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課題研究中間報告

豊かな読みをつくる文学的文章の授業づくり

—視点論を手がかりに一

村吉優子

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・那覇市立金城小学校

1 . テーマ設定理由

「これからの時代に求められる国語力について」文化審議会 (2004) は，文学教育の意義を「美しい

日本語表現やリズム，人々の深い情感，自然への繊細な感受性などに触れ，美的感性や豊かな情緒を培

うことができる」と述べている。情緒力を身に付けるためには，「読む」ことを重視し，国語科の授業の

中で文学作品を中心とした「読む」ことの授業を意図的・継続的に組み立てていくことの重要性を述べ

ている。文学作品を読むことで味わった楽しさや，身についた読む力は，子どものこれからの学習の基

盤を支え，意欲的な読書生活へとつながり生活をより豊かにしていくものになることが期待されている。

学習指導要領国語科（平成 29年度告示）解説編では，文学的文章の精杏・解釈の指導事項が次のよう

に示されている。第 1・2学年「登場人物の行動を具体的に想像する」こと，第 3・4年「登場人物の

気持ちの変化や性格，情景を具体的に想像する」，第5・6学年「人物像や物語などの全体像を具体的に

想像し」とされている。このように，文学的文章を読むことの授業では言葉からのイメージづくりを基

軸とし，想像力を育むことが系統的・段階的に示されている。

昨今沖縄県の小学校国語科の授業では単元を貫く言語活動の隆盛とともに，様々な実践がなされるよ

うになってきた。言語活動を重視し読書や表現につなげる実践は，主体的な思考・判断を促し学習者を

意欲的にするなど一定の成果をあげている。箪者の実践においても子どもの興味を大切にし，学んだこ

とを活用することに直点を置いてリーフレットや紹介カード等で表現する単元をつくつてきた。しかし，

出来上がった表現物を見ると，想像を膨らませて登場人物の内面にせまるような記述が少なく，表面的

な捉え方にとどまり読みの浅い子どももいた。これはつまり，言語活動を支える内言の耕しなしに，た

だ表現させることに目がいき，想像力を働かせながら登場人物の内面にせまるような読みを形成するこ

とができなかったからだと考える。

これらの実践における課題について，府川 (2001) の指摘は示唆に富む。府川は，活動重視・表現主

体の国語の授業形態が学習者の認識を深め，言語感覚を鋭くすることを評価しつつ，表現活動への志向

が強すぎるため，作品を学習者の興味関心に引き付けて自己表現の素材にすることが先行しがちである

課題をあげ，読解的な学習を諧らず表現活動をさせるような国語の授業に疑問を投げかけている。やは

り必要とされるのは，場面をイメージしたり，登場人物の気持ちを具体的に想像したりしながら内言を

耕すような豊かな読みをつくる授業ではないかと考えた。

そこで，本研究のテーマを豊かな読みをつくる文学的文章の授業づくりとし，理論研究と授業実践を

行い，効果を明らかにしたい。

2. 研究の目的

小学校国語科の文学的文章において，豊かな読みをつくる授業づくりについて明らかにし，授業改善

を図る。
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3 研究内容

(1)豊かな読みとは

府川 (2009) は文学体験について「作品世界と読み手

