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本　多　礼　諭
佐　藤　佐　敏

　文部科学省が2017年３月に公示した『小学校学習指導要領解説　国語編』の「精査・解釈」では，
登場人物の心情や行動，情景に関して「具体的に
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想像する（傍点部筆者）」という文言が新たに追
加された。これからの国語科の授業は，登場人物の心情や行動を「具体的に」想像しながら読解で
きる児童の育成が求められる。その方途として，読みの授業では，動作化という学習活動を行うこ
とがある。動作化は多く実践される一方で，臨床的，理論的な研究の蓄積がほとんどなされていな
い。そこで，筆者は，動作化の有効性を臨床的に解明することを本研究の目的とした。本研究では，
動作化を取り入れた授業プログラムを開発，実践し，その結果を質的かつ量的に分析するという方
法を採った。分析の結果，動作化によって読みが深まったと判断できる児童の割合が有意に増加し
た。動作化という学習活動は，登場人物の心情の理解において，有効な学習活動であることを明ら
かにした。
〔キーワード〕国語科教育　　　文学的文章　　　読むこと　　　動作化

Ⅰ　問題の所在
　文部科学省が2017年３月に公示した『小学校学習指
導要領解説　国語編』「Ｃ読むこと」の「構成と内容
の把握」では，次のように段階的な指導で登場人物の
心情に迫ることができる児童の育成を目指している。
「第１学年及び第２学年では，場面の様子や登場人物
の行動などを，第３学年及び第４学年では，登場人物
の行動や気持ちなどを，第５学年及び第６学年では，
登場人物の相互関係や心情などを捉えること」。
　さらに，「精査・解釈」においては，登場人物の心
情や行動，情景に関して，「具体的に

0 0 0 0

想像する（傍点
部筆者）」という文言が新たに追記された。「具体的に」
という文言は，2008年公示の学習指導要領にはない。
これからの国語科の読みの授業は，登場人物の心情や
行動を「具体的に」想像しながら理解できる児童の育
成が求められている。
　これに関して，小学校の読みの授業では，自らの身
体を駆使して登場人物になりきる〈動作化〉という学
習活動を行うことがある。動作化について，安彦忠彦
（2002：184）は，「文章や話し言葉で表現されている
内容を，より深く，より身近に，自分のことのように
理解し，体験するために，しぐさや身振りなどの具体
的な動作に表すこと。……（中略筆者）……特に小学
校低学年でよく用いられる指導技術の一つ。」と定義
づけている。動作化という学習活動は，テクストを身
体を使って追体験することで，既有知識や既有経験と
の往還の自動化を実現し，登場人物の心情を具体的に
理解することに有効である。
　しかし，動作化という学習活動が体を動かしている

だけで，読みの深まりにおいては意味をなさない場合
がある。国語科教育において演劇的手法を用いた授業
を研究している渡辺貴裕（2008）は，読みの授業にお
ける動作化をはじめとした「＜なる＞活動（１）」を推
奨しながらも，理解の深まりとの結びつきが乖離して
いる実践が多いことを問題視している。また，渡辺
（同：19）は，「声を出したり体を動かしたりする活動
は，それ自体，授業を活気づかせるものとなる。その
ため，学習内容との本質的な結びつきを欠いた活動が，
そのことに無自覚なまましばしば行われてしまってい
る。」と述べ，動作化の実践的な問題を指摘している。
動作化を取り入れていたとしても，テクストと児童の
動作が整合していなかったり，恥ずかしがって動作す
ることを躊躇したり，さらには遊びに転化したりする
場合すらある。これらの動作化は，いわゆる「活動あっ
て学びなし」の授業に陥っている。
　それでは，現在までの国語科教育において動作化と
いう学習活動の研究は，どれほどなされているのであ
ろうか。筆者が，学術情報ナビゲータCiNiiで「国語
　動作化（「国語科　動作化」）」と検索したところ，
ヒットした論文はわずか４件しかなかった（2019年３
月24日最終確認）。さらに，全国大学国語教育学会が
刊行している『国語科教育』を1998年から2018年の20
年分（39集分）調査した。その結果，読みの授業にお
ける動作化を含む演劇的手法についての論文はわずか
２件しかなかった。
　これまでのわずかな動作化の研究論文は，調査した
限り，抽出児の発話からその有効性を示しているもの
のみであった。動作化という学習活動が多くの児童
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読みの深まりに機能するかは不明確である。
　このように，国語科教育における動作化という学習
活動は，日常的に実践されているにもかかわらず，理
論的，臨床的な研究がなされていない。また，動作化
が学習内容と乖離している実態もある。ここに本研究
の問題の所在がある。

