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「母親」の役割取得における省察の構造化 
―子育てにおける語りに着目して― 

及川 留美 

The Structure of Reflection on the Taking Role of “MOTHER” 

Rumi Oikawa 

 

要約 

母親を役割としてとらえたとき、「母親」の役割は自己をどのように位置づけ、どのように行為する

べきかという行為予測をもって育児をすることによって取得されていくものとする。母親の子育てにお

ける語りの分析を行うことにより、「母親」の役割取得過程における省察の構造図を提示した。その構造

図は、現在を起点として横軸を過去から未来への時間軸とし、縦軸は下方を状況把握、上方を行為・情

報の分析とする円環構造となっており、各事象を行き来する重層的な語りができるようになることが「母

親」の役割取得において重要であると考えられる。 
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1．はじめに 

母親の育児不安や子どもへの虐待など子育てをめぐる問題が報道され、親としての未熟さがその原因

の一つとして指摘されている。では親として成熟するとはどのような状態を指すのであろうか。本稿で

は、母親を役割としてとらえる注 1）ことから出発し、女性が母親の役割を取得することを母親としての

成熟ととらえていく。母親が「子どもとのやりとりにおける感情や動機をどう語るのか」という語りの

分析を通して、母親の役割取得の過程における省察の様相を構造化することが本稿の目的である。こう

した構造図を提示することは子育て支援の現場に重要な示唆を与えるものと考えられる。 

 

2．母親を役割としてとらえる 

母親とは一般的に子どもの出産や婚姻などを契機に子育てに携わることになる女性に付与される役

割名称であると考えられている。母親や父親になることとは、子どもを育てるという役割を担うことを

意味している。女性にとって母親になることが当たり前であった頃は、女性の多くは無自覚に母親の役

目を担っていき、それがうまくいっていた時代であったと考えられる。１）母親の育児不安や親による子

どもの虐待などの社会現象にともない、女性にあらかじめ備わっているものとされた母性は、子どもの

発達における変数としての考え方ではなく、それ自体が発達していくものであるという見方が現在主流

となりつつある。２）多くの「親になること」の発達研究は、データ収集方法や分析方法は異なるが、母

原著 
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親の発達をある時点における個人の意識や感情の達成ととらえている。しかし、多くの女性たちは完成

された母親などというものは存在せず、常に発達し、変化し続けるのが母親だと考えていることが指摘

されている。３）また、親になるとは意識だけで達成されるものではなく、そこには常に日常としての子

育て行為がともなう。例えば自らを母親として認識している女性がいたとしても、育児を完全に放棄し

ている場合においては親と子の相互行為は成立していない。このように女性の認識のみで母親として成

熟したととらえることはできないであろう。母親の発達とは、「親になる」という自己変容を受け入れつ

つ、役割行為をおこなうことによって成されていくものとしてとらえることが必要であると考える。 

ここで役割という概念の重要性に鑑み、役割という概念について再考したい。片桐４）は構築主義の見

方に立ち、役割（カテゴリー）は規範や期待の体系として家族や組織などの「社会システム」に張り付

いているものではなく、人々が他者との関係の中での位置づけを可能とし、行為の指針を与える自他関

係の認知地図のことであるとしている。そして人々が個々の具体的な相互行為において、特定の役割（カ

テゴリー）を用いることがなければ、その役割（カテゴリー）によって想定される社会秩序は形成され

ないとしている。この論にもとづけば母親の役割とは子どもとの関係の中で、子どもとの具体的な相互

行為をもとにとらえていく必要性があるといえる。本論ではこの片桐の役割理論にもとづき役割をとら

えることとし、「母親」の役割とは自己をどのように位置づけどのように行為するべきかという行為予測

をもって育児行為をすることによって取得されていくものとして論を展開していく。 

 

