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は じめに

琉球舞踊は祝い事の幕開けに踊る古典舞踊か

ら,幕引 き前に観客も入 り･乱れて踊る即興的カ

チャーシーまでいろいろある｡ 古典舞踊はゆっ

くりとした動作に詩の心を表現 し.観客を厳か

な気持ちにさせてくれる｡ 一方,カチャーシー

を筆頭 とするリズミカルな音楽に乗った舞踊は

観客をうきうきした気分にさせる｡

三隅 (1991)は沖縄舞踊を民族舞踊と芸術舞

顔,男芸,女芸,および男女合同に分類した｡

そして,民族舞踊を神遊び,舞踊.および歌舞

劇に分類 した｡芸術舞踊は宮廷舞踊,芝居練踊.

および現代創作舞踊に分類された｡

舞踊 は音楽抜 きには語 れないが, 金 城

(A971)は,｢こころの感動を身体の動きで表現

するダンスは,身体を素材として行なわれる表

現活動である｣とした｡そしてそれは表現の素

材と媒体が一体となるとき.個人の内面に強い

影響を及ぼすものである｡すなわち,感性を磨

きq情操を豊かにするだけでなく.,発見と創出

と言 う.人間形成に関わる盈要な機能もあると

述べた｡そ して金城は,舞踊鑑澱の構造に関す

る一連の研究 (1972,1972,19･73,1973.1973･,

19･75.1976.1978)において,鑑賞者が琉球舞

踊を鑑質 した時の感情などをSD法で明らかに

した｡これらの研究は舞踊者の反省文から表現

運動を解明したものと,鑑賞者の立場からのも

のに分けられる｡

音楽や舞踊の聴衆や枕客の受け手の観点から

両者を比較 した場合,舞踊と音楽の違いは,舞

踊が視覚と聴覚に訴えるのに対し.音楽は聴覚

で感情を喚起する点にある｡ 心理療法に音楽療

法が追加されて久しいが.その多くはいわゆる

観客としての音楽が取 り上げられてきた (伊志

顔.1997)0
ダンスをする側の研･死としては.金城 (A970.

1971)は表現技能の特性を個人と銀団学習秘所

で明らかにしたOこれは創作ダンスにおいて,

たとえば雷を鶴田で表現する場合の動作を被験

者の反省文から考察する方法であった｡この研

究は舞踊鑑'rfと異なり鋤踊者の内両に迫る研究

として悪衣があるとおもわれるO梅田 (1986,

1986,1991)はダンス療法を心身症患者の心理

療法として取 り入れ,その効果を報告 した｡

金城 (1995)はV約25年の休眠糊を経て術び

踊 り手の心理療法的側面の研究をしたOこれに

よるとカチャーシを踊る群と踊らない群の気分

をPO･MS(感情プロフィール検査)で比較 し

た.ところ,踊 る群が｢活気｣因子で有意に商得点

を示 した.この研究は琉球舞踊の踊り手の感情
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研究において画期的な研究と言える｡ しか し,

金城はその後病に倒れ,この領域の研究は中断

している｡

金城の研究は急テンポの即興的琉球舞踊であ

るLカチャーシー舞踊者の感情を測定したもので

あった｡琉球舞踊は三隅が分類 したように色々

なジャンルがあり,その表現形態も様々である.

