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特集論文

幼児の感情語りの世界 1
─何に支えられ何を支えるのか─
久保ゆかり（東洋大学）

The development of preschoolersʼ narratives on emotional experiences
Yukari Kubo (

)

（2016 年 2 月 15 日受稿，2016 年 5 月 6 日受理）
In this paper, a theoretical and empirical overview of the development of preschoolersʼ narratives on
their own emotional experiences is presented. More speciﬁcally, we present exploratory evidence that narratives on emotional experiences emerge in infancy and continue to increase in complexity, integration, and
diﬀerentiation during the preschool years, and we demonstrate that adult-guided conversations about past
events that include discussion and negotiation of emotional experiences lead preschoolers to construct narratives of their own emotional experiences. We argue that through narratives of emotional experiences constructed in social interaction, preschoolers create personal meaning of the events that contributes to their
developing autobiographical memories and understanding of self.
Key words: preschoolers, narratives, emotional experiences, understanding of self, autobiographical memory

インタビューアー；「発表会，どうだった？」
6 歳男児；「楽しかった。はじめ…2 出たときは，
ちょっと照れて，なんて言うんだっ
け…」
インタビューアー；「照れて？」
6 歳男児；
「ん ー， 照 れ て る， な ん か ち ょ っ と，
なんて言うんだっけ…緊張だ。緊張
して…」
感情の生涯発達における幼児期の特徴とは何であろ
うか。近年，自伝的記憶の生涯発達研究において，過
去の経験について語るようになるのは，幼児期であ
ることが明らかになってきている（Fivush & Nelson,
2006; Fivush, Habermas, Waters, & Zaman, 2011）。
その語られる内容には多くの場合，過去の出来事だけ
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でなくその出来事で経験された感情が含まれており，
感情経験について豊かに語ることは，自己理解への道
を開く可能性が指摘されている（Reese, Yan, Jack, &
Hayne, 2010; Laible, Panﬁle, & Augustine, 2013）
。そ
こで本論文では，感情経験について語ること̶感情語
り̶を取り上げ，それは幼児期において顕著に発達す
ることを示し，その発達はどのような要因に支えられ
ているのか，また自己理解の発達とどのように関連し
ているのかについて論じ，あわせてこれからの研究課
題についても検討する。
1.

