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色々な動きとはどのような動きか具体的に示されてお

1．はじめに

らず困惑している（細川ら，2003）状態にあり，題材

小学校低学年の表現運動系の領域は「表現リズム遊

から現れた動きを整理し示すことが必要である．

び」とされ，「表現遊び」と「リズム遊び」で内容が

そのため，題材から児童はどのような動きを現すの

構成されている．表現遊びは「動物や乗り物などの題

か，その動きには児童の発想がどのように関係してい

材になりきる」
（文部科学省，2008）という特性があ

るのかを検討する必要があると考えた．

り，なる対象（題材）の特徴をとらえてそのものにな
りきって表現することが楽しい運動である．つまり，

2．研究目的

題材からイメージを発想し，その発想を動きにつなげ
るものが表現であると言える．そのため，表現遊びで

本研究では表現遊びにおける現れた動きの類型化を

は題材からの「発想」と「動き」の関わりが重要であ

し，発想と動きがどのように関係しているのかを明ら

り，押さえなければならない点である．

かにすることを目的とする．

表現における動きについて村田ら（2009，p. 10）は

表現遊びに着目した理由として，低学年の表現遊び

「違いがあるから面白い」
と述べているように，動きが

に関する先行研究はあまり見当たらないこと，また未

個別化し多様化することがダンスの楽しさや動きの上

分化の時期で照れが少なく豊かな表現が表れると想定

達につながっていると言える．つまり，同じ題材にお

し，着目した．

いても多様な動きを引き出し，その児童自身の「独創
的な動き」を創出させることが，表現遊びでの学習の

3．研究方法

1 つとなる．
また，あるクラスや集団の中で題材を与えて自由に

対象は小学校 2 年生の児童で O 小学校 33 名，N 小学

表現させた場合，児童の半数以上が同じような動きを

校 29 名である．O 小学校は受験があり，N 小学校は受

行うという報告があり，先行研究では
「定型的な動き」

験がない学校である．実験は 2011 年 7 月 8 日（O 小学

（西・本山，1998）と示されていた．本研究ではこれ

校）と 7 月 13 日（N 小学校）に行なった．

を「典型的な動き」と示す．典型的な動きとは，例え

研究方法は 3 つの内容で行った．まず，絵カードを

ば「花」を題材に表現した場合，手首を合わせて指先

提示して児童が即興的に動く実験を行った．指導は一

をひらく動きが「典型的な動き」であり、
「鳥」を題材

切せずに，児童から自然に現れる動きを抽出した．次

とした場合は立位姿勢ではばたく動きが挙げられる。

に児童全員に質問紙調査，ランダムに抽出した 3 名の

このように表現における動きには「典型的な動き」

児童によるインタビュー調査を行った．詳細は以下の

から
「独創的な動き」
，またその間の様々な段階の動き

通りである．①実験からは児童の動きを，②質問紙と

が考えられる．
「典型的な動き」からより多様で「独創

③インタビューからは児童の発想を探る手がかりとし

的な表現」へ移行させるためにも、題材による典型的

た．実験者は筆者本人である．
また，本論文では，ゾウのみの動きを分析対象とし

な動きや独創的な動きを検討し、現れた様々な動きを
類型化していく必要があると考える。現場の教員も，

て取り上げ，詳細に分析していく．
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①絵カードを提示して児童が即興的に動く実験