が一体化し，読んでいる自分が別空間にいるような気分

になったり，登場人物に成り変わってどきどきしたり，

喜んだりと感性的な反応」と示されており，文学体験が

あってこそ文学の読みが成立すると述べている。これら

のことから，言葉によって描かれた文学作品を読者が想

像によってイメージを描き，作品の世界に入り込みなが

ら読むことが，文学を読む楽しさにつながり，読みを深

めていく土台になるものであると考える。

西郷 (1986) は，言語・文法等をふまえた確かな読み

が根底にあり，その上で豊かな読みが成り立つことを述

べている。言葉の意味や文法をおさえ正確に読まなけれ

ば，見出す意味やイメージも変わってくるため，ー語一

句，「てにをは」ひとつに至るまで，きっちりとおさえ

豊かな読み
③自分の読みの創造

②叙述と叙述の関連づけ

①叙述からイメージを広げる

確かな読み

言葉の理解（単語の意味，文法等）

事柄の理解（物語の設定，人物像，

あらすじ等）

て，確かな読みをしなければならないと述べている。 図 1 豊かな読み

さらに，西郷は豊かな読みを視点人物の身になって体験を共にする「同化」と人物の姿・行動を外か

ら客親的に見る「異化」をしながら一人ひとりが個性的にイメージを描くことを「ゆたかに読む」こ

とと示している。

田近 (1993) は読みが豊かであるということを「テクストのことばとかかわって，読者の思考カ・

想像力が十分にはたらき，意味とイメージと反応とが，型にはまることなく，読者自身のものとして

て成立するということ」と述べている。

西郷や田近の示す豊かな読みは，言葉の意味や事柄の意味を理解する確かな読みを根底とし，叙述

から場面や人物の想像を膨らませたり，関連付けたりすること，読者自身と作品とを関連付けながら

自己の読みを形成することと捉えることができる。

そこで本研究では，文学体験を士台とし，豊かな読みを①叙述からイメージを広げる読み②叙述と

叙述を関連付ける読み③自分の読みの創造と捉えることとした（図 1)。

(2)叙述からイメージを広げ．登場人物の気持ちを実感的につかむ 一視点論を手がかりにして一

西郷 (1989) は，視点を媒介して読むことによっ

て作品の世界をより深く表象化し，切実な文芸体験

（文学体験）を生成することができるとし視点論を

提唱している。視点とは，文学的文章に描かれた虚

構の世界がだれの眼（視点）で語られているのかと

いうことを示す。視点論の一つに同化体験がある。

西郷 (1989) は，読者が視点人物の内面・主観をく

ぐりぬけてその人物の見ている世界を見ることを

同化体験と述べている。同化体験は次のように説明

されている（図 2)。

のつもりになって

の心になって

同化とは ぺ の気持ちになって

の眼、耳になって

とともに

といっしょに

体験するという

こと

図2 同化体験西郷 (1989)より作成

西郷(1989)が述べるように同化して読むことで登場人物とともに作品の世界を感じ，文学の中に描

かれた虚構を想像することによって文学体験をすることにつながり，より登場人物の心情を深く実感

的に理解することにつながると考える。これらのことは認知心理学の立場からも明確にされている。
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宮崎 (1985) は，認知心理学の立場から作者の創り出した架空の世界に入っていく際の視点の設定