幼児期における感情語りの発達；
多重な感情について語る

幼児期には，どのような感情語りがされるようにな
るのだろうか。それを検討するために，ある園で，発
表会行事での感情経験について尋ねるインタビューを
したところ，冒頭のような事例を得た（久保，2012）
。
その園での発表会は，一定期間練習を積み，当日
は保護者など多数の観客の前で劇や合奏・合唱を披
露する，年に一度の行事である。子どもにとってそ
れは，楽しさや誇らしさを感じると同時に緊張や当
惑，恥ずかしさなども感じるといった，種々の感情を
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経験しやすい行事であると考えられる。そのような発
表会について尋ねると，年長組の 6 歳頃には冒頭のよ
うに，自身の感情経験に注意をむけ，感情経験にこと
ばを与え，あるいはことばを探し，「楽しかった」「照
れて」
「緊張して」といった種々の感情を語るように
なる。ひとまとまりの出来事に対して，種類の異なる
いろいろな感情を感じるということの理解を多重な感
情（multiple emotions）の理解と呼ぶ（Saarni, 1999）
が，幼児期の終わりに近づく頃には，多重な感情が語
られるようになるのである。
多重な感情を理解することは，幼児・児童期におけ
る感情理解の発達にとって重要な課題である。それが
理解できるならば，子どもはその出来事に対して過剰
な反応や偏った反応をすることなく，ポジティブな感
情を引き起こす構成要素とネガティブな感情を引き起
こす構成要素といった異なる要素の両方を考慮に入れ
て行動したり意思決定したりすることができると考え
られる（Saarni, 1999）。
では，多重な感情について語るようになるまでに
は，どのようなステップがあるのだろうか。インタ
ビュー調査（久保，2009, 2014）によると次のような
ことが見出されている。4 歳（年少組）児では， 発
表会，どうだった？ との問いかけに対して，ほとん
どが「楽しかった」とのみ語ったが，5 歳（年中組）
児では，ほかの感情も語ること（例えば「楽しかっ
た」のみでなく「うれしい気持ち」と語ること）が見
られ，6 歳（年長組）児では，およそ半数の子どもた
ちが「楽しかった」のみではなく「緊張した」「どき
どきした」
「びっくりした」「恥ずかしかった」といっ
た感情を語った。さらに 6 歳児の中には，
「最初どき
どきしたけど，うれしくなったの。いっぱい人がいて
恥ずかしくなっちゃうけど」といったように自律的に
多重な感情を語る場合もあった。
同様に，5 歳男児の夕食時における家族との会話を
観察した岩田（2009）でも，
「ドッジボールをした」
経験について母親や兄姉と会話をするなかで，その男
児が，
「負けてもくやしかったけど，楽しかった」と
自身の多重な感情経験について語った事例が紹介され
ている。会話のなかで母親からサポートを受け，兄姉
との多様なやりとりに参加することを通して，過去の
感情経験を多面的に捉えてことばにすることができる
ように成長していったことがうかがえる。さらに，養
育者との会話における子どもの，1 歳時点から 5 歳時
点までの語りを分析した坂上（2012）の研究では，3
歳頃から自他の内的状態（感情が含まれるもの）につ
いて語り始め，5 歳頃には自他についての多重性が語
られるようになったことが示されている。
以上から，幼児期の始まり頃から感情経験が語られ
始め，幼児期の終わり頃には，多重な感情についても
語るようになっていくことがうかがえる。感情語り
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は，幼児期において顕著に発達することが示唆され
る。
しかし，従来の感情理解研究では，幼児は多重な感
情を理解できないと考えられてきた（Harter & Buddin, 1987; Donaldson & Westerman, 1986）
。そこで
は，例えば「飼い犬を亡くした子どもが，新しく子
犬をもらった。どんな気持ちになるかな？」といっ
た，架空の出来事において人は一般的にどう感じるの
かを抽象的に尋ねる質問を子どもにしていた。そのよ
うな抽象的な質問に答えるのは幼児には難しく，その
ため，多重な感情についての理解を示し得なかったの
ではなかろうか。一方，幼児が多重な感情を語ったの
は家庭での養育者との会話のなかで，実際に経験した
出来事についてのこと（岩田，2009）であった。また
久保（2009, 2014）においても，インタビューアーは
園生活を参与観察していて，幼児たちと園生活を一定
程度，共にしている大人であった。その大人とのやり
とりのなかで，園生活で実際に経験した出来事につい
て，多重な感情が語られた。そこからは，幼児の感情
語りは，生活を共にしている大人からの支えのある会
話のなかでこそ，展開していくのではないかと思われ
る。そこで次に，感情語りの発達を支える要因とし
て，大人とのやりとりについて検討する。
2.

