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保育者の言葉かけに関する考察
──行為要求の発話に見られる言語形式の分析を中心に──
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学生のそれとの比較を通して分析を行っている。

１．はじめに

さらに、保育者の言葉かけに見られる言語表

保育者として子どもとかかわる上で重要なこ

現のうちオノマトペに焦点を当て、その特徴

との一つに言葉かけがある。子どもに対してわ

を分析した研究も行われている（近藤・渡辺

かりやすく言葉かけをすることで、必要な活動

（２００８））。

に子どもを円滑に取り組ませることができると
考えられる。

しかしながら、本研究のように、特定の表現
意図を持った発話（この場合、行為要求の発話）

本研究では、保育者の言葉かけのうち、子ど
もに対して何らかの行動を指示する表現である

に焦点を当て、さらにその発話に見られる言語
形式を調査した先行研究はないようである。

行為要求の発話に焦点を当て、その発話に見ら

一方、日本語学の観点からは、保育場面では

れる言語形式を分析することにより、その特徴

ないが、小学校の授業場面における教師の命

を明らかにする。

令・禁止表現に見られる言語形式を調査したも
のがある（森（２０１３b））。森氏は日本語の命令

２．先行研究のまとめ

表現の一つに「（そこに）すわる！」といった言

保育者の言葉かけに関する研究は既にいくつ

い切り文があることに着目し、その出現状況を

か行われている。その中で、樟本・山崎（２
００２）

小学校の授業場面を対象として調査している１）。

は、保育者の専門性について検討する立場から、

その上で、小学校授業場面における教師発話の

自由遊び時間における担任保育者と教育実習生

実態を談話分析により明らかにすることで、教

の子どもに対する言語的応答の比較を行ってい

師が「自身の話し方を自己モニターする機会」

る。また、佐藤・山内・山内（２００９）では、集

（p.
１６２）を持つことができるとし、教師発話を

団遊びの場面における中堅保育者と保育研修生
の発話・技法の比較を行っている。両者ともに、
保育者の言葉かけの特徴について、保育を学ぶ
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分析することの意義を指摘している２）。

３．研究の目的および方法
先行研究では、保育者の言葉かけについて考
察がなされているが、ある特定の表現意図を
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持った発話について、その言語形式の出現状況

