
としてとらえる。つまり，行為の意味を行為将にも，行為希が「いま－ここ」で働き

かけているもの，こと，人やできごとにも還元できない緊弧関係にあるもの

(Wertsch､1998）ととらえ．［行当新一行為一道典・場（もの．ものの配侭)］の関係

的連鎖においてとらえることにする。これをできごとを単位としできごとの生成過程

を記述するための「生成的単位」（三浦，2002）とする。

具体的な会話や活動の記述と考察にあたっては，鉛筆，紙，絵の具，廃材などのも

のを媒介にした子どもの描く行為，つくる行為のみに淵日するのではなく，行為によ

りつくられていく生柵ｋのできごとや遊びのできごとの全体性において，それを成り

立たせている会諸．身ぶり．視線，つくり表わす行為をとらえ，造形的につくり表わ

されるものとつくり表わす行為の成り立ちの関係性について考察している。つくり表

わす行為，つくり戎わされるものは，できごとを生成していく了・どもと．もの，こ

と，人との相互作用・柑亙行為の過祝の珊や状況に埋め込まれており，そこにおいて

その意味をそのつど十全に成り立たたせ仙川していく文脈状況に依仔したあり方

(indexicality）をしている。また，そのつくり表わす行為，つくり表わされたものの

愈味が成り立つことは，今進行している生活や遊びのできごと枇界の意味が成り立つ

ことと相互依存的関係性（renexivity）にある。以上のような剛111から，生活鳩而に

おいて，「つくり炎わすことを，『造形行為」や「造形作品」とは汎なる意味と立嶋か

ら取り上げ．その行為が実際に行なわれている珊而で，何時併行して幼児が行なうそ

の他の会話や身ぶり等の相瓦行為と連続的にとらえるため，〈つくり表わす行為〉ま

たはく造形的行為〉と紀述する。また，「逝形作,ＭＵは，〈つくられたもの〉または

くつくり表わされたもの〉と紀述する」（-剰i，2002.ｐ,423)。

このように本京の邪例においては．ｆどもの生活や遊びのできごとが他者との相販

行為を通して協働でつくられていく過程の文脈状況（コンテキスト：context）におい

て，子どもが「媒介された行為」であるつくり表わす行為をどのように行なうことに

より，柑瓦にコンテキストをつくり．できごと枇界の意味を成りⅨたせているのかを

とらえるのである。その愈味で，「コンテキストは，活助恥倫のための秤器でも，状

況的につくられた経験される空間でもない。コンテキストは活動システムである」

(Engestrom・’993.ｐ､６７）し，上野（1996）のいうように，「コンテキストやその境

界とは．すでにあるものとか与えられたものではなく、参加者たちによって相互行為

的に，また，状況的に組織化されるもの」であり．「コンテキストは環境の巾にある

ものではなく，また，“噸の''０”にあるものでもなく，むしろ．“doin屑context

toRether”ということがふさわしい何かである」（上野，1996.ｐ､６)《：

できごとや相瓦行為の記述は．エスノメソドロジー（ethnomCthodology）におけ
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る相互行為の記述の方法を参巻としている（西阪，1997)。したがって，祁例の観察，

記述，考察では,造形的につくり表わされるものを，それが完成した時点で作,砧とし

て形体や側像形式においてとらえるのではなく．つくり炎わされたものが遊びのでき

ごと内で使用されていく過程についてもとらえている。これにより，つくり表わす行

為が子どもの生活実汲とどのような関係性や巡統性においてつくり出され行なわれて

いるのかを理解することができる。

本京で考察していくFII例において．観崇将は生活や遊びのできごとがつくられてい

く相虻行為の過狸に子どもとともに参加している。このため紹介する生活や遊びの耶

例の過程で変容していくのは，子どもだけではなく観察者自身でもある。観察者は被

観察肴である子どもとの抜き差しならない相互行為に引きずり込まれており．観察肴

に対する子どもの活動が観察者の活動を変容させ，子どものできごとilt界を「いま－

ここ」で．子どもとともにつくり成り立たせている。ミ11例では．子どもの笑股により

つくられる遊びのできごと．そのできごと内で行なわれているつくり表わす行為とつ

くり表わされるものが，亜いに他を相互につくり合うことにより相邸に成り立ってい

く動的関係性をとらようとしている。被観察将である子どもとの川に刻々と進行する

相且行為の過秘で．子どもの行為によ')仙察苫、身が自己の行為や活動を組み枠え，

できごとの鴫への投企やｆどもの行為への応杵や理解として行為を行なわざるを禅な

い関係性についてとらえ考察することは．‐ｆども自身が社会文化的なできごと世界と

しての遊びを他者と共に成り立たせていく実践そのものを，できごと|M:界の内側から

実践のさなかでとらえ変革していくあり〃を川らかにしようとするフィールドワーク

(山川．2002）において不Ⅱ｢欠なのである。

②つくり表わす活動の協働形成過程

(1)初めて「番くこと」と「描くこと」

子どもが生後初めて縦i肥典をⅢいて肥したり描いたりするとき，その蝋を共に生き

ている他者との川にはどのようなできごとが起こっているのであろうか。できごとの

場や状況を通して子どもは，「評くこと」「描くこと」をどのように成り立たせていく

のであろうか。以下は，兼音の長男Ｔと次叫Ⅲが，ともに生後１０か〃のときに，鉛旅

で紙に初めて犯したjﾙ面を肥述したものである。

【耶例１－１鉛縦で紙に初めて起す'１，（０歳１０かＩ１７日)】

夜泣きで目を他ましたＴはすぐには眠りそうもない。Ｔのり親は，'１．の横で食品の注文
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》V↓のI肥人を始めた（(１.)。Ｔはすっかり藩もｲ１．fいたせいか，Ｉ卿Ｍ（蜂）が食姉注文炎に‘他

人している鉛筑にＦを伸ばして取ろうとしている（２‘:$），岬Mは汁文W4のあまりを災返

してl牧'1,に池し（'1）．鉛Aiの僻ちﾉﾉを敬えようとして文字を冊くようにして鉛椛を州･ち，

｢○○○○」と・1,の名111を固いながら３つほどその紙の上に＃)いてみせ（５）．’1,にl‘1分が

持っていた鉛Afを渡した（迫)。

Ｔは，吐親が沸いてみせたように字を沸くようにして鉛縦を持ち。耀初おそるおそゐ紙

の上に線を州いた（７）。ｊ$いやさしい細だ。純だと大人のように鉛飛を排ち．いきなり

級をﾘ|いてみtL､たことに蹄き、次はどこにどんな級を柵くのだろうかとじっと'1,のlMl9･を
兇つめている（１８）と，’１，はぴたI)とl&<のをやめクルッとふり返って私たちのｉｉｉをMル:》