感情語りを導く大人とのやりとり；
感情語りを支える外在的要因

感情経験も含め，過去の出来事についての会話はそ
もそも，子どもが発話できるようになる前から，養
育者の導きのもとでスタートしていることが見出さ
れている（Fivush, 2007; Nelson, 2007）
。例えば，以
下のような会話の例が紹介されている（Fivush et
al., 2011）
。
母親；
「今日，私たち，公園でおもしろかった？
何をしたんだった？ 私たち，ブランコ
に乗った？」
子（16 ヵ月児）
；
｛肯く｝
母親；「ね〜，高く漕いだじゃない？ あれはお
もしろかったじゃない？」
このように養育者は，過去の出来事について会話を
して共有することは重要な活動であるということを子
どもに伝え，さらにそのような出来事についての語り
方として，何が起きたかのみでなく，その時に生じて
いた感情に対しても焦点をあてるべきものであること
を伝えている。そして 3 歳頃になると子どもは尋ねら
れて肯くのみではなく，単純な形ではあるが，自らも
ことばを発するようになっていく（Fivush, 2007）
。
母親；
「私たちが初めて水族館に行ったときのこ
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と，覚えている？ そして私たちは見下
ろして，そこには鳥たちがいっぱいいて
…水の上にね？ 鳥たちの名前覚えてい
る？」
子（40 ヵ月児）
；
「アヒル！（Ducks ！）」
母親；
「違う〜！ あの子たちは，アヒルじゃあ
ない。あの子たちは，スーツを着ていた
でしょ。…ペンギン。ペンギンは何をし
ていたか覚えている？」
養育者は，出来事についてトピック（上記の例で
は， 水族館の鳥たち ）を設定し，それに関する子ど
もの発話を引きだし，それを広げ，詳細な説明を構成
し共有していく。
また Miller（1994）は，2 歳児が，養育者からの支
えを得て次第に自律的に語れるようになっていく姿を
紹介している。それは，家庭において 2 歳 6 ヵ月児が
母親と共に，母親の友人に対して，そり滑りに行った
ときのことを話している会話を分析したものである。
そり滑りについて初めて話題になったとき，2 歳児
は「すべる！つかまる！（興奮して）…つかまってす
べった」としか語れなかった。2 回目に話題になった
ときも，
「ぼくはすべりに行く。続ける」と語るのみ
だった。そこで母親は，出来事の重要な部分につい
て，その子に尋ねた。
「あなたの顔に何が起きたのか，
リサ（聞き手である母親の友人の名）に話して。誰が
やったの？」
。するとその子は，「ぼくはお母さんのう
えに倒れた。ぼくは，けがをした」と語ることができ
た。それに続けて母親は，その子の兄のエディが一緒
にそり滑りに行ってその子をたたいたことなど，その
出来事をもう少し詳しくリサに話してみせた。3 回目
に話題になったとき，その子は自分から，出来事の重
要な点について語り始めた。
「ぼくが…ぼくが顔を傷
つけたんじゃない。やったんだ，エディが，そしてエ
ディはぼくが怖がりだと言った。
（お母さんは）ぼく
をつかまえなきゃいけなかった，うーん…ぼくはつか
まんなかったよ」
。この 3 回目で，その子は出来事の
流れを，その子自身の視点から語れるようになって
いった。
以上の研究からは，子どもの感情語りは，大人との
会話のなかでスタートし，初めは大人からの問いかけ
に単純な返答をするのみだったのが次第に，大人に導
かれて子どもも発話するようになり，次第に自律的に
語られるようになることが示唆される。ただし，ここ
で「大人」として研究の対象とされるのは，ほとんど
が親であり，家庭における親子の会話が取り上げられ
ている。しかし幼児にとっては，家庭のみではなく，
園も家庭に勝るとも劣らない重要な居場所である。園
においては保育者と子どもとの間で，過去の感情経験
を思い出して会話するということが行われている。
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1 節で紹介した発表会行事をしている園では，発表
会が終わった後，クラスで発表会について話し合い，
その後，各自が発表会のことを絵に描く取り組みがな
されている。クラスでの話し合いでは，発表会での感
情を含めた経験について子どもたちが語ることを保育
者が促す働きかけをしていると推測される。またその
園では，絵を描き上げた子どもは保育者に見せに行く
ことになっており，保育者は，子どもひとり一人に
「何を描いたの？」「どうだった？」「どう思った？」
などと尋ねて子どもと会話をし，その内容を絵のなか
に文字で書き添えるという取り組みをしている。そこ
では例えば，「鈴をしているところ。お客さん，いっ
ぱいいてどきどきしたけど，上手にできたよ。パパが
おもしろかったって言ってくれたよ。うれしかった
よ。」（5 歳児）といったことが書き添えられていた。
それは，保育者と子どもが共同で構成した感情語りと
位置づけることができるのではなかろうか。このよう
な会話が保育者と子どもの間に交わされることを通し
て，幼児期の終わりには，子どもが多重な感情を語る
ことができるようになっていくのかもしれない。保育
実践のなかに埋め込まれている，感情を語る仕組みに
着目した研究が待たれる。
3.