そして沖縄県には多 くの舞踊研究所があり,多

くの人々が日夜琉球舞踊を練習している｡そし

て,また多 くの人々が地域の盆踊りに参加 して

いる｡舞踊者の数の多きは日本の中で沖縄県が

突出していると言われているO琉球舞踊人口の

大きは何を物語っているのであろうか｡その第

-の埋血は舞踊する楽しさ,快適気分への効果

ではなかろ･うか｡ 第二は.学習過程における学

習 ,習熟に伴う快感,第三は,その技能を観客に

波路し,観客から賞賛される快感にあるのでは

なかろうか｡さらに金城が指摘 したように舞踊

は人間形成にも効果がある｡

金城は一連の研究において,舞踊を指導する

際の伽肺の-挙手一投鳳 を記録分析した (1977,

A977≠1980,1980･)｡これらの研究は.従来師

匠によっで指導されてきた舞踊をビデオ録画と

耳珠によって記録することによって.師匠不在

時にも再生が可能になり,教材としても使網可

能である｡金城の ｢舞踊譜｣の研究は,それ以

前の体育学的な基礎研究であった.｡本研究では

師匠の体に記憶され再生される生の舞踊譜を学

習する際の児藍生徒の情動 ･認知反応および教

授法について考察することである｡

さて,近年県下の小 ･中学校において郷土芸

能を指導する機運が高まり,いろいろな機会を

捉えて指導され.発表会が開催されているが,

琉球舞踊の情操教育-の効果についての研究は

まだ見あたらない｡

そこで本研究では,琉球舞踊の学習者と指導

者の学習時と指導時の感情と,.舞踊練習が情操

教育的側面を心理学的変化を明らかにすること

を田的としている0第 皿報の本研究では,某小

着目し,参加 している児童の舞踊練習過程.発表

会等における感情 ･情操面を明らかにすること

を厩的とした｡

ところ･で,小学校高学年生で,少数の被験者

を対象とした心理学的研究として観察法,調査

法,面接法,ケース研究などがあるO それぞれ

の方法は研究日的,内容などからそれぞれ一長

一短がある｡本研究は琉球舞踊を選択科 目とし

て受講した-クラス 5名の小学校高学年生を対

象に,いわゆるケース研究の手法をとった｡そ

して研究内容は,舞踊の練習初期 (選択科 目開

始)からある程度習熟 した時期 (選択科 目修了

の学期末)までの練習過程で起る自己認知.意

欲,感情,行動等である｡

その内容のデータ集は,客観的な記録や.予

め作成された質問項 目-の回答から平均値と比

斬する方法,あるいは面接法による方法では明

らかにしにくいので,本研究に最も適切で有効

な研究方法上 してPAC分･析 (個人別態度構造

分析)を取 り上げた｡

PAC分新は内藤 (1993)が,.実験社会心理

学の領.域で開発 し認知された研究方法で,個人

の内的データを数値化 し,統計的に処理する方

法である｡筆者は本法による研究成果を報告 し

てきた (新里,1997,高校生の孤独対処の研究

(蘇,1998))0

PAC分析は質問紙法よりは内省力や言語表

現力を必要とするO 新里の百歳老人の被験者は

沖縄県の百歳老人のイメージからは程遠い老人

で,高い言語表現力を有する両親老人であった｡

しかし,これまでのPAC分析研究では主に大

学生を含む成人が対象で,小学校高学年生には

初めての研究となる｡沖縄県の那覇市近郊の小

学校高学年生の言語表現能力から推 してどれだ

け舞踊練習 ･習熟に至る心の変化を明らかにで

きるかはひとえに被験者の言語表現力と,.イン

クアイアリー (inquiry)(以下,面接)段階に

おける研究者の質問能力に掛かっている｡本研

究ではこれらの問題-の考察も加える予定であ

る｡

研究の対象者

対象は平成11奪 4月から9月までの前期生と

平成11年10月から3･月までの後期生で,琉球舞

踊の師匠から琉球舞踊を習った 4,5,6年生
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でインクワイアリ一段階まで調査の協力を得ら

れた6名であるO 舞踊の練習は週一回二時間で

あった｡

研究の方法

平成乱1年10月および平成12年 3月の授業最終

日にPAC分析を用いて,個別に実施 した｡研

究の方法は下記の通 りである｡第 1段階 :刺激

語への反応の記入,第 2段階 :記入 した文章の

順位付け,第 3段階 :デンドグラムの作成,第

4段階 :クラスター分析,第5段階 :面接段階｡

第 1段階 :刺激語の提示,反応語の記入

被験者に下記の刺激語を呈示 (B5用紙に書

いて読ませる)した｡

被験者は刺激語を素材に舞踊練習中の心の動

きを研究者に披涯するので,研究に周いた刺激

語の作成は,本研究の目的を達成する上で基本

かつ重要な位置を占める｡ 本研究は金城を踏襲

して踊 り手の ｢気分｣･｢感情｣に加えて,踊

り手の ｢思考｣.｢自己感｣ も見る目的でこれら

の語 も入れた｡

刺激.語は下記の通りである｡｢琉球舞踊の練

習を始めた 4月頃のあなた.そして舞踊が上手

になったいまのあなたの気分,感情.考え,そ し

て身体の感 じについて,頭に浮かぶことすべて

を押紙に書いてくださいO｣

次に,被験者に予め渡 した刺敵語記入用紙に

刺敵後に誘発された文車または単語を記入させ

た｡

第 2段階 :反応語の順位付け

反応語の作成された順序で, 2反応語間の.距

離を下記のレベルで判定させる｡

A- 非常に近い B-かなり近い C- い くぶ

んか近い D-どちらともいえない E-い く

ぷんか遠い F-かなり遠い G-非常に遠い

これによって作成された連憩項目間の類似度

距離行列表を作成する｡その際.上記A判定を

7点,B-6点,C-5点,D-4点,E-3

点.F-2点,G〒1点とした0

第3段階 :クラスター分析

統計学パッケージ<HALBAU>を用いて

クラスター分析 した｡

第4段階 :クラスタスー分析で得 られたデン

ドログラムを基にクラスターを決定 した｡この

段階は調査者が行った｡

第5段階 :インクァイアリー (質問段階)

第4段階で作成 したクラスターを被験者に提

示 し,それぞれのクラスター (因子)について

詳細な説明を得て,.クラスターの賓当性を見た｡

研究結果

下記に各被験者の第4および5段階の結果を

示 した｡

日 ケースA (′ト学校 4年生,女生徒)のP

AC分･析の結果

(1) クラスター分析の結果

図 1はケースAのクラスター分析の結果であ

る｡ クラスタ-1(項同3.6)は緊張 した,

気持ちよくなる,覚えると勝手に軌 く.うまく体

が動かなかったなどのイメージからなっていた

ので.｢練習初糊と後期の気分や身体感光｣因

子と命名 したOクラスター2(IiEi日乱,.2)紘

図 1 被験者Aのクラスター分析の結果
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練習初期と習熟期の身体感覚を表現 していたの

で ｢身体感覚｣と命名 した｡クラスタ-3･(項

目5,4,7)は友だちが出来るかな (恥ずか

しかった,ふつう,なんだか気分が少 し良い,.

体がだるいなどのイメージからなり ｢練習初期

および後期の厩尊感情｣と命名した.

(2) 質問段階の結果

下記は,クラスタ-1および2に対する被験

者の説明である｡

クラスタ-1(項目3.6)練習初期 Q後期

の感情

みんなが見ていると緊張する｡ 以前,.体育鋸

で斎楽朝会の時成功してから気持ちよくなった｡

叔初は,緊張するけど成功 ･(音楽朝会で初めて

琉舞を踊ったときに拍手をもらっ･た)したら.