3．なぜ「語り」に着目するのか 

筆者は長期にわたり子育て中の母親に子育てに関連する事柄について語りを引き出すことに留意し

てインタビューをおこなってきた。ここでは「語り」がもつ特性について検討したい。 

本論では、母親を役割としてとらえることとし、その役割を用いて子どもとの相互行為が行われると

した。子どもが泣いたらミルクをあげたり、おむつを替えたりするといった行為は、行為自体はだれが

行ってもよいためそれを母親の役割行為とすべきではない。女性が自己のそうした行為を母親の役割行

為であると意味づけたときに母親と子どもとの相互行為となる。しかし、こうした意味づけは日常生活

の中で行為を行っているときに常におこるわけではない。K.J.ガーゲン５）は、「語り」が社会的行為の

中に埋め込まれており、「語り」が様々な事象を観察可能にするとしている。そして語るという行為が他

者とともに事象を整序していることであるとしている。本研究では母親の語りを引き出すことに留意し

研究をおこなってきたが、その育児に関するインタビューに答える「語り」を通して、インタビュー対

象者が母親としての育児行為を意味づけているといえるだろう。 

それゆえ個人の「語り」のもつ構造に着目することの研究上の妥当性について検討する必要がある。

本研究にて分析の対象とするのはＡ、Ｂ2 名の母親の語りである。対象としているのは個人の語りであ

るため、その構造を示したところで妥当性に欠けるのではないかという指摘があるかもしれない。しか

し、次の母親Ａ、母親Ｂの専業主婦になるという文脈における語りからみられるようにそれは単なる個
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人の語りとして還元されてしまうものではないことを以下で示す。 

 

母親Ａ 

 男女雇用機会均等法以前、バブル期に就職したＡの語り 

助産師さんになった子以外、（ええ）私の友達はみんなほとんど短大のときの人も、専業主婦にな

っちゃいましたね。（うーん、そうですねー、意識としてはまだ結婚したら家庭に入りというのが

強かった時代かもしれないですね）私も専業主婦になりたかった。フフ。ずーっとまあ子どももい

なかったし、働いてましたけどね。（ええ） 

 

母親Ｂ 

 就職氷河期に就職したＢの語り 

私の同じ職種の仲間うちだと、うん、特に後輩なんかは。先輩とか同僚だとやっぱり子ども産む時

にやめてますね。（やめる、そうですね職種にもよるのかもしれないですね。）そうですね。大学時

代の友達、スポーツ用品メーカーの事務職をしてたんですね。（いいですよね）ねえ。他の人たち

も保険の事務だったり、うん、みんなでも会社はいたくなかったら辞めたみたいな感じでした。 

 

 母親Ａからは周囲の人も含め女性たちがあたりまえのように専業主婦になっていく様子が語られ、母

親Ｂからはほかの選択肢がないために女性が専業主婦になる様子が語られている。片桐６）は行為者がシ

ンボルを「自由」に想像したり、変革したりできるという意味での主体ではなく、行為のシンボルの使

用の仕方を習得した担い手であることを指摘している。個人の語りであっても他から全く独立した個人

的な「語り」というものは存在せず、その語彙の選択や使用の仕方はその多くを所属する社会に依存す

るものとしている。７）このような「語り」のもつ特性を考えたとき、母親の育児行為における「語り」

の構造に着目することは母親としての成熟をとらえるための重要な視点になると考えられる。 

 

4．研究方法 

筆者はこれまで継続的に子育て中の母親たちにライフストーリー・インタビュー注２）をおこなってき

た。そのインタビューにおける母親の「語り」を過去・現在・未来という時間軸から分析し、「母親」の

役割取得の過程における「語り」を構造化すること試みる。 

(1)研究対象 

本論で研究の対象となるのは、母親A子どもa、母親B子どもｂの2組の母子である。2006年T市

ファミリー・サポートセンター内の子育てひろば内で、2 か月の参与観察期間に来場した親子と話す機

会を持ちながら関係をつくり、その中で継続的にインタビューに協力をしてもらえることになった母子

である。インタビュー開始時の子ども a、ｂはともに 1 歳 5 か月であった。母親A、母親Ｂについての
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詳細は考察にて述べる。 