感情の知識・理解と語りの知識・理解；
感情語りを支える内在的要因

では次に，感情語りを準備する子どもの内側の要因
について検討する。感情経験についての語りであるの
で，その実現を可能にする内在的な要因としては，大
別すると，「感情についての知識・理解」と「語りに
ついての知識・理解」という 2 側面が考えられる。
1 つ目の側面の感情についての知識・理解は，感情
コンピテンスのなかの重要な要素と考えられている
（Saarni, Campos, Camras, & Witherington, 2006）。
ここでは，そのなかの感情語の知識・理解を取り上げ
る。感情語の例として，冒頭の 6 歳男児が言及してい
た「照れ」に着目する。Lewis（1993）によれば，
「照
れ」という感情は，1 歳後半から 2 歳台にかけて，自
己意識や内省力，自己を評価する基準や規則を子ども
が獲得することにより，出現するとされている。照れ
のほかにも同時期には，羨望，共感，当惑，誇り，恥，
罪悪感といった感情が出現してくるとされ，それらは
二次的な感情あるいは社会的感情と呼ばれている。た
だし，そこでは感情が経験されることを扱っており，
感情経験が言語化されることを直接には扱っていな
い。
感情経験が言語化されることを検討するには，Harris（2008）の研究が手がかりとなる。彼は，照れを
扱ってはいないが，照れと同様に社会的感情である罪
悪感について検討した。その結果，自身にとって有利
な結果を得られても社会的な規範に違反した場合は，
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その違反を理由に「いやな気持ちになる（would feel
である（Bruner & Feldman, 1994）
。例えば，
「then,
bad）
」というように罪悪感を説明できるのは児童期
before, later, after, next」 な ど の 時 間 マ ー カ ー や，
中期くらいからであって，幼児期では，有利な結果 「but, so, because」などの問題解決マーカー，
「brings,
を得られたことを理由に「いい気持ちになる（would
comes, join」などの意図的行為マーカーがある。語り
feel happy）
」と答えることが多かったことを見出し
は，
〈いま・ここ〉のことではなく，
〈あのときの・あ
ている。そこからは，社会的感情を経験すること自体
のこと〉について述べるものであるから，現今の状況
は早期から可能であるが，社会的感情が生起する理由
による支えは期待できない。そのようななかで，出来
（例えば規範に違反していないかどうか）をことばで
事と出来事とのつながりをつけていくためには，上述
説明することは数年遅れることがうかがえる。
のナラティブ・マーカーが必要となると考えられる。
一方，
「照れ」について語ることは，冒頭で示した
冒頭の 6 歳男児の事例においても，「はじめ…出た
よ う に 6 歳 で 可 能 で あ っ た。Harris（2008） で 示 さ
ときは，ちょっと照れて」とあり，「はじめ」という
れた児童期中期よりも早い。そのことについては， 時間マーカーを使っていた。それを使用することで，
Saarni et al.（2006）が提示している感情コンピテン
発表会という出来事を時間軸に沿って下位要素（この
スの発達枠組みが参考になるかもしれない。彼女らに
例では「出たとき」）に分け，その要素における感情
よると，さまざまな感情概念を使って感情経験を言語
経験に焦点化し，「ちょっと照れて」以降の感情語り
化し，感情語に結びつけて感情をカテゴリカルに経験
が展開したのではないかと考えられる。また 1 節で記
し，語るようになっていくのは，3 歳以降であるとさ
した別の 6 歳児は「最初どきどきしたけど，うれしく
れる。そのことを考え合わせると，社会的感情が経験
なったの。いっぱい人がいて恥ずかしくなっちゃうけ
され始めるのは 1 歳後半から 2 歳台にかけてであり， ど」と語ったが，そこでは時間マーカー（
「最初」
）と
社会的感情経験に，感情語を結びつけて語り始めるの
問題解決マーカー（
「けど」
）の双方を用いることによ
は幼児期後半であり，さらに社会的感情が生起した理