せていた児童は，ゾウの様々な状況を想像して表現し

ゾウ，ウサギ，ヘビ，
，ヘリコプターなどの絵が描
かれたカードを １ 枚ずつ提示し，児童がそれを見てそ

ていたと考えることができ，動きが連続していたこと
が特徴として挙げられる．

のものになりきって表現する実験を行った．活動時間
は１枚約１分であり，その時間内に現れた動きを分析し

② N 小学校のゾウの動き

た．3 台のビデオカメラで撮影し，のちに映像を 3 名で
観照し，動きの形態，質感などを詳細に記録し分析を

N 小学校の児童から現れたゾウの動きは表 2 の通り
である．

行った．

O 小学校と同様に片手を動かす児童が 24 人（82.2%）
と最も多く，N 小学校においてもゾウの典型的な動き

②質問紙調査

と言えるが，O 小学校と比較したところ N 小学校はす

実験が終わったあとに児童全員に質問紙調査を実施
した．ゾウ，ウサギ，ヘビ，ヘリコプターのどのよう

べて立ち姿勢であった．つまり，ゾウは鼻が長いとい
う特徴のみの発想と考えられる．

な状態を表現していたのか，題材に対する発想を理解

そして，押し合う，取っ組みあう，追いかけるなど

するために行った．児童には「動物や乗り物が何をし

の動きも 10 人（34.5%）と多く，ゾウを表現している

ているところだったかな？」という質問をし，自由記

様子ではない児童も多くいた．

述で回答を得た．

両手を合わせて上下に動かす動きが 1 人（3.4%）い

③インタビュー調査

たが，O 小学校では 5 人（15.2 ％）の児童が同じ動きを

ランダムに抽出した ３ 名の児童にインタビュー調査
を行った．対象児童全員に実施することが物理的に困

しており，O 小学校のような独創的な動きをしていた
児童はほとんどいなかったと窺える．

難なため，各校 3 名に限定した．題材に対するより詳

また，単発の動きをしていた児童は 24 人で、複数の

細な発想を理解するために，児童の題材に関わる経験

動きを組み合わせて動いていた児童は 5 人であり，O

などを中心にインタビューを行った．半構造化面接の

小学校と比較すると単発の動きが多い傾向にあった．

形式で，「見たことがあるか」
「どんな感じだったか」

つまり，ゾウからの発想が単発であり，連続した多様

などの質問を中心にインタビューをした．

な動きをしている児童が少ないことが分かった．
③ O 小学校と N 小学校の動きの違い

4．結果と考察

O 小学校と N 小学校ともゾウの表現の時に片手を動

（1）児童の現れた動き

かす児童が最も多く，ゾウの典型的な動きは片手を動

① O 小学校のゾウの動き

かす動きであることがわかった．しかし，片手を動

O 小学校の児童から現れたゾウの動きは表 1 の通り

かす動きにおいても，O 小学校は立ち膝や四つ足など

である．片手を動かす児童が 26 人（78.8%）と最も多

様々な身体の状態の児童がいたのに対し，N 小学校は

く，ゾウの典型的な動きと言える
（図 1，2，3 参照）．両

立ちのみの姿勢であった．つまり N 小学校はゾウから

手を合わせて上下に動かす児童（図 4）は 5 人（15.2%）

の発想が「鼻を動かす＝手を動かす」という単発な発

おり，これらはゾウの長い鼻を発想し表現していたと

想であり，多様な動きに繋がらない児童が多いのでは

考えられる．立ち姿勢や立ち膝、しゃがむなど様々な

ないかと考えられた．さらに，O 小学校はゾウの表現

状態の児童がおり，ゾウの長い鼻の特徴のみを捉えて

をしていない児童の姿も目立ち，なりきって表現して

表現している状態かゾウの形態に近い状態での動きか

いる児童の姿があまり見られなかった．

という違いが見られた．

以上のことから，同じ小学校 2 年生においても現れ

そして，独創的な動きに関して「片手を床につけて

る動きは異なり，表現の状態に大きな差が生じている

細かく歩く」動きや「天狗のように手を鼻に付け左右

ことが明らかとなった．差が生じた理由として，題材

に振り移動」する動き（図 6）などがあった．周りの児

（ゾウ）に対する発想が異なり，1 つの題材から多様

童とは違った観点でゾウを捉え，独自の視点で動いて

なイメージが出るか出ないかが大きな理由として考え

いる児童が独創的な動きをしていたと考えられる．さ

られる．多様なイメージを出すためには，今まで経験

らに，四つ足で片手を上げて移動する動き（図 5）も

した中でその題材になるものをどのように捉えて認識

独創的な動きと考えられ，片手のみを動かすのではな

しているかが関係していると考えられる．本研究の対

く，身体の複数の部分を意識し身体全体で表現してい

象は受験がある O 小学校と受験がない N 小学校の 2 校

る動きも独創的と言える．

で，就学前の経験が異なり，このような違いが現れた

また，表現をしている間，単発の動きのみを繰り返

のではないかと予測できる．

していた児童は 19 人で，複数の動きを組み合わせて動
いていた児童は14人であった．複数の動きを組み合わ
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表1