(2)研究データ 

インタビューは2006年～2009年に母親A、母親Ｂに対し計14回おこなった。詳細は表１である。1

回のインタビューは

約 1 時間～2 時間で

あり、インタビュー

はその都度母親の都

合の良い場所で行い、

それはファミリー・

サポートセンター内

の相談室や母親の自

宅や喫茶店などであ

った。インタビュー時には母親の話しやすい状況づくりを心掛け、質問内容はあらかじめある程度決め

ておくがその場の状況に応じて母親の「語り」を重視した。インタビューにおける会話の内容は了承を

得たうえでⅠＣレコーダーに録音した。母親A、母親Ｂとも前半4回のインタビューでは妊娠、出産か

らそれまでの子育てについて、家族のこと、母親がそれまでどのような人生を送ってきたかなどが主な

テーマであった。後半3回のインタビューでは子どもの成長や変化、母親の心境や環境の変化が主なテ

ーマであった。インタビューで得たデータは逐語録として起こした。A4 用紙 130 枚ほどの元データの

一部を抜粋し分析および考察をおこなう。 

 

5．分析および考察 

(1)母親のプロフィール 

表１におけるA1～A4、B1～B4のライフストーリー・インタビュー注2）における語りデータをもとに

母親A、母親Ｂのプロフィールを簡単にまとめる。 

母親A 

Ａは結婚前に2店舗の飲食店を経営していた。夫と出会い、夫への配慮から結婚を機に軌道に乗って

いた店舗を閉め、１店舗は他の人に任せることになったという。店を閉めたことについて、それが自分

にとって当時の 良の選択としながらも「もったいなくてね、ほんともったいなくって。」１としている。

Ａと同世代の女性は出産後就労を続ける環境がまだ整っておらず、そのほとんどが専業主婦となったと

いうことである。Ａも漠然と自分は専業主婦になるものととらえていた。２ 

Ａは結婚と同時に専業主婦となり妊娠後期に会社員である夫の転勤のためＴ市に転居する。夫は仕事

のために毎日帰宅が遅く育児に参加することがほとんど出来ない状態である。a が離乳食を食べるよう

になってから1歳半になるときまで、離乳食作りやそれをaに食べさせることに苦心している。子ども

表１ 

対象 
ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ年月および 

a の年齢 
ﾃﾞー ﾀ
NO 

対象 
ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ年月および 

ｂの年齢 
ﾃﾞー ﾀ
NO 

2006 年8 月（1 歳5 か月） A-1 2006 年8 月（1 歳5 か月） B-1 

2006 年9 月（1 歳6 か月） A-2 2006 年8 月（1 歳6 か月） B-2 

2006 年10 月（1 歳6 か月） A-3 2006 年9 月（1 歳７か月） B-3 

2006 年10 月（1 歳7 か月） A-4 2006 年10 月（1 歳7 か月） B-4 

2008 年2 月（2 歳11 か月） A-5 2008 年1 月（2 歳10 か月） B-5 

2008 年7 月（3 歳5 か月） A-6 2008 年7 月（3 歳4 か月） B-6 

母親A 

2009 年6 月（4 歳5 か月） A-7 

母親B

2009 年7 月（4 歳3 か月） B-7 
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のことを考え真剣に育児に取り組んでいるが、a が動き回るようになったり自己を主張するようになっ

