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Ⅰ．研究の背景

1．いわゆる「よい子」の問題

一般に子どもは，親や教師の期待に応えよ

う と す る 。 こ れ は ， 重 要 な 他 者

（G.H.Mead；1934）（1）である親や教師から，

良い評価を受けようとする，子どもにとって

ごく自然な行動である。しかし，このような

行動が過剰な子どもがいる。そういった子ど

もの中には，親や教師の期待を敏感に察知し

て応えられる能力が十分にあるために，過剰

に応えていき，応えることで自分は良い評価

を受け，親や教師には満足を与えるものがい

る。このように両者にとって好結果がもたら

されるため，そのような子は，自覚的・無自

覚的に，期待に応えるために，次々と自己を

抑圧することを多く選択してしまう。すなわ

ち，自己の欲求の表出と他者からの期待への
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【要旨】

本研究は，学校とは異なる特性を持ち，「よい子」行動を緩和する要因があると期

待される学校外活動の場において，（1）「よい子」行動を記述すること，（2）緩和要

因の作用の過程と，実際に緩和されるのかどうかを解明すること，を目的としている。

分析にあたっては，あるワークショップの参加者の中から，まず「よい子」行動を取

る１名の子どもを抽出し，一連の行動を詳細に観察して記述した。その上で「よい子」

行動の緩和が見られるかを検討した。その結果，それは緩和されておらず，むしろ維

持あるいは強化されていることが明らかになった。その背景を検討し，今回対象とし

たようなワークショップにも学校との潜在的な共通性があるために，学校で獲得した

「よい子」行動が適用可能になるためであると結論した。なお，「よい子」行動を取ら

なかった非「よい子」が，ワークショップで重要な役割を演じた事例を示し，そのよ

うな子の発展の機会となる可能性を示唆した。
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応答とのバランスを失してしまっているので