Ⅱ　研究の目的と方法
　第一に，認知心理学の知見から「動作化が読みを深
化させる仕組み」を理論的に説明する。
　第二に，動作化を取り入れた授業プログラムを開発
し，実践結果を分析することを通して，「動作化の有
効性」を臨床的かつ統計的に解明する。 
　ここでいう「動作化の有効性」とは，動作化を取り
入れない場合より取り入れる場合の方が，児童の読み
が深化することを指す。

Ⅲ　動作化の理論的考察
　動作化は，身体を通して登場人物の心情を理解する
学習活動である。それでは，身体と感情にはどのよう
な関連があるのであろうか。この問いを明らかにする
ことは，動作化が読みを深化させる仕組みを解明する
上で重要である。筆者は，その答えを認知心理学の「身
体化認知」という理論にもとめた。平知宏（2014：
99）によると，身体化認知とは，「概念獲得・言語理解・
意思決定などの人間の認知活動は，自身の身体・運動
感覚と強い相互作用性を持つ」現象を指す。
　認知心理学において，人間の認知活動と身体・運動
感覚の「相互作用性」については，いくつかの学説が
ある。特に，対立するキャノン・バード説とジェーム
ズ・ランゲ説が有名である。
　実生活において，ある出来事に遭遇した際に，「泣
く」，「笑う」，「怒る」という情動反応は，大脳辺縁系
に属する扁桃体が賦活し，感情に合致する身体反応が
表出するという考え方が一般的である。これは，キャ
ノン・バード説と呼ばれる。「楽しい」から「笑い」，「悲
しい」から「泣く」という「感情の生起→身体反応」
という流れである。
　しかし，人間の認知活動の一つである感情の表出は
キャノン・バード説だけでは説明できない。例えば，
映画を観ている際，いつの間にか涙を流している自分
に気づくことがある。また，瞬間的に危険な場面に遭
遇した際，心拍が上がったり，背筋が震えたりするよ
うな感覚を覚えることがある。このときは感情が生起
する以前に身体が反応している。これがジェームズ・
ランゲ説である。ジェームズ・ランゲ説について，大
村政男（1977：136）は，「この学説は従来『刺激の認
知→感情の生起→身体的変化』とされていた過程を，
『刺激の認知→身体的変化→感情の生起』と変換した
のである。ジェイムズは『泣くから悲しいのである』

と説明している。」と述べている。まず身体反応が先
行し，その身体反応に合致した感情を脳が後づけて処
理する。現在では，この相反する二つの学説は，生起
される感情別にそれぞれ適応されることが認められて
おり，一つには絞られてはいない。
　国語科教育においては，しばしば登場人物の心情を
読み取る授業が実践される。そこでは，一般的に認知
されているキャノン・バード説に基づく教材解釈が行
われている。しかし，物語の登場人物は，すべて「感
情の生起→身体反応」の流れで説明できるものなので
あろうか。
　具体的な教材を例に挙げる。第５学年の教材「風切
るつばさ」（作：木村裕一）には，アネハヅルの「ク
ルル」が仲間の死をきっかけに「まるで仲間殺しの犯
人のようにあつかわれるようにな」る場面がある。「ク
ルルはみんなと飛ぶことがつらくな」り，精神的に疲
弊し，ついには「ある朝，クルルは飛べなくなってい
た」。これは，一般的には「つらい」という感情が身
体に作用し「飛べなく」させていると解釈できる。こ
れはキャノン・バード説が適合される解釈である。
　一方，全く動くことのできない「クルル」が天敵の
「キツネ」の襲撃から「カララ」を守ると同時に飛翔
する場面がある。以下，本文を引用する。

　「危ない！」
　その瞬間，クルルはカララをつき飛ばすように
羽ばたいた。カララはそれを合図に飛び上がった。
　「あっ……。」
　気がつくと
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，クルルの体も空にまい上がってい
た（傍点部筆者）。……（中略筆者）……
　「おれ，飛んでる。」……（中略筆者）……
　「わたれるぞ，これなら，あのそびえ立った山
をこえることができるぞ。」（２）