てから以前よりもしんどくなり、どうしたらいいかわからず時に子どもをたたいてしまうこともある３

ということである。 

母親Ｂ 

Ｂは大学を卒業後、事務職というかたちで企業に入社するが、専門職に配置換えとなる。Ｂは結婚後

も仕事を続け、忙しかったが自分の性格に仕事がマッチしていたとしている。４インタビュー当時は子

どもといる時間がなくなってしまうという理由から、1 年間から 3 年間に延長し育児休業を取得中であ

る。5Ｂの友人たちは、不況下での不本意な職種への就職であったため、結婚と同時に専業主婦となる人

も多いということである。このような状況下、専門職につけたことに対して「運がよかった」と語って

いる。 

夫は仕事が忙しく、あまり育児に参加することはできないし、あまり期待もしていないということで

ある。出産後すぐのころは、育児の大変さにノイローゼぎみになりそうになったということであるが、

b が 1 歳半くらいになると何かしたいというような意思表示が伝わってくるようになり、子育てが楽に

なった６と感じている。 

母親Aと母親Ｂと差異 

母親Aも母親Bも出産前にやりがいを感じながら自分の仕事に取り組んでいたことがわかる。（下線

1，4）母親Aは他の周囲の女性たちと同様に専業主婦になり（下線2）母親Bは自らの選択として現状

は仕事より子育てを優先させていることがわかる。（下線5）各々の「語り」の内容から子どもを愛しい

と思い、子育てに前向きに取り組む姿勢に相違はないと思われた。しかしAは子どもaの成長とともに

子育てがしんどくなったとし（下線 3）、B はｂの成長とともに子育てが楽になったとしている。（下線

6）母親Aと母親Bとの比較において母親Aは育児においてどのように行為すべきかという行為予測に

苦労している様子がうかがえ、「母親」としての役割取得が不十分な状態であることが読み取れる。 

 

(2)母親の語りの分析 

①「語り」の分析の視点 

前節で母親Aと母親Bとの相違は、「母親」の役割取得の状態であるとしたが、それは実際の子ども

との相互行為においてどのような影響としてあらわれているのであろうか。母親の具体的な子育てにつ

いての「語り」に着目し考察をする。 

語り1はデータA-1の一部である。A-1のインタビューは母親Aの自宅でおこない、aの相手をした

り、おやつをあげたりするためにインタビューや母親の「語り」は何度か中断された。インタビュー開

始約20分後、出産前と出産後に生活の変化について話をしたのち、aが遊んでいる様子をインタビュア

ーと母親 A とで眺めながらされた「語り」である。以後語り事例における(＊～)はインタビュアーによ

る発話である。 
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 語り1 

 (＊前と今とを比べて、ちっちゃい頃と今と比べてどうですか) 

ちっちゃい、ちっちゃいときその時は多分しんどかったと思うんだけど 1…ちっちゃいときのほう

がいいかなあ。フフフ。2 なんか動き回るようになって、もっとしんどくなったような。3(中断)ち

っちゃいときは無我夢中で 4…でも今ふりかえってビデオとかみるとああかわいかったなあって思

ってね。5なんか今もかわいいっていうけど、今なんかすごくしんどい 6んですよね。なんか動きま

わるしね。こうちょっと自我の芽生えとかもあっていうこときかんし。7 

 