ある（2）。言いかえれば，このような子を，自

己志向的動機と他者志向的動機のバランスを

失い，他者志向に強く動機づけられている子

と表現することもできよう。そのような子あ

るいはそのような可能性のある子を，いわゆ

る「よい子」（以下，「よい子」と記す）と呼

び，近年，さまざまな面において問題を有す

ると言われるようになってきている。特に，

心理臨床学・精神医学の分野においては，

「よい子」を無理に続けることによる破綻の

危険性を喚起している。また，この分野では，

「よい子」が破綻した後に破綻要因を探る研

究が主になされてきている。たとえば，特に

心理臨床学・精神医学の分野において，「よ

い子」として認められていた行動が破綻した

子どもをクライエントとして支援する事例研

究が多くなされている（平井；1990，泉；

1985など）（3）。これらの事例研究の中には，

バーンアウト状態（4）になった子どもへの，

支援内容とその成果を述べ，その破綻要因に

言及しているものが多い。そのような破綻要

因の一つとして，学校における特に担任教師

による「よい子」への過剰な役割期待を指摘

し，その要因を排除する支援をした事例研究

もある（三好；1996など）（5）。

しかし，これらの研究であげられている，

子どもを追いつめた期待や働きかけなどの要

因を，破綻する以前の「よい子」を観察して，

「よい子」を取り巻く環境，および，その中

での「よい子」の行動に見出し記述したもの

はない。

「よい子」が問題視されてきているにもか

かわらず，一見すると問題なく過ごしている

ような隠れた「よい子」へのアプローチは，

依然として遅れている。これは，「よい子」

が「よい子」である場合，大人から見て問題

として意識されにくいばかりか，しばしば好

ましい行動だと理解され，バーンアウトのよ

うに問題行動として表出する以前には見過ご

されがちであるからだと，山川（2001）（6）は

指摘している。

このように「よい子」の日常の行動は肯定

的に理解されやすいので，破綻していない

「よい子」に，特に学校や家庭において研究的

なアプローチをすることは，困難な面を有す

る（7）。それゆえに，「よい子」は，目立たない

形で，問題を深く潜在させていくと考えられ

る。破綻する危険性などの問題を孕み得る

「よい子」，および，「よい子」になる兆候の見

られる子どもを探り出し，支援方法を考案す

るためには，上述のような，自己志向よりも

他者志向に強く動機付けづけられていると考

えられる行動（小論ではこれを「よい子」行

動とする）を，検討しなければならない。そ

の際，実際に子どもを取り巻いている期待や

働きかけとそれに応えようとする子どもの行

動（以下，「よい子」行動と記す）の詳細な記

録・記述を蓄積していくことが必要である。

２．学校外活動における「よい子」行動の観

察の意義

ところで，今日，児童・生徒を対象とした

多様な分野のワークショップ等，さまざまな

学校外活動の機会が提供されるようになって

きている。その背景として，藤川（2002）（8）

は，家庭や地域の教育力の低下とあいまって，

学校教育への過度の依存の傾向が強かったこ

とによる弊害を是正するために，生涯学習の

観点から教育改革を推進する必要性が生じて

きたこと，特に，学校週5日制の実施や「学

校のスリム化」などを背景に，学校外におけ

る活動の教育的意義が注目されるようになっ

てきたこと，そして臨時教育審議会答申「教

育改革に関する第四次答申（最終答申）」

（1987）の中でも生涯学習体系への移行を主

軸とする教育体系の総合的再編成を図ってい

かなければならないと述べられていることを

上げている。

そのような学校外活動には，いくつかの点
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で普段の学校とは異なっているために，「よ

い子」行動を取る必要のない場面，「よい子」

行動のかえって通用しない場面があるのでは

ないかと推測することができる。学校との違

いとはたとえば，教員と非教員という指導者

の違い，指導者対児童の人数比の違い，主と

して座学を中心とする一斉画一的な授業と自

発性や創造性を重視する身体的な活動の違

い，行動面の規範性や統制性の違い，長期的

で継続的な活動と短期的で集中的な活動の違

い，学級運営のような集団的経営の有無など

である。このような違いにより，学校外活動

は，「よい子」行動を緩和するように機能す

ることが期待できる可能性がある。しかし場

合によっては，ワークショップのその他の要

因によって「よい子」行動がかえって強化さ

れる可能性もないとはいえない。いずれにせ

よ，それらはこれまで観察によって明らかに

されていない。

Ⅱ．研究の目的

そこで本研究では，学校外活動としてのあ

るワークショップにおける参加児童の「よい

子」行動に着目し，まずそれを詳細に観察し

記述することを試みる。その上で，このワー

クショップが，「よい子」行動をどう緩和あ

るいは強化するのかを解明する。

Ⅲ．研究の方法

研究の方法は以下の通りである。なお児童

の匿名性を保持し同定を防ぐ目的で，以下で

は，実施年度や参加者人数等について，あえ

てあいまいな記述方法を採っている。

1．観察対象

・観察内容：演劇・音楽活動を内容とし，3

泊4日の宿泊による団体行動を含む小学生対

象のワークショップ（国立オリンピック記念

青少年総合センター主催事業）の観察，およ

び，ワークショップの２ヶ月後の再会場面の

観察と，その日に行った保護者と参加児童に

対するワークショップ参加後の生活の様子な

どについての聴き取り調査，ならびに，分析

の過程での指導者らへのフォローアップ・イ

ンタビュー

・観察方法：観察者数名によりデジタルビデ

オカメラ数台とIC音声レコーダ数台を用い

て，活動やインタビューなどのほとんど全て

を記録

・場所：国立オリンピック記念青少年総合セ

ンター

・時期：200X年夏の４日間，および，ワー

クショップの2ヶ月後の再会場面（約3時間）

・ワークショップ参加者：応募により全国か

ら参加した小学校４～６学年の児童約35名

（男子約10名，女子約25名）

・再会場面参加者：ワークショップ参加児童

のうち約20名（男女ほぼ同数）とその保護者

（両親あるいはどちらかの親）

・指導者：伝統文化，演劇，ダンスなどの20

名弱の専門的指導者

・それ以外の関係者：生活面をサポートした

ボランティアと施設職員

２．収集データの分析手順

（1）参加者の個人基本データ表の作成と観

察・面接記録の逐語記録化

・基本データA：参加者全員の属性として，

学年，所属した班，創作劇のグループ，イン

タビューの班，および活動中の特徴的な行動

などを一覧にした質的マトリクス（全442セ

ル）を作成。（掲載略）

・基本データB：参加者全員に対する事前・

事後アンケート，特に仲間関係におけるワー

クショップ活動中の様子，2ヶ月後の再会場

面の様子，および保護者へのインタビューの

内容を一覧にした質的マトリクス（全198セ

ル）を作成。（掲載略）

・逐語記録：映像・音声記録から逐語記録を

作成。（掲載略）
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（2）「よい子」行動に関わる児童の抽出

