
１．研究の背景と目的

（１）乳幼児期の大切さ
　人が誕生し成長していく上で、乳幼児期は人間形
成の基盤を培う最も重要な時期である。この時期の
子どもたちは、身近な大人の温かいまなざしや愛情
深い応答的な関わりにより、大人との信頼関係を築
いていく。

乳幼児の遊びの始まりに関する研究
―０歳児クラスの事例から ―

浅　井　かおり１）・浅　井　拓久也２）

How Children Begin Playing:
A Study Based on the Observations of Children Under the Age of One

Kaori Asai １） and Takuya Asai ２）

要　旨

　本研究は、乳幼児の遊びの始まりに着目をして、０歳児クラスの子どもは何をきっかけに遊びを始める

のか、どのようなプロセスを辿って遊びを始めていくのかを明らかにし、乳幼児理解につなげることを目

的とした。

　そのため、０歳児クラスの参与観察を行い、ビデオ撮影した映像を基に、複線径路・等至性モデル

（Trajectory Equifinality Model）を用いて、遊びが始まるまでのプロセスを可視化し検討を行った。

　分析の結果、遊びを始める前には、人を見るというパターンがあることを見出した。人を見るという行

為は単に人を観察しているのではなく、そこには確認・安心、興味、要求の意味や子どもそれぞれの思い

があることが推察された。そのため、保育の中では乳幼児がどのように遊んでいるか、何に興味を持ち遊

んでいるか等の遊びの内容だけを捉えるのではなく、視線や遊びの始まりに着目することで、自発的に遊

びを始める乳幼児の姿を捉えることができることを示した。
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　経済学の観点からヘックマン（2015）は、40年に
渡る追跡調査を実施し、その結果、忍耐力や協同性、
計画力などの非認知能力を幼少期に育てることが、
その後の人生に大きな影響を与えるとした、と指摘
している。
　平成30年施行の『保育所保育指針』には、３区
分の１つに乳児に関する内容が盛り込まれた。その
ことからも乳幼児期の重要性や注目度を伺うことが
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できる。社会的背景も影響し、乳児期から保育所入
所や長時間保育が求められている今、家庭よりも保
育所で過ごす時間が多い現状を踏まえ、特に乳幼児
期からの保育者の働きかけが重要となっている。
　同指針では、遊びについても以下のように示され
ている。「子どもが自発的・意欲的に関われるような
環境を構成し、子どもの主体的な活動や子ども相互
の関わりを大切にすること。特に、乳幼児期にふさ
わしい体験が得られるように、生活や遊びを通して
総合的に保育すること」（厚生労働省，2017，p.5）
と示されている。
　また河邉（2005, p.11）も遊びの大切さを次のよう
に述べている。「遊びを中心とした保育の核となるの
は、遊んでいるかどうかではなく、『子どもがどのよ
うに遊んでいるか』である」と指摘している。
　子どもがどのような思いでその遊びをしているか
が充実した遊びにつながっていくものであり、その
取り組み方や取り組みに向けての子どもたちの思い
も大切にしていく必要があるであろう。
　さらに子どもの遊びを援助していく保育者にとっ
ても、その子どもの遊びの取り組み方や取り組みに
向けての思いなどを知ることは、よりよい援助につ
ながるものである。そのため、遊びの内容だけでなく、
その遊びは何がきっかけで始まったのかという遊び
の始まりから捉えることが重要であろう。

（２）本稿での遊びの定義
　本稿での遊びとは、次に記す小川の遊びの捉え方
に沿って遊びを考えるものとする。
　小川（2010, p.46）は遊びについて、「第１に遊び
は遊び手が自ら選んで取り組む活動である。これを
遊びの自発性とよんでおく。第２には遊び手が他の目
的のためにやる活動ではなく、遊ぶこと自体が目的と
なる活動である。第３に、その活動自体、楽しいとか
喜びという感情に結びつく活動であろうということで
ある。第４に、遊びは自ら進んでその活動に参加しな
ければ、味わうことができないということである。」と
述べている。

