓにかけっこで負け，負けたことを親からな
じられたことを切っ掛けにして，一挙に無気
力人間になり，問題児にまで転落した。幼児
の konjo は崩れやすいのである。これが無自
覚的根性の証である。ごく普通の表現をすれ
ば幼児の konjo は，自覚的根性に成長するま
で「崩れ易い」のである。
さらに，自覚的な根性になっても特別な体

図６ Ｋ子とＮ子の根性の一面を比較する
（６才児当時）２
０
０
５，１
１

験や経験を経ないかぎり，幼児の konjo ほど

の特性と考えているものも，案外，他に類例

ではないが不安定であることに違いはない。

がたくさんあるかもしれない。だから直ぐ，

図１の逆三角形であることに違いはない。

これは特殊なものか，普通のものかを決める

これを端的にまとめると，
「幼児期の konjo

ことを避けたい』と語ってる。この特性のと

は，幼児の性質を貫く根本的な気質として成

ころに根性や konjo を当てはめてみると，日

長するが，無自覚的な気質の一つであるため，

本人の根性と考えているものも，案外，他に

幼児を取り巻く教育環境の些細な変化によっ

類例がたくさんあるかもしれない。だから直

て（不安定要因の拡大）後退し，崩れ去って

ぐ，日本人の根性が，特殊なものか普通のも

しまうことがある。その反対に後退はしてい

のか決めることを避けたい。即ち，Ｋ子やＮ

るが児童期以上の年齢になって幼児期の

子に限られた研究素材だけでは「根性，konjo」

konjo がある動機によって『その人の性質を

を説明しきれないかも知れない。

貫く根本的な気質』として行動に現れること
がある」と考えたい。

したがって，来期は根性の構成要素の一つ
である「集中力」から追ってみたい。

９．弾力的な KONJO

参考資料

先に学際的な感覚で根性を追ってみたいと

アスペクト「根性を科学する」高畑好秀

述べた。しかも，幼児期と成人との根性の構

学研，仏教辞典

成要素が違っていた。その上不安定なもので

洋泉社新書

あった。そのため，根性や konjo を大胆にと

布施克彦

か，端的にとかの飾りを付けてまとめてきた。

講談社現代新書

この紀要の内容は，研究結果より，今後の研

岐阜女子大紀要３
５号

究のための課題提供といえるかもしれない。

isity and Motivation of Interracting infant 浅野

そこで，Ｋ子とＮ子の「根性状況の比較」
と言えそうな表を載せたい。

集中力

山下富美代

Investigation on thecur-

弘光
吉川弘文館

田中美知太郎氏は，『われわれが，日本人

島国根性を捨ててはいけない

岩波新書

―５
０―

頑張りの構造
能力とは何か

天沼
岡本夏木

香