波線は母親Aに対してaが小さかったころの子育てと比較して、現在の子育てがどうであるかという

ことをたずねた筆者の質問である。これはaが乳児の頃の育児はたいへんであったが（下線1、4）今振

り返ってみるとそのときのほうが良かった。（下線 2、5）a が主体性を発揮する（動きまわる、自我の

芽生え）ようになって（下線７）、より育児が大変になった。（下線3、6）という構図をもつ。質問に答

えながら語る現在を起点にして、過去の育児を想起し、現在に位置づけている様子が読み取れる。 

やまだ８）は物語の時間がクロノジカルな時間とは異なり、逆行したり、回帰したりし、人間の経験す

る時間に近いとし、「過去」は記憶庫に固形物のように蓄積され、想起は「過去」をそのままの形で引き

だされるというわけではなく、時間的に後から来るものによって「過去」は「現在」と照合されてたえ

ず再編成され、読みかえられて変容していくとしている。この物語の特徴は語り１の内容に表れている。

よってやまだの物語の特徴を参照し、以後母親の語りを現在・過去・未来という時間的な視点から分析

していく。 

②母親の語りの図式化 

語り１と同様の構図をもつ語りは、データA-1の母親Aが帝王切開で出産後に入院が長引いた話のあ

と筆者の「やっぱり生まれてからの方が大変でしたか」という質問の後にも語られた。またデータ A-2

においても類似した構図をもつ語りがされているので以下に提示する。それはA-2のインタビュー中盤

において母親Aの「うーん、なんかね1歳過ぎから 近ぐらいまで、もうイライラしてね、わからない

でしょ何言っても、もうちょっと虐待するんちがうんかなっていうくらいに、本当に大変やったけど、

うーん。 近やっとちょっとわかってくるから、私もイライラが少なくなった」という語りを受けて筆

者が終盤にした質問とそれに対する母親Aの「語り」である。なお語りにおける実線は過去に関する語

り、点線は現在に関する語り、波線は未来に関する語りに付した。 

 

語り２ 

(＊（aが）1歳ちょっとぐらいが一番辛くって、今ちょっと楽になってきたって言ってたのは、一

番何が違ったんでしょうね。)だから、子どもの訴えてることがわからないし、私が言っているこ

ともわからないから、それでもうイーッってなる。あと食事とかいろいろしないとってね。最近は
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ね、食事もまあ食べてくれるようになってきたから、そうね簡単なもん。好き嫌いは激しいけどな。

なんか私の場合は最近まではほんとに他のお母さんはどうなんだろうね。また違うのかもしれんけ

ど。 

(＊うーんそうですね。でもやっぱりあのーわかるようになってきた、生まれてすぐとかその頃は

なにがなんだかわからなくってなんて言ってましたね。)生まれてすぐの時はもちろんなんそうな

んだけど、その時はまだね、寝て、泣いて、おっぱいあげて、オムツだったから・・・その動き出

したりするうち、もう・・(やっぱりあれですかね、大変だなあと思い始めたのは動き出してから

ですかね。)そうですね。１(最近だんだんわかるようになってきたってことは、今後は見通しとし

ては楽になっていくかなあという感じですか？)そうかなあ。どうかな。・・反抗期もあるもんねフ

フフ。1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 母親Ａの語りの構造 

 

語り２はaの理解力が増し以前より子育てが楽になったというこれまでの逆の文脈で語られた内容で

あるが、乳児のころの育児は大変だが、子どもが自己を主張したり、動き出したりしてからの育児はも

っと大変であるという構図は変わらないことがわかる。(下線 1）そして 後の一文からは、a の理解力

が増すことで子育てが楽になるということに対する見通しは立っていないことも読み取れる。(波線 1)

このように、文脈が違っていても母親Aの「語り」における子どもの見方や子育てに対する考え方に大

きな違いがないことがわかる。この母親Aの語りを図式的に示すと図１のようになる。 

続いて子育てをしながら自身が成長していると実感しているという母親 B の「語り」をとりあげる。

語り３は、データB-3における終盤における語りである。B-3では主に出産前に就いていた仕事のこと

イーっとなる
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C D
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出産後に変化したことなどを中心にインタビューをした。仕事をしているときと、今の生活で変化した

こととして「すごくスロー、スローライフっていいますよね、そんな生活になった気がします。」という

母親Bの「語り」をうけてした質問である。なお語り３において、実線は過去に関する語り、点線は現

在に関する語り、波線は未来に関する語りに付した。 

 

