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豊かな読みをつくる文学的文章の授業づくり

―想像を働かせ，実感的な理解を生む読みを通して一

Creating Classes of Literary Sentences Leading Students to Rich Reading : 

Reading Focused on Making Imagination Work and Cultivating Real Understanding 

村吉優子

Yuko MURAYOSHI 

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「読砂」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。

「小学校学習指導要領国語科（平成 29年度告示）解説編」では，文学的文章の精査・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」，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菓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（湧川ら 2013)。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。筆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重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， 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

形成することが十分でなかったことが要因として考えられる。こうした傾向については以前から指摘さ

れており，笠井(2014)は，「文学」の授業の間題点の一つとして 「方法・手段としての『言語活動』が目

的化され，這い回る授業が目 立つ」ことを挙げている。この指摘から文学の授業で必要とされるのは，

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，先行研究に基づく理

論研究と授業実践を通して，効果を明らかにしたい。

2. 研究の目的

先行実践研究等を基に小学校国語科の文学的文章における，豊かな読みをつくる授業づくりの成立過

程を明らかにして授業改善を図る。
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3. 研究内容

(1)豊かな読みとは

西郷 (1979) は，豊かな読みについて言語 ・文法等をふまえた確かな読みが根底にあり，その上で

成り立つと述べている。言菓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，きっちりとおさえて，確かな読みをしなけ

ればならないとしている。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 ・行動を外から客観的に見る「異化」

を繰り返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。同化について西郷は次のように示している

点人物の身になっ
のつもりになって
の心になって

ちになって ｝庄磁
の眼、耳になって いうこと

/-Jr四すると

とともに
といっしょに

（図 1)。西郷(1989)が示すように登場人物とと

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，より登場人物の心情を

深く理解することにつながると考える。

エリン ・オリヴァー・キーン (2014) は，文
図1 同化体験西郷 (1989)より作成

章をより深く理解するための 7つの方法を示し，そこで得られる成果のひとつとして「共感」を挙げて

いる。「共感」とは「読者はその作品の舞台に実際に立っており登場人物がわかっていて，彼らに寄り

添い，出来事や結末に読者自身の一部を持ち込む。感情が強く揺さぶられる」ことと述べている。さら

に共感について詳細に 「登場人物への共感」「舞台設定への共感」「登場人物の秘藤への共感」 「作者へ

の共感」と示しており， 自己と関連付けて 「共感」することが多様な読みの場面で，将来にわたって子

ども達が使い続ける大切なツールであると述べている。

西郷 (1979) やエリン ・オリヴァー ・キーン (2014) の 「同化」や「共感」を伴う読みは，想像力

によるイメージ化，情動体験とそれに伴う葛藤等を生み，子どもの内面から掘り起こす読みにつながる

と考える。村上 (2018) は，多様な子ども達が学ぶ学校では「情動体験を出発点として科学的概念や論

理的囲考力を内側から耕し，育む学び論が必須である」と述べ「情動と認知の豊かな往還としての学

び」の重要性を示している。本研究においても，想像によるイメージ化，内言を耕すような情動体験を

大切にした読みを豊かな読みと捉えたい

(2)想像を働かせ，実感的な理解を王む読みについて

石津 (2002) は，大村はまの 「伝記」の学習で劇化を取り入れた実践から人物の実感的理解が図ら

れるような単元構成について紹介している。実感的理解とは，「読みとった人物を自身の生活に迎え入

れ，生活場面でその人物の言動を『からだ』を通して実感的に理解するとともに，その実感的理解によ

って自己を相対化し，生活をきりひらいていく読み方」と述べている。石津は「からだ」を通して実感

的な理解を図ることの意義を「登場人物を生き生きと立体的にとらえさせることができる」とし，人物

を生活している本当の姿で捉えることにつながるとしている。これらの実感的な理解を生む読みは，物

語の叙述を基に，想像上の空間で人物の出来事や立場，葛藤などを身をもって経験し，自分の感覚と結

び付けた形で理解することで，より深ぐ情景や心情理解につながるものである。これらを踏まえて実際

の授業では，動作化や書きかえ，役割音読，朗読などを取り入れていきたいと考える。

(3)授業における同化体験の課題

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，自分の好きなように読んでしまう傾向がある。
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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，その心情を想像することにつながっていかない。渡辺 (2008) は，実際の授業において「登場人物