上記の映像記録と逐語記録から，「よい子」

行動の見られる児童＜たくじ＞を抽出した。

このたくじとその他の児童とを相互の関連の

中で検討するために，特にたくじが密接に関

わった他の児童2名，ならびに，まったく

「よい子」行動をとらなかったがワークショ

ップで重要な役割を果たした特徴的な存在の

児童＜ゆきお＞について，その行動や指導者

との関わりを時系列的に示した質的マトリク

ス（全414セル）を作成した（抜粋を表１に

掲載）。

Ⅳ．結果と考察：ワークショップにおける

「よい子」行動

1.では，＜たくじ＞の「よい子」行動を記

述・分析し，2.では，「よい子」行動をとら

なかったが，重要な役割を果たした＜ゆき

お＞について記述・分析する。事例としてあ

げた児童や指導者の発言の「 」内に示した

（ ）は，発話やジェスチャーを補足するた

めに筆者らが加筆したものである。なお，児

童名，指導者名はすべて仮名にしてあり，特

に児童については匿名性を保持するために，

名前を含むいくつかの属性について必要な改

変を行った部分がある。発話内容とできごと

についても，必要最小限の再構成を行った。

1.評価に関連した「よい子」行動が見られ

る＜たくじ＞の行動の記述と分析

（1）積極的に取り組む姿勢や態度の意図的な

表現としての挙手と発言内容

たくじは，ワークショップの当初から，挙

手する者がわずかあるいはひとりもいない状

況でも，恥ずかしがることなく，堂々と挙手

をし発言する（表１のオリエンテーション）。

また，感想や友達の良かった点について発言

を求められる場面が複数あるが，そのような

場面でも必ず挙手している（表１のウォーミ

ングアップの感想）。発言内容も，肯定的な

感想や友達を褒める言葉であり，指導者が要

求しているものである。

これらの行動は，ワークショップでの活動

に本当に強い関心を持って積極的に発言をし

ているのだと考えることもできる。しかしワ

ークショップ後半の，班毎に劇の練習をする

場面では，他児童が練習していてもたくじは

ひとりで遊んでいることが徐々に多くなる。

表1 抽出児童の特徴的な言動および関わりの深い他児童の言動
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このことから，活動内容自体への関心は一貫