気持ちよくなる｡

クラスタ-2 (項Em ,2)練習初期と後期

の身体感覚

収初に入ったとき,踊 りをなんにもわからな

かったから,.体がだるいような感じがして,み

んなと同じように体が動かなかった｡だんだん

兜えてくると (琉舞を)からだが覚えてみんな

と閉じように踊れるようになったO澱初.体が

動かなかったのが.体が覚えてきてちゃんと踊

れるよう･になった｡

クラスタ-3(項目5,4,.7)｢練習初期

および後期の自尊感情.J
蔵初は,踊れないし,恥ずかしくて体がだ

るい｡踊っていると.気分が良くなる｡

｢だるい｣と ｢気分が良くなる｣は,言葉

の意味では違う｡

クラスタ-1とクラスタ- 2の類似点

最初の頃と,覚えてきた頃の違い｡最初 は

緊張 したけど.今は気持ちいい｡

クラスター 皿とクラスタ-2の相違点はない｡

クラスタ-1とクラスタ-3の類似点は,蘇

初の頃 ｢友達ができるかな｣とはずか しく.て

緊張 したのと.,みんなが見ていると緊張するの

が似ているO(クラスタ- 1の項 目･3とクラス

タ-3の項目5)･

踊ったときや,踊 りを覚えたときに気分が良

くなる.(クラスタ-1の項 E36とクラスタ-

3の項 目4)

クラスタ-1とクラスター3.の相違点は最初

の頃 (クラブに入ったばか りの頃)と,踊れる

ようになった頃 (音楽朝会で踊った頃)のこと｡

クラスター 2:とクラスタ- 3の類似点はクラ

ブに入った頃は,うまく体が動かなかったのに,

(踊 りを)覚えてから,体が勝手 に動いて気分

が良 くなるのがにている｡(クラスタ- 2の項

目皿とクラスタ-3の項目4)

クラスタ-2とクラスタ- 3の相違点は ｢覚

えると体が勝手に動 く｣(クラス タ- 2の項 目

1)と ｢恥ずかしい｣(クラスタ-3の項目･5),

合わせが全然違う･.｡ だるいのは,初めて舞踊を

習ったときのこと,体が勝手に動 くのは (踊 り

を)覚えたときのこと｡

2)ケースB ･(小学校 5年生.女生徒)のP

AC分析の結果

図2 被験者 B【のクラスター分析の結果
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(1) クラスター分析の結果

図 2はケースBのクラスター分析の結果を示

してある｡表からクラスターは 2成分から成っ

ていることがわかる.クラスタ-1 (項 目3,

6.7,1)は練習初期から終了時までの舞踊

の記憶 に関するもので,｢記憶｣因子 と命名 さ

れよう｡ クラスター 2 (項 目4, 2, 5)は,

初 日は風邪で休んだ ･行 くことに梼緒があった

か ら,現在では進んでい くようになったという

｢参加度｣ を示す因子と言える｡

(2) ケースBの面接段階の結果

クラスター 1 (項 目3.6,7, 1)｡ 最初

は行来きた くないと思っていたけど最近は行き

たいと思 う気持ちに変わってきている｡最初は

遅れていたけど.今はみんなに追いついている｡

踊 りを覚えてきている｡

クラスター 2 (項 目4, 2, 5)｡最初は,

踊 りが難 しいと思っていたから覚えきれなかっ

たが,行 きたいと‥取ってから覚えられるようrに

なって きた｡

クラスタ- 1とクラスタ-2の類似点はクラ

ブに入ったとき,第 3希望にも入っていなかっ

た｡仕方なく入ったからあんまり行きたくない

と思った し,覚えようとも思わなかったところ

がにている｡

クラスタ- 1とクラスタ-2の相違点はクラ

ブに入った頃,風邪で休んで遅れた｡今は習っ

た踊 りを全部覚えていてみんなと変わらない｡

今 とクラブに入った頃の違い｡

3)ケースC(小学校 6年生.女生徒)のP

AC分析の結果

(1) クラスター分析の結果

図3はケースCのクラスター分析の結果を示

してある｡ クラスタ-1(項目2,3,1,4)

は音楽と舞踊と身体感覚を示 しているので ｢練

習初期 ･後期の身体感覚｣と命名した｡クラス

タ-2(項目7.5,6)は舞踊を踊 り人に見

せる快感を示 しているので ｢練習後期の踊る快

感 ･達成感｣と命名 した｡

前まではあまり踊れなかったけど,今はとっ

てもとっても楽 しくなって錬れることがとって

もうれしいです｡)

クラスター 1 (項目2,3,1)｢練習初期 ･

後期の身体感覚｣は ｢体が自然に動いている

(項目2)｣｢もう･習っているものは全部踊れる

(項E3)｣というところが似ている｡2つは習っ

ているから,曲が流れると自然に踊れるような

感 じが似ている.と思った｡

クラスタ-2(項 目7.5,6)｢練習後期の

踊る快感 ･達成感｣の似ている点は,今まで分

からなかったからあまり楽しくなかったけど,

踊れるよう･になってきて楽しくなってきた"と

いうのが似ている｡ 頗るのが楽しくなってきた

から. この文壁がまとまってきたように思 う.O

自分でも上手 くなってきたかなって感 じが して

いるのが似ている｡

クラスタ- 1とクラスタ-2の賊似点は踊 り

を全部党えているところが似ている｡ 嗣iりを党

えているから楽 しくなっているところが似てい

図 3 被験者Cのクラスター分析の結果
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る｡ 前よりは上手になっているのが似ている｡