になる活動が安易に捉えられ，理解の深まりとの結びつきが顧みられてこなかった点」を指摘している。

麻実(2010)や渡辺 (2008) 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

せたり役割音読をさせたりすれば，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。

西郷(1979)の述べる「同化」は，情景や登場人物の心情をイメージさせ，具体的 ・実感的につか砂こ

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

を丁寧に行う必要があり，教師はこのことを大切にした授業を組み宣ててくことが求められる。

以上を踏まえ，本研究では「豊かな読み」を育むために，物語の舞台設定の理解（情景のイメージ化），

登場人物の人物像の理解，葛藤場面における心情の実感的理解を目指し，単元全体を通して段階的に読

みを形成していきたい（図 2)。

本研究における豊かな読み

想像力によるイメージ化，

子どもの内面から耕す情動

体験を伴う読み I ...  

①物語の舞台設定理解

（情景のイメージ化）

豊かな読みにせまるための手立て

実感的理解

生活場面でその人物の言動を 『からだ』を通して実感的に理解す

る（同化）
I 

授業での具体的な手立て
・役割音読 ・動作化 ・書きかえ ・朗読

②登場人物の人物像の理解

③葛藤場面の心情理解

作品の舞台設定理解，人物像理解とそれにまつわる叙述を丁寧に読

み，心「青の実感的理解へつなぐ単元づくり

図2 本研究における豊かな読みとその手立て

4. 研究の対象と方法

公立小学校第 5学年児童31名（男子17名，女子14名）を対象に，国語科の単元「大造じいさんとが

ん（全10時間）」 (2019年 9月実施）と「雪わたり（全12時間）」 (2019年10月 ・11月実施）を取り上げ

た。検証はICレコーダー， ビデオによる児童の発言や授業後の振り返りの記述から，舞台設定の理解

（情景のイメージ化），人物像の理解，実感的な心情理解の視点から豊かな読みを分析した。

5. 研究の実際

(1) 「大造じいさんとがん」の授業実践全10時間

①単元名 椋鳩十の作品を読んで私と動物の物語を書こう／教材名 「大造じいさんとがん」

②単元の指導目標

椋鳩十作品を読み，登場人物の人物像や心情変化について，描写を基に捉えて読むことができる。

③授業の実際と子どもの読みの実態

【個の学びの様子】

A児は，登場人物の心情や情景の理解を苦手としていたが，この単元を通して読みの深まりが見ら

れた。B児は，この単元で優れた読みを見せた児童である。山場の心情理解から，大造じいさんが，残

雪をどのように考えているのかを深く考えることができた。 2人の読みを以下に示す。
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授業のねらいと手立て 子どものノート記述．感想（下線と番号は筆者による）