語り３ 

（＊子育てしてて時間的にとか、生活がスローになったということですけど、何か他に大きくかわ

ったなあなんてことありますか？） 

前はですね、私子ども苦手だったんですよ。1(＊えーっ、ほんとですか？)ええ。触れなかった。(＊

怖くて？)なんかどうやって扱えばいいかわからなくって、なんかこう泣いたり、(＊ええ)ねえ、

ほんとに気分やさんだし、仕事してたらよだれベタベタにしてくれるしとか、もう迷惑千万とか思

ってたくらい 2フフフ。結構きつい自分がいたんですよ。3(＊ええ)かなり。(＊ええ)今その自分に

会ったら、わーなんてなんか人間できてないんだみたいな感じだったと思う。1ウフフフ(笑)。泥が

ついた足でさなんか上がってきたりして。(＊なんかそこダメみたいな)そうですね。4(＊やめてみ

たいな)それがまあこう見てると、なんで泥んこで上がってきたのかとか、もう家に帰ったら大好

きなテレビやってるからもうね、気持ちがこう行くのがね分るので、(＊うん)ああなんか本来こう

いうものなのかってフフフ。5うーん。(＊そうですか)だから本当に、なんか人間的に、もうちょっ

と思いやりとか、忍耐とか、そういう面でフフフ、学ぶところが多い気がします。2(＊あー)それは

多分これからもっともっといっぱいでてくるし、うん、結果的に一通り子育て終わってみたら、う

ん、自分が成長できるんじゃないかなって思って1 

 

語り３においてまず母親 B は以前子どもが苦手だったという事実を語り(下線 1)、どうして苦手だっ

たのかということを説明している。(下線 2、下線 4)そうした過去の自分を客観的に把握し(下線 3)、自

分を現在から過去にさかのぼって見たときには未熟であったと分析している。(点線1)Bは母親として自

分の子どもの状況を見ることで子どもに対する理解が深まり(下線5)、語りにおける現在はそのことによ

って自分も人間的に深みが増していったととらえている(点線2)ことが読み取れる。親として成長してい

る現在を実感することにより、今後もこれまでと同様に成長していくであろうという未来への肯定的な

展望(波線1)が語られているととらえることができる。この語りを図式的に表すと図２のようになる。 

この語り３は母親 B が育てを通して自分が「母親」として成長していることを語った語りであるが、

子どもの行動や自身の行為を客観的にとらえ、分析をするという語りの形式は、母親Bの実際の育児行

為の語り（データB- 1における食事の場面や子どもの遊びについてなど）にも見られた。 



東京未来大学研究紀要 2014 vol.7 

－ 39 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 母親Ｂの語りの構造 

 

 (3)「母親」の役割取得における省察の構造化 

朴・杉村は育児支援の現場が求めている親の内面からの成長に役立てることを目的として省察のモデ

ルを提示している。９）その省察のモデルの特徴は省察の認知レベルと省察が及ぶ時間の範囲から、子ど

もと向き合っている場での気づきのような省察を第 1 次的省察、比較的短時間(当日や翌日など)にかけ

て分析・評価する省察を2次的省察、より長い間蓄積され価値観が変わるような省察を3次的省察とし、

より高次の省察へと段階的過程を行き来するものとして構成している点にある。しかし、前述したよう

に母親の育児に関する「語り」は、語る現在を起点にし、過去・未来へと展開するものであり、より長

い間蓄積された省察でもそれを現在においてどう意味づけるかがより重要な視点となることがわかる。

そこで本研究においては朴・杉村のモデルおよび「母親」としての成長を実感している語り３の図式を

もとに「母親」の役割取得における省察の構造を提示する。構造図は語りの特徴から語る現在を起点と

し、横軸を過去から未来への時間軸ととらえ、縦軸は下方を状況把握、上方を行為・情報の分析とする。 

省察の構造図について説明を加える。まず、省察は通常構造図における過去あるいは未来のある時点

について①～④の事象を重層的に行き来しながら 終的に語っている現在(今)へともどる。矢印はその

経路を図示したものである。本研究において「母親」の役割は「自己をどのように位置づけどのように

行為すべきかという行為予測をもって育児行為をすることによって取得される」とし、母親の省察の構

造に着目した。ここでいう「どのように行為すべきかという行為予測」とは、図3でいう事象①→②→

③→④をたどり現在に位置づいた「行為の中の知」注３）である。そうした知にもとづいて日常的な育児

行為を行い、その行為は時間の経過とともに過去となり事象①に戻る。「母親」の育児行為とはこうした

円環構造の繰り返しによって得られた知にもとづいて行われているものであると考えられる。そして円

人間できてない

わからない
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環構造をたどる省察によって現在を充実させていくことが母親の「母親」としての役割取得を支える源