して強いわけではなく，発言の背景には，評

価を得たいという気持ちがあると考えること

ができる。このような行動をとることで，指

導者に自分の存在が示せ，また，他の子ども

の良い点を認める発言をすることで，集団の

中で良い役割を演じ，良い評価が得られる。

すなわち，これらは「よい子」行動であると

判断することが可能であると考える。

（2）指導者の模範演技の観察・模倣

太鼓の音の出し方について，指導者が最初

に言う言葉は，「思いっきり叩いてください。

日頃のストレスを発散してください。大きな

音を出してください。」である。この言葉を

聞いた子どもたちはほとんどが，叩き方など

関係なく，とにかく力を込めてばちを振り下

ろしており，この時点では，叩き姿を気にと

めている子どもはいない。それに対してたく

じは，最初の１・２回は他の児童と同様に力

を込めて叩いているだけだが，すぐに太鼓ス

タッフの叩き姿の模倣をするようになる。た

だ叩くだけではなく，他の児童に比して早期

に＜上手な叩き方＞を意識したのだと考えら

れる。モデル，すなわち，お手本の模倣をす

ることが，「良い」と評価されることである

と理解しているものと思われる。

（3）「よい子」行動の緩和による失敗

このようにたくじは初日のうちは，指導者

たちの顔をよく見て話を聞き，集中して積極

的な活動をしているが，初日のウォーミング

アップを終えて，友達もできてきた頃，行動

に変化が現れる。

それは，いくつもの太鼓が並べられ，その

太鼓の前に４人ずつ子どもたちが並んでいく

場面で，全員が並び終えるのを待つ間に，太

鼓に興味を引かれて触る子どもが出てきた時

である。きちんと座って待っていることが望

まれるであろうと判断した様子で，しばらく

は体育座りをして待っていたが，何人もの周

囲の子どもたちは太鼓に触れている。そして

その行為は指導者から叱られていない。たく

じも興味を引かれていたらしく，周囲の様子

を見て，他の子どもと同様に太鼓に触れる

（表１の太鼓の練習1）。これはワークショッ

プという学校外活動の有する学校とは異なる

行動規範が緩和要因となって「よい子」行動

を緩和した今回の数少ない例のひとつである

と言える。

この時間をきっかけに，話を聞くべき時間

にも，これまでの姿勢が保てない状態になり，

１日目最後のプログラムの時間には，指導者

の説明中に，＜しゅん＞という，その後ずっ

と行動を共にしていく児童とおしゃべりをし

てしまう。そこで初めて指導者から，たくじ

はしゅんと共に叱られる。上記のように挙手

や発言をしたり，劇の創作過程では指導者に

対してアイデアを話したりと，その後も「よ

い子」行動はとっていた。しかし，特に集合

時には，主にしゅんとのおしゃべりや手遊び

を何度かしてしまい，そのたびに叱られるよ

うになる。それでも，たくじはしゅんの行動

を面白いと感じている様子で，しゅんに付い

て回り，初日の夜以降は後述のしゅんからの

離反まで，ほとんどずっと行動を共にしてい

る。また，しゅんの行動を真似ることが多い

のだが，活動中に真似をし活動に集中してい

なかったり，他児童への迷惑となったりする

ことで，指導者からさらに注意や叱責を受け

る（表１の劇創作１）。

上記のような勝手に太鼓に触れるといった

行動は，休憩時に許されているものであり，

活動中には許されていないのだが，たくじに

は，その境界が曖昧になっているのか，しゅ

んとの面白い行動の方が強く興味を惹くの

か，「よい子」行動を長時間継続することが

困難であり，不徹底に終わっている。

（4）しゅんからの離反と「よい子」行動の回復

たくじは，４日目の午前中まで共に行動し

ていたしゅんから離反して，他の児童と仲良

く行動をし始める。その離反の過程はこの後
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のたくじの「よい子」行動に関わるので，少

し詳細に記述する。

①創作の進行を妨害したことに対するしゅ

んへの反発（3日目午前）

3日目午前に班活動で劇の創作をしている

場面において，ストーリーの確認のために，

指導者がたくじたちの班に近寄って話をして

いる最中に，しゅんがこの劇にはどんな役が

必要かを隣に座っていたたくじに話しかけ

る。これまでなら，しゅんの話に乗っていた

のだが，ここでたくじは「また後で決めよう

よ，もう。」と，うるさがった様子で言う。

たくじの隣でそれを聞いた指導者も，「役は

後で，今，話（ストーリー）を決めてからに

しろ。」と，しゅんをたしなめる。ここでた

くじは，自分の判断への自信を持てたと思わ

れる。

②指導者によるしゅんの案の否定とたくじ

の案の採用（3日目午後）

3日目午後の班活動での劇創作場面におい

て，しゅんと他の児童が，ストーリーの結末

部分の案をそれぞれ出すが，残酷な結末（死

んでしまう。二度と元の姿に戻れない。）だ

からやめて欲しい，との指導者の要望がなさ

れる。そこに，たくじが，死ぬのではなく何

か良いことをしたら良い存在に変身させられ

るという案を出す。ここで，たくじの案は指

導者小室に「いいじゃん，いいじゃん。」と

認められる。ここでたくじは，さらに自信を

深めていったと思われる。

③しゅんからの離反（4日目午前-リハーサ

ル１初め）

たくじは何か立候補したり選択したりする

場面では，これまで必ずしゅんと共に行動し

ており，太鼓演奏もしゅんと同じ班でするこ

とになっていた。しかし4日目午前，保護者

たちに対する発表会のリハーサル中，急遽，

発表内容の太鼓演奏で，別な班に数名移って

欲しいとの指導者からの要望がある。たくじ

は，3日目以降に，発表するための劇の創

作・練習で同じ班になり仲良くなっていた

ゆうきと一緒に立候補する。ここで完全にし

ゅんから離反する。

④しゅんの意見への反論（4日目午前-リハ

ーサル１終盤）

しかし，4日目午前のリハーサル終盤にさ

しかかった，発表会の終了後の舞台整列のリ

ハーサルにおいて，指導者からの説明を聞い

ている最中に，たくじはしゅんから，「（舞台

で最後に並ぶときの）順番を決めよう。」と

話しかけられる。たくじは，強い口調と手振

りで「順番なんて決めるの変だよ。そんなこ

とすると，ぐちゃぐちゃになる。」と反論す

る。指導者は「順番はいいからそのときの都

合ですぐに２列に並べ。」と説明をしており，

たくじは，しゅんの主張が指導者の説明と反

対であることへの不信感と，しゅんに考えを

押しつけられる不快感とが重なって強く反論

したのではないかと推測できる。その上この

時，指導者から，しゅんとおしゃべりをして

いると取られ，「そこ，聞いてて！」「何回言

わせるの！」と，2度も注意を受けている。

指導者の指導に反する提案をしたしゅんに反

対していたのに，話をしていた点を指導者に

叱られ，たくじとしては不本意でショックだ

ったのではないかと考えられる。

⑤指導者とゆうきのしゅん否定の目撃（4

日目午前-最終調整時）

また，発表劇の最終調整時に，＜ゆうき＞

の近くでしゅんが，他の班員の劇での間違い

を指摘しだしたため，指導者はしゅんに対し

て笑いながら「自分のことやれよ」と言う。

そばで聞いていたゆうきは，その指導者の言

葉とほぼ同時に「いいよ，ひとのことは（ア

ドバイスしなくても）。」と，しゅんに対して

明らかに嫌悪感情を示すイントネーションと

表情で言う。このゆうきの言葉に指導者も

「うん，そうだ。」と同調する言葉を発してい

る。この場面の目撃をしたたくじは，ゆうき

への同調感情を高めたと思われる。
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⑥たくじの演技の向上と指導者からの肯定