A児 B児

第 2時物語設定の理解を 大造じいさんの「血管のふくれ 大造じいさんの人物像について，私は戦場

図り ，情景をイメージす たがんじょうな手」という文か （狩り場）の時では，強くて頼もしい，完璧な

る。 ら，大工さんみたいという意見が じいさんで，仲間と集まって話をする際は優し

【舞台設定の理解】 でました。ぼくはじっさいに大工 くて，思いやりのある，皆に人気のじいさんで

【人物像の理解】 さんの手とかみたごとないからみ 皆の目標であり， リーダーのようなじいさんと

設定された場面が具体的 てみたいし，大造じいさんの手は 思いました。②だからじいさんは人一倍プライ

にイメージできるように意 どれくらいごつごつしていて血か ドが強く，がんをひきょうな手で殺さなかった

味調べや，画像で理解を促 んがふくれて，がんじょうな手① んだと思います。

す。さらに大造じいさんの というものをみてみたいです。し

人物像（職業や性格）につ かも， 7 2さいで，こしもまがっ

いて対話し，登場人物に対 ていないから，ぼくも年をとって

するイメージを膨らませ もこしとかまがらないようにした

る。 いです。

第4・5時動作 化により ぼくは，ざんせつをうてそうで 一番最初にきた気持ちぱ悔しいという気持

登場人物への同化を促し， うてないきょりだったからぼくだ ち。次にきたのは，次こそは ・・・・ という対

心情を実感的に捉える。 ったらちょっとむかつくと思いま こう心。鳥なのに・ ・・・なぜ？さすが。④

【葛藤場面の心情理解】 した。 大造じいさんが銃を下ろした際とがんが胸の

山場の場面で大造じいさ ぼくは，大造じいさんは，ざん あたりを紅にそめた際の心境をまとめた言葉が

んの行動を動作化したり， せつのことをたかが鳥とか思って 「大造じいさんはただの鳥に対しているような

その時に大造じいさんの見 いたけど，今は，すこ‘いやつだな きがしなかった」という言菜だと思う。けれ

ていたものを想像したりす と思っていると思いました。③ぼ ど，銃を「なんと思ったか」下ろしてしまった

ることで，その心情の実感 くはざんせつのことはとてもリー と書いてあるので，銃を下ろした際の心境はあ

的な理解と情景のイメージ ダーとしてのほこりをもっている まりくわしく書かれていないかも。

化を図る。 んだなと思いました。

第6時 山場の部分を三人称 ぼくは，大造じいさんになりき 今日は，大造じいさんを自分をおきかえて，

の視点から一人称の視点に って文を書くことをして，だれか 文をかきました。かきはじめたら，手がとまら

書き換える のことをなりきって文を書くこと なくなって，⑥最終的には，ほとんど， 自分が

【葛藤場面の心情理解】 は，こんなに楽しいことがしれま 思ったことしかはいっていなく，よみかえした

「大造じいさん（三人称）」 した。⑤次はちがう人のことをま 際にびっくりしました。次回もこのようなこと

を「おれ（一人称）」に書き ねして文をかきたいです。 をしてみたいです。

換えることを通して，登場

人物の心情を豊かに想像し (A児のなりきり作文） (B児のなりきり作文）

て読んだり書いたりする。 おれは，なんてひきょうなこと 残雪だ！今までの恨みをすべてはらしてくれ

教科書の文
をしていたのか。残雪は仲間をす る！俺はそう思い，銃を肩に当て，残雪を狙っ

くいたいと思っているのにじゅう た。だが， 自分でも無意識のうちに銃をおろし
残雪だ。大造じいさんは，

でうとうなんてどんなにひきょう ていた。なんなのだろうか。残雪には救わねば
ぐっと銃を肩にあてて残雪

なことか。⑦残雪は，第二のてき ならぬ仲間の姿しか見えていない。ここまでの
をねらった。が，なんと思っ

かと思って正面からおれをにらみ 苦労をごんな卑怯な手で殺してしまっていいの
たかふたたび銃をおろして

つけた。それは，まるで頭領らし か。だが，今はチャンスだ。こんな機会は滅多
しまった。残雪の目には，人

い，態度でおれをにらんでいた。 にない。俺は再びそう思い，銃を構えようとし
間もはやぶさもなかった。

そのときおれは，こう思った。残 た。だが俺の意思とは反対に手が動かない。そ
ただ救わねばならぬ仲間の

雪とまた，堂々と戦いたいと思っ してもう一つ不思議なことがあった。感動だ。
姿があるだけだった。いき

た。 俺は今，感動している。残雪は自分の命より，
なり敵にぶつかっていっ

仲間の命を大切にした。人間は， 自分の命しか
た。（教育出版 5年上）

守らない。人間とはどんなにちっぽけなのだろ

うか。俺に今，残雪は殺せない ・・・・ ⑧

(2) 「雪わたり」の授業実践全12時間

①単元名 「宮沢賢治の世界を朗読会で伝えよう」／教材名「雪わたり」 全12時間

②単元の指導目標

登場人物や場面の描かれ方，相互関係や心情を想像しながら読み，表現を工夫して朗読をする。
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③手立てと授業の実際