となると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 省察の構造図 

 

続いてこの構造の及ぶ範囲にについて考察する。まず構造図の横軸に過去と未来という時間を位置づ

けたが、この時間経過は状況に依存するものである。例えば泣いている乳児を前に母親がオムツを換え

たり、母乳を与えたりするのは瞬時のうちに円環構造をたどった結果であるととらえる。そして語り 3

に見られるような語りは、 終的には数年あるいは十数年を経てたどる円環構造であるととらえる。つ

まり、母親の役割行為における省察の広い範囲をカバーできる構造であると考える。 

続いて、母親 A の語り１をこの省察の構造図より考察する。図１より、語り１は A、B、C、D の 4

つの円環で構成されているととらえることができる。A、B、Cは過去の辛い状態に対する想起であるが、

B 以外は過去の辛い状態から現在もよくわからないものとして円が途切れている。他者や自己の関係性

(わからない)の状況把握や自己の感情(イーッとなる・大変)でとどまっていること、つまり他者や自己の

行為分析・相互行為の分析(図 3 の事象②)にいたっていないためであると考えられる。このように過去

の状況に対する体験的な認識が現在に位置づいていないため、今後子育てが楽になるという未来の予測

も D のようによくわからない不確定なものとしてしか現在に位置づけることができなかったと考えら

れる。 

「母親」の役割取得における省察とは円環構造の繰り返しであるとしたが、この円環が途切れること

によってあるいはその事象に対する情報量が少なく円が小さければ(図３)次の事象に進む推進力は弱ま

り、また現在に位置づく「行為の中の知」は減少することになる。円環のとぎれや推進力の弱まりによ

って現在において未来の予測ができない(図３)における事象③、④にたどりつかない)ということは、「母
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親」の役割取得ができていないということであり、そのことによって母親は子育てに不安を抱く10）ので

ある。現在における過去の省察がより細やかになされ拡がりをみせること、それをうけて現在の情報が

豊かになること、それが未来予測につながって現在に位置づくという一連の「語り」ができるようにな

ることが「母親」の役割取得において重要となると考えられる。 

 

6．おわりに 

母親を役割としてとらえたとき、語りによる現在における意味づけが異なるように、子どもとの相互

行為も試行性をともなっている。11）育児に不安をいだいている母親が語りにおいて異なる意味づけがで

きるようになることによって、子どもとの相互行為が安定する可能性も考えられる。今後は事例を重ね

ることによって今回提示した「母親」の役割取得における省察の構造図の検証を進めていきたい。 

 

注 

１）本稿で取り上げる役割とは、役目を割り当てることやそれぞれの人に割り当てられた役目としてで

はなく、それを担う本人によって自覚的に学習される行動様式のことを意味している。またＥ・ゴ

ッフマン（1985）は、個人は関わる状況に応じていくつもの役割を演じる存在であるとしており、

女性にとって子育てという状況にかかわることによって担うひとつの役割が母親であるということ

を強調するため「母親役割」の取得ではなく「母親」の役割取得と記述し、論を展開していくこと

とする。 

２）語り手の発話を阻害しないように配慮しつつ比較的自由な会話にもとづくインタビューである。 

３）D.A.Schön（2001）は日常生活における行為などの特に意識しない直観的な行動にとりかかる時、

「行為の中の知」に依存していると述べている。母親の日常の育児行為もこうした「行為の中の知」

に依存しているととらえることができる。 
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