クラスタ-1とクラスタ-2の相違点は難 し

いものでも簡単に踊れるところが違 う｡ (クラ

スタ-1)習ったもののことしか言ってないO

(クラスター2)は前よりは踊 りが分か って き

たから少 ししたら踊れるようになった｡

全体について :初めて踊 りをやってみて最初

は雛しかったけど,後からは覚えて簡単に踊れ

るようになってきたという気持ちが出て くる感

じ｡

5)ケースD (小学校 4卑生,女生徒 )のP

AC分析の結果

(1) クラスター分析の結果

図4はケースDのクラスター分析の結果を示

してあるO クラスタ-1 (項 El1,.6, 7,

10)は練習初期および後期の感情を表 している

ので ｢練習初期 ･後期の感情｣と命名 した｡ ク

ラスタ-2(項目3,4.9)は練習中と普段

の感情を表現 しているので ｢練習中および普段

の快適感情｣と命名した｡クラスター3 (項 目

2)は発表会の感情と達成感を表現 しているの

で ｢発表会の快適感情 ･達成感｣と命名 した｡

クラスター4(項E15.8)は練習初期の舞踊

の技能について表現 しているので ｢練習初期の

技碓｣と命名した｡

(2) ケースDの質問段階の結果

クラスター1 (項 目1,6,7,10)は楽 し

いということが浮かぶ｡入っていてよかったと

いうことが浮かぶ｡体育億でこれか らみんなが

んばって下 さいみたいな ･･･クラブ始 まる前

の集 まりみたいなものやったんだけど ･･･同

じクラスの子 もいなかった し, 4年生 もあんま

りあわなかった人たちだか ら,後ろに同 じ部活

(前入っていたバスケ部)のお姉 さん (C,F

姉ちゃん｡Ⅹ姉ちゃんは家が近い)がいたから

よかった｡

クラスター .2 (項 目3., 4, 9)は歌のこと

とか,習っている歌が楽 しい｡習っていること

(歌 も踊 りも)が楽 しい｡新 しく習 った ことで

気持ちをいれかえるとか ･ ･･あ とふだんって

いうのは,過 1回 しか (クラブは)ないけどほ

かの時で も (踊 りを)やっていて楽 しい｡家で

あんまりお母 さんに見られたら恥ずか しいから,

お姉ちゃんが いないときにこっそり踊っている｡

っていうか,自然に踊 りたくなる｡

クラスタ-3 (項 目2)紘 (てだこ祭 りに)

出たから,大勢の人の前でやった りしてから,

そんなに緊張することではないと思 ったから疲

れなくなった｡.緊張 してた時,かた くなってい

た踊 りも楽にやったら疲れない｡てだこ祭 りに

出るため, 7月までの間の練習の時緊張 してた｡

人に見られた りするのが恥ずか しかった｡.低学

年でも,よく3年生で も見に来た り,教室が近

いから1年なんかが音を聞いて見に来て,ちょっ

図 4 被験者Dのクラスター分析の結果
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と恥ずかしい｡てだこ祭 りが終わって夏休みで,

1か月あけて,クラブの時からは ･ ･大勢の

人の前でやってるよりも学校に見に来る人も少

ないし.教室 も小 さいから緊張 しない｡てだこ

祭 りの最中は途中から抜け出したいと思ってたo

化粧 しているとき,鏡で自分を見て ｢こわかっ

た｣｡ したことなかったから自分 じゃないみた

いな気がしてた｡踊って終わってから,控え室

に猛ダッシュで 5年生と走って帰った｡あっち

にいるといやになるから自然に走って帰 りたい

気持ちになった｡先生 (1学期の踊 りの先生)

と,舞台のところで会って,｢来ないで｣ って

いえばよかっ･たと思うぐらい恥ずかしかった｡

クラスター 4 (項 目5,8)は初めてだから

わからない｡ 足の動かし方がむずかしい｡いろ

いろむずかしい｡サッカーだったら,けり方が

むずか しい人もいる｡ バスケやってた時も,,ド

た｡それと同 じ｡あとからはチョロイ,簡単っ

て感 じ｡

クラスタ-1とクラスタ-2の相違点は新 しい

曲を習ったときが楽 しい｡もっと行きたくなる｡

前の週でも ｢次から新 しい曲よ｣っていう予告

があると楽 しみ｡違いはまわりのことを想像 し

ていたのと歌のことが遠い｡ 2は歌のことなん

だけど, 1は ｢やさしいとか,楽 しい人｣のこ

ととは速い感 じ｡

クラスタ-1とクラスタ-3の相違点は緊張

しなくなった｡まわりの人ともっと仲良くなっ

たから,緊張しなくなったと思うから似てる｡

関係があるみたいな感じo違いは, lは ｢楽 し

い｣3は ｢緊張 してる｣ところ｡

クラスタ-1とクラスター4の相違点は.み

んなに入って欲しいっていうのは,むずかしいっ

ていうのもあるけど,まわりの人も優しいし,

楽 しいから,入って欲しい｡むずかしいけどい

やなことがあってもクラブの前になるとワクワ

クするから似てるC違う点は,あまり遠い感じ

はしない

クラスタ-2とクラスタ-3の相違点は.敬

を習ったあとと,てだこ祭 りに出たあととかで

楽しいのが似てる｡ 違うところは,てだこ祭 り

で緊張 しなくなったっていうのと歌のことでは

あまり似てない｡

クラスタ-2とクラスター4の相違点は,敬

のこととか,初めてだったということで,｢歌

が楽しい｣ってわからないっていうのもあるけ

ど,.習うと楽しいなってわかるのが似てる｡ 違

いは,｢足の動かし方｣は行動で.｢歌｣ってい

うことが似てない｡

クラスタ-3とクラスター4の相違点は,緊

張 して初めてだからわからなかったってことは

【クラスター分析 基準 :ウォー ド法】

0 5.87 距離

1 みんな数えあったり,敢えてでもらったりするから.みんな上手に踊れるようになった0 1.00

67 みんな から遅れをとったりしたらあせるけど,数えてくれるから上手に踊れるようになる 3.24最初はむずかLかつたりし たけど..先生3人が丁寧に教えてくれるからクラブが楽しい 1.00

82 みんな おもしろいし.先 生も楽しいし,おどつていると皆真剣になったりして楽しい 4.64もうちょっとしたら,他のクラブにう つ.るけど,毎週のクラブをH.刺にやつでいきたい 1.00

4 みんな で後少 ししかないけど, いっしょにがんばっていきたい 3.42

35 最初は皆がみているのが気に !なって 臨れなかったけど今は動作を大きくして踊れる 5.87だるくてや りたくない時あるけど,皆と話 しをした り.蹄つていると元気になる 1.00

9且0 踊 りが終 fわつた時や,みんながそろってない時に 遊んでいると､だるくならない 3.42りするけど,クラブはあまり 5.87だるくならないo

小さい頃から踊りをやってい るから,だるくなった

図 5 被験者 臣のクラスター分析の結果
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似てる｡ 初めてのてだこ祭 りで緊張して疲れるっ

ていうのと,わからないことがあるっていうの

は似ている｡違うところは,そんなに感じない

5)ケースEのクラスター分析の結果

(1) クラスター分析の結果

図5はケースDのクラスター分析の結果を示

してある｡クラスター1(項目1,6)は.教

え教えられることの良さを表現 しているので

｢協力し合って学ぶ快感｣クラスターと命名 し

た｡クラスタ-2(項目7,8)紘,教えられ

る楽しき.学ぶ楽しさからなっているので ｢練

習にコミットする快感｣と命名した｡クラスター

3(項自2,4)は.クラスの終了前の意欲の

強さを表しているので ｢意欲旺盛｣と命名した｡

クラスター4 (項目3)は,練習初期と後期の

他人に見られる自信を表現 しているので ｢自尊

感情｣と命名した｡クラスター5(項目5,9.