（４日目午前-最終調整時）

発表劇の最終調整において，指導者は，し

ゅんに何度も演技のやり直しをさせ，しゅん

は喉が痛いと言って勢いが弱まっている。た

くじはその姿を見て励ましている。他方で指

導者のアドバイスに応じて自分の演技を向上

させ，指導者から肯定される。このあたりか

ら，たくじは，「よい子」行動をとる割合が

再び多くなってくる。

⑦しゅんと同一の小道具の放棄（４日目午

前-最終調整時）

たくじが発表劇で使う小道具は，しゅんと

同じものの予定だったが，指導者の一言によ

り，素直に「はい」と返事をし，あっさりと

違う小道具に替えてしまう。しゅんからの離

反を視角的にも明確に示すとともに，「よい

子」行動の回復が顕著になってくる。

⑧離反後にしゅんが叱責される場面の目撃

（４日目午前-リハーサル２）

最終リハーサル前の舞台上での集合におい

て，指導者小室が，たくじたちの班の劇での

小道具の着脱をしやすいようにしよう，とい

う提案をしようとするが，しゅんは「でき

る！」と反論し，「さっきできなかったじゃ

ないか！」と叱られる。直後に同じ劇班のひ

とりが「ねぇ，小道具が取れない。」と言っ

たため，指導者は「ほら，できないじゃない

か。」と，しゅんを再度叱る。この間たくじ

は，どちらへも同調せず，目立たない様子で

関わりを避けている。

⑨離反後の指導者からの叱責としゅんとの

接触の回避（４日目午前-リハーサル２以降）

しかし⑧の出来事のあと，太鼓の衣装を試

着した際，たくじは自分の試着を済ませた後，

一度脱いで隣の子の手伝いをし，指導者小室

から「ひとのことはいいから自分のことやれ，

たくじ！」と名指しで叱られる。このとき，

他の児童も数人，他の友達の手伝いをしてい

たが，たくじだけが叱られてしまう。この間

しゅんは，たくじを一瞥もしていない。

このできごと以来，ワークショップの終了

まで，たくじはしゅんに接触することを避け，

ほとんどの行動をゆうきと共にする。

一度しゅんと共に行動して評価が下がった

ために，親切心からした行動まで否定され，

その後の「よい子」行動への評価にも影響を

受けると感じた可能性は高い。

（5）たくじの「よい子」行動の特質

このワークショップでは，学校外活動が有

する「よい子」行動を緩和すると期待される

多様な要因により，たくじの「よい子」行動

を一時的に緩和した。しかし，たくじはその

緩和した行動を状況に応じて取ることができ

ず，それが不適切な行動として叱られてしま

ったため，その評価回復のために「よい子」

行動を再び強化することになる。最終的には，

たくじの「よい子」行動はまったく緩和され

ていないことが分かる。

たくじの失敗と「よい子」行動の回復をま

とめると，次のようになる。

たくじは初日は夜までずっと，「よい子」

行動を使用している。しかし，上述のⅣ-１-

（3）の，初日のウォーミングアップ後の太鼓

に触れた出来事は，たくじの「よい子」行動

が少し緩和されて，たくじが自分を解放した

ことを示している。この時間をきっかけに，

1日目最後のプログラムの時間に，指導者か

らの説明を受けている最中，しゅんとおしゃ

べりをしてしまい，叱られる。このしゅんと

は，その後の行動を共にし，さまざまな場面

で，注意を受けたり叱責されたりしていく。

しかし，３日目頃から，劇創作の進行手順

についての指導者によるアドバイスを意識し

ており，素直に聞き入れて実行しようとして

いる。しゅんは指導者から同じアドバイスを

何度も言われていても，自分がそのとき思い

ついたことを口に出し，指導者のアドバイス

などにも「分かった」と返事をしつつ聞き入

れていない。そのような態度に，たくじは途
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中から嫌気がさしているようである。それで