　小川の遊びの捉え方を取り入れる理由は、保育所
等で最年少の０歳児クラスの子どもたちであっても、
自ら周りの環境に働きかけながら活動し、その中で
様々な思いを感じている。そのような中での遊びで
あるからこそ、遊びの始まりにもその子どもなりの
意味が含まれていると考えるからである。そのため、
本研究では、小川の遊びの捉え方に沿って検討を行
う。

（３）問題の所在
　今までの乳幼児の遊びに関する研究では、保育室
の環境や保育者との関わりの観点から分析した研究
が大半であった。前者では、まず、汐見他（2012）
は乳児保育室の空間構成が０歳児の行為や保育者
の意識に与える影響について明らかにした。また近
藤・定行（2010）は、０歳児の食事・午睡・あそび
の行為に使われる具体的な面積について考察を行っ
た。さらに近藤・定行（2012）は、０歳児の心身の
発達と保育室空間の使われ方の関係に着目し、０歳
児保育室に必要な物的環境について考察を行った。
　後者の研究では、尾崎他（2005）は、乳幼児の遊
び場面における言葉かけと手だての内容を明らかに
し、伊藤他（2017）は、０歳児クラスを観察し、乳
児期の遊び環境と保育者の関わりを考察した。
　このように、先行研究では保育室の環境や保育者
側から捉えた遊びへの関わりの観点から分析を行っ
てきた。乳幼児の理解を深めるためには、保育者側
からだけでなく、乳幼児側に焦点をあて検討をする
ことも必要であろうと考えた。そのため本研究では、
自発行動を行う乳幼児側から遊びを捉える観点から
分析を行う。
　また保育現場では以下のような懸念もある。小西・
遠藤（2013, p.263）は、「保育現場では、保育の方
法や環境構成が、保育士の経験による『何となく』
や『思い込み』など、主観に基づいておこなわれて
いることが少なくありません。『この保育所ではこれ
までずっとこうしているから』という長年の慣例に
従って保育がおこなわれ、それが果たして適切なあ
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り方なのか、検証がないままに続けられていること
がよくあります」と懸念している。
　筆者自身の保育現場の経験からも、保育者は子ど
もへの愛情から、子どものためにやってあげようと
思う傾向が強く、必要以上に声をかけたり関わり過
ぎたりすることもあるのではないだろうかと感じてい
る。また０歳児クラスは月齢や発達の個人差が大き
く、保育者は複数の子どもを同時に保育する。例えば、
つかまり立ちや歩き始めたばかりの子どもがいた場
合に、よろめき転倒しないよう、保育者の注目はそ
ちらに向かいがちである。さらに、設定した環境や
その都度良かれと思い加えた玩具等が、その時の子
どもたちにとって適切ではない可能性もあることが
予想される。そのため本研究では、乳幼児に着目し、
乳幼児自身が何をきっかけに遊びを始めていくのか、
どのように遊びを始めていくのかを実証的に明らか
にすることを目的とした。

２．研究方法

（１）対象園
　対象園は、都内の公立保育所である。在籍児は
13名であるが、当日の出席は10名、保育者６名で対
応していた。
　園の選定理由は、日頃から保育者が連携し丁寧で
穏やかな保育を行っており、そのような環境の中で
０歳児クラスの子どもたちが主体的に遊びを始めて
いく様子を捉えることが出来ると考えたからである。
　保育室の環境は、大きな部屋を活動別に仕切って
あり、水分補給や食事をするペース、午睡をするス
ペース、遊ぶスペースとしていた。

（２）データの収集方法
　調査日は、平成30年８月24日（金）８：50 ～
10：00頃、登園直後の保育室にてビデオ撮影を行い、
遊びの始まる様子の参与観察を行った。この時間に
設定した理由は、随時子どもたちが登園する時間で
あり、家庭から保育所への切り替えをしながら、子
どもたちが自発的に遊びを始める様子を捉えること