てじっと見ている（'９）‘職も翼（‘１，のIﾘﾋ剛も思わず.W,が止まり．「どうしよう」と思い

一瞬画業をなくしてしまうｃしかし，すぐに，私は「Ｔ耕すごいね－二上手だ」「よく拙

いたぞ－，えらいね－」とほめたいO）鱒もいっしょに「'1､〈ん．上手雪すごいすご

い」とほめていゐ（Ⅱ)‘するとＴは，また1Wを向き，さっきよりも元気よく描きだし．イゼ
部で３校柚いた（12;）（側７１参照）

７

陣

遍繍‘'１
貯 池

裂二／』

」全グ４

，｡､ｃｃ○一○●｡①。｡⑥。。①｡②。

図７１Ｔが生後初めて描いたもの［駆例１

、００ｅＢ。

１１

1）Ｔがっくり表わしたもの

′I､の抽初の「描llIIi」のできごとを．できごとの展I)Mをおって脈細にみると，以Fの

ようになる

①母親が鹸初に食舶注文票に文字をＩIドいているー

②母親と何じ道１１：（鉛飛）を欲していゐ｡

③Ｔは，Ｉﾘ:机とlIIlじi,'ili1j場Iniに参加しようとしている。

､I'母親により'１，が使う紙と鉛雅が'j･えられ，Ｉｿ:机とＭじ｣ﾙが'''1ﾉⅢ的・"ﾘ的にIﾘ側に

よりつくられている．

昂､母親は鉛錐の持ち方と稗き方をＴのiIの前で，Ｔの鋤ilをひらがなで書いてみせ．

脇７ilt地形教汗の災j’ｆＩ(制



示している。

⑥母親はＴに自分が仙っていた鉛縦を渡している。

⑦Ｔは継親が文字をM1:くときと側じ持ち方で鉛筆をもって普く。

⑨Ｔは一息描いた後．ふり返り母親を見る。

⑩⑪父親はＴのこの行為を「絵を描く行為」として意味づけてほめている。

⑫Ｔは元気よく続けて描く。

この一巡のできごとにおいて，Ｔは生まれて初めて何をしたのだろうか。絵を描い

たのだろうか。それとも文字を描いたのだろうか。生後１０か月のＴは意図的・目的的

に鉛筆で描いたのではなく，端的にこの活動そのものを行為として行なったといえ

る。

ところで，Ｔはここで絵を描いたのだろうか。Ｔによりかかれたもの（図７－】）

をこの場や状況を知らずに兇る希は，「Ｔは文字ではなく絵を描いた」とみなすであ

ろう。それほどにＴがかいたものは．「文字」とは似ても似つかぬ絵としかいいよう

のないものでもある。また，生後間もないころに描かれるこうした身体運動の痕跡と

しての描画様式は，スクリプル（scribbIe）といわれるものでもある。この事例は，

Ｔが紙の上に鉛縦で妃す生後殿初のFII例である。最初から文字を杵いたとは．大人に

とってあまりに考えにくい。

結論からいうと．Ｔは母親と同じ行為を同じ場で行なおうとしている（①②③)。

したがって，これは「文字を普く」行為であったといえる。小実ここで母親（Ｍ）

は，（ａ）自分が文字を記入している食1M注文表のあまりを喪返してＴに渡している

(④)。（ｂ）鉛縦の使い方を旅そうとしてひらがなでＴの名前を瞥いてみせている

(⑤)。さらに，（ｃ）自分が今まで使っていた鉛筆をＴがかくために渡している

(⑥)。（。）Ｔもまた，猷親と同じ鉛餓の持ち方をして最初からかいている。こうし

てみると，Ｔが文字を「脊いた」ことは，揺るがしがたいことであることがわかって

くる。Ｔは，吐親が行なっていた「沸く」という文化的活動とそれが行なわれている

聯へ，同じ道j↓を用いて，しかも，雌親が仙っていたその巡典を娘り受けて参加し

て，「書くということ（できごと)」を「番くこと（行為)」を通して成し遂げている

のである。Ｔは．「文字を書いた」のではなく、「番くこと」そのものを，Ｔ自身の参

加により．ＴＩ]身の活動の拡張として行なったのである。Ｔは「普くこと」という活

動をここで学んでいるといえる。

2）〈新たな活動一「書くこと｣〉の協働形成

ところで，この日，この場面で．Ｔが初めて「書くこと」は，母親も父親もまった

く予測してはいなかった。この場面を「Ｔが生まれて初めて鉛兼で沸く場面」へと突
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き崩したのは．母親でも父親でもなく，母親が行なっている道具を媒介した文化的行

為の糊へ参加しようとして．母親の持つ鉛飛を取ろうと介入したＴ自身の行為であ

る。母親の行為が鉛華と紙との関係をつくり．鉛縦でも紙でもない別の新たなもの

(鉛華の換跡一テクスト）を生む文化的爽股の現われを，Ｔ自身の実磯上の関心とし

て．雌親の行為とものとの同型的関係にある実践を自ら行ない始めようとしている。

食品注文栗に肥入する母親の活動への介入と'１１断により，Ｔはそれまでの母親ともの

との関係的な期や状況を突きⅢ】し，同時に．自分が杵<という行為を学ぶことが成り

立つように，それまでの母親と自分との社会的INI係性（夜泣きをあやされていた）を

組み替えている。

母親はＴのこの行為を，それまでＴがＨ常的に行なっていた手にしたものを口に入

れて紙めて側くようとしているのではなく，n分が行なっている「件くこと」をＴも

また行なおうとしていると瞬時にとらえて注文典の紀入を中断し，Ｔにも「沓くこ

と」が成り立ちやすいように，注文梨を１枚裏返して渡し（④)，Ｔの名前を発給し

ながら３つほど書いてみせ（⑤)，自分が使っていた鉛筆をＴに明け渡す（⑥）ので

ある。厳密にいうと，Ｔは自分が番<ための嶋や状況を，母親の場や状況とは別に新

たにつくってもらったのではなく，母親がＨ分が行なっていた実践的期や巡凡をIﾘIけ

渡すかのようにして狼り受けたのであり，細り渡きざるを得ない状況へと継親をﾘIき

ずり込んだといえる。一方，母親の方は，191分の実践の場や状況をそのまま掘り渡し

たかのようにしながらも，Ｔが「書くこと」を初めて始め得る場や状況へと変えてい

る。

3）社会的文化的行為の協働形成と学びの過程

こうしてみると，Ｔが初めて「普くこと」を始めるために，Ｔも継親も，ともに新

しい活動を生み出して，「書く」活動をつくり出していることがわかる。従来の発達

心理学的視点からみれば，Ｔは母親の活動の「模倣」をした。または，年災将である

他者（母親）がＴの活動を援助したことにより．Ｔの「評くこと」という新たな活動

は実現された．と理解されていたことである。しかし実際には，複数の行為将の川に

新しい活動がつくられるとき，両考がともに新しい活動を生み出しているのである。

まだ手を思うようには動かすことができないため目や喉を鉛筆で刺すと危険なので

手の届かないところに低かねばならない．力､といって，早く字や絵を１１ｷいてほしいけ

れど，いつどのようにして勘くことや描くことを教えることを始めたらよいのかは知

らないといった大人の側の実践上の矛咽。鉛錐を手にとってみたいけれど．自分の今

の力では手の届かないところにあるし，偶然手にしても，危険だからという理由です

ぐに母親や父親に奪い取られてしまって，いつまでたっても書いてみたり描いたりで
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きない．という子どもの側の実践上の矛府。これらが．相互行為過秘における互いの

行為を刑発する働きにより，両将の側で．この新たな実践を通して「解消」（野11.