し分析した。対象とした活動内容は体育と絵画

を談話分析の観点から調査したものは見られな

制作である。各活動時間は約４５分であり、活動

いようである。

ごとに異なる保育者の談話を採取した。調査期

そこで、本研究では、保育場面における保育

間は２０１５年６月～９月である。表１に採取した

者の言葉かけを対象として、そこで見られる行

談話データの詳細を示す。分析にあたっては、

為要求の発話を取り上げ、その言語形式を分析

談話データのうち保育者の発話から行為要求の

することにより、その特徴を明らかにしたいと

表現意図を有すると考えられる発話を抽出し、

考える。このような目的で研究を行うことで、

それらの発話の発話末に見られる言語形式を調

談話分析の観点から保育者の言葉かけの特徴の

査した。

一端を明らかにすることにつながっていくと考
える。
本研究において、ある特定の表現意図を持っ

４．結

果

４．
１ 保育場面における行為要求の発話の特徴

た発話として行為要求の発話を取り上げる理由

調査対象とした談話データから抽出した、保

は、４．
１の表２に示すように、保育者の発話全

育者の行為要求の発話数とそれらの発話の発話

体に占める行為要求の発話のウェイトが小さ

末に見られる言語形式を調査したところ、表２

くないこと、さらに、上述した先行研究（森

のような結果になった。
表２からわかることとして次の５点が挙げら

（２０１３b））に お い て 小 学 校 授 業 場 面 に お け る
命令・指示表現の出現状況の調査が行われてい

れる。

るため、その結果と比較対照することで、保育

まず、第１点であるが、今回の調査データに

場面における行為要求の発話の特徴を明らかに

おいては、保育者の発話全体に占める行為要求

することができると考えたためである。なお、

の発話の割合は、合計で見ると４０．
０％であり、

本研究では、行為要求の発話を、
「命令・指示と

データ３のように２割以下のものがある一方、

いった、聞き手にある行為を行うことを要求す

データ１、２では５割を超えており、少なくな

る発話」と定義する３）。

い割合を占めているということである４）。よっ

研究の方法としては、広島市内の H幼稚園に

て、保育者の言葉かけを考える際に、行為要求

おける年少児を対象とした４の設定保育場面の

の発話について取り上げる意義は大きいと言え

談話を I
Cレコーダーで録音し、それを文字化

よう。

表１

分析対象とする談話データ
保育者の
発話数

子どもの
発話数

談話データ

保育者

保育歴

実施日

活動内容

データ１

保育者 A

１１年

２０１５／
６／
１７／水

体育

３５０

４１

データ２

保育者 B

１５年

２０１５／
６／
１９／金

体育

３７７

８７

データ３

保育者 C

２０年

２０１５／
７／
１０／金 絵画制作

３１７

１３４

データ４

保育者 D

２３年

２０１５／
９／
２／水

４３０

８４

１，
４７４

３４６

合

計
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表２
談話
データ

行為要求の
発話数１

行為要求の発話の言語形式

言い切り

言い切り＋よ

丁

普

丁

～て

～て＋終助詞

普

データ１ １８４（５２．
６％） ２２（１２．
０％） １０ １２

３８（２０．
７％） ０ ３８ ２６（１４．
１％） ２８（１５．
２％）

データ２ １９５（５１．
７％） ３６（１８．
５％） ２７

９

３９（２０．
０％） ３ ３６ １５ （７．
７％） ２５（１２．
８％）

データ３

５６（１７．
７％） ７（１２．
５％） ７

０

データ４ １５４（３５．
８％） １７（１１．
０％） １４

３

合

計

７（１２．
５％） ４

３

５ （８．
９％） ８（１４．
３％）

２２（１４．
３％） ３ １９ ２９（１８．
８％） １５ （９．
７％）

５８９（４０．
０％） ８２（１３．
９％） ５８ ２４ １０６（１８．
０％） １０ ９６ ７５（１２．
７％） ７６（１２．
９％）

～てください

～てごらん

～う／よう

～う／よう＋終助詞

丁

普

丁

普

命令形

その他２

５（２．
７％）

２（１．
１％）

９ （４．
９％） ７

２

３ （１．
６％） ０

３

８（４．
３％） ４３（２３．
４％）

５（２．
６％）

０（０．
０％）

８ （４．
１％） ６

２

４ （２．
１％） ０

４

５（２．
６％） ５８（２９．
７％）

５（８．
９％）

０（０．
０％）

５ （８．
９％） ３

２

５ （８．
９％） ０

５

１（１．
８％） １３（２３．
２％）

５ ２３（１４．
９％） １ ２２

０（０．
０％） １７（１１．
０％）

１３（８．
４％）

０（０．
０％） １８（１１．
７％） １３

２８（４．
８％）

２（０．
３％） ４０ （６．
８％） ２９ １１ ３５ （５．
９％） １ ３４ １４（２．
４％） １３１（２２．
２％）

１）「行為要求の発話数」の欄の（ ）内は各談話データの発話全体に占める行為要求の発話の割合を示
す。他の欄の数字は当該言語形式の数、（ ）内は各談話データにおける行為要求の発話に占める当
該言語形式の割合を示す。
２）「その他」は、名詞で終わっているなど、文末形式が省略されているものが該当する。

第２点は、今回の調査データにおける行為要

らん」の割合は極めて少ない。

求の発話では、合計で見ると、「言い切り」「言

第５点は、「～う／よう」「～う／よう＋終助

５）
という「言い切り」系
い切り＋終助詞「よ」」

詞」という「～う／よう」系の言語形式が、
「言

の言語形式が最も大きな割合を占めているとい

い切り」系、
「～て」系の言語形式に次いで大き

うことである

６）

。これらの形式だけで全体の

３１．
９％を占めている。

な割合を占めているということである。これら
について、丁寧形と普通形の出現頻度を見てみ

第３点は、
「言い切り」系の言語形式に関して

ると、
「～う／よう」では丁寧形、普通形どちら

丁寧形と普通形の出現頻度を見てみると、
「言い

も見られるが、
「～う／よう＋終助詞」ではほぼ

切り」では丁寧形が、
「言い切り＋よ」では普通

普通形での使用となっている。

形が、それぞれ占める割合が大きく、違いが見
られることである。

４．
２ 小学校授業場面における行為要求の発話

第４点は、「～て」「～て＋終助詞」という

との比較

「～て」系の言語形式が、「言い切り」系の言語

以上の結果を森（２
０１３b）で示されている小学

形式に次いで大きな割合を占めているというこ

校授業場面における場合と比較対照してみる。

とである。ただし、
「～て」系の言語形式と同様、
「～て」を含んでいる「～てください」「～てご

その結果、まず共通点として、小学校授業場
面、保育場面ともに、行為要求の発話において、
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「しろ／するな」といった、命令・禁止表現が占