ができると考えたからである。撮影前に保育者に参
与観察の位置や高さを相談し、できるだけ子どもた
ちに不安を与えないよう、通常の保育環境に近づけ
られるように配慮した。

（３）分析の方法
　ビデオ撮影で得られたデータを基に、個人の生き
てきた時間の流れを詳細に捉えることが出来る複線
径 路・ 等 至 性 モ デ ル（Trajectory Equifinality 
Model：TEM）を活用し分析を行った。
　この方法を活用した理由は、今回の事例のように、
短時間に起きた出来事を時間軸に沿って細かく丁寧
に描くことができるため、保育の一場面を対象とし
た本研究の分析方法として効果的だと考えるからで
ある。
　TEMの特徴を安田・サトウ（2012, pp.2-4）は、「複
線 径路・等至性モデル（Trajectory Equifinality 
Model：TEM）の特徴は、人間を開放システムとし
て捉えるシステム論（von Bertalanffy,1968/1973)に
依拠する点、時間を捨象して外在的に扱うことをせ
ず、個人に経験された時間の流れを重視する点の２
点にある」また「TEMは個々人のライフ（生命・生
活・人生）に関するテーマについて、その人が生き
てきた時間を重視しながら考える方法」と述べてい
る。
　さらに上田（2014, p.3）は、TEMを用いて分析す
ることを、「TEMである個人が外界と相互交渉しな
がら（社会的ガイダンス、社会的方向付け）、選択
し（分岐点）、多様な径路を辿りつつ（複線径路）、
何らかの最終状態（等至点）へと至るプロセスを明
示することができる」と述べている。
　今までも保育分野の研究においてTEMが分析方
法として活用されており、堺他（2013）は、保育者
の専門性を読み解く方法として、山本（2016）は、
幼稚園児の登園後の移行プロセスを明らかにする方
法として、淀澤他（2017）は幼児の遊びの始めから
切り上げまでの過程においてTEMを活用し分析を
行っている。
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　本研究の目的は、乳幼児の遊びの始まりに着目を
して、０歳児クラスの子どもたちは何をきっかけに
遊びを始めるのか、どのようなプロセスを辿って遊
びを始めていくのかを明らかにすることである。そ
のためTEMを活用することで、遊びが始まるまで

のプロセスを詳細に可視化することができると考え、
この方法を活用することとした。
　TEMに用いる用語の説明と本研究での位置づけ
は表１とする。

TEMに用いる用語 TEMに用いる用語の意味 本研究での意味づけ

等至点 研究者が研究目的に基づいて設定する最終状態 自ら遊びを始める

両極化した等至点 実際に選択されたものに対する補集合的な事象 自ら遊びを始めない

必須通過点 等至点に向かうために、多くの人がほぼ必然的に通
る地点

・登園する
・入室する
・水分補給をする

分岐点 ある経験における転機となる状態 遊びを始めるきっかけとなる行為

社会的ガイド 等至点に向かうまでの何らかの援助的な力 他者から受ける遊びの始まりが促進される要因

社会的方向づけ 等至点に向かうことを阻害される文化社会的圧力 他者から受ける遊びの始まりを阻害される要因

表１　TEMに用いる用語の説明と意味づけ

図１　TEMにおける図例

SG 社会的ガイド
 （SG）
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図２　登園から遊びを始めるまで

３．事例分析の結果と考察

　参与観察で得られたデータから、子どもたちが遊
びを始めるまでの過程をTEMで表し、考察を加え
た。
　TEMにおける図例を図１に示す。
　以下が各事例の詳細である。

（1-1）
事例1【登園から遊びを始めるまで】
Ｙ児（１歳２か月男児）（図２）
　Ｙ児は保護者と共に登園し、保育者Ａが受け入れ
を行った（OPP）。保育者ＡはＹ児を抱っこし（SG）、
保護者と引継ぎ等の会話をする。Ｙ児は、保育者Ａ
に抱っこされ、指しゃぶりをしながら保育室に入室
し、柵につかまり立ちをする。保育者Ｂは後ろから、
登園したＹ児を微笑みながら見守っている（SG）。
Ｙ児は後ろを振り向き、保育者ＢやＭ児を見る