授業のねらいと手立て 授業の実際（子どもの感想・作品等）

下線と番号は筆者による

0宮沢賢治の作品や雪わたりの世界を戸葉や絵と して

ーー習一ぐ` つ疇
'" とし尉:'ず尺1.Jiらずヽ ,} a"• つ;, C gヽ森., ii危印きぅょ1iI ~ ・ 危,長uざ'が砂"えfr~こ 用ff " しこ! ~ ~ ~ 事 イメ ージできる。

前 【舞台設定の理解】

「雪わたり」に出てくる語句調べ，きつねにまつ

わる慣用句やことわざ，宮沢賢治の童話に出てくるオ

ノマ トペ探し，物語に出てくるきつね像をグループで

'候のt,ばY, ぅらばな~咄わ合れ ;', ~ねのよ名:'＇ と起"r"''そこへ~ な—＿楚ピ' f七っ品立 ~ 恥にt " 
ポスターにまとめた。雪の降らない沖縄ではイメージ

を描くためにも特に重要な取組であると考えた。

閃かに ］ I 

図3 雪わたりに関するポスター

第 0物語設定の理解を図り，情景をイメ ージする。 今日は，雪わたりができる日はどんな日か想像して

2 【舞台設定の理解】 雪わたりは雪がこおって大理石よりもかた＜，空もな

「雪わたり」ができる日はどんな 日なのかを想像 めらかな青い石の板のようになって雲一つなく冷たい

3 する。設定された場面が具体的にイメージできるよう 風がふく ，⑨一年に一回あるかないかくらいのきちょ

時 に意味調べや，画像で理解を促す。大理石の板に実際 うな日なんだとわかりました。そして，ぼくは雪わた

にふれてみることも行った。 りができる 日は地面でねそべってみたいと思いまし

「好きな場所へどこまででも行ける日」について， た。⑩

自分ならどんな所へ行きたいかを問う（同化）。

第 0登場人物の人物像の理解 学級でまとめた登場人物の人物像

4 
【人物像の理解】 四郎 ・・・・ やさしく妹思い，勇気がある

「会話」「行動」「様子」に着目し，人物像を捉える。 かん子 ・・・ はずかしがり屋，こうき心がある
時 ー場面から捉えるのではなく ，物語全体から捉える。 紺三郎・・・ リーダー，やさ しい，少 しきどっている