も，しゅんから離れていくということはなく，

気の合うときは相変わらず仲良く肩を組んで

歩くなどしている。

そのような中，指導者小室は一貫して，し

ゅんの一定の行動に対して否定する態度を取

る。（指導者小室は，その後のインタビュー

で，しゅんの活動に少し協調性が欠けている

と感じ，それが学校ではなかなか強く叱られ

ていないのであろうという判断に基づき，こ

の機会に協調的に活動できるようにしてやり

たいという思いから，意図的にしゅんを叱っ

たと述べている。）このことからたくじは，

ただ，おしゃべりをしていたから叱られると

いうだけではなく，しゅんは認められないの

だという認識を持ち始めた可能性が極めて高

い。たくじは，しゅんが主張する内容が指導

者たちに認められていない場面を何度も目撃

しており，さらに，そのしゅんが，日を追う

毎にたくじに対して意見を主張してくる強い

態度を何度も経験している。それらの認識と

経験が絡み合い，しゅんからの離反の決心を

したのではないかと考えられる。また，その

ような時に，しゅんに対して強い態度で接す

ることができるゆうきと同じ班になり，魅力

を感じ，その後の行動をゆうきと共にしてい

ったのだと考えられる。それとともに，自分

が指導者から認められて自信を持つことで，

しゅんに対しては，共に行動する相手として

の魅力をさらに失ったのではないかと思われ

る。

そのようにしてしゅんから離反した後，た

くじは，叱られていた間の評価を回復しよう

と再び「よい子」行動を取ろうとしているよ

うに見られる。しかし，いったん何度も叱ら

れるという立場になると，その立場を脱しよ

うとしても，指導者に悪い印象を与えたまま

覚えられてしまっており，やはり叱られ続け

てしまうのだが，このようなたくじの行動は，

「補償行為としての『よい子』行動」と位置

づけられる。

以上で述べてきたように，ワークショップ

での行動を見る限り，たくじは，他者から低

い評価をされることを嫌ったり恐れたりする

ために，高く評価されるよう積極的に挙手・

発言をするなどの「よい子」行動をしている

様子が見受けられる。たくじの「よい子」行

動の特質は，意図的かつ戦術的であると考え

ることができる（9）。しかし，たくじのそのよ

うな「よい子」行動は，今回のワークショッ

プでは，全体を通してあまり有効に機能して

いない。ただしそれは，ワークショップの指

導のあり方や児童と指導者の関係などの特性

が学校でのそれらと異質であったために，こ

れまでに習得していた「よい子」行動を適用

できずに失敗したり破綻したりしたのではな

い。むしろ状況を考慮に入れて使いこなすこ

とや「よい子」行動を持続させることがたく

じにとって困難なために，それらが有効に機

能しなかったと言うべきである。

２．まったく「よい子」行動をとらなかった

がワークショップで重要な役割を果たし

た特徴的な存在の児童

たくじとは対称的に，まったく「よい子」

行動をとらなかったがワークショップで重要

な役割を果たした特徴的な存在の＜ゆきお＞

がいる。今後の発展的な検討のために，この

児童について記述する。しかし紙幅の関係上，

ここでの記述は概略にとどめる。

ゆきおは，一見目立たず，ほとんどの指導

者が注目していなかった。またゆきおはまっ

たく「よい子」行動を取らず，自己顕示はせ

ず，自己主張も嫌な役を押しつけられそうに

なったときくらいであってその際も穏やかで

あった。また，大人の評価を気にしているよ

うな行動を取ることもない。端的にいえば，

ゆきおの行動の動機付けにおいては，自己志

向と他者志向とが適切なバランスを保持して

いるように見える。このようなゆきおを，楽
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器の指導者は，「楽器の音が良い」という理