2002,1)p･lO3-lO4）されているのである。この才府を解iiIjする・辿のやりとりのきっ

かけ，タイミング，行為の実際のあり方をつくり教えるのは，文化的先住肴である大

人ではなく，参加し介入する子どもの側である。大人とともに同じ祇動の蝿で，今新

たに１kきょうとする子どものやり方に大人は教えられ，文化を共イルて．ｒどもととも

に生きることが､J能となる。子どもに牧えられる（習う．学ぶ）ことにより．初めて

大人は子どもに教えることを成り立たせることができるのである（柄芥・木村．

1985.ｐｐ,188-193)。これに対して．ともに生きている子ども（他者）の活動の文脈

から判う（学ぶ）ことを前提とせずに大人の側からのみ教えることは，「敬えること」

を大人の側で成り立たせることはできるが，Ｗう（学ぶ）ことを子どもの側に成り立

たせることはできない。「敬えること」のみを成り立たせようとすることは．教えて

いる人（大人）の側からみたどこまでも平板で透明な世界，現実にはあり得ない「モ

ノローグiIt界」（山田．2000,ｐｐ・’5-36）であることに気づく。これに対して学びの

世界は，〃屑対立，交渉，葛藤も含んだはるかに広く複雑な枇界である。そこでは，

人と行あとものとが連鎖し，他特の行為とものとの関係性と相瓦作川・柑互行為する

ことにより，無限に息味が生成きれ，瑚凱し，拡搬する動的世界である。学びの過祝

は，そこに生きる人々の矛盾対立，交渉，葛藤にあふれた人が実際に生きて働いてい

る世界であることがわかる。

4）未知で新たな行為と行為の愈味とを生成する志向的な喝

さて．この]Ｗ１の後半部分もまた，Ｔの111:く柄助が人々の協働的実脱を辿して初め

て成り立っていく実際のあり様を３つ示している。（ａ）Ｔが鉛筆を持って食,I&注文

票の裏に始めて書き始めたとき．雌籾と父親は，その様子をじっと見ている（⑧)。

(ｂ）Ｔが初めて鉛兼で書いたあとで．ふり返って母親と父親を，しばらく黙ってじ

っと見ている（⑨)。（ｃ）父親と母靭は，Ｔが初めて番いたこと（行なったこと）を

ほめて受けとめ，Ｔに対してこたえている（⑩⑪)。この-．連の相ｉｆ行為過祝を総て，

今鹿はＴは鹸初に書いたときよりも．さらに勢いよく書きはじめている。

（ａ）についてみると，Ｔが初めて沸いたのか描いたのかはともかくとして，人間

(Ｔ）の成災発述上，大きな聴換点となる文化的渦動が新たに生まれつつあることを

雌親と父親は知っている。しかし，股初の子であるＴがどのようにそのことにかかわ

り，行なっていくのかは知らない。そのため，切り開き向かいつつある文化的行為を

Ｔはどのように行なうのか見ているのである。Ｔが行なおうとしている初めての活動

と活動の蝋へ．吐親も父親もＴとともに参加し向かっている。ここには．「許くこと」
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という文化的実践を可能とする志向的な場がＴと母親と父親との間に開かれつくり出

されている。その鮒の形成においても継親と父親は．′I,に判っている，Ｔから学んで

いるといえる。

（ｂ）と（ｃ）をみると．Ｔは自分が参加しようとする文化的実践を「行為のかた

ち」としては知っているが，「書くこと」なのか「描くこと」なのか．母親や父親も

鳶んでくれることなのか禁止されることなのかという．この行為の愈味は知らない。

爪嬰なことは，こうした状況においても乳児（人）は．未知で新たな行為を他粁とと

もに始めることができるということである。そして'1,にとってこうした位柑にある行

為の意味について，Ｔは１人では決定できない活動状況や発達状況にある。乳児に限

らず，人が他者と相互行為する過程で行なう１つひとつの発話やふるまいの意味は，

行為を行なっている主体が決定する以前に．その行為が始まり進行する過程で，聞き

手である他蒋が尚定したり，秤だしたI)している。行為やふるまいは社会的であり．

行為の意味は自己がその意味を決定する以前に，他稀が行なう行葛との関係におい

て，他者によりその意味は理解・解釈される。むしろ，他者がその意味を決定（理

解・解釈）するのであり，自分、身は行為を行ないつつある過程で，自己の行為の愈

味を完全に決定（理解・解釈）できない。ｆｌｕは．他粁が191分の行為に対するFl1解，

解釈として行なう行為を媒介にして，今自分が行なった行為の意味をそのコンテキス

トの中で理解・解釈して，自分にとっての意味として初めて成り立たせることができ

る。このように，新たな社会的文化的行為を協働形成する自己と他者は，互いに行な

うことそれ自体において，他粁の行為への理解・解釈をホし合っている。その際行為

の意味は，ものの愈味をIﾘlらかにしたり，できごとを災現したりする〃法という愈味

で，行為主体と他肴のIIlhj方にとって認知的な帥きをもつ。また，そうした行為の働き

は．他者によって理解・解釈されて自他間で決定（確定）されるという意味で吸初か

ら社会的なのである。ところで大人の場合，内的凹己や反省的白我との対話により，

あたかも１人でもの，こと，人にかかわる新たな行為をつくって新たな意味を唯成

し，その生成する行為の愈味を理解するかのように感じている。しかし，１人で行な

う活動においても，内討一外前，砧す－聞く，茂む一聞く，描く－見る，歌う（従で

る）一聴く等にみるように，妃号使川実践の過穏がIslJを「能動一受動」の２つへと

複激化して相互行為（対ili1i）的状況をつくり意味を′k成していると考えることが．推

後１０か月という早期に起こる「洲:くこと」の発生的場１mをみる映り同然であるといえ

る（田胤．2003.ｐｐ､50-52:西阪，1997.ｐｐ,130-132)。こうしてみると行為すること

Ｈ体が，他者との社会文化的な場や状況を開き．そこに向かって自己の境界を超え出

ることであるといえる。
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5）行為の意味の生成：〈関係への関係＞の連鎖