10)は,練習初期と後期の身体感覚を表してい

るので ｢練習初期 ･後期の身体感覚｣と命名し

た｡

(2)ケースEの質問段階の結果

クラスターl l内容〕教えあう. うまくお

どれるようになった｡クラブが楽しい｡みんな

楽 しい｡

クラスター2 [内界]むずかしい.まじめ.

たのしい｡先生がていねい (教え方)最初はむ

ずかしかった

クラスター 3 [内容] 頑張 ってい きたい

(クラブのみんな)･真剣にや りたい｡あ と少 し

しかないけどクラブを頑張っていきたい｡

クラスター4 見ているのが気 になってお ど

れなかった｡

クラスター 5 元気 になる｡ 遊 んだ りす る

(クラブのみんなと)｡だるくならない｡

クラスター 1とクラスタ-2の相違点は,敬

えて くれる (先生達やクラブのみんな)ところ｡

違う点は2はたの しい｡ 1は上手におどれるよ

うになった点で異なる｡

クラスタ- 1とクラスタ-3の相違点で違 う

点は,3は頑張っていきたい (みんな)ところ

と,上手に踊れるようになった点で異なる｡ 類

似点は,頑張 りたいところ｡

クラスタ- 1とクラスター4の類似点は,動

作を大きく踊れるようになったこと｡違う点は.

且は教えあう (クラブのみんなと) 4は自分 自

身のことである点｡

クラスタ-1とクラスター 5の違 う点は, 5

は全部だるくならないこと (自分自身)のこと｡

=ま教えてくれる (先生とクラブの),みんな

のことである点が異なる｡ 類似点は元気になる

こと.0

クラスタ-2とクラスタ-3の類似点は,頑

張っていきたい (クラブのみんな)ところで,

違う点は, 3は残 り少ないクラブを真剣にやっ

図6 被験者 Fのクラスター分析の結果
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ていきたいこと｡2は今までのクラブが楽しかっ

たことが異なる｡

クラスタ-2はクラスター4の類似点は, 2

と4はどれも最初のこと (クラブがはじまった

ばか りの頃)のことを書いているところ｡ 違う

点は2はクラブが楽 しいこと,4は動作が大き

く踊れるようになった点が異なる｡

クラスタ-2とクラスター5の類似点は. 2

も5も全体的に (それぞれ全部が)似ている｡

2も5もクラブにいてつかれない｡違う点は,

5はだる くならない｡ 2は楽 しいが異なる｡

クラスタ-3とクラスター4の相違点で.逮

う点は, 3はクラブをもう少 ししたらかわるけ

ど頑張 りたいということ｡ 4は最初 (クラブの

はじまった頃)のことを番いていで,クラブが

終わることを番いていない｡類似点はない｡

クラスタ-3とクラスター5の相違点で違う

点は, 5はだるくならないことを中心に奮いて

るけど, 3は頑張っていきたい気持ちを香いて

る｡類似点はないC

クラスター 4とクラスター 5の違う点は, 5

はクラブにいるとだるくならないこと｡ Jはで

きるようrになったことを番いている. 類似点は

ない｡

7)ケースF (小学校 6年生,女生徒)のP

AC分析の結果

(1) クラスター分析の結果

図6はケースFのクラスター分析の結果を示

してある.クラスタ-1(項目1)は練習初期

のおよび後期の技能に言及しているので ｢練習

初期 ･後期の技能｣と命名した｡クラスター 2

(項 目2)は新規なものに対する期待感を衷 し

ているので ｢好奇心｣と命名した｡クラスター

3 (項 目4.5,･6)は困難を乗 り越える.す

すんでする,積極的に入ったなど意欲.積極性を

表現 していたので ｢意欲 ･積極性｣と命名した｡

クラスター4 (項目3)は舞踊習得の赦しさを

表 していたので ｢技能習得の困難性｣ とした｡

クラスター5 (項目7)舞踊を日常生活で活用

する意欲を表現 していたので ｢技能活用｣クラ

スターと命名 した｡

(2) ケースFの面接段階の結果

クラスター 1 (項目1,2)似ているところ

がいっぱいあったから,どこでこの踊 りを使う

か分かんなかったので難しかった｡ このことは

初めの時だけじゃないで,いつも｡ 似ていると

ころがいっぱいあってこんがらがった｡今もた

まにある｡今も,こんがらがうことがあるけど,

前よりは少なくなった｡

クラスター2(項目2)てだこ祭りの時に.

あんまりYさんがやったことのないことをやっ

た｡普通の緊張より･.人がみているから･気絶 し

そうだった｡こういう気持ちを皆が体験できな

かったこと｡(てだこ祭 りでのこと)は じめて

知らない人たちがみていて..大きな拍手をもらっ

たときに,みなに体験できないことだと思った｡

大きな拍手をもらっ･た時の気持ちは.由分速が

一生懸命練習 した甲斐があった｡それで,結婚

式の余興で使ってみたい｡

クラスタ-3(項目4,5,6)やっていく

うちに楽しさが分かってきて.自分から積極的

に踊っていること｡自分がどんどんやっていく

と,いとこ (中学 2年生)より.上手になれた

かな?と思って,聴感的にやっている｡ 踊 りを

始めたときと比べて今では覚えていないから,

積極的にやったりしていたけど今は (てだこ祭

りにでたときから)積極的にやるのが少なくなっ

てきている0校庵的にやるってことは,円分か

ら進んで.習ったことを休憩の噂もやろうとす

ること｡そして,淋しみながらやっている｡前

よりも,余裕が持てたから.