と移動を意識的に，積極的に行うことが文学作品の理解の深浅を決定していくとし，く見え＞先行方略

を提唱している。く見え＞先行方略とは登場人物に視点を派遣し，他者の見えを身の内に生成すること

によって，他者のからだの感覚が自らの中に実感的に生成してみようとすることをいう。登場人物に

視点をおくことで，その人物が周りの世界をどう見ているかを想像してみて，そこから人物のその時

の身上をかえって具体的・実感的に理解することができる。これにより，「00の気持ちは？」と直

接間われる場合と比べ，より心情理解が深まると考える。

(3)授業における同化体験の課題

一方で，麻実 (2010)は，子どもの読みが「登場人物への一体化，『同化』という場合でも，登場人

物への単純な感情移入なのではなく，自分の方へ引き寄せて一体化する場合」があるとし，登場人物

への同化が意外と簡単ではないことを指摘している。子どもが生きる現実世界とは異なる文学世界の

状況設定を子ども自身が理解し納得しなければ，叙述や文脈から離れ，自分の思った通りに読んでし

まう傾向がある。そうなると読み手である子どもが，作品世界に入りこめないだけでなく登場人物の

立場に身を移し入れて，その心清を想像することにつながっていかない。

麻実(2010)の述べる同化についての課題を踏まえると，登場人物の吹き出しを考えさせたり役割演

技をさせたりすれば，心情や情景を具体的に想像できるわけではないと捉えられる。大切なのは，作

品に描かれた物語の状況設定を子どもが理解して表象化し，登場人物へ気持ちを寄せることや，その

人物にまつわる表現を吟味しながら読み進めることであると考える。また，ひとつの出来事を一人の

登場人物の視点で捉えるだけでなく，様々な人物の視点に立ち，複合的に出来事の意味を捉えさせる

ことも読み深める上で重要であると考える。

西郷(1989)の述べる同化や宮崎(1985)による視点の設定は，情景や登場人物の心情をイメージさせ，

具体的・実感的につかむことに有効であると考える。しかし，麻実の指摘しているように登場人物に

「同化」し心情を想像するには，それにまつわる叙述を丁寧に読み込み，架空の物語世界の状況設定

を理解してイメージ化することを丁寧に行いながら，授業を組み立ててくことが重要である。

4. 研究の方法

小学校国語科の文学的文章の指導において，視点論を手掛かりにした豊かな読みをつくる授業づくり

について明らかにし，子どもの発言やノート等の表現を分析することで「豊かな読み」の成立を検証す

る。

5. 授業実践 （実習校 1年A組 24名 平成30年 9月3日~9月14日）

場而の状況や登場人物の心情をイメージ化することを目指して実践を行った。自分の経験とつなげ

て読んだり，登場人物に関わる叙述を詳しく読んだりしながら心情を理解することを促すようにした。

(1)単元名「場面の様子を想像しながらお話を読もう」／教材名「けんかした山」

(2)単元の指導目標

場面の様子について登場人物の様子や行動から想像を広げながら読むことができる。

(3)指導の実際 (5/9時間）

次ページの記録は，第 5時の授業記録の一部である。授業の始めには， しょんぼりと顔を見合わせ

る山の動作化をしたり，児蘊自身がしょんぼりするのはどんな時かを話し合ったりして山の気持ちを

捉えることを行った。次の発話記録は，授業後半の記録である。けんかをしていたことを山が反省し

その後何年もけんかをしなかったという場面について話し合っている。

ある児童が「火が消えたら，またその時けんかをすればいい」と読んだことで，他の児童から「も
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うけんかはしていないはずだ。」という

反論があった。それをきっかけに，「な

ぜもうけんかをしていないと分かる

の？」と問うことで叙述にもどし，詳し

く読むことを促した。

何年もけんかをしなかった山について

下線部に示したように自分の年齢（学

年）と時間の経過とを重ねながら山の様

子や気持ちを実感的に想像することがで

きたと考える。本研究における豊かな読

みの定義①叙述から想像を広げることに

つながる読みができたと捉えられる。

(4)実践の課題

(T: 教師 C: 児童， 下線：筆者）

T 長い間けんかをやめたのが分かる文があるんだね。ちょっと音読してみよ

うか。

～音読する～ 「1年 2年 3年経ちました。何年も何年もたちました。山はすっ

かり緑に包まれました」

C あっ 1年 2年 3年経ちましたっていうところだ

T どれぐらい長いんだろう

c 今 1年生だけどもう 2年生になってる頃とか 3年生になっている頃とかに

塁
T みんなは，一年経ったら何年生になるの？

C 1年経ったら 2年生， 2年経ったら 3年生， 3年経った 4年生

T しかもその後のことは何て書いてる？

c 何年も何年も経ちましたって書いてある。大人になってる頃とか...

C 高校生中学生大学生大人。おじいちゃんおばあちゃんまで

c 何年も何年もけんかをやめたんだ

5/9時の授業実践では，主に中心人物である山に寄り添つで情景を想像したり，心情を読んだり

した。読み手である児童は，山によりそって山の視点で物語を読んでいたにも関わらず，授業のまと

めでは，視点を変えて山を見ていた動物の立場で「好きな動物になって山にお手紙を書こう」という

活動を組んだため，戸惑う児童がいた。 1年生という発達段階を踏まえると，動物達への視点の転換

を促すような叙述に着目させたり，その場面について動物の立場になって話し合ったりするなどの具

体的な手立てが必要であったと考える。山の気持ちは考えることができたが，それを見ている動物の

気持ちについては想像をふくらませて読むことができなかった。授業の流れの中で子どもがどの人物

に視点をおいて読んでいるかを踏まえながら，授業を構築する必要性を感じた。

6. 今後の研究について

本稿では，主に①叙述からイメージを広げることを中心に理論研究を進めた。今後は，本研究の豊か

な読みの定義としてあげた②叙述と叙述を関連付けた読み③自分の読みを創造するについて，授業づく

りを見据えて理論研究を深めていきたい。
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