（BFP）。保育者Ｂは「Ｙ君も牛乳飲もうね」と優し
く話しかける（SG）。その後、Ｙ児は再び保育者Ｂ
を見る（BFP）。続いて、保育者Ｂの近くにいたＭ児

を見る（BFP）。保育者ＢとＹ児のやりとりを見てい
たＭ児は嬉しそうにＹ児を指さし近づく（SG）。Ｙ
児もＭ児に気づき、見る（BFP）。次に、他児の寝
かしつけをしている保育者Ｃを見る（BFP）。Ｍ児は
引き続き、嬉しそうに後ろからＹ児の背中を触り、
顔を覗く（SG）。Ｙ児も自分の横に来たＭ児に気づき、
見て微笑み（BFP）、２人で嬉しそうに何度も互いの
顔を見つめ合い、関わった遊びが始まった（EFP）。

（1-2）
　この事例では、Ｍ児と２人で関わった遊びが始ま
るまでの過程を捉えることができた。
　２人で微笑み合い、遊びが始まるまでには、保育
者ＢやＭ児、他児の寝かしつけをしている保育者Ｃ
を見ている。Ｙ児にとって保育者Ｂや保育者Ｃを見
るという行為は、安心感につながっていると考えら
れる。いつも関わってくれる先生がいること、いつ
ものように他児を抱っこして寝かしつけをしている
保育者Ｃがいること、さらに保育者Ｂが優しく話し
かけてくれたことが安心材料となっている。またＭ
児を見るという行為も、いつも一緒に保育室にいる
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他児が今日も居ることが安心感につながり、さらに
Ｍ児が好意的に近づいてきてくれたことでＭ児にも
興味を持ったと考えられる。それはビデオ撮影した
際のＹ児の表情からも推測することができ、Ｍ児が
後ろからＹ児の顔を覗きにっこりと笑う姿に気づい
たＹ児も、嬉しそうに微笑み、つかまり立ちをしな
がらＭ児の姿を目で追っていた。
　以上のことから、Ｙ児は見るという行為を通して
安心感を得たことがきっかけとなり、遊びを始める
ことができたと考えられる。
　Ｙ児の登園後から、保育者Ｂは少し離れたところ
からＹ児の様子を見守っていた。Ｙ児にとって、こ
の保育者Ｂに終始見守られているという環境も安心
感につながり、遊びを始めるに至る要素（SG）となっ
ていると考えられる。
　

（2-1）
事例２【自ら動き出し遊びを始めるまで】

（図３）
　Ｍ児はＹ児から離れ、逆方向に歩き出す（SG）。
Ｙ児はＭ児が自分から離れていく様子を見ると、す

ぐにつかまり立ちの姿勢から床にお尻をついて座る。
（BFP）。その後、床のマットを４回たたいたり、摩っ
たりする遊びを始める（EFP）。次に保育者Ｃが他
児の寝かしつけをしている様子を見る（BFP）。次に、
床に座りながら自分の胸を６回優しくたたく遊びを
始める（EFP）。次に、床のマットを２回たたく（EFP）。
次に布団と布団の間をハイハイで進む遊びを始める

（EFP）。その後、他児の寝かしつけをしている保育
者Ｂを見上げる（BFP）。再び、床マットをたたき、
布団と布団の間をハイハイで進む遊びを繰り返して
いた。

（2-2）
　この事例では、Ｙ児が自らハイハイで動き出し、
遊びを始めるまでの過程を捉えることができた。
　Ｍ児が自分と逆方向に歩き出した様子を見たＹ児
は、Ｍ児について行こうと床にお尻をつき、自ら動
き出し遊びを始めた。また保育者Ｃが他児を抱っこ
して背中をトントンと優しくたたく様子を見たことが
きっかけとなり、自分の胸をたたく模倣による遊び
が始まっていた。さらにＹ児は、その後も布団と布