由でソロ演奏者として抜擢する。それは周囲

にとって意外であったが，その後，指導者か

ら多面的に肯定されていく。

再会場面での聴き取りによると，ゆきおは

舞台上での姿勢について，発表会の後で親か

ら指摘を受けている。そして指導者も練習の

ときにそれを取り上げているが，その際，

「姿勢が悪いからシャキッとしなさい」では

なく，「そんな申し訳なさそ～に出てこなく

て良いんだよ。もっと堂々とサッサッと歩い

て良いんだからね。」と伝えている。この指

導者は，指導者同士の会合の際に，ゆきおに

ついて「あ～，いい人なんだな～，っていう

のが分かる。」と言っている（「いい子」では

なく「いい人」と言っている）。この指導者

は，ゆきおの姿勢を人格と分離して対象化し

矯正可能で矯正すべきものと捉えているので

はなく，姿勢そのものよりも，その姿勢に反

映されたゆきおのパーソナリティを看取した

ものと考えられる。そのため，「そんな姿勢

を＜してはいけない＞」という否定的な表現

や，「堂々と＜しなければならない＞」とい

う限定的な表現ではなく，「堂々と＜して良

い＞」と，肯定的かつ支持的な言葉かけで，

暖かくサポートし解放する方向へ導いてい

る。

指導者からのこの言葉以後も，姿勢はあま

り変わらなかったのだが，指導者はそれ以後，

一度も姿勢について口にせず，楽器の演奏の

仕方についての指導を熱心に行っている。舞

台での見栄えという観点からは，堂々とした

態度で姿勢良く行動した方が良いことは明ら

かであるが，形にこだわり過ぎた見栄えより

も，ゆきおの「良い点」を舞台で表現させる

ことに力を注いでいると言える。その結果，

ゆきおは本番で素晴らしいソロ演奏を披露し

た。

ゆきおは，周囲の様子にとらわれることな

く，真面目に黙々と練習をし，演技では即興

を入れるなどして流れを止めず，劇の創作過

程では控えめだが採用されやすいアイデアを

出し，配役でどうしても嫌な役が当たりそう

な場合などは自己主張もするといった，全て

の面で自分のペースを守っている子と言え

る。このように，「よい子」行動をとらなか

ったが，このワークショップで肯定的に評価

され，その本来的なパーソナリティを解放す

るような支持的な指導を受けて，発展し，充

実した活動を展開した，ゆきおの例も観察さ

れている。

Ⅴ．問題と検討

１．たくじの「よい子」行動が緩和されなかっ

た背景

上記のようにたくじの「よい子」行動は結

果的に緩和されず，むしろ後半で逆に強化さ

れている。

Ⅰ．で述べたように，ワークショップとい

う学校外活動が，学校とは異なるさまざまな

特性を有し，それらの多くが「よい子」行動

を緩和すると期待できるにもかかわらず，こ

のような結果になったことについて，以下の

ように考えることができる。

（1）たくじの「よい子」行動の強化要因とし

ての強い学校性を有する指導者の存在

まず，今回の抽出児たくじの後半の「よい

子」行動の背景にあるのは，あきらかに指導

者小室の存在である。指導者小室は，現在も

学校の教師であり，強い学校性を有している

と言えるが，加えて，今回の指導の中心的な

存在である。また，たくじが「よい子」行動

を緩和されて少し気がゆるんだ頃に仲良くな

ったしゅんからたくじが離反したのも，結果

的にはしゅんに対する指導者小室の意図的な

叱責のためである。そしてこの指導者小室に

認めてもらうために，たくじは指導者小室に

対して「よい子」行動を取る。つまり，学校

性を有するこの指導者の存在は，とくにたく

じの場合，「よい子」行動の維持と強化の大
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きな要因のひとつとなっていると考えること

ができる。

（2）たくじの「よい子」行動の潜在的な背景

しかし指導者小室の存在は，たくじの後半

の「よい子」行動の維持と強化を説明できて

も，前半の「よい子」行動を説明できない。

それらは，たくじに対するこの指導者の肯定

的あるいは否定的評価とは無関係だからであ

る。そこで，たくじの「よい子」行動をあら

ためて検討してみると，たくじの「よい子」

行動は，自分に対する評価に関わるものであ

ることがわかる。たくじは一定の評価を得よ

うと，最初から「よい子」行動を取る。これ

は学校で獲得した行動であると推測できる。

しかしワークショップにおける固有の雰囲気

のために，それがいったん緩和され，非「よ

い子」行動を取っているときに，複数の指導

者に叱られる。そのために，後半は「よい子」

行動を強化する。このような行動の背景にあ

るのは，＜指導者による自分への評価＞であ

るが，このことはより普遍的には，＜大人に

よる子どもの評価＞であるし，そのさらに背

景には＜大人による子どもの指導＞があり，

そもそもこのワークショップが＜大人の企画

による活動であること＞がある。

２．ワークショップにおける「よい子」行動

の強化要因としての学校との潜在的な共

通性の存在

このように見てくると，今回のワークショ

ップにおいて，「よい子」行動を行うたくじ

の一連の行動の背景となっているのは，ワー

クショップと学校との潜在的な強い類似性と

共通性であると考えることができる。

Ⅰ．で述べたように，ワークショップは確

かに非学校的な性格を豊富に有している。し

かし潜在的には，学校での活動もこのワーク

ショップも，大人によって企画・実施される

ところに子どもが参加し，そこで子どもが大

人によって指導・評価される点はまったく同

じである。つまり，そこでの企画・指導・評

価者は，大人という権威者であり，参加者は

子どもというそれへの従属者である。

また，このワークショップにおいても，決

して自由に好きなだけ何かをできるような機

会はなく，学校での時間割のようなスケジュ

ールが組まれており，時間制限のある連続し

た諸活動によって全体が構成されているので

あって，そこで時間に従った進行が必要であ

る点は学校とまったく変わらない。

くわえて，学校でもワークショップでも，

参加者である子どもは集団であり，指導を通

すためには，子どもの行動を統制する必要が

ある。

また，活動には一定の枠があり，やって良

いことといけないことがあること，またその

ような規範の提示は大人によってなされるこ

と，なども共通点としてあげられる。以上を

表２にまとめる。

実際にはこのように，学校との潜在的な共

表2 ｢よい子｣行動を維持あるいは強化する学校と学校外活動における潜在的な共通性
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通性，つまり潜在的な学校性が，学校外活動