第 0役割音読で山場場面の熱藤を実感的に理解する。 だんごを食べている時のごとを考えてみると，た＜

6 【山場場面の心情の実感的理解】 さんの理由がでてきました。ふり返ってみると ，立二

時 山場場面における 四郎 とかん子が「だんごを食べ ねと 四郎 とかん子もどちらも不安ということもわかり

る」という行為は，食を介して共感の広がりを生む重 ました。おどったということは，今までやった中で一

要な場面である。語っている人物の気持ちになって役 度も人がきたごとがないというごとだと思います。⑪

割音読をすることで，その人物と同化することを促

し，場面や心「青を実感的に理解することにつなげる。

第 0場面を関連付け，総合して意味づけることができ 「幻灯会から帰ってきた四郎の日記」

7 る。 きつねに幻灯会にさそわれちゃったよ。ちょっときっ

時 【山場場面の心情の実感的理解】 ねは信用できなかったらしく ，妹のかん子は「きつねの

「団子を食べる」という幻灯会での重要な出来事につ だんごはうさのくそJ⑫と言ってたんだよー。でも，実

いて四郎やかん子の立場で 日記や手紙を書き （同 はとても優しいきつねがたくさんいたんだ ！だってお

化），その後「00の日」と名付けることを行った。 いしい団子をくれたし，「たとえ体をさかれてもきつね

ここでは，一つの答えに集約する読みではなく，それ の生徒はうそ言うなJ⑬などと言っていた。だから，本

ぞれが感じたことを表現することをねらいとする。第 当は，きつねは，よっぱらった人にだまされたといわれ，

6時での山場の葛藤場面を個々の子どもがどう読みと だましたという無実の罪をきせられた，優しく ，かわい

ったのかが見える活動であると考えた。 そうな動物だ ！！ きつねはだましたりしないんだ ！

幻灯会の日に名付ける湯「疑心暗鬼解放記念日」

ごの 日は，人間にとって初めてきつねを信用した日

である。人間は勝手にきつねはわるいやっと思ってい

たけど，その考えががらりと変わったから。⑭

【学級全体の読み】

「ごかいが解けた日」「良い評判記念日」「きせきの

日」など，総藤場面の意味づけができた (31名中29

名）⑮。「だんごの 日」 や「幻灯の 日」など，物語中の

言葉をそのまま使って名付け，蒋藤場面の理解とつな

がらないものもあった (31名中2名）。
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第
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ら

11
時

0 「雪わたり」の好きな場面を選び，グループで朗読

をする，「賢治童話」を選び，好きな場面を朗読する

という 2段階で朗読会を構成した。

【心情の実感的理解】

その時の情最や登場人物の心情を想像して書き込み

をする。からだ全体を通してその人物の言動や心「青を

実感的に理解する。

朗読の達人を目指して

・場面の様子や人物の気持ちが伝わるように読む

・人物像が伝わるように読む

・聞き手に情景が広がるように読む

表2子どもに示した朗読のポイント

※書き込みをする際のポイントとしても活用した
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・台詞を自分で書