てだこ祭 りの時に.練習をやってきたから拍

手をもらったときにいい気分だった (Cと捌迎)｡

先生たちが踊っている柳かいところが雛 しく

感じた｡友達とかに敢えてもたったりして.管

でできたこと｡骨で凍 り越えられたから,うトれ

しかった｡

クラスター4 (項目3)この文帝からどんな

ことが思い浮かぶは,いとこに追いつけたよう

な気がする｡てだこ祭りの噂に.いとこが見に

来て,｢何年もやってないのに,｢よく皆そろっ

て言われたO.

クラスター5 (項目7)この文輩からどんな
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ことが思い浮かぶかば.お楽 しみ会とかで使え

そう｡ お楽 しみ会で由分の特技を見せたりサ る

ので,その時に使えると思った｡結婚式の余興

でも思った｡

クラスタ-1とクラスタ-2の相違点は "管

が体験できないところ"と "考えながら,最後

までできたMが似ていない｡類似点は "皆が体

験できなかったこと" と …頭がこんがらがった

こと"｡あまり踊 りとかでこんがらがう人 もい

ないと思うけど.自分の時はこんがらがったこ

とが似ている｡ …いい進歩だと思った●'という

ことと "何かでつかえるような気がする"が似

ている｡ 進歩 したか ら皆に見せて も大丈夫

(余興とかお楽 しみ会で踊れること) と言 うと

ころが似ている｡

クラスタ-1とクラスタ-3の相違点は,

'1いい気分"と "稚 しい…が似ていない.類似

うところ. どんな風に似ているのかというと,

自分からやっているというところ｡

クラスタ-1とクラスター4の相違点は.逮

いはないC 類似点は., "難 しいI''と "･いろいろ

な何かで倣える…点｡やっていくうちに分かっ

てきたから何かで使えそうな気がする｡

"やっていくうちに日と "いろいろな何かで使

える"が似ている｡やっていくうちに分かって

きたから何かに使えそうな気が した｡

クラスタ-2とクラスタ-3の相違点は,逮

う点は項目6と項目4が違う｡ いとこもやって

いるので,良.分達は友達とやっているから,い

ろいろなものが乗 りこえられると思う｡ このこ

とが違うと思った｡類似点は項目2と項目4で

ある｡ 友達みんなとやっているし,他の人がで

きない事をやっている｡ それが似ている｡ 友達

とは,舞踊をやっている人たちのこと.

クラスタ-2とクラスター4の相違点で違 う

点はない｡類似点は …いろいろな何かで使えそ

う"と "皆が体験できないこと'- ｡ いろいろな

何かで使えそうな時も,骨が体験できない気持

ちがあるというところが似ている｡

クラスタ-3とクラスター4の相違点で,逮

う点はない｡類似点は "骨が体験できないとこ

ろ" と "難しい"こと｡そんな中にも皆が体験

できないことをしている (踊 りのこと)0

クラスター 4とクラスター 5の相違点で,逮

う点はない｡類似点は全体的に似ている｡

全体のイメージは.,難 しいけど,やってみれ

ば簡単だったということが思い浮かぶ｡

図 7はケース 6名全員のクラスター名である｡

それらは練習初期の緊張 ･不安 ･疲労感 ･困難

感 ･嫌悪感と習熟後の快感 ･自信 .快適感 ･リ

ラックス感 ･安心感であった｡舞踊特有の身体

惑覚は,練習初期の身体の違和感 と後期の快適

感があった｡また技能についての感情 には,技

能習熟に伴う習熟感情 と称される感情を認めた｡

さらに,練習を集団でする際の協調性や協力関

係については,協力 して学ぶ快感が吐露 されて

いた｡そ して学習 した技能の般化や活用につい

ての感情 として,ES常生活での快適感 ･日常生

活で活用する意欲などが挙げられて いた｡

表 1 全被験者のクラスター一覧表

クラスタ一名

緊張 .快感
身体感覚

練習初期の不安 .疲労感と後期の快感

練習初期 .後期の習熟感

.練習初期∴ 後期の意欲

･習熟に伴 う快感
身体記憶 .感覚

習熟に伴 う自信

練習初期の思い込みと習熟に伴 う快感

練習中 .普段の快適感情

発表会でのリラックス感

練習初期の困牡感

協力 して学ぶ快感

:練習にコミットする快感

練習初期の嫌悪感 .後期の快感

練習初期の緊張 .後期の安心感

クラブ員との練習に伴 う快感

練習初期 .後期の困難感

対人関係 と快感

見た目と実際の違和感

技能活用についての思い
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考 察

金城の一連の研究 (1972..19･73,.1975,1978,

19･80)においで,舞踊における"美的要因"と-

美的鑑賞…に関して,その鑑賞構造を解明した.o

研究方法は被験者に形容詞対または名詞対を提

示 ･評価 させ,因子分析によって因審構造を解

明した｡そ れによると.複数の琉球舞踊に躍動

性,明僚性,評価性,力動性,.力量性,優美性,

独 自性の国子が抽出された｡

舞踊の芸術性についての研究は,鑑賞者の側

から見た美的要素であった｡金城 (1995)は鑑

貧者の研究から舞踊者の研究.に移行 し,.舞踊の

心理療法的側面の研究を開始 した｡しかし志半

ばにして研究を余儀なく中断せざるを得なくなっ･

たので,舞踊者の心理構造は明らかにきれなかっ

た｡本研究は金城が明らかにしなかった部分.