先の（ａ）で母と父がＴの行為にともに向かい，兄ていることも．こうした社会文

化的鵬や状況の相亙的桝成を意味している。Ｔにとっては，継親とIii1じょうに書くこ

とを行なったことを母親や父親に伝えることにより，自分の行為の意味を他者に意味

づけさせている。Ｔが母や父に意味づけきせようとしていることとは，以下のよう

な，ものと行当と人との関係に対する複雑に入り組んだ複合的IHj係であるといえる。

<Ｔ‐行為（ロ内のことをしたことを吐と父に知らせる）‐［Ｔ－行為（記す：鉛飛

と食仙注文表との関係をつくる）－''1,-行為（つかむ）－ものａ（鉛錐)１－ものｂ

(食品注文表)]〉（実際には母が注文我への記入する行為や，母の行為と鉛筆と紙との

関係を含むさらに複雑な過程である)。そして，Ｔが行なう「知らせる」行為は，そ

れに応答する他者（母と父）の側に「愈味づける」という，典棚の行為を引き起こ

す。それは「今．ぼくがしたことをいっしょに見て（参加して）たよね？」という意

味にさえみえる。Ｔは向分が行なう行為自体が関係上内在化しているこの複合的関係

を，その外部へと超え出る複合化きれた関係をつくるものとして他者を役割づけ．自

分が行なった行葛の意味を他行を媒介させてつくり出している。母と父にとっては‘

こうしたＴとともに行なう行為の間係的な場や状況において，Ｔの成艇した姿に喜び

を感じる以前に，驚きを伴った肥料貰任を鵬じているといえる。

ここでも雌親と父親は，Ｔが少し杏いてふり返って自分たちを見るとは思っていな

かった。Ｔが鉛兼を欲しがったり，自分も書こうとしたこと。途中でふり返って母親

と父親を見たことは．両者にとって他者である子ども（Ｔ）の側からの「不意討ち的

到来」（中田，1996）なのである。（ｃ）の父親と緑親が，Ｔが初めて杵いたこと（行

なったこと）をほめて受けとめ，Ｔに対してこたえている（(mIqD）ことも，その後Ｔ

が，また紙に向かって遍初に番いたときよりもさらに勢いよく啓<行為によって，解

釈・珊解きれ，それが母親や父親に示されることにより，ほめて受けとめ，Ｔに対し

てこたえた行為の意味が決定されていることがわかる。Ｔが生まれて初めて書く場而

は，Ｔにとっても母親や父親にとってもどちらかが知っていた活動を，一方の他粁の

側に維験させたのではなく，その恥で創発的に生成されている。それは抜き差しがた

い棚亙行為場面に埋め込まれた協働的生成活動としてある。

6）「書くこと」から「描くこと」へ

さて，鉛縦を始めて持つことをii↑きれたＴにとって．このときまだ「杵くこと」と

｢描くこと」とは別々の行為として成立していない。にもかかわらずＴがふり返った

とき，父親（筆者）は「よく描いたね－，上手だ」と，Ｔの文字を普く行為を描く行

為として解釈し意味づけている。父親はこのできごとのあと「Ｔはもう絵を描くよう
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になった」と喜び，数日後にはＴのためにクロッキー根と持ちやすい太い鉛飛を買っ

て与え．「お絵かきしようか」と遊びに綴っている｡Ｔの「杵くこと」を「描くこと」

へと脈脚批的に携導していったのは父親であるといえる。父親がＴはこのとき「絵を

描いた」のではなく，「文字を普いた」のだと気づいたのは，後に馴例を示す次男Ｈ

が始めて描いた場面をビデオで見た３年４か月後になる。

「絵を描く」という行為の意味は，幼児のいわゆる「心の中」から脚然発生的には

生まれない。また，Ｈ術的生活場面でＴが初めて行なった「神くこと」は，Ｉﾘ親や父

親による意図的・計画的・体系的に教えるという形式によってではなく、子ども

(Ｔ）が砕こうとしたこと，書くことに参加しようとしたことにより生起した状況下

で突発的に開始されているｃ状況を突き崩したのは，大人の側ではなく，子ども

(Ｔ）の行為である。子どもは大人の側からの「教育」を受動的に待っているのでも

ないし，大人の側が折示する行為をそのまま行なうことにより新たな行為を学ぶので

もない。自らにとって新しく，他将や典剛にとっては自明な行為へ参加しようとする

ことにより，他者や集団の側に．子どもが参加できるような場や状況を新たな行為の

場や状況としてつくらせることにより，l1Iら未知で新たな活動を唯成し拡扱してい

る。その時，他粁や集団の側もそうした活動の場や状況における子どもとの新たな関

係性のjルヘと引きずり出されて活動を拡弧することを意味している。

【耶例１－２「描くことｊを初めて行なうⅢ（０歳１０か月４日)１
本邪例のトランスクリプトは．次lMHが初めて「絵を柵いた」場面の耶例である。入浴

後Ｈは父に服を消せてもらっている。１１がお風呂からあがるのを待っていた兄Ｔ（３竣，
ｌか月，ｌ３Ｈ）は父と絵を描いていた。父はその楳子をビデオに蝿影していた。Ｈがお風
呂からあがってきたとき，Ｈの､Iには，Ｔが描いていた鉛兼とクロッキー桜がそのままの
状態であった。Ｔが初めて「書いた」状況と異なりＨの場合は，兄と父が今までいっしょ
に絵を描いていた場と状況へと参加している。この場面では，Ｈは服を糊せようとしてい
る父から逃れるように鉛兼に向かって巡って行き，鉛兼を逆きに撮ってクロッキー根の表
1ｍを叩いた。そこで父は，Ｈに服を糊せるのをOII断して．逆さに棚っている船飛をＨの手
から取り出す柵面（図７－２:０１）から飴まっている。

Ｔの弟Ｈが筆記具を川いて紙に肥す般初のDjI例は，兄よりも生後３１･'早いが同時期に始
まっている。ここでも，先のＴの耶例と同械，他者（父親）との協働行為の過程を通し
て，Ｈが鉛兼でクロッキー隈に初めて促すという文化的行あをつくりH1している。Ｔとは

郷なり】Iは．描く場面に参加して「描くこと」を初めて行なっている。１１が初めて行なっ
た行為の意味も．Ⅲが参加する岨や状況で柑互行為する他巷の側が行なっている文化的活
動である。Ｈの嶋而でも．入浴後服を筋せてもらっている社会文化的鳩面を突きＭ１したの
は，Ｈ（yLども）の側である。Ｈは服を消せてもらっている鳩に隣接する「絵を描く」と
いう社会文化的場へ参加しようとする行為により，父親を「絵を描く」社会文化的実践関
係へと引きずりこんでいる。「服を蒋せてもらう世界」と「絵を描く枇界」の２つのiIt界
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は，隣接しながらも異なる「もの」の配侭災なる行為の関係，異なる１１僻を現象してい