き加えたり，動作

化を取り入れたり

しながら，朗読を

楽しむ姿が見られ

た。

朗読のための書き込み

6. 授業実践の考察

(1)物語の舞台設定の理解（情景のイメージ化）

「雪わたり」の実践下線⑨の子どもの感想から舞台設定についで情景のイメ ージを膨らませ， 雪

わたりができる日が貴重な日であり ，子ども達にとって楽しみな日であることを理解していることがわ

かる。さらに下線⑩では，「雪わたりができる日にねそべってみたい」とあることから自らを作品世界

に置き，登場人物になりきって実感的に作品の舞台を理解している。これは，西郷 (1989) の述べる同

化体験であり，子どもは作中に身を置き，登場人物になりきって「雪わたり」の世界を体感 していると

捉えられる。事前の調べ学習で慣用句やことわざを調べた子どもの中には「きつねは悪いものと して描

かれていることが多い。」 という気づきがあった。これは，物語の重要な伏線である「人間が描くきっ

ねに対する悪い評判」「きつねのだんごはうさのくそ」という叙述と関連している。そのつながりで第

7時， 下線⑭の「人間は勝手にきつねはわるいやつだと恩っていた」というきつねに対する人間の見方

を現実世界の自分と結びつけて理解することにつながったものだと考える。

(2)人物像の理解、

「大造じいさんとかん」の読みにおいてA児は，登場人物の授業における他者との読みの交流にお

いて，想像が広がり，下線① 「大工さんのよう 」「ごつごつ したがんじょうな手」など，イメージを描

くことができたと捉えられる。B児の下線②からは大造じいさんの人物像を I強くて頼もしい」だけで

なく 「優しい」など様々な登場人物の立場から人物像を多面的に捉えることができている。これらは麻

美 (2010)が述べる 「人物にまつわる表現を吟味しながら読むこと」であり ，登場人物の状況の理解が

深まったと捉えられる。

(3)心情の実感的理解

「大造じいさんとがん」第4・ 5時では，大造じいさんの視点に立って動作化し，その時の登場人

物になりきることで実感的な理解を促した。下線③ 「ぼくだったらちょっとむかつくと思った」「いま

はすごいやっと思っている」，下線④ 「悔しさ」と 「対抗心」とあるように，がんの頭領である残雪に

逃げられた際の心の機微を実感的に理解していると捉えられる。A児が表現した下線⑦ 「残雪は仲間を

すくいたいと思っているのにじゅうでうとうなんてどんなにひきょうなことか」は，大造じいさんと同

化 し，それを自分の読みとして表現されている。B児は，書きかえによって教材本文の話者視点の表現

「残雪には人間もはやぶさもなかった」を大造じいさんの視点による表現「残雪には救わねばならぬ仲

間の姿しか見えていない」に書きかえて， 自らの読みに位置付けている（下線⑧）。さらに 「だが，俺

の意思とは反対に手が動かない」など，葛藤場面の心情を想像することにつながった。下線⑤⑥より，

A児も B児も想像したことを文に表すことは楽しい活動であったと捉えられる。
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「雪わたり」第 6時，下線⑪は山場の鵜藤場面できつねの作った「団子を食べる」ことの意味を一