すなわち練習によって踊れるようになる琉球舞

踊の踊 り手の研究である0本研究の目的は舞踊

練習者の身体感覚を含む情動,認知,および行

動等の変容を.琉球舞踊の情操教育的効果とし

て明らかにすることである｡

金城 (1995)はいわゆる練習の要らない即興

舞踊であるカチャーシー踊 り手の感情を報告 し

た｡本研究では練習を欄み重ねないと舞蹄を修

得することができない琉球舞踊を取り上げて,

練習初期 と技能に習熟 した練習後期の感情のみ

ならず,,認知,行動の変容を見たo

練習者は沖縄本鳥南部の都市部の某小学横で,

琉球舞踊を選択料旧として登録した児童である｡

選択科 目は, 1年 2学期制で.調査は学期の終

了時に実施 した｡その際の調査方法は選択稗 田

開始初期から修了までをl)トロスペグテイブに

振 り返って,練習者の自己像,感情.認知,節

動をPAC分析 した｡･6ケースのクラスタ-紘

下記の通 りであった｡

練習初期の感情 ･情動は緊張 ･不安 ･疲労感 ･

困難感 ･嫌悪感であった｡練習初期の舞踊特布

の身体感覚は,初期の身体の違和感であった｡

また技能についての感情には,技能習熟に伴 う

習熟感情 と称 される感情を認めた｡

練習中には..練習を集団でする際の協調性や

協力関係について言及 し,協力 して学ぶ快感が

吐露されていた｡

練習後期の感情 ･情動は快感 ･快適感 ･自信 ･

リラックス感 ･安心感であった.さらに認知 ･

行動の側面では学習した技能の般化や活用につ

いての思い,日常生活での快適感 ･日常生活で

活用する意欲などが挙げられていたQ以下に.

これらの感情 ･認知 ･行動について時期別FCこ考

察を加えることにする,0

練習初期について

人生は技能修得の歴史と言っても過言ではな

い｡生後まもない頃の自然な発声から,モデリ

ング学習による楠語.,そして学校教育が始まる

までの他人との関係で無意識に学習した音譜等々

の学習にどのような感情が付随 していたかは知

るよしもない｡しかし学童期の読み ･審き ･算

術の学習中の感情については,人それぞれ一家

言あるのではなかろうか｡

今日.日本の教育問題が大きく取 り上げられ

ている｡ その中で最も取 り･沙汰されているもの

に不登校,いじめ,校内暴力,そして少年非行

などがある｡ この種の問題を解決する文部省の

試みの-つに国立大学教育学部附属教育実践研

究センターの綜合実践センター化が上げられる

が,今学校に求められているのは学習 に伴う自

尊感情の低下を招かない教科指導の実践にある

のではなかろうか｡

･fl順且県の不登校の実態綱丑 (2000)によると.

他県に比し中学校盤の怠学タイプの不登校が圧

倒的に多いことと,高等学校壁の中途退学の発

生率が全国に比し高い即であるOこれらの薬園

の一つとして挙げられているのが学刑の失敗で

ある｡

本研究によると,成緋に鯉帆係な選択料lニーで

ち.何らかの技能修樽の初期には不安などの悪

感情を体験 していた.それらは緊張 ･不安 叩疲

労感 ･困難感 ･嫌悪感であった｡身体技能の学

習である舞踊の練習には硫み ･好き･算術の学

習とは異なり.体育などの技能の学習には独特

の感覚 ･感情が伴うものである｡これが身体感

覚であるD 練習初期には疲労感などが挙げられ

ていた｡

今田の田本では肉体労働を3Kと呼び耽視す
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る風潮があり,予どもはほとんど肉体を使用 し

ない日々を送っている｡ 今 田の高佼生はホウキ

を持ち掃除することさえも ｢疲れる｣と言うの

が多い (ある高校数論談)｡不登校盤を適応緒

轟教室で指導している教諭の観察によると.ちょっ

とした作薬でも ｢ああ疲れた｣と嘆 くらしい｡

人間の体は倣わないと徹底 して退廃の方向に行

くようである｡そしてその中で動かそうとする

と.疲労感がど一つと来るo健康のためにジョ

ギングを始めた初期の人は.この感情 ･疲労感

を経巌 したであろう｡

これらの不快感情は逃避行動の動機付けとし

て機能し,ある人は ｢ヤーメタ｣と宣言する.

別の人はなにも貰わないで学習を放棄するか,

学習にコミットしなくなるであろうO 学習-の

コミットの度合が習熟の度合となって現れる｡

これがいわゆる成崩である｡

練習中期について

この段階では練習を塊団でする際の協調性や

協力関係が見られたoカウンセリングの訓練技

法の一つ･にIvey.A.a.(1985)らが開発 ･発

展させた｢マイクロカウンセリング｣がある｡こ

の技法の特徴は…学ぶ一便うー教える…方法を

とり,技法の定新を闇っていることである｡

｢救えることは学ぶことである｣とよく貰われ

ていることを学習理論に基ずいて実践 したのが

マイクロカウンセリングであるが,被験者たち

もこのことを実践 し効果を止げたのであろう｡

このアプローチが師匠の意図したことなのかは

明らかでないが.第2報の師匠の研究において

明らかにしたい｡

ところで.被験者らは図らずも練習初期の悪

感情を蒐服 して,技能を修得 し,そしてついに

は不快感から快感に至ったことを報告 した｡本

研究は後期の快感に至るまでの課程を支援 した

プロセスの心理社会的要因:も示唆してくれた..

それらは,練習を熊田でする際の協調性や協力

関係である｡学習は時には孤独の営みであるが,

それを学習者が披争相手ではなく,協力者となっ

たとき.に.人は連帯感や所属感を獲得するよう･

である｡ 受験戦争の結果,友を敵にし競争相手

になり下がらせた戦後日本の教育のあり方が開

題になっている今凱 本研究結果は今後の教育

のあ り方を少なからず示唆 しているのではなか

ろ･うか｡

練習初期には,.Maslow,.A.H.(1971)の

欲求段階表の第 2段階の安全欲求を摘足させる

機能を指導者には求められでいる｡ なぜなら,.