くことを促している場面である。T
５００で「行く

める割合が極めて小さいということが挙げられ

よ」と「言い切り＋よ（普通形）」で促し、続く

る。森（２０１３b）では、小学校授業場面において

T
５０２で「行きます」と「言い切り（丁寧形）
」

「しろ／するな」や「なさい」といった直接的な

でさらに促している。

命令形は、ほとんど使用されないと指摘してい

ここでの終助詞「よ」は、日本語記述文法研

る（pp.
１５９–
１６０）
。今回、調査対象とした保育

究会（２００３）では「その文が表す内容を、聞き

場面においても、命令形は体育の活動における

手が知っているべき情報として示すという伝達

号令等ごく限られた場面での使用以外は見られ

態度を表」
（p.
２４２）し、終助詞の中でも対話的

７）

なかった 。

な終助詞とされ、
「聞き手めあての性質をもって

一方、保育場面における行為要求発話につい

いる」
（p.
２３９）ことが指摘されている。この聞

て、小学校授業場面のそれと比較して違いが見

き手めあての性質に関連して、野田（２００２）で

られた点としては、まず、前節で保育場面にお

は、上昇イントネーションの「よ」について、

ける行為要求発話の特徴の第２点として挙げた、
「言い切り」系の言語形式の占める割合が大きい

「普通体だと聞き手への配慮が示されないので、
「よ↑」を用いて、文の内容を認識するよう聞き

ことがある。森（２０１３b）では、言い切り文の、

手にもちかけることが、配慮につながっている

データに占める割合は、分析対象とした１０の授

のかもしれない」（p.
２６７）としている。

業全体で１５．
２８％と、「～て」「ましょう」「～て

このことをふまえると、T
５００を「ね、じゃあ、

ください」に次ぐ数値であり、
「多いとまでは言

他のお友達は◯◯先生と一回一緒にホールに行

えないが、比較的よく使用されている」
（p.
１６０）

く」のように「言い切り（普通形）」にすると、

と指摘している。それに対して、今回の保育場

聞き手めあてであることがわかりにくいため、

面のデータでは、
「言い切り」系が最も大きな割

「よ」を付加することで聞き手めあてであること

合を占めており、違いが見られる。特に、（１）

をわかりやすくし、聞き手が知っているべき内

のような、「言い切り＋よ（普通形）」が占める

容を聞き手である子どもに配慮した形で伝えて

割合が大きいのが特徴的である８）。

いると考えられる。
さらに、保育場面の行為要求発話に特徴的で

（１）T
４９９：○ ○ ち ゃ ん と ○ ○ く ん は も う
ちょっと頑張って描いてくる？

あると考えられることとして、終助詞「ね」の
使用が挙げられる。

T
５００：ね、じゃあ、他のお友達は○○先

森（２０１３b）では、小学校授業場面では、行

生と一回一緒にホールに行くよ。

為要求の発話全体に占める割合が大きい言語形

T
５０１：ホールじゃなかった、テラス。

式のうち上位３位以内に入っているものとして、

T
５０２：テラスに行きます。

「～てください」
「～て」
「ましょう」が挙げられ
るとしているが９）、一方、今回の保育場面では、

T
５０３：いいですか。
（データ４）

「言い切り」とそれに終助詞が付いた「言い切
り」系、「～て」とそれに終助詞が付いた「～

（１）は、絵画制作の活動の終盤で、保育者が

て」系、
「～う／よう」とそれに終助詞が付いた

当該時間の活動を終えた子どもに次の場所に行

「～う／よう」系の言語形式が、行為要求の発話

─ ８２ ─
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全体に占める割合が大きい言語形式のうち上位
１
０）