人の登場人物の視点から捉えるだけでなく，人間ときつねの両方の立場から理解している。役割音読は

叙述から想像を広げ，人間に信用されていなかった今までのきつねの思いを捉えることにつながったと

推察される。四郎の立場で書いた日記下線⑫⑬は，教科書からの引用である。この引用部分は山場を捉

えるための重要な叙述であり，物語の全体像をふまえ，主人公の心情の変容のきっかけとその理由を理

解していると捉えられる。

第 8時,...__,11時の朗読では登場人物の気持ちになりきって，「真剣に読む」「信じているように」「とび

跳ねるような感じて」など心情を想像してその時の人物の心情に合った読みを工夫 していた（図 4)。

畠山 (2015) は，「朗読そのものが鑑賞の一過程として働き，作品解釈のための重要な手段」と述べて

いる。朗読が単なる鑑賞の結果を示すものではなく，解釈そのものに作用するという意味において，朗

読会での「足踏みや手拍子」「物を用いる」「声色を変える」という子どもが自ら行った様々な工夫は，

作品の解釈を深め，心情や情景の実感的理解につながるものであったと捉えられる。

(4) 「舞台設定の理解」「人物像の理解」「心情の実感的理解」のつながりから

第 7時は，場面を関連付け，総合して幻灯会の日を意味づける活動を行った。下線⑮から学級の

93. 5%が，「幻灯会の日」に理由を明確にして名付けることができた。これは，葛藤場面における役割

読みを通して実感的理解を図ったことが意味づけることにつながったと考えられる。「きせきの日」と

名付けた子どもは，幻灯会を催せる日は雪わたりができる特別な日であることや「紺三郎さんの優しさ

を信用して団子を食べた」など，舞台設定の理解や人物像の理解が山場の心情の理解につながっている

ことが見いだせた。

7. 個の変容 A児に着目して

ここでは， 4月の物語単元で，主人公の心情や心情の変化を捉えることができなかったA児につい

て取り上げる。「大造じいさんとがん」 (10月）では，次のような単元の振り返りを書いている。

「大造じいさんとがん」 A児の授業後の感想 下線は筆者による

ぼくは，さい初大造じいさんは， 血かんのふくれた大きい手でごつい人と思っていました。

でも読んでいくうちに大造じいさんは，こんなにやさしく勇気のある人だなと思いました。なぜなら，がんをうつと

思ったのにうたなくて，さい後に助けたからです。大造じいさんは，作戦をいっぱいかんがえたりしていました。そ

の中でいち番かわいそうだなと思ったところは，小屋もぐりこみ作戦です。ぼくは，つくえの下にもぐりこんで大造

じいさんの気持ちになると残雪たちが来るのが楽しみでした。でも，その時は何日もかけて作戦をやったのに 1び

きもとれなかったからかわいそうだなと思いました。また，残雪は，すっごく頭がいいと思いました。あやしいとこ

ろがあったら仲間を近づけないからです。こんなに頭がいい鳥なんて残雪ぐらいしかいないと思いました。

A児は最初に捉えていた「ごつい人」という 一面的な人物像の捉えから，読み進めていくうちに

「やさしく勇気のある人Jと深まり，物語全体から人物像を多面的に理解することができている。さら

に，「つくえの下にもぐりこんで，大造じいさんの気持ちになると残雪たちが来るのが楽しみだった」

と動作化による読みが実感的な心情理解につながっていることがわかる。葛藤場面を主人公になりきっ

て書きかえることが楽しかった，他の人になりきることもやってみたいという意欲につながった。

「雪わたり」 (11月）の授業では，最初の段階で「なぜ， 11才以下しか幻灯会に参加できないのか」

という自分なりの問いを持って授業に臨んだ。第 5時でその問いを取り上げて授業を行ったところ，

「子どもの時にきつねは悪くないと知ってもらうことで，きつねの評判を良くしたいという思いがあっ

た」という自分なりの解を得ることにつながった。A児は，第 5時の感想で「ずっと疑問に思っていた

ことが知れてうれしかった」と述べている。第 6時の山場の場面でも意欲的に発言し，これまでの登場

人物との関わりから 「紺三郎さんがうそをつかないと信じ，決心して食べた」と葛藤場面での心情につ

いて理解することができた。A児は授業後のアンケートで，「登場人物になりきって日記や手紙を書く
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こと」「役割読み，動作化」が楽しく，読みが深まったと答えている。 A児にとって，書かれているこ

とを取り出すだけの読みではなく，動作化や書きかえなど同化を促し，自分の感覚と結びつけて登場人

物の葛藤の実感的理解を得る読みは，登場人物の心情理解につながったと推察される。

さらにA児の読みから，山場の葛藤場面の心情理解には「人物像の理解」が深くかかわっていること

が見いだせた。 A児は「雪わたり」において紺三郎の人物像を行動や会話から「やさしい」「しつかり

している」と捉えており，紺三郎さんが人間の子をだます訳がないと思っている。この人物像を踏まえ

た読みが，「紺三郎さんがうそをつかないと信じて食べた」という葛藤場面の心情理解を促したと考え

られる。登場人物の人物像に迫る多様な活動とその表現の交流が，葛藤場面の心情の実感的理解と結び

つき， A児の変容につながったと捉えられる。

8 まとめ

本研究は，想像によるイメージ化や内言を耕すような情動体験を基軸にした豊かな読みを育むこと

を目的に，単元全体を通して「物語の舞台設定の理解」「人物像の理解」「実感的な心情の理解」の読み

を段階的に形成してきた。 A児の変容から，「同化」を促し実感的理解を伴った読みは， 自分と結びつ

けて読むことにつながり，情景を具体的にイメージしたり心情のより深い理解につながったりすると捉

えられた。また，多面的な人物像の理解や丁寧な舞台設定の理解が山場の葛藤場面の心情理解につなが

ることが実践を通してわかった。よって単元全体でのこれらのつながりを意識しながら，段階的な読み

を形成していくことが実感的な理解をともなった豊かな読みを形成する上で重要であることが見いだせ

た。本実践では，実感的理解に導くための朗読，書き換えなどの言語活動を教師が設定し，意図的に行

ってきた。今後は，「共感」や「同化」を促し実感的理解を伴う「読みの方法」を子ども自身が自覚し

し，活用していけるような授業を構築していくことが必要であると感じている。
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