　この場面において，「クルル」は「危ない！」と危
険を察知しているが，飛びたいという明確な感情は
持っていない。キツネにねらわれた仲間を助けようと
無意図的かつ瞬間的に身体が反応し，遡及的に「おれ，
飛んでる」と気がついたのである。この場面の登場人
物は感情が生起する前に身体反応が先行しており，
ジェームズ・ランゲ説が適合される。
　このように，身体と認知と感情の関係はその状況ご
とに柔軟に解釈できる。
　この認知心理学における学説を動作化という学習活
動に援用してみたい。動作化は，登場人物になりきっ
て同化し，その心情を深く理解する学習活動である。
換言すると，登場人物の言動を自らの身体を通して追
体験し，湧き上がる感情を確認する作業をしている。
したがって，動作化は「身体反応→感情の生起」とい
う流れのジェームズ・ランゲ説に近い学習活動である。
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一つ例を挙げる。第２学年「かさこじぞう」（作：い
わさききょうこ）では，「じいさまは，とんぼりとん
ぼり町を出て，村の外れの野っ原まで来ました（傍点
部筆者）」（３）というテクストがある。ここまでの文
脈から売れ残った笠を持ち帰るじいさまの足取りの重
いことは容易に想像できるが，この傍点部を動作化さ
せることで，その「じいさま」の心情がより前景化す
る。「じいさま」になりきって暗い顔で俯きゆっくり
ゆっくり歩く動作をすることで，その意気消沈した気
持ちや「ばあさま」への申し訳なさがより鮮明化する
のである。
　人間は，頭を垂れた姿勢や暗い表情をすると，その
身体反応に合致したマイナスの経験が想起されやすく
なることが実証されている。平（2014：101）によると，
Riskind（1983）は，身体状態とその時想起される経
験との関連を臨床実験により調査した。笑顔で直立姿
勢をする群，しかめっ面で頭を垂れた姿勢をする群を
用意し，その上で，楽しかった経験や楽しくなかった
経験を想起させる実験を行った。その結果，笑顔で直
立姿勢の状態では，楽しかった経験の方を，しかめっ
面で頭を垂れた状態では，楽しくなかった経験を想起
しやすくなることが分かった。人間は「身体状態に合
致したような思考のスタイル」を選択する場合がある
のである。Riskindの実験は，身体反応が先行し，感
情が後づけされることを示しており，これはジェーム
ズ・ランゲ説の理論と整合している。また，この実験
は，身体反応を意図的に強制しているという点で動作
化と共通している。身体反応を強制された場合も，「身
体状態に合致したような思考のスタイル」が選択され
る。
　「じいさま」になりきって暗い表情を作り前傾姿勢
になって動作化することで，児童は暗い経験を想起し
やすくなり「じいさま」の心情の理解を促進すること
が期待できる。このように，テクストに則り，正確に
動作化することで，沸き上がる感情を追体験でき，登
場人物との同化が図られるのである。
　ここで重要なのは，どれだけ正確に動作化できるか
である。動作化はテクストを基に動作する学習活動で
ある。体の向きや姿勢，動きの速さなどをテクストに
忠実に動作しなければ，不正確な身体反応に合致した
不正確な感情が生起される恐れがある。これでは，読
みは深まらないであろうし，誤読を生む危険を孕む。
授業者の的確な指導が求められるのである。

Ⅳ　動作化の臨床的考察
１．授業プログラムの概要
　次のような段階的な方法をとり，動作化の有効性を
臨床的に解明する。

①　動作化を取り入れた授業プログラムを開発す
る。
②　授業プログラムに基づいた授業を小学校第３
学年にて１時間実施する。
③　動作化前後の記述を質的かつ量的に分析し，
動作化の有効性を検証する。
④　動作化という学習活動が，読みを深めるのか
どうかを考察する。

　開発した授業プログラムは，2017年７月３日に，福
島県公立Ａ小学校３年Ｂ組（19名）を対象に１時間実
施した（４）。教材は，東京書籍第３学年物語「すいせ
んのラッパ」（作：工藤直子）（５）である。以下に示
すＴ１は学級担任Ｃ教諭，Ｔ２は筆者を含めた大学院
生２名を指す（６）。

２．授業プログラムの内容
　ａ　授業の流れ

①　登場人物の心情を記述する（プリテスト）。
②　登場人物の動きを全員で動作化する。
③　登場人物の心情を再度記述する（ポストテス
ト）。

　①と③は同じ学習プリントであり，該当場面のすい
せんの心情を記述させた（７）。

　ｂ　提示したテクスト
　教材「すいせんのラッパ」の中の以下のテクストを
動作化の対象とした。

　そうです。今日は，すいせんが，今年はじめて
ラッパをふく日なのです。
　なぜラッパをふくかというとね，冬の間ねむっ
ていたかえるたちに，春ですよ起きなさいと知ら
せてあげるためです。
　すいせんは，①お日さまの高さをはかったり，
②風のはやさをしらべたり，③ラッパをプーとふ
いたりして，④ときどき，もうすぐだというよう
に，うんうん，うなずきます（８）。