図３　自ら動き出し遊びを始めるまで
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図４　保護者の動きを確認し遊びを始めるまで

団の間をハイハイで進む遊びを始めた。
　このように事例２では、種類の異なる遊びを次々
に始めたことから、その一つ一つを遊びの始まりと
した。
　Ｙ児は、Ｍ児や保育者の行動を見ることにより、
その後に自発的な遊びを始めている。事例２でのＹ
児の人を見るという行為には興味の意味が含まれて
いると考えられる。Ｍ児が自分から離れていく姿を
見ることにより、ついて行こうと興味を抱き、自ら動
き出すことにつながっている。また保育者Ｃの様子
を見ることで寝かしつけている行動に興味を抱き、
模倣による遊びを始めたのであろう。
　事例２の間も保育者Ｂは、終始少し離れたところ
からＹ児の様子を見守っていた。事例１と同様、こ
の見守られているという環境も安心感につながり、
自ら動き出そうとする気持ちにつながっていると考
えられる。
　

（3-1）
事例３【保育者の動きを確認し遊びを始めるまで】

（図４）
　保育者Ｃが他児にコップで水分補給をしている様
子を見る（BFP）。続いて、後ろを振り向き進み、保
育者Ｄが他児を寝かしつけている様子を見上げる

（BFP）。それに気がついた保育者Ｄが微笑む（SG）。
その後、布団と布団の間をハイハイで進む遊びを始
める（EFP）。次に、ハイハイで進んでいたＹ児の目
の前に保育者Ｅが玩具を置き、指で動かす。Ｙ児は
その玩具に手を伸ばし掴んでいた。

（3-2）
　この事例では、Ｙ児が見るという行為を通して周
囲の様子を確認しながら、遊びを始める過程を捉え
ることができた。
　さらに保育者の動きを見て確認した後、布団と布
団の間をハイハイで進むという遊びを始めたＹ児で
あるが、その途中で別の保育者がＹ児の目の前に玩
具を置き指で動かしたことにより、Ｙ児もその玩具
を掴み振っていた。
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図５　水分補給から遊びを始めるまで

（4-1）
事例4【水分補給から遊びを始めるまで】
Ｍ児（1歳4か月女児）（図5）
　食事をするスペースにて、保育者Ｆと水分補給を
する（OPP）。その後、保育者Ｆに抱っこされ、遊
び部屋に向かう（OPP）。保育者ＦはＭ児の様子を
見ながら、水分補給で使用したエプロンを片付ける

（SD）。Ｍ児は遊び部屋に入ると、歩いて部屋の端に
ある玩具棚に向かう。しかし途中で後ろを振り向き、
保育者Ｆを見る（BFP）。そしてその場にしゃがみ、
保育者Ｆを見ながら人差し指で床を指すしぐさをす
る。そして再び、保育者Ｆを見る（BFP）。その後も、
保育者Ｆの行動を確認するように２回見る（BEP）。
その後も、ハイハイで玩具棚に近づくが、後ろを振
り向き、再び保育者Ｆを見る（BEP）。そして、やっ
と保育者ＦがＭ児の元へ向かうと（SG）、Ｍ児は棚
からペットボトルに掴み、遊びを始めた（EFP）。

（4-2）
　この事例では、遊びを始めるまでに保育者Ｆを何
度も見て、どこにいるかを確認しながら遊びを始め

るまでの過程を捉えることができた。その過程から
Ｍ児の遊びを始めるまでの人を見るという行為には、
要求の意味が含まれていると考えられる。保育者Ｆ
は片付けをしながらもＭ児の行動を終始見守ってい
た。保育者Ｆに傍にいてほしい、遊びを始めたいが
保育者Ｆと一緒に遊びたい、というＭ児の思いが含
まれていると考えられる。