３位以内に入っている 。

これらの形式で見られる終助詞「ね」も、上
述した終助詞「よ」と同様、聞き手めあての性

このうち、小学校授業場面、保育場面ともに

質をもつものであり１３）、依頼・勧誘や「なさい」

上位３位以内に入っている「～て」に関しては、

を用いた命令の文で使われることもあり、この

保育場面においては、
「～て＋終助詞」が占める

場合親密でやわらかい表現にする効果があると

割合が大きい。この場合、終助詞「ね」が大き

８８）、（３）
されている１４）。（２）では「～て」（T

「～う／よう」系
な割合を占めている１１）。また、

では「～う／よう」
（T
４１８）という、いずれも丁

の言語形式の一つである「～う／よう＋終助詞」

寧形とは異なる、くだけた形式に「ね」を付加

においても、終助詞としては「ね」が少なくな

することで、やわらかく、子どもにとって親し

１
２）

い割合を占めており 、かつ普通形での使用で
ある。以下に該当例を挙げる。

みやすい言い方にしていると考えられる１５）。

５．考

察

本研究で調査対象とした保育場面における行

（２）T
８６：はい、じゃあ、体操します。
T
８７：じゃあ、手ぶらぶらぶら。

為要求発話で、
「言い切り」系の言語形式が大き

T
８８：先生と同じようにしてね。

な割合を占めていたことについて考察する上で、

T
８９：手は上。

森氏の次のような指摘が示唆を与える。
（データ２）

森氏（森（２０１３a
））は、小学校授業場面など、
教室でのコミュニケーションにおいて、教師が

（３）T
４１５：花火どうだった？

言い切り文を命令・指示表現として使う理由は

C
４１６：花火いっぱい上がった。

まだわかっていないとしながらも、その手がか

T
４１７：すごいきれいに描けてる。

りとして、教師が子どもに話しかけるときに、

T
４１８：スモック脱ごうね。

一人称として「先生」を使うという用法との関

T
４１９：終わったお友達は席に座りますよ。

係を指摘している（p.
３３）。すなわち、教師が一

（データ３）

人称として「私は」と言わずに「先生は」とい
うのは、
「子どもの視点に寄り添った表現をして

（２）は体育の活動場面であり、まだ活動が開

いる、いわば歩み寄り話法とでもいうような効

始して間もない段階で、クラス全体で体操を行

果を求めている」
（p.
３３）と言えるとしている１６）。

うことを保育者が指示している場面である。T
８８

さらに、言い切り文による命令・指示も、
「指示

で子どもに保育者と同様の動きをするよう指示

を受けた子どもがどう行動するべきか」につい

している。

て述べており、子どもの視点で「～します」と

一方、（３）は絵画制作の場面であり、活動の

いう子どもの行動を語っているという考え方で

終盤において保育者が、子どもが当該時間に描

説明できる可能性があると指摘している（p.
３３）。

いた絵の題材となっている花火について、子ど

以上の森氏の指摘をふまえると、小学校の授

もと話している場面である。その後、T
４１８で子

業場面とは異なるところが当然あると推察され

どもにスモックを脱ぐように促し、活動の終わ

るが、今回の保育場面において、
「言い切り」系

りへと移行できるように促している。

の言語形式がデータの中で占める割合が大き
─ ８３ ─
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かったことの要因の一つには、意識的かどうか

いるのかということについても今後さらに分析

は別として、保育者が子どもの視点に立って子

を行っていきたいと考える１７）。

ども自身がとる行動を描写しようとしているこ

また、今回のデータでは、情報要求（問いか

とが関係していることが推察される。さらに、

け）の発話により、保育者が子どもに活動を行

「言い切り（普通形）」を終助詞「よ」とともに

うことを促している場面も見られた１８）。そのよ

使用することで、「言い切り（普通形）」のみで

うな、直接的には行為要求の発話とは分類され

はわかりにくい聞き手めあての性質を提示し、

ない発話による保育者の子どもに対する活動へ

それにより同じ聞き手めあての「言い切り（丁

の促しについても考察していきたいと考える。

寧形）」よりも距離を縮めた、親しみやすい言い
方にしていると考えられる。
また、終助詞「ね」を「～てね」
「～う／よう
ね」と使うことで、この場合、終助詞「ね」が
なくても聞き手めあてになっているのであるが、
「ね」を付加することで、上述したような、やわ

付記
本研究は、湯本（２０１６）で分析した保育者の言葉か
けのうち、行為要求の発話に焦点を当て、その言語形
式について改めて分析を行い、考察したものである。
保育場面の談話データ採取にご協力いただいた H 幼
稚園の先生方に深く感謝申し上げます。

注

らかい言い方にしていることがうかがえる。
以上のことから、保育者の行為要求の発話に
ついては、子どもとの距離を近づける、また、
やわらかい言い方を選択し、子どもの側に歩み
寄った言葉かけを行っているということが特徴
の一つとして指摘できよう。

６．おわりに
本研究では、保育者の言葉かけについて、行
為要求の発話に焦点を当てて考察した。
本研究では、分析対象としたデータが限られ
たが、今後はデータの数を増やし、考察を行っ
ていきたい。その際、本研究では扱うことがで
きなかったが、保育者の保育歴、活動内容、対
象とする子どもの年齢との関係も見ていくこと
が必要であると考える。また、行為要求の発話
の言語形式の使い分けに関して、今回のデータ
では、
「言い切り＋よ（普通形）」
「～て」に代表
されるように、くだけた形式の使用が見られた
が、「言い切り（丁寧形）」「～てください」と
いった改まった形式の使用も見られた。これら
の形式の使い分けがどのような基準で行われて