すでに練習初期で見たように練習者は不安を経

験 しているから｡練習初期に協力 して学ぶ関係

を作る学級経常が出来ていたら,学習者はこの

安全欲求を満足させ,次の段階- と進むことに

なる｡

この連帯感は,師匠が意図 してMaslowの第

3段階 ･所属欲求の充足を図る授業実践をした

かについては本研究では調査できなかったので,

第 2報で取 り止げる予定である｡ いずれにせよ,

練習者は協働 して学ぶ快感を実感 し,技能修得

を手にしたのである｡

練習後期について

練習後期の技能を修得 した頃の感憎 ･情動は.

快感 ･快適感 ･自倍 ･リラックス感 ･安心感で

あった｡これらは人の技能獲得に伴 う感情 ･情

動としてだれがも経験 したものであろう｡人は

快感情を動機付けとして更なる学習へ とチャレ

ンジする｡ 人は実験動物と同じように快感情の

中毒者になることによって,生活技能をは じめ

とする学習 した行動を定着させ習慣化 させるの

である｡

Maslowの欲求の第4段階は自尊欲求である.

被験者は練習初期には自信がなかったが舞踊が

上手になるにつれて自信を獲得 した｡自尊感情

あるいはconpe屯ence(コンピテンス)の高まり･

獲得は,どの技能学習者にも経験される感情で

ある (束江 ･前原.1989).東江 らは教育の目

標を ｢コンピテンスを育てる｣ことにあるとし

て ｢教育心理学｣の教科書を刊行,学部の教職

科田 ｢教育心理学｣で使用 し,沖縄県の教頗養

成に当ってきた｡東江らの意図がどの位現場で

実践されているかは明らかになっていない｡ し

かし教師の田標が児童 ･生徒一人一人のコンピ

テンスの向上にあることに違いはないであろう｡

本研究の技能修得者は,さらにこの技能を田

常生活で活用 し,他人の前で演舞することの快
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感も報告 している｡最近の少年事件の恐ろしい

側面として加害少年の ｢目立ちたかった｣こと

をマスコミは報 じている｡ 近年の教育改革は

｢個性が光る｣教育 を提唱している｡ 児童が琉

球舞踊の技能を通 して ｢自分にスポットライ ト

が当る｣経験は一口では表せない快感ではなか

ろうか｡もしその児童が教室での学習場面では

不快感を経験 し,学級では目立たない子であっ

たら尚更のことであろう｡

教師が 1人 1人の児童 ･生徒の ｢個が光る授

業｣を造るという課歳は,今日の40人学級では,

重い課題であるが,本研究は選択科 目が,この

一任を担っていることを示唆 している｡ 個が光

るとは,Maslowの欲求段階の5段階 ･自己実

現欲求の充足 と関係 してるのであろう｡ 本研究

結果から,琉球舞踊の学習過程はMaslowの欲

求段階をすべて充足 した児童がいたことを示唆

している｡

学級での学習活動を通 して,児童 ･生徒が自

己実現 までのすべての欲求段階を充足できたら

教育は成功 したと言えよう｡ その中でも特に児

童 1人 1人がスポットライ トを浴びる快感を作

る必要性を示唆 しているが,本研究結果は舞踊

を踊る快感が独特の感情なのかは比較研究して

見ないと明らかにはならなかったので,今後の

研究課題 としたい｡

ところで,本研究の刺激語に ｢自己｣を入れ

て自己概念を捉えたかったが.これについての

反応は...自尊感情として抽出されただけである.0

爵数 ･大嶺 ･町田 ･他 (2000)は自己概念は軌

横付けとして機能する,積極的な自己概念を持

つ生徒は.困難な課題に直面したとき.一般的

に一生懸命それに取 り組もうとすると文献研兜

から明らかにした｡本研究結果は恋敵の高まり

のクラスターと自尊感情のクラスターを抽出し

たが,これらと自己概念との関係は明らかにな

らなかった｡今後は刺激語を工夫 し.自己概念

まで明らかにしたい｡

本研究の目的は舞踊練習者の情操教育的側面

を明らかにすることであった｡PAC分析の･結

莱,練習初期の不安感を克服 して踊れるように

なった暁の快適感が抽出されたOさらに.練習

中の協力関係なども明らかになった｡舞踊練習

が如何に児童の情操教育に効果的であるかは明

らかである｡

ところで,舞踊練習が梅田 (且986)のダンス

療法と同程度に神経症や心身症の治療に効果が

あるのであろうか｡近年,音楽鑑賞や音楽行動

(声楽 ･器楽演奏)の心理療法的側面が認められ

音楽療法として確立し,本学でも専門家養成を

開始した｡音楽と身体表現の鑑賞と舞踊を実践

する行為が心理療法的効果があることは金城の

研究が示 している通りである｡本研究結果も琉

球舞踊の心理療法的効果を示唆しているが,こ

れについては不登校,神経症患者,心身症患者

等の研究を待ちたい｡

最後にPAC分析を小学校生を対象とした場

合の信頼性 ･妥当性の問題を考察 してみたい｡

被験者の中に含めなかった者には.提示 した剰

激語から2個のイメージしか反応出来なかった

者や,面接段階で反応できなかったものも数名

いた｡しかし,本研究の被験者は,面接段階で

言葉が足 りなかったり.面接者の誘導が大きかっ

た者もいたが.それなりの反応をLでいるので,

この年齢はPAC分析の被験者として必ずしも

不適当とは言えないであろう｡ しかし.刺激語

の ｢自分｣についての反応がほとんど軽い串か

ら,刺激語の工夫は必要であったと首えよう｡

ただ群細に灰瓜を見てみると文脈から｢自分｣
を表現 しているのも見えるので,矧恥段階で工

夫を輩すると雷えよう. 今後の秋過としたい.
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