　動作化したテクストは，上記の①から④である。そ
れぞれについて説明する（番号は筆者が振った）。
　まず，①は，すいせんが太陽の高度を測っている場
面である。太陽の高度が低ければ，気温も低い。気温
が低ければ，かえるは冬眠から覚めることができない。
そこで，すいせんは太陽の高度を測ることで，かえる
が目覚める最適な気温を探っている。次に，②は，す
いせんが風の速度を調べている場面である。風が強け
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れば，かえるはどこかに飛ばされる可能性がある。ま
た，寒さで凍えてしまうかもしれない。そこで，すい
せんは風の速度を調べることで，かえるが目覚める最
適な環境を探っている。③は，すいせんがラッパをプー
と吹いている場面である。ラッパの音が出なければ，
かえるは起きない。かといって，この場面で大きい音
を出し過ぎると，かえるを起こしてしまう可能性があ
る。ここですいせんは，ラッパの響きを小さい音で確
認している。最後に，④は，①②③を踏まえ，かえる
たちを起こす準備が整い，ラッパを吹く瞬間がいよい
よ近づいていることをすいせんが自覚している場面で
ある。
　以上の場面を動作化させ，動作化前と動作化後です
いせんの心情の把握にどのような差異が生まれるのか
を児童の記述を基に分析する。

　c  授業プログラムの調査で用いた問いと解答例
　調査問題では，すいせんの心情を次のように問うた。

　このとき，すいせんはどんなことを思っている
かな？ふき出しに書いてみよう！

　
　そして，以下のような解答例を用意した。

①お日さまは高くあがっているかな（あたたかく
なっているかな），②風は強すぎないかな（心地
よく目ざめることができるかな），③ラッパの音
はよく出るかな（ちゃんと響くかな）。④準備は
もう大丈夫だ。ラッパを吹いてかえるを起こす時
はもうすぐだ。

　すいせんは，自らの身体を使って，太陽の高度や風
の速度といった自然状況，自身のラッパの響き具合を
確認している。よって，解答例の４つの要素が必要に
なるわけである。
　よって，解答例の波線部①～④に関する記述がなけ
れば，すいせんの心情を的確に読み取っているとは言
い難い。解答例の波線部に類する記述があれば，自身
の身体とテクストとを往還させて実感を伴った読みが
できていると判断できる。

３．実践の事実とその分析
　まず，心理的にすいせんと同化しやすくするため，
すいせんの挿絵を提示し（図１），すいせんそのもの
の姿を身体で表現させた（写真１）。そして，両手が
すいせんの花びらの部分，顔がすいせんのラッパの部
分，体がすいせんの茎の部分とし，この姿を全員に統
一させた。そして，すいせんの花びらやラッパ，茎と
いった部分を児童が意識しながら動作化できるように
した。

　動作化している児童の①から③の様子は，以下であ
る（④は頷く動作だけであるため省略する）。また，
それぞれの動作化によって，読みが深まったと判断で
きる児童の記述を提示する。

　①　「お日さまの高さをはかったり」
　Ｔ２が「太陽に見立てた棒」を東から西へ移動させ
る。すいせんは太陽の高さを測るために太陽の軌道に
合わせて体を動かすはずである。すいせんになりきっ
た児童は太陽の動きに合わせて，体の向きを動かして
いた。

　この動作化にかかわって，児童No,18は動作化後に
次のような記述をしている（波線部筆者）。

（児童No,18）
風ははやくないのかな。お日さまはとおいばしょ
にあるかな。ラッパはちゃんとなるかな。

　「とおいばしょ」とあるが，正しい読みは「たかい
ばしょ」であろう。しかし，①の動作化によってこの
場面において，太陽との物理的な距離を考慮していた
すいせんの存在に気づくことができている。動作化前
には，このような記述はなかった。よって，①に関し
て，学習者No,18は動作化をすることですいせんの行
動描写の意図を的確に捉えられたといえよう。

写真２　①の動作化の様子

図１　すいせんの挿絵 写真１　すいせんになり
　きる児童
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　②　「風のはやさをしらべたり」
　Ｔ２が児童に扇風機の風を当てる。すいせんは風の
強さに応じて揺れているはずであるため，Ｔ２はとき
おり風の強度を変えた。すると，児童も同様に風の強
度に合わせて体を揺らしていた。
　この動作化にかかわって，児童No, ９は次のような
記述をしている（波線部筆者）。