り，「どきどきした」，「うれしくなった」，「恥ずかし
由をことばで説明することは児童期以降に可能となる
くなっちゃう」という感情経験を，つながりのあるも
のではなかろうか。
のとして語ることを可能にしている。そこからは，ナ
なお，冒頭の 6 歳男児が言及していた「緊張」とい
ラティブ・マーカーを使えるようになることが，複雑
うことばは，
「んー，照れてる，なんかちょっと，な
な感情経験を語ることを支えるのではないかと推測さ
んて言うんだっけ…緊張だ。緊張して」という流れの
れる。
中で出てきたことばであった。
「はじめ…出たとき」
なお，多重な感情の経験を語るためには，過去の出
ということばからは，舞台に上がったときのことを想
来事を要素に文節化できることが重要であることを示
起していると推測される。その子は，舞台に上がった
唆する研究がある。Peng, Johnson, Pollock, Glasspool,
ときの感情経験に注意をむけて，最初は，「ちょっと
& Harris（1992）は，出来事を要素に分け，それぞれ
照れて」という感情語を結びつけて表出してみたもの
に対して，ポジティブな感情を感じるかネガティブな
の，それはぴったりとはしていなかったようで，もっ
感情を感じるかを評価するということを例示して，子
とフィットすることばを探そうとしているようにもみ
どもたちをトレーニングした。その結果 6, 7 歳児は，
える。感情経験について語ろうとするとき子どもは， 出来事の，ある要素に対してはポジティブな感情を感
思い浮かんだ感情語をただあてはめるだけではなく， じ，別の要素に対してはネガティブな感情を感じると
その感情語でおさまりがつく経験かどうかを吟味し
いうことを認識できるようになったことを見出してい
て，感情語のレパートリーを見直して，より適するこ
る。4, 5 歳児では，そのようなトレーニングの効果は，
とばを新たに見つけていくということをしているので
見出されなかった。そこからは，多重な感情を語るに
はなかろうか。それは，感情語についての知識・理解
は，子どもが出来事を時間軸に沿って要素に分け，そ
が再構成されていく瞬間であるのかもしれない。その
の要素ごとに，どのような感情を感じたかを考えるこ
ように再構成される側面の発達を検討することは，今
とができるようになることが必要なのではないかと推
後に残された課題である。
測される。このように出来事を時間軸に沿って文節化
2 つめの側面は，
「語りについての知識・理解」で
することは，多重な感情を持ち得る自己への気づきを
ある。そもそも語り（narratives）とは，岡本（2007） もたらす可能性もあるのではなかろうか。またそれ
によると，
「個々の事象を，一つのストーリーの中に
は，自己の経験を時間軸のなかに位置づけることで
位置づけることによって意味づけ，そのストーリー
もあり，時間的拡張自己（temporally extended self
をもって，世界や自己自身を代表させてゆくいとな （Neisser, 1998）
）の形成と密接に関連するのではなか
み（もしくはその所産）」のことである。そして，そ
ろうか。時間的拡張自己とは，個人的な記憶や未来へ
のようなストーリーを構成するためには，何種類かの
の期待に基づいて認識される自己のことであり，歴史
ナラティブ・マーカー（narrative markers）が必要
性や物語性を有したものと捉えられる（木下，2008）
。
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かを記録した。その結果，親子がネガティブな感情経
験について会話をする際に，内的な状態を表す言語
（感情語はそれに該当する）をよく使用するほど，そ
の子どもは，自身の特徴について語ることに長けてい
ることが見出された。それはヨーロッパ系のアメリカ
人の親子においても，中国系移民のアメリカ人の親子
においても，同様の傾向が見出された。
これらの研究結果からは，養育者と子どもが豊かな
感情語りをすることが，子どもの自己理解の発達を促
す可能性のあることが示唆される。感情語りは，子ど
もが自伝的記憶を形成するための材料を提供し，時間
的拡張自己を構築することを促すのではなかろうか。