る１１はjIl【初鉛縦へIf'】かい．逆さに捗ってクロッキー帆の災而を叩いていあ１１は兄'Ｉ.と

父机が絵を川いて遊ぶ｣ﾙ|mにこれまで参加してはこなかったが周辺的に兄てきており．鉛

飛とｸ1Jｼｷー 峡をどのように関係的に伽I'す為かを知っていて.兇がいないこの」ﾙ1mで
自らその断しい沿勤を始めていゐ。それは，今は入浴していて11のＩＷにいない兇とllilじ１ｒ

為をしようとすることでもある。しかし．鉛へiYを逆さに排って行なったため描けずにい
る。１１が執勘に鉛術とクロッキー帳へとjLiっていこうとするため．父帆はⅢにjlliを聯せる
糊勤をＩｌＩ斯してIIのｆから鉛堆を取り川し、絵を描くように撮って鉛城を排つと１１にその

持ち〃を旗したあと，クロソキー鞭に波線を拙いている１１は．鉛雄をもつ父親の手へと
自分のＦを爪ねているこの一連の行幽によって，１１はｎ分と鉛兼とのllljに，父の［Ｆ
(身体）掘る・描く（行動一鉛筆（もの）の関係的実践を媒介にして，父親が波線を
描くことを行為とものとの同型的な述釧と使川において紙験している‘』先のＴのjﾙ1mでの
倣覗と1,11撤．ここでの父親もまた，1.1分が仙った巡典（鉛、をそのまま１１にあけ渡して
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いる。Ｈは父が放した鉛簸を撮ると．クロッキー帆の上に．鉛筆の先端を突き立てるよう

にして当て，次に手に持った船旅を麓し出しながらふり返って父を見て．自分が何じ行為

をしたことを父親に示している。父親はＨに対して「うん（.）かけたねえ」と笑ってこた

えている。
Ｉトランスクリプトの記洲

１．＝：ふたつの発誹Ｚ たは兜訊史が密着していることを水す。

Ｚ（）：紙弧内の窄白は聞き取りfur能な箇所を示す。空白の長ｇはその時間の是きをぶす．

３，（,）〔0.6）：沈黙・間介い。OL2秒I仙位で（）内にその秒軟を示す妙0,2抄以1,.は（.）で示す。

４，：：:：：、【例の師wのり１８のばしを'０;す｡,、

５．＝：ことばのｲ6定金な途切れを砿・１．，，

６．？↑↓：jIHI6の冊が上がっている（?）ことGf,】;す．什詞の帖期な.I;がり（↑），卜・が､）（↓）を承･ｹ‘，

７，（術ぎして）：納楓内の文荊呂よる紀速は．１jZW状況をぶす。

（囲阪.1997．”､叩･ｉｘを・郎秒照｝

7）ＴとＨの事例の意味すること

ＴとＨの初めて「許くこと｣．「描くこと」の事例は，子どもが他者とともに他者が

生きる世界に参加し，「できるようになる前に実行してみる（performancebefore

conpetence)」（Cazden､1997.ｐ,309）リド態を示している。それは．「文化的道典はど

のようなもので，どのような鋤きをしているのかを行葛者が十分に理解するその前

に，すでに文化的道具を使って発途は起きているという考え方」（WertSchl998／佐

藤ら訳，2002.ｐ,147)，すなわち「ｆどもや学１GW荷はある時点でその行為を遂行した

結果，つまりそれが行なわれた後にはじめて媒介された行為の形態について意織し．

統制する水準に到達していく」（同上，2002,ｐ・’47）し，「子どもは内分の身扱l)の

自覚に最後に到達する」（VygotSky,1981／柴田訳，1970,ｐ､210;Wertsch,1998／佐

藤ら訳，2002,ｐ,147）というべきﾘ態を示している。そうした協働的活動の場にお

いては，「媒介手段が，発述を先導するへり（lcadingcdgc）の部分をつくる上で欠

かすことのできない役削をiijiじている」（Wertsch､1998／佐藤らiﾘ(，2002‘ｐ,Ｍ７)。

また．ＴもＨもいずれの勘合も，柵勤を洲き起こし，自明化したその場の活動状況

を突き崩して，新たな「媒介きれた行為」の実践と，その実践を可能とする活動上の

社会文化的な他者との関係性へと移行させていくのは，子どもの側の行為であった。

その際大人の側は，子どもの行為と．もの．こと，人との関係性において，その柵肋

に引きずり込まれ，媒介された行あが可能となるようなもの，こと，人の関係性をロ

ーカルな形でつくり出していくことにより，行為肴．媒介きれた行為，媒介する巡

具．行勇者に対する他者である121分の役荊行為を新たにつくり出している。こうした

協鋤的活動や相万行為のもつ創発性，削発的関係性が．子どもの側に託していえば，

いわゆる「発達ｊを協鋤形成しているといえる。

しかし，こうした協帥形成は，Ｆ定捌和的に起こるのではない。子どもは，今他析

とともに行なう活動とは出なる新たな治動を単に始めているのではなく，それまでの

状況において社会的に「禁止されている」柄動を始めている。子どもは，自分が欲す
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る活動を，現下では社会的に禁止している他者とともに協働で始めることにより．自