（児童No, ９）
あっ，もう風が弱くなってきた！これでかえるも
大じょうぶだ。よし，元気よくラッパをふくぞ

　児童No, ９は，「風はどんな強さかな」ではなく「も
う風が弱くなってきた」と記述しているところが興味
深い。扇風機を使用し風の強さを変えて動作化したこ
とによる気づきであろうと評価できる。児童No,９は，
扇風機からの風を文字通り肌で感じ取り，すいせんと
同様に揺れる動作を実際に行った。その結果「風が弱
くなって」くる瞬間を待つすいせんに同化し，心情を
理解することができたといえる。動作化前には，この
ような記述はなかった。よって，②に関して，児童
No, ９は動作化をすることで読みを深めたといえる。

　③　「ラッパをプーとふいたりして」
　まず，ラッパに模した立体折り紙を児童に配布した。
そして，すいせんと同様に「プー」と吹かせた。大き
く吹く児童，小さく吹く児童が確認された。
　この動作化にかかわって，児童No, ２は次のような
記述をしている（波線部筆者）。

（児童No, ２）
「よし，ちゃんとお日さまの高さもはかったし，
風のはやさもしらべたし，ラッパのれんしゅうも
したからだいじょうぶだろう。いっぱいかえるが
とび起きてほしいな」と思った。

　児童No, ２は，立体折り紙に息をふきかけてすいせ
んと同様に音が出るかを確認していた。その確認を児
童No, ２は「れんしゅう」と言い換えて記述している。
③の動作化を通して「ラッパをプーとふいた」すいせ
んの意図を推測できている。動作化前には，このよう

な記述はなかった。よって，③に関して，児童No, ２
は動作化をすることで読みを深めたといえる。

４　児童の記述の量的な分析
　ａ　児童の記述の分析における評価基準
　児童の動作化前後の記述を点数化し，分散分析で量
的に分析する。まず，児童の記述に対し，次のような
評価基準を用いた。

⑴　無回答，誤読……０点
⑵　テクストをそのまま抜き出して記述している
もの……２点
⑶　何らかの「気持ち」を記述しているが，根拠
が不明確でありその理路が不明であるもの……
４点
⑷　該当場面のテクストを根拠に記述できている
が，その理路が明確ではないもの……８点
⑸　解答例の波線部と同等の記述が一つあるもの
……20点
⑹　解答例の波線部と同等の記述が二つあるもの
……30点
⑺　解答例の波線部と同等の記述が三つ以上ある
もの……40点
⑻　文章のねじれや脱字があるもの……全体から
２点減点
⑼　独創的で豊かな読みを形成しているもの……
３点加点

　なお，記述の評価は一文ごと行い，加点方式で合計
点を算出する。同じことを二文以上にわたって記述し
ている場合は，二文目以降は加点せず一文分の得点を
与えることとする。それぞれについて以下，児童の記
述を例に説明する。

　⑴　無回答，誤読

（例）動作化前　児童No,14
かえるたちが，元気に起きてくれてよかったなと
思った。いい音がでてよかったなーと思った。

写真３　立体折り紙

写真４　③の動作化の様子
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　本授業プログラムで問うた該当場面は，すいせんの
準備段階までの場面である。下線部の記述は，かえる
が目覚めたことを前提とし，「過去形」で記述している。
このような記述は０点とする。 

　⑵　テクストをそのまま抜き出して記述しているも
の

（例）動作化後　児童No, ２
「よし，ちゃんとお日さまの高さもはかったし，
風のはやさもしらべたし，ラッパのれんしゅうも
したからだいじょうぶだろう。いっぱいかえるが
とび起きてほしいな」と思った。

　下線部の記述は，本文後半部のテクストをそのまま
抜き出して記述している。このような記述は，２点と
する。

　⑶　何らかの「気持ち」を記述しているが，根拠が
不明確でありその理路が不明であるもの

（例）動作化前　児童No,16
はやくねむっているかえるたちを起こしたいな。
どんなかえるが出てくるのだろうな……（後略筆
者）……。

　下線部の記述は，誤読ではないが妥当性の高い読み
であるとは言い難い。早さよりもかえるが目覚める最
適な自然環境を待ち望んでいるはずである。このとき
すいせんが「はやく」吹きたいと思っていたのか，そ
の根拠が不明であるので，このような記述は，４点と
する。