感情語りがもたらすもの；
自己理解の発達

時間的拡張自己の形成と，感情語りとの関連を検討
する際には，近年の子どもの自伝的記憶の研究が参考
になる。その研究においては，幼児期は，養育者と子
どもが過去の感情経験について共に語ることによっ
て，子どもが自伝的記憶を形成する場を設え，自己概
念が構築され始める時期であると位置づけられている
（Fivush et al., 2011）
。そして養育者と子どもが感情
経験についてよく語っているならば，子どもはその感
情経験を対象化して捉えられるようになり，それはそ
の子どもの自伝的記憶に組み込まれ，ひいてはその子
5. 感情語りについての今後の研究課題
どもの自己概念の構成要素となるのではないかと論じ
られている。特に Reese et al.（2010）は，子どもが
本論文では，感情語りが幼児期において顕著に発達
感情を強く惹起されるような出来事を経験した場合に
することを示し，感情語りの発達は，子どもの中にあ
は，そのことについて養育者が子どもと語り合うこと
る「感情についての知識・理解」と「語りについての
の重要性が増すと考えている。感情があまりに強く惹
知識・理解」という要因による影響を受けつつ，大人
起されると感情の経験者たる子どもは，その感情に翻
とのやりとりによって導かれること，豊かな感情語り
弄されてしまい，自らの感情経験を対象化して捉える
をすることは，自己理解の発達を促す可能性のあるこ
ことができにくくなってしまい，対象化して捉えられ
とを論じてきた。そして，今後の研究課題として，感
ない感情経験は，自己概念の構成要素とはなりにくい
情についての知識・理解が再構成されることの発達を
のではあるまいか。
検討することの必要性と，感情語りを導く大人とし
Reese, Bird, & Tripp（2007）の研究は，そのこと
て，養育者のみならず保育者の役割を検討する必要性
の傍証となるものである。彼女らは，5, 6 歳児とその
を指摘した。
親たちを対象にして，「この 1 年間にお子さんが怒り
大人と子どものやりとりが，より広い社会文化的枠
（悲しみ，恐れ，喜び）を感じた特定の出来事を取り
組みのなかで展開していることを考えると，今後の課
上げ，それについて話し合ってください」と教示し
題としてはさらに，感情経験を語ることに対する社会
て，過去の感情経験について親子で会話をしてもらい
文化的枠組みの影響を検討する必要性のあることに気
観察をした。それとともに子どもには，自尊感情尺度
づかされる。また本論文では，大人から子どもへの
（Harter, 1982）などに答えてもらうことによって，子
影響を中心に検討しており，子どもの側が大人に影
どもの自己概念を捉えた。その結果，感情経験につい
響を与え得るという双方向的な関係について取り上
ての会話が豊かであること（例えば，子どもの種々の
げてこなかった。近年の社会化についての研究では，
感情経験について親がその原因や結果を説明したり， 子どもの側も大人を社会化するという resocialization
子どもの話しを受け容れたりすること）は，子どもの
（Kuczynski, Parkin, & Pitman, 2015）が注目されて
自尊感情が高いことと関連していることが見出され
おり，また感情の生涯発達研究からは，子どもとの感
た。彼女らは，養育者が子どもと種々の感情経験につ
情語りによって大人の感情発達も促される可能性が指
いてオープンに話し合うことが，子どもに，自身の強
摘されている（久保，2007）
。その視点からの検討は，
みと弱みの両方について現実的な見方をすることを促
今後に残された課題である。
すことになり，それがひいては，自身に対してよりポ
ジティブな捉え方をすることを促すのではないかと論
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