４．まとめと今後の課題

　以上の事例を通して時間軸に沿って対象児の姿を
追い、遊びを始めるまでのプロセスを分析した結果、
遊びを始めるまでには、人を見るというパターンが
あることを見出した。人を見るという行為は、単に
人を観察しているのではなく、そこには確認・安心、
興味、要求の意味やその子どもの思いが含まれてい
ると考えられる。
　まず、確認・安心である。
　事例１～３からわかるように、いつも関わってくれ
る保育者がいること、同じ空間にいつも一緒にいる
他児がいることで安心感を得ていると考える。また
いつものように他児が保育者に援助してもらいコッ
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プで麦茶を飲んでいる、いつものように他児が保育
者に抱っこされ、ゆらゆら揺られながら気持ち良さ
そうに寝ている等、いつもの光景であることを確認
することで安心感を得ていた。その安心感から、自
ら遊びを始めていくと考えられる。
　次に、興味である。
　事例２で示したように、まず他児からの好意的な
関わりや行動により対象児が興味や関心を抱き、そ
の後に遊びが始まっていた。次に、保育者Ｃが他児
を抱っこして背中をトントンと優しくたたく様子を見
たことがきっかけとなり、自分の胸をたたく模倣によ
る遊びが始まっていた。このように他者を見るとい
う行為が、他者に興味を持つことにつながり、それ
がきっかけとなり遊びが始まっていたことがわかる。
　最後に、要求である。
　事例４からわかるように、遊び始めるまでに人を
見るという行為の中には、信頼関係を築いている保
育者と一緒に遊びたい、というその子どもの思いが
含まれていた。
　事例４のＭ児のように、保育者Ｆの行動を目で追
い、床に指をさして要求する姿には、Ｍ児の、遊び
を始めたいが保育者Ｆに傍にいて欲しい、一緒に遊
びをしたいという思いを伺うことができた。
　以上のように、子どもたちが遊びを始める前には
人を見るというパターンがあること、また人を見ると
いう行為は単に人を観察しているだけでなく、確認・
安心、興味、要求の意味が含まれていることが明ら
かとなった。
　そのため、保育の中では子どもたちがどのように
遊んでいるか、何に興味を持ち遊んでいるかのよう
に、遊びの内容だけを捉えるのではなく、視線の先
や遊びの始まりに着目することで、自発的に遊びを
始める子どもたちの今の姿を捉えることができると
考えられる。
　安田他（2012，p.39）は径路の可視化の効用を、「見
えにくくなっているけれども想定可能な径路を可視
化することによって、決して単線ではない人の発達
や人生径路の多様性・複線性を明確に示すことがで

きる」と述べている。
　本研究もTEMを用い０歳児の遊びが始まるまで
の過程を可視化し、実際に選んだ径路に加え実際に
は選ばなかったがあり得た径路や他者の影響等も描
き出すことにより、０歳児の遊びを始めるまでのパ
ターンやその意味を見出すことが出来た。
　今回、事例３で示したように、Ｙ児は保育者の動
きを見て確認した後、布団と布団の間をハイハイで
進むという遊びを始めたが、その途中で別の保育者
がＹ児の目の前に玩具を置き指で動かしたことによ
り、Ｙ児もその玩具を掴み、振る姿があった。これ
を新たな遊びの始まりと捉えるか、見方を変え、Ｙ
児が自発的に始めた遊びを保育者の働きかけにより
他の遊びにすり替わったと捉えるかの検討は、今後
の課題と言える。その点からも、子どもたちが遊ん
でいる最中だけではなく、遊び始めや遊びを始める
までの過程にも着目することが、一人一人の子ども
のその時の興味や思いなどを捉え、乳幼児理解を深
めていくことになる。
　本研究は、０歳児クラスの様子をTEMによる分
析を通じて検討を行ったが、今後は、クラスの担当
保育者にインタビューを実施し、日頃子どもたちと
身近で関わる方々の意見を踏まえた検討を進めてい
きたい。さらに、保育所の規模や環境が異なった場
所での子どもたちの遊びの始まりに着目し、比較検
討も進めていきたい。
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