　⑷　該当場面のテクストを根拠に記述できている
が，その理路が明確ではないもの

（例）動作化前　児童No,18
今年はどんなかえるがでてくるかな。はやくラッ
パをふきたいな。

　この記述は，該当場面の「すいせんが，今年はじめ
0 0 0

て
0

ラッパをふく日なのです。（傍点部筆者）」というテ
クストか「冬の間ねむっていたかえるたちに，春です
よ起きなさいと知らせてあげるため」というテクスト
を根拠として記述したと推測される。すいせんは今年
は未だかえるには会っていない。すいせんは昨年会っ
たかえるに再会できるかもしれないし，オタマジャク
シから成長した新しいかえるに出会うかもしれない。
そこですいせんは「どんなかえるが起きてくるのか」
と期待を込めて想像していたと児童No,18は考えたの

であろう。上記のように，評価者が論理の欠如を補完
することで，解釈が整序される記述は，８点とする。

　（⑸～⑻は紙幅の関係上省略する）

　⑼　独創的で豊かな読みを形成しているもの

（例）動作化前　児童No, ３
……（前略筆者）……ありさんにもきかせてあげ
たいし。かえるのともだちができるといいな。

　下線部の根拠は，該当場面にはない。しかし，すい
せんの心情を推測する上で，自身の読書経験や生活経
験を駆使し，豊かな読みを形成しているといえる。こ
のような記述は，３点加算する。

　ｂ　基準点を用いた児童の記述の評価例
　上記の評価基準を用いて，典型的な児童の記述を基
に評価の例を以下に示す。

（例）動作化後　児童No,11
アよし，音もちゃんとでるな。イこれなら今年も
たくさんおこせそうだ。ウたくさんたくさんラッ
パをふいてがんばるぞ～

　まず，記述全体を概観すると解答例の要素を含んで
いるのは下線部アのみである。下線部アは，解答例の
「ラッパの音はよく出るかな（ちゃんと響くかな）。」
を含んでいる。よって，（５）「解答例の波線部と同等
の記述が一つあるもの」であり，下線部アは20点であ
る。次に，下線部イを評価する。下線部イは，本文「す
いせんが，今年はじめてラッパをふく日なのです。」
を根拠としていると推測できる。しかし，その理路が
不明確である。よって，（４）「該当場面のテクストを
根拠に記述できているが，その理路が明確ではないも
の」であり，下線部イは８点である。次に，下線部ウ
を評価する。これは，下線部イの内容に付随する同様
の内容を記述したと判断できる。よって，得点は与え
られない。したがって，20＋８＋０点となり，合計得
点は28点となる。このように全ての記述を点数化した。

　ｃ　分散分析（１要因参加者内計画）の結果
　上記の評価基準に則り，児童の動作化前後の記述を
点数化した（９）（表1）。
　その結果を分散分析にかけたところ，群の結果は有
意であった（F（1，18）=12.76， p<.01）。よって，動
作化という学習活動は，効果があったといえる。
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５．考察
　ａ　本授業プログラムの成果
　表１のように動作化前には０点の児童が５名，１点
～９点の児童が９名であった。それは評価基準（１）
～（４）の児童が多かったからである。例えば，「ど
んなかえるが出てくるかな」と記述した児童が６名，
「はやく（ラッパをふいて）おこしたいな」と記述し
た児童が６名いた。これらの記述は，本文の前半部分

0 0 0 0

「そうです。今日は，すいせんが，今年はじめてラッ
パをふく日なのです」を根拠として記述したものと考
えられる。本調査では，すいせんの行動描写を含めた

0 0 0 0 0 0 0 0

テクスト
0 0 0 0

を提示し，「このとき
0 0 0 0

，すいせんはどんなこ
とを思っているかな」と問うている。「どんなかえる
が出てくるかな」，「はやく（ラッパをふいて）おこし
たいな」という記述は，「想像を広げる」という読み
として評価できるが，後半部のすいせんの動作の意図
を探ってはいないため，「このとき

0 0 0 0

」のすいせんの思
考や心情を正確に言い当てているとは言い難い。
　文学的文章の教材において，登場人物の言動を丁寧
に追うことは，その心情に迫るために必要不可欠であ
る。よって，行動描写を意識して読まなければ，表層
的な読みにとどまってしまうといえる。
　すいせんの行動描写を基に，すいせんの心情を推測
できた児童（解答例の波線部と合致する記述をして20
点以上を獲得した児童）は，表１のとおり動作化前は
わずか２名だけであったが，動作化後は９名に増加し
た。本授業プログラムにおける動作化が，授業プログ
ラム前に児童が見落としていた後半部分のすいせんの
行動の考察を促進させたと判断できる。つまり，読み
の授業において登場人物の心情を行動描写から読み取
らせたい場合，動作化という学習活動は有効に機能す
るということである。
　教育心理学者の作間慎一（1999：63－64）は，「動
作化それ自体が理解や共感を生み出すのではなくて，
動作化してみてわかったこと