らの「股近接発途釧域」を自他間の社会文化的IHI係上の矛肘解決を可能とする実践的

鴫として，「いま－ここ」に切り開くのである。エンケストローム（1987）は以下の

ようにいう。

最近接発述領域とは，個人の現在のＲ常的行為と社会的橋助の歴史的に新しい形態－－．

それはⅡ備的行為のなかに潜在的に州め込まれているダプルバインドの解決として典団的

に'1§成されうる一一とのIHlの距離である。（Engestriim,1987／山住ら眼，1999.ｐ､211）

エンケストロームのいう「股近接発達領域」とは，空IMI的な場でもないし，協働行

為を行なうどちらかの者が言語的に事前にわかっている場でもない。あるできごとか

ら新たなできごとへと移行する裂壊，子どもにとっても大人にとっても相互にダプル

バインドな状況を解消する新たな活動の生成される可能性の場として，協働的活動の

過程で自他双方に浮かび上がってくるものであるといえる。

エンゲストローム（1987）は学習活動の本質について以下のように述べている。

学習柵勤の本圃は.、%股の渦動の先行形態のなかにiNMI：している内的矛屑を露呈してい

るいくつかの行為から，客観的かつ文化一雌史的に社会的な新しい沿動の柵造（新しい対

象，新しい道具，などを念む）を生産することである。学制活動とは，いくつかの行為群

から１つの新たな活動への拡張を習得することである。伝統的な学校教育は，本質的には

主体を生竃する活動あり，伝統的な科学は，本質的には巡具を生産する活動であるのに対

して．学習橘動は．活動を生産する活動である。（EngeslrOm、1987／山住ら訳，ｐｐ､１４卜

141）

「書くこと｣，「描くこと」といったできごとの生成，その成り立ちを可能とする行

為の相互的生成や社会文化的な自他の実践的関係の生成は，行為そのものの遂行や自

他間での巡鎖により「活動を生産する活動」として生成されている。

新しい播動は，子どもだけでなく大人にとっても新しい活動としてある。それは，

すぐ隣にありながら，みることができない活動である。学習が新しい活動を生み出す

活動であるとするとき，その活動は，子どもと大人，両方にとって新しい活動であ

る。しかし，それは，両者の現在の活動のコンテキストにおいてあるべからざる行為

やいまだあり1Mない行為としてある。大人からみるとそのような新しいくもの，こ

と，人〉との関係性をつくってほしいと思いながらも，現在の自明化し安定した活動

とそのコンテキストに依存している。そのダプルバインドの解決として集団的に生成

きれていくもの。その距離が最近接発達領域である。
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したがって最近接発達領域は．大人の側だけでつくることができるものではない。

また，子どもとの活動以前に定金に予測可能なものでもない。子どもとの活動の爽際

の過程において浮上してくるものであるといえる。

(2)遊びの中でつくり表わされるものとできごとの協働形成

1）遊びのできごとと遊びの逝具をつくり変わすこと

本小例は，幼稚側での３歳児の他将との11常的な遊びの場而で，地図とコンピュー

タをつくっていっしょに旅に出る遊びが始まっていく場面である。

この事例においては，幼児によって彼らの遊びのできごとの中でつくり出され，で

きごとの進行過程で使用される「遊びの道具」を「遊びのできごと内の道具」（言柵．

2002）という薗葉により考察していく。三浦は「遊びのできごと内の道具」について

以下のように述べている。

〈遊びのできごと内の道具〉とは．遊びが成立し展開していく中で，そのできごとが脚

他間に現象する上での資源として擬能するものである。幼児たちは，〈遊びのできごと内

の遊具〉を，相互的・状況的・協働的につくり表わして使用するから，できごとが自他川

でリアルな現奨として現われるものと秒える。（二輪Ii，2002,ｐｐ,424）

【馴例２－１】

図７－３の①は，保育肴につくってもらったテレビ放送していたアニメのポケットモン

スターのキャラクター，ミューのお伽を剛につけ，手には発砲トレイを２枚あわせてつく

ったコンピュータを持ったＴが，色紙の裏に描いた迷路の絵を保育巷（Ｓ）に兄せた珊而

である。迷路の絵を見た保ff将は「旅に出る地図じゃないんだな:：（旅に出る地I質lかと肌

った)」（03S）と，Ｔやまわりで聞いている剛児たちに対して発緒している。手前Ｕも頭

にヒトカゲのお面をかぶっている。Ｙは，手にコンピュータを持っている。ＴとＵとＹ

は，コンピュータという遊びの適典をいっしょに持って，ポケモンごっこをしていること

がわかる。保育者のこの発粘により．「あっ（.）いま旅に（.）地図もつくる」（04Ｔ）と，

コンピュータと地図をもって旅に出るボケモンの遊びが始まろうとしている。

きて，Ｔ、Ｙ，Ｕが．棚へ色紙を取りに行った③の場面では．ＹがＴに向かって，「地

図かいていこうＴちゃん」（06Y）と発蹄し．④では．「Ｕ<んもしたいの」（08T）と，Ｔ

がＵを旅に出る仲間に入れている。Ｔと保育者との会話を聞いた他の園児たちも，コンピ

ュータと地図をつくろうと．保育将から発砲トレイを２枚ずつもらっている（⑤)。⑥で

は，どのように地図を描くのか．Ｔが色紙に地例を描くようすをＹとＵが覗き込んでい

る。後に仲1m入りするＫも発砲トレイを２枚もらい，Ｔの横に来てまわりの園児が地図と

コンピュータをつくる槻ｆを兇ている（⑦(H))。Ｔは，地図を４つに折りズボンのポケッ

トに入れ（l4T．⑦⑥)．保汀将とのところへ行き，「坤備オッケーだよ」（l5T）と伝え，

Ｕのところへ行き，「地図もうもったよ（.）ほら（.）地図もったよ」（l8T）と商う。そし

て，「コンピュータももったし（.）地図ももったし（.）レッツー」（19Ｔ）と謝って旅にⅢ
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発しようとするすると，まだ地ⅨIを描き終えていないＹが．「まって::」（20Y）とＴを引

き止めているＹは，「ⅢW1町をすぎて:'山にいって::」（21Ｙ）とつぶやきながら地側を拙

き．Ｔを兄て地図を婚さして,Ｉう1.1分の掌から幼稚剛に来る地側を描いているようだ

０１ｓ地理と思ったけどちがうのり

021．これは迷路麓よく総恕附さ胡
03ｓ祷に出る娘圃じゅないんだ趣

07丁ふたりで地図かこう

明ＴＵくんもしたいの

船ＵＩじくんも

i汀（堵霞を４つに折る）

181．地脚匂うじっ/隅･』，《）１J;らく）

地哩ｂつたよ（Ｕにいう）

01Ｔ錫つく）いホ縦にく）地図もつくる

05ｓうん

ＭＴズボンのポケットIこ入れる）

06Ｙ地図かいていこうＴちゃん

12ＹＵ，（Ｔが地図“iiiくようＷｆのぞ

さこむ）

２１ＹＩⅧロIiWトリぜてｕｌ;といって

(つぷや直灯がら1111幽七掘進他

みて地図准描としていつ）

図７３旅に出る地図をつくる［事例２－１１
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2）遊びへの仲間入り増面と役割分担：遊びの主導権と役割の取得

次の１Ｆ例は．いっしょに旅に出る仲'１１の役削が決定きれている場1mである

【事例２２】

ＴがＵに対して「ササトシ<ん？」（01Ｔ）と聞いてしまったため，ポケモンの値人公

であるサトシになりたかったＹは．サトシになりたいと耐い出せずにいる（()3Ｙ，側７‘１
１))。そこへコンピュータと地似lをつくったＫが，「いれて::」（０４Ｋ）と'1,に聯ねあことに
より'''''１１１人I)しようとしていあ叩この遊びは､’１，にi鋪椛があることが,i〕かる‘′1,はilllIlll