１）森（２０１３b）では、１０の授業場面の談話データか
ら、教師の発話のうち命令・指示の発話意図がある
と思われるものを抽出し、それがどのような言語形
式で実現されているかを調査している。
２）上述した樟本・山崎（２００２）においても、「日常
の保育場面の中で保育者の言葉をひろい、保育者が
子どもに語りかける言葉から、保育者の専門性につ
いて検討することは有意義であると思われる」（p.
９１）とあり、保育者の言葉かけを分析することの意
義が指摘されている。
３）ここで言う行為要求の発話とは、日本語記述文法
研究会（２００３）で示されている、行為要求のモダリ
ティおよび勧誘のモダリティを有するものが該当す
る。
４）今回、行為要求の発話の保育者の発話全体に占め
る割合が高かったことには、活動の特性ということ
も関係していると推察される。特に、行為要求の発
話の割合が５割を超えたデータ１、２は体育活動の
設定保育場面であり、子どもに具体的な動きを指示
する場面が多く見られたため行為要求発話の出現頻
度が高くなったとも考えられる。
５）今回の調査データでは、行為要求発話としての
「言い切り」に付加される終助詞は全て「よ」で
あったため、これ以降は「言い切り＋よ」と記す。
６）この場合、「その他」に分類されるものは除く。
これ以降、言語形式の割合に言及するときも同様で
ある。
７）
「○○ちゃん基準、体操隊形に開け」
（データ１─
T
７７）、
「じゃあ、前ならえ」
（データ１─ T
８２）のよ

─ ８４ ─
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うに、体育における号令の場面での使用が見られた。
８）森（２
０１３b）においても、「言い切り」に終助詞
「よ」が付加された例（丁寧形、普通形両方の例）
が見られたことが報告されている（p.
１６１）。しかし
ながら、上述したように、言い切り文が最も大きな
割合を占めていたわけではない点が今回の保育場面
での結果と異なる。
９）森（２０１３b）では、これら３形式で全体の７１．
３４％
を占めるとある（p.
１６０）。
１０）表２からわかるように、これら３タイプに含まれ
る形式で全体の７
０．
２％（合計で見た場合）を占める。
１１）該当する７
６発話中５
０発話が終助詞「ね」の例であ
り、残りは終助詞「よ」の例であった。なお、森
（２０１３b）では、「～て」形、および、この後言及す
る「～う／よう」形に、終助詞が付加された例につ
いてはふれられていない。
１２）該当する３
５発話中１
１発話が終助詞「ね」の例で
あった。
１３）日本語記述文法研究会（２００３）、p.
２３９
１４）庵・高梨・中西・山田（２０００）、p.
１６６
１５）益岡（１９９１）では、「ね」の付加がこのような表
現効果をもたらすのは、
「「ね」が基本的に話し手と
聞き手の意向が一致するとの判断を表す形式である
ことに起因するものと考えられる」
（p.
１００）として
いる。すなわち、行為要求することが「聞き手の意
向に対立しないという想定のもとになされているた
めに、優しく訴えかけるといった表現効果がもたら
される、と説明することができる」
（p.
１０１）として
いる。
１６）森（２０１３a
）が参照する吉田（１９９０）では、小学
校で教師が「先生」を自称語に用いる積極的な理由
として、「家庭内の言葉（呼称）がもっとも年下の
子供の立場からなされる（
「お父さんは反対だ」
「ね
えちゃんも欲しいよ」）のと同様に、本来は「わた
し」と言うべきところを便宜的（教育的）に「先
生」と表現する」
（p.
２８）のであり、
「こうしないと
特に入学したての（家庭をそのまま教室に持ち込
む）児童には伝わらないからである」（p.
２８）とす
る。
１７）これに関しては、森（２０１３b）で「言い切り文の
命令・指示は、個人への働きかけよりも全体への働
きかけのときに使われることが多いが、その中でも
終助詞と丁寧形の重複共起の７例はいずれも全体へ
の働きかけ、しかも具体的な行動の促しであった」
（p.
１６２）との指摘がある。今回の保育場面において
も、４．
２の用例（３）の保育者の発話「終わったお友
達は席に座りますよ」
（データ３─ T
４１９）のような、
全体に向けた「言い切り（丁寧形）
」の例が見られ
ることから、全体に向けた言葉かけと個別での言葉

かけの違いとの関連が考えられる。
１８）たとえば、「お部屋に来たら一番何するんだっ
たっけ？」（データ４─ T
８０）のように、情報要求
の発話により、子どもにスモックを着ることを促す
例が見られた。
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