4 4 4 4 4 4

が理解や共感を生み出し
ている」と述べている。本授業プログラムにおいて，
児童は，すいせんになりきりながら，太陽の高度に合
わせて体を動かしたり，風に揺れたり，ラッパに口を
添えて息を吹く動作をした。身体を使ってすいせんに

なりきった結果，すいせんがどんな心情でかえるを起
こす準備をしていたのかについて，学習指導要領で新
たに追記された「具体的に」想像することに寄与でき
たといえる。児童は，動作化したことで沸き上がる感
情を動作化後に記述したものと推察される。したがっ
て，本授業プログラムの結果は，作間の見解と一致し
ている。

　ｂ　本授業プログラムの課題
　動作化後にすいせんの行動描写を基に記述できてい
ない児童が10名いた。その児童らには，本授業プログ
ラムにおける動作化は有効に機能しなかったといえ
る。その10人のうちの１人である児童No,16は動作化
前後で以下の記述を残している。

（動作化前）
はやくねむっているかえるたちを起こしたいな。
どんなかえるが出てくるのだろうな。楽しみだな
何ひき出てくるのだろう，楽しみ楽しみ，どこか
らとびあがるのだろうかな。ワクワク，ドキドキ，
土から草から，おち葉から，どこから出るのかな？
ワクワクドキドキ楽しみ楽しみ
（動作化後）
はやくかえるたちを起こしてやりたい。よしがん
ばろう

　児童No,16は，動作化前の記述から豊かに物語世界
を広げて解釈していることが窺える。しかし，動作化
後の記述量は動作化前と比較すると著しく減少してい
る。また，動作化後の記述は動作化前よりも内容が希
薄になっている。このように動作化によって，記述の
量や質が低下した原因はどこにあるのであろうか。こ
の原因を授業ビデオで確認した。児童No,16を観察す
ると，真剣に動作化せず，集中力を欠いていた時間が
多かったことが判明した（10）。児童No,16の姿は，机
を離れて身体を動かす自由さが，授業における集中力
を低下させる危険を孕むことを示唆している。
　また，テクストを忠実に動作化する

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ことに主眼を置
くことによって，逆に物語世界における豊かな解釈の
広がりを制限されてしまう児童が存在することも明ら
かになった。この問題にかかわって，渡辺（2014：
113－116）は，本研究で扱ったテクストを忠実に動作
化する活動を「プロダクトとしての表現」と呼び，そ
の限界性を指摘している。これはプロダクト（完成品）
があらかじめ規定され，それを身体で正確に表現する
動作化である。渡辺は「プロダクトとしての表現」よ
り，むしろ身体を通して架空の世界を創造して自分の
感覚を働かせながら理解を深める「プロセスとしての
表現」を重視している。つまり，動作をする過程（プ
ロセス）で生成される理解に重きを置いている。これ

0
1
2
3
4
5
6
7

0 1 4 5 9 10 14 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40

表1　授業プログラムの結果（得点のヒストグラム）
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は，動作化しながら自らの感覚に照らし合わせて自由
に物語世界を再構築していく学びである。児童No,16
のような児童には，渡辺（2014）の主張する「プロセ
スとしての表現」を行うことで，さらに物語世界を豊
かに解釈することに寄与するであろう。
　しかし，生活経験が乏しく該当テクストが指し示す
意味やイメージが想起できない児童の場合，テクスト
を忠実に動作化できることもまた必要である。本研究
では，動作化することに慣れていない，テクストの意
味を自身の語彙知識でカバーできない児童を対象とし
て授業プログラムを開発した。渡辺が重視する「プロ
セスとしての表現」と筆者が重視する「プロダクトと
しての表現」を児童の実態に合わせながら柔軟に使い
分けていくことが必要であると考える。
　さらに，本授業プログラムにおいて，教具に強い関
心を向けてしまう児童も確認された。動作化すること
よりも，使用した教具に注目してしまう様子が窺えた。
発達段階上，やむを得ないところでもあるが，真剣に
動作化できなかった児童がいたことも事実である。真
剣に取り組むことができなければ，読みの深まりは期
待できない。教具の提示を必要最低限にしたり，教具
を配る前に使用のルールを確認したりするといった改
善を図る必要がある。 
　それと同時に，日頃の国語科の授業で，動作化を習
慣的に取り入れ，その有効性を児童自らが実感を伴っ
て理解する経験を積み重ねることで，その取り組みの
質を向上させていくことが求められよう。