入りの‘il:､1.をI〈にこたえるのではなく、旅に川るこの遊びで１．１分はミューかミュー２とい

うできごと内の役Wﾘになることをﾙﾐえている（05T、２))，Ｋがｎ分の役削を苑,1冊しないう

ちに，Ｙも自分がなりたかった役削（シケル）をＫに低えている（O7Y．③)。いっしょに

旅にでる遊びを始めようと姫初に11門したＴ，Ｙ，Ｕ以外の参加者が現われ．仲'１１１人I)のｊ１．
!'Jを求めたとき，できごとIﾉjの郷･Iiの役削決定をうながす状況となったことがわか為，ま

た．遊びのl鳥導椛は‘I,がをも-'ているが，Ｋは11備的にＴやＹよ})も地びを紫配するﾉJを

もっていることがわかるしかしここで，主人公サトシになりたいＹは，Ｋと'1,の''１１にＷＥ

ち「ぼく赤い州子かぶってきてあげ為ね」（O9Y．‘l）とサトシの服装を''１分がすることを

Ｋに伝え，遊びのi号導権をもつＴに「サトシ？」（IlT，乱）と発語きせているこれを聞

きＫもすぐに「ぼくもサトシ」（13K）と言う。するとＹは．ＫからＴへと視線を送りなが

ら「だめだよ２人いないもんね:.」（ｌｌＹ）と結納してＴの同意（１５'1,〕を引川し．サトシ

は1.1分であることをＫに腿めざせている（６'）

07Ｙ・：:ぼくシグルだよf）シゲル

G8T二.:ミュツーかミューね（）いつ

14Ｙノどめ腿K侭二人い聯いＷいい

１５１うん

図７４旅の役割を決める［読例２２：
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Ｋの仲間入り場面の前後で，Ｕはコンピュータをつくるためこの場而から離れてい

たので，ＹはＫがサトシという役削を発賭するjiIに，遊びの主導橘をもつＴに自分が

サトシであることを遡めさせ，Ｋがサトシになって遊びの主導椎を掘ることを阻んで

いるといえる。コンピュータと地図という遊びの道具をつくることが，いっしょに旅

に出るこの遊びのメンバーであることを互いに表示し、アイデンティフアイする道具

であること。また，架空の「赤い崩子」をかぶることにより旅に出る役削を可視化さ

せ，遊びの主導椎をもつＴから自分に対して役削を縦らせることより，ｕ常的に自分

より遊びの支配力をもつＫを牽制して遊びの中での自分の希望（役割）を実現してい

ることがわかる。

ところで．遊びのできごととロ常生活のできごととの間の不連続性を形づくってい

るものは何か。彼らの身体的行為により「いま－ここ」でつくられつつあるできごと

の現実，そこで生きられるのは．１１常の現拠仙界では，けっして自分が同じものにな

ることができない「他者」（サトシ，ミューツー）の現実である。それは，「他将」の

社会的文化的実践を自己の行為で生きることである。そして，幼児の遊びのできごと

の資源として使われたものや人は，できごとの成立過程や展開過程において，その懲

味と機能を組み替え，できごと内の行あの文脈，すなわち実践的規則にしたがって再

綱成されているのである。

3）遊びの道具の使用による遊びのできごとの展開過程

Ｔ，Ｙ，Ｋ，Ａのメンバーが遊びの遊具であるコンピュータと地図を持ってポケモ

ンの旅を行なう過程の主導椎は，遊びを姉めたＴと，地図を読んで旅を鵬側させよう

とするＹとＫとに二皿化された主導柿をつくり川していく。

次の耶例の幼稚剛のホールを旅する腸而では，サトシ役となったＹが地図を税んで

この遊びのできごとや鰐の状況を発話し，他のメンバーはＹが地図を説み発する次の

遊びの展開場面へと向かう。一方Ｋもまた，場の意味を見立てて発蕗したり．地図を

携術祇鯖に見立てて「オーキド博士」と交侶することにより．サトシの役柄を減じよ

うとする。ＹとＫは，コンピュータ，地図，場を見立ていっしょに旅をするメンバー

へ指示を出すことを競い合うことにより，互いに自分がサトシであることを示し合っ

て遊びをつくり変えていく。

I耶例２－３｝

Ｙは跳輔のところで「爆発してしまう::，１１１<して:::、爆発してしまう」と発船してＴ、

Ｕを呼んでいる（O1Y，図７－５①)。先に跳柿にきたＫが．跳箱を船に見立て「船発進し

ちゃうぞ::」（02K．②）と言うと．Ｙはホールの隅に敷いてあったマットの上へ急いで走

っていって乗り「船はこれだ：：（.）みんな::のれ:::」（O3Y）と飛び跳ねながら呼び（③)，
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みんなを乗せてロープを解いて船を発進させる（⑤)。「いいか:：（.）すすめ館」（08T）と．