としての本ワークショップにも潜在している

のであって，それが参加児童に，学校で取っ

ている「よい子」行動を，ワークショップで

もそのまま適用させることを可能にしている

ため，「よい子」行動が緩和されにくいので

はないかと考えられる（10）。

くわえて，学校での活動にも多様性があり

（たとえば，ワークショップでの身体活動や

表現活動は，学校での音楽や体育などにもあ

る），参加者はそれらをワークショップで全

くはじめて経験するわけではなく，学校です

でに一定にそれに適応してきていると考える

必要もあろう。これらの学校での「よい子」

行動がワークショップにおいて適用可能にな

る背景の一つであると考えられる（11）。

なにより，このワークショップ中に確かに

「よい子」行動の緩和要因があるとしても，

「よい子」行動に対する積極的な否定要因は

ない。安達・中村（2003）（12）は，学校には，

「学校独特の雰囲気」が存在し，それは「教

師自身に，子どもを管理し，指導しなければ

ならないという意識があること，子どもに対

する評価権を持ち，その評価の基準を教師自

身が持っていることなど」と指摘している。

だとすると，「よい子」行動を取る子は，そ

れに応じることに疲れていたり疑問を持って

いたりしない限り，今回のワークショップの

ように，非学校的な要素（「よい子」行動を

緩和する要件）が含まれていても，それに反

応することはなく，学校的な振る舞いが否定

されない場，むしろ肯定されているとも言え

る場では，学校生活で培った適応行動をする

ことになるのであろうと考えられる。

Ⅵ．課題と展望

以上，学校外活動としてのワークショップ

の観察を通して，参加者の「よい子」行動の

緩和の可能性を検討した。しかしその結果，

今回観察したワークショップでは，緩和は見

られず，その背景を，今回のワークショップ

の学校との潜在的な共通性が，学校で獲得し

た「よい子」行動を維持あるいは強化してい

る可能性を指摘した。

なお，今後の課題として，これらの問題を

解決し，学校外活動を「よい子」行動の緩和

のために役立てようとするなら，学校外活動

の設計の際に，「よい子」行動を強化するよ

うな要因を排除し，意図的に非学校性を持た

せることが考えられる。ただし，学校外活動

であっても，大人が企画・指導・評価する活

動に子どもが参加し，時間割にそって小集団

で活動し，指導・評価されるという潜在的な

枠組みが保存される以上，これは困難な課題

であることを理解する必要がある。またその

ような学校外活動で「よい子」行動を緩和さ

れても，学校に戻ったときに，再び「よい子」

行動が強化される可能性もある。

したがってより本質的には，学校教育自体

から「よい子」行動の強化要因を少しずつ排

除し，指導，評価などのさまざまな側面で教

師と児童（生徒）の関係性を変革し，それを

実現するような課題を設定して取り組ませる

とともに，そこで他律的な規範を押しつけな

い評価を実践していくことが必要であると考

えられる。そのようにして，学校での指導・

評価や教師・子どもの関係性を，「よい子」

行動を強化しないものへと脱構築していくこ

とこそが重要であると考えるべきである。そ

してそのためには，学校教育の場において，

「よい子」行動を強化したり緩和したりする

事例について，詳細に観察・分析する研究が

必要である。

なお，本論文では紙幅の関係で取り上げら

れなかったが，ワークショップの最初から最

後まで「よい子」行動が緩和されず，それを

維持した，どの指導者からも優秀と評価され

る子どもの存在が認められる。その行動は，

学校で獲得した「よい子」行動の一貫した適

用であると考えることができる。このような
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事例については，筆者らのうち山川が，別稿

で詳細な検討を行っている（13）

ところで今回のワークショップでは，Ⅳ.

の４.で紹介したように，学校で「よい子」

行動をとっておらず，教師から高い評価を受

けていないと推測できる子どもが，指導者に

よって高く評価されて重要な課題を与えら

れ，自己実現を果たしたことが観察・分析さ

れている。この事例についても稿を改めて詳

細に述べたいと考えているが，学校外活動の

非学校性は，たとえそれだけですぐに「よい

子」行動を緩和する機能がなくても，「よい

子」行動をとらない子（非「よい子」）の自

己実現を援助する機能は有していると見るこ

とができる可能性がある。今後，「よい子」

行動の緩和と強化についてさらに分析してい

くとともに，このような，非「よい子」の自

己実現の場という観点からも，学校外活動を

研究していくことが，筆者らの課題であると

考えている。
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