Ⅴ　研究の成果と課題
　本研究では，第一に，「動作化が読みを深化させる
仕組み」を「身体化認知」の理論を基に説明した。第
二に，動作化を取り入れた授業プログラムを開発し，
児童の読みが深化することを実証した。
　ただし，開発した授業プログラムは，学校現場で行っ
た調査であり，心理学的に統制した閉じられた集団で
行った実験ではない。そのため，本研究結果だけでは，
動作化の有効性を完全に証明したことにはならない。
また，「プロダクトとしての表現」の問題が表出した
児童の存在も明らかになった。
　しかしながら，本授業プログラムは，分散分析の結
果より有意水準１％未満で有意であった。多くの子ど
もたちに対して動作化という学習活動が，登場人物の
心情の理解を促進させたと判断してよいであろう。開
発した授業プログラムは一定の成果を収めたといえ
る。
　小学校段階では，生活経験が乏しいため，字面を追
うだけでは読みを深めることは難しい。鶴田清司
（1995：83）は，「低学年の子どもたちは絶対的に生活
経験が不足しているため，教師が必要に応じて，テク
ストを〈解釈〉するための〈前理解〉を形成してやら

なければならないことが多い。しかも，それは言葉だ
けの概念的な知識としてではなく，実際の活動を通し

0 0 0 0 0 0 0 0

て得られた具体的な知覚・感覚として形成される必要
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

がある
0 0 0

（傍点部筆者）」と述べている。本授業プログ
ラムの結果より，動作化は，自らの五感を使って登場
人物と同化することができ，読みの深化を実現できる
という点で有効な学習活動であることがわかった。
　最終的には，動作化せずとも，登場人物の心情を把
握できる児童の育成を目指している。そのためには，
日々動作化という学習活動を習慣化することで，登場
人物の心情をより深く理解できる児童を増やしていく
必要があるであろう。

注
⑴　渡辺貴裕（2008：19）は，「登場人物の立場に立って
行う音読や動作などの活動を＜なる＞活動と呼ぶ」とし，
「'As-If' Activity」と英訳している。本研究における「動
作化」は，渡辺の「＜なる＞活動」と同義で用いている
ため，渡辺の英訳に倣った。

⑵　東京書籍国語教科書編集部2015『27年度版新しい国語
５』

⑶　東京書籍国語教科書編集部2015『27年度版新しい国語
２下』

⑷　本研究における児童の記述や写真の使用は，授業者及
び児童，その保護者から承諾を得ている。

⑸　児童は本教材を既習済みであるが，授業者によると本
授業プログラムで扱った該当箇所は音読をしたのみであ
り，動作化をしたり，すいせんの心情を考えたりすると
いう学習は行っていなかった。したがって，既習してい
たことが本授業プログラムの結果に影響を及ばしたとい
うことはほぼ考えにくい。

⑹　本研究は，筆者の大学院修士課程における仮説検証型
授業として実施した。本単元において動作化という学習
が未習であったため，本教材を動作化により再度読み直
すという学習活動に意義を認めていただき，学級担任な
らびに学校関係者から検証授業の許可を得た。一般的な
単元の展開の中で行う授業ではなく，仮説検証型授業に
よるチームティーチングといった特異な授業形態となっ
ていることをここに断っておく。

⑺　紙幅の都合上，全児童の記述内容ならびにテスト問題
の詳細については割愛する。

⑻　東京書籍国語教科書編集部2015『27年度版新しい国語
３上』

⑼　記述の評価に当たっては筆者を含む大学院生４名で実
施した。筆者以外は現職の大学院生である（小学校教諭
３名）。分析者４名のうち， 筆者を除いた３名の分析を
基本とした。一文ずつ３名がその点数を述べ合い，点数
に差異が生じた場合は協議によって点数を決定した。全
ての文の点数を合計したものをその児童の記述の得点と
した。
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⑽　学級担任Ｃ教諭は，集中力を欠いている児童に対し真
剣に動作化の活動に取り組ませるよう常に声掛けを行っ
ていた。集中力が欠けた理由は，教具や活動回数，活動
時間の影響であったと推測される。
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