Ｔも飛び跳ねながら叫んでいる．船が発進するとＹはみんなに堰る耶備をさせ，寝かせて
いる（lOY，⑦)。

するとＫは，地図を折りたたんで挑帯遡茜に見立て，「オーキド博士」と交僧してみせ

ることにより，自分がサトシであることを示そうとする（l3K-l6K，⑧⑨⑩)。Ｋはコン

ピュータを使ったり，身のまわりのものを船や誼話といった遊びの道具として使用し，自

分がサトシとして遊びをコントロールしようとする。これに対して，Ｙは地図を開き．

｢オッ」と驚くようなそぶりをみせ，「火山のところへきてしまった:：（.）みんな:：（）

いますぐスタートだ」（l9Y）と，地図を新たに晩んでみせてメンバーを起こし．走り川さ

せている（⑪)。Ｙは次々と地図を新しく磯んでみせることにより自分がサトシであるこ

とを永し，同時に，Ｋの発給や行為により遊びの新たなできごと場面がつくられないよう

にしている。Ｋがそのふるまいによりサトシにならないようにしている。

Ｙは，地図を今自分たちが陥っている状況として枕み，メンバーがすべき行為を発

蹄している。それは，Ｋによるサトシとしての物の見立て期Ihiを打ち消すように行な

われている。できごとの推移や状況への言及としてＹが地図を説む方法は，Ｋも含め

旅をするメンバーに支持されている。Ｙはつくった遊びの道具をサトシとして使用し

て旅のできごとを繰りひろげ．そのつどメンバーを新たな状況へと組織化することに

より，１１術場面では強い立嶋にあるＫに対して，指令を川し主導棚をとる立場をｲ1ﾄて

いるのである。それがＹがサトシであることをつくっている。

つくり表わしたものを用いた他粁との遊びの協働形成過程は，Ⅱ術生活場面での対

人的棚関係と連続してはいるが，遊びに参加しているメンバーに関心のあるできごと

が展開し，遊びのできごと'1t界の現拠性が期すことにより，日常的な人との関係性は

できごと内の役割行為の関係へと仰細されている。

「地lxlを持って旅に出る」という実践的関心が参加者において蛾爪要の共同的対象

なのである。この実践的関心に沿って地図とコンピュータが使用されたとき．地図を

持って旅に出るできごとは．Ｈ常的現実性から際だって立ち現われて共同化され．旅

をする仲Ⅲによってともにふるまわれ生きられる。地図はそのとき「旅に出る地図」

(描画）として成り立つのである。描側（描かれた地図）は，遊びの場や状況におい

て．銃まれ，他考へと語られ，行為されることにより．遊びの場や状況を共同的でア

クチュアルな現実としてつくる。一方，遊びの場や状況，できごと内の他者との役割

行為の実畿的関係性は．地側を挽み，譜し，行なう行あの文脈をつくっている。

地側は，鋭み，拙し，行なう文脈において描かれたものの愈味を成I)立たせ，地図

として成り立つ。このように，遊びのできごと内での道典（地図）の意味と機能，そ

の道共を抗み・話し．行なう行為，できごと内の場や状況，の３粁は，それぞれ意味
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の成り立ちを支える文脈を相互につくり合う関係にある。Ｔたちは．行当，道具．状

況の意味を巡鯛して柑瓦に成り立たせている文脈を互いにつくり合う活動を．道具を

媒介にした他者とともに行なう遊びとして行なっている．

4）遊びの実践形式と日常生活空間の変容

ポケモンの旅の遊びでは，地図とコンピュータを持って旅に出て，単にそこで地図

を見て発話し，ふるまうだけで，Ⅱ術生活空Ⅲである幼稚間の廊下やホールが意味的

に変容している。移動した先々 での参加将の相互行為により生活場ｍでの小物竿が遊

びのできごと場面での巡具へと変化していくことを,J：している。【耶例２－３】でホー

ルに敷いてあったマットはただＹがその上にのって発語してみんなを呼ぶ（03Y）だ

けで「船」というできごと内の道具へと変貌する（04Ｋ)。そして，「すすめ::」（08Ｔ）

や「寝る地伽だよ:：（.）みんな寝て::」（lOY）というそこで行なうべきできごと内の

発活や行勤を生みだし，メンバーもそれを災股することになる。巾物や空川それ自体

が具体的に変化しなくても，それらを媒介にしてメンバーが行なう相互行為により遊

びのできごとが実践的に達成され，日常生活上の邪物や空mは遊びのできごと内の道

具や意味世界へと愛貌していく。遊びの道具として遊びの状況的に推移する過程にお

いて投入され，遊びのできごとの実現のためにできごと内の意味を柵て．１１F糊される

身のまわりの１１物（資源）は，遊びのできごと内で仙叩される機能にしたがった身ぶ

りを行なうことを参加者に指し示すことになる。－．〃’’１１物は道具となることによ

り，それが使用される行当の文脈に従って多義的に意味を変えるのである。遊びの道

具をつくり．他将とともに使って遊ぶ過程を通して子どもたちは，日常生活場面のも

の，できごと（ポケモンのアニメ内のできごと），人のそれぞれについて，白分が行

なうことによりかかわりをつくることができる橘助のあり方によって，再絹成し，つ

ながりをつくり出し．１２１分が生きることができる遊びのH1:界をつくり出している。遊

びの道具は，もの，こと，人との関係性を活動の過穏において組み替えつくり変えて

媒介するメディアなのである《，子どもたちは．遊びの爽脱的遂行過催でもの，こと，

人に対してふるまう柑亙作用・柑虻行為の界而において．１Ｍ:界が別棟につくられ現わ

れる可能性を感じ，考え，行なうことにより知るのである。遊びの中で子どもたち

は，日常生活場而の耶物や空間の意味を自らの実銭や脚他の協働的な関与により「共

同化された対象」（麻生．1991.ｐ､379）を生成できるということを体験しているので

ある。巡具を媒介とした他希との協働的渦動を通して．ノk活上のさまざまな期や卯物

が多様な愈味へとズレて動きはじめる（変容する)．新たな意味へとつくり変えなが

ら自己の「いま－ここ」での生を成り立たせていく動的過程の視点に立つことが皿要

であるといえる。もの，こと，人が，活動の過程においてその意味が開かれ，社会文
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化的生成をくり返して新たなテクストをつくることを，活動そのものの拡張の過秘と
して，子どもたちは遊びを通して行なっている。

地図もコンピュータも，そのもの自体での視覚的な意味での桁示性（再現性）はき

わめて低いものであるが，こうした使用過程において遊びの身ぶりや発話を生み出し

てできごを成り立たせ，それによって道具自体のリアリテイを得ている。遊びの場だ

けでなく，遊びの道具についてもこうした，実践過程において機能する意味と巡典の

変容過程や，自他I川の役荊関係の変容，遊びのできごとの礎容といったものと巡助的

にとらえることが，避形行為を伴う幼児の遊びの力動性と子どもの成畏発達に果たす

意味を理解するうえで必要であるといえる。

③協働される創造と知

(1)子どもの表現の成り立ちと学びの成り立ち

子どもの造形的な学習活動にとって爪要な視点とは，①ものともの，ものと人，も

のとできごと．入とものと人，入とものとできごと等のIMI係を身体的行為によりつく

る過程で，子どもの表現枇界（意味＝できごと）が行為将自身や他粁との川に状況

的・相虻的・協鋤的に成り立ち現われていること，②表現世界が成り立つ相互行為の

過程において，ものやできごとに対して他稀との新たな関係が成立すること，③も

の，できごと，他者との新たな関係成立や表現世界の成血により，社会文化的な意味

生成へと向かう新しい自己が活動の過程で感じること，考えること，行なうことをい

きいきと働かせていることである。

これは造形的な学判活動のみならず，学びの成り立ちの中心的な視点でもある。子

どもの学びとは，対象をめぐって他者と相互的・状況的に行なう行為がつくり川して

いくできごと世界の具体性に埋め込まれており，できごとを形づくる行為とものとの

相互作用．他荷との相互行為の過狸が，これまでの活動システム全体の変容をつくり

出していくのである。その際，こうしたシステム全体の変容の契機となるのは，社会

的文化的実践へと参加する子どものたちの行為である。子どもが社会的文化的実独へ

と参加しようとする行為が．大人たちの側の既存の活動システムを突き崩し，両者に

とって新しい活動とその新しい活動が行なわれ得る関係性とを学びの実践可能性の領

域（娘近接発述緬域）として切り拓くのである。子どもの学びの過程は，なによりも

子どもの行為の過程，活動の過程としてある。行為の過程による活動システムの生成

としてある。そこには，大人もまた他者として含まれているが，大人が事前に想定す

る学習過程（活動栂造）や知識や文化の階層化が，その体系的順次性においてそのま
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