児童から現れたゾウの動き（O 小学校）

表2

児童から現れたゾウ動き（N 小学校）

n=33
ゾウから現れた動きの形態
片手を動かす

両手を合わせて動かす
四足

児童数 割合
（%）
立ち

18

54.5

立ち膝

5

15.2

しゃがむ

3

9.1

立ち

3

9.1

立ち膝

2

6.1

四足で片手を振る

3

9.1

n=29

小計
片手を動かす（立ち）

24

82.8

6

20.7

押し合う，取っ組み合う

6

20.7

追いかける，走る

4

13.8

両手を合わせて上下に動かす

1

3.4

仰向けで右手を挙げて左手で右手の腕をなぞる

1

3.4

右手を挙げ左足をあげて上に向かって伸びる

1

3.4

43

148.3

5（15.2%）

四足移動

2

6.1

立ち膝移動

2

6.1

2（6.1%）

ステップ移動

3

9.1

3（9.1%）

ジャンプ

3

9.1

3（9.1%）

片手を床につけ足で細かく歩き倒れる

1

3.0

1（3.0%）

天狗のように手を鼻に付け左右に振り移動

1

3.0

1（3.0%）

右手で児童を叩きながらターン

1

3.0

1（3.0%）

47

142.4

割合
（%）

叩く以外の関わり

26（78.8%）

5（15.2%）

児童数

〈典型的な動きの例〉

図1

肘に手を置いて片手を動かす

図2

鼻を二の腕につけて動かす

図3

片方の手を腰に置く

〈独創的な動きの例〉

図4

立ち膝で両手を合わせて

図5

四足で片手を上げて動かす

上下に動かす
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図6

天狗のような手
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表3

児童の発想（O 小学校の質問紙より）

表4

児童の発想（N 小学校の質問紙より）

n=33
ゾウで記載した内容

2

6.1

鼻をだらだら動かす

1

3.0

鼻をふらふら

1

3.0

鼻がからまっている

1

3.0

鼻を動かす

1

3.0

鼻をふる

1

3.0

鼻を回す

1

3.0

鼻を振りまわし，何かを探していた

1

3.0

鼻

歩くこと

他との
関わり

歩く

6

18.2

のしのし歩く

1

3.0

散歩

1

3.0

他の象と戦っている

3

9.1

威嚇している

1

3.0

はなで戦い，嬉しそう

1

3.0

水かけ

2

6.1

友達に水かけ

1

3.0

鼻を振りまわしたり水かけ

1

3.0

鼻ぶらぶら，水かけ

1

3.0

のそのそ歩いて鼻をゆらしてる

1

3.0

ぱおーん

1

3.0

水

複数の事
鳴き声

その他

児童数 割合
（％）

鼻をぶらぶら

興奮している

1

3.0

ごはんを食べている

1

3.0

象の角

1

3.0

子どもの象

1

3.0

33

100

計

n=29

小計

ゾウで記載した内容

鼻
9（27.3%）

鼻を大きく振った

4

13.8

鼻を大きく動かす

1

3.4

鼻をぷらぷらしてる

1

3.4

鼻ふらふらする

1

3.4

小計

11（37.9%）

3

10.3

1

3.4

のしのしやった

1

3.4

逃げるとこ

1

3.4

大きく手を振った

2

6.9

手を動かす

1

3.4

手を

1

3.4

手をぶつからせてふりまわした

1

3.4

ぶつかり合った

1

3.4

鼻を動かして衝突

1

3.4

水遊び

2

6.9

2（6.9%）

鳴き声

パォーン

2

6.9

2（6.9%）

感情

たのしい

1

3.4

1（3.4%）

29

100

手
5（15.2%）
他との
関わり
水

計

1（3.1%）

4（12.1%）

13.8

歩いている

8（24.2%）

3（9.1%）

4

のしのしあるいて手を伸ばす

歩くこと

3（9.1%）

児童数 割合
（%）
鼻を動かす

6（20.7%）

5（17.2%）

2（6.9%）

② N 小学校のゾウに対する発想
質問紙から得られた N 小学校児童のゾウに対する
発想は表 4 の通りである．N 小学校の発想は、
「鼻を動

33

かす」「鼻を大きく振る」「歩いている」などの記述が
多く，ゾウの動き方に関することが主であった．その

（2）児童の発想（質問紙調査から）

ため，どのような感じで動かすのかということではな

① O 小学校のゾウに対する発想

く，動かし方の説明を記述している傾向にあると考え

質問紙から得られた O 小学校児童のゾウに対する
発想は表 3 の通りである．記載した内容で，ゾウのイ

られる．この場合，感じのある動きは出にくく，表現
に繋がらない動きと推察することができる

メージや様子に関することは太字にしており，鼻を
「ぶらぶら」
，
「戦っている」
，
「水かけ」などである．

また，複数の発想をした児童はおらず，単調な発想
が多く，これが単調な動きに繋がっていると考えられ

表 3 から「ぶらぶら」
「だらだら」
「のしのし」など

る．つまり，発想と動きは深く関係しており，発想が

擬音語をつけた記述や「戦っている」
「水かけ」など何

単調なほど動きも単調であり，豊かなイメージや多様

をしている状態かを明確にした記述が多かった．「鼻

な発想が動きを多様に変化させ，独創的な動きを引き

を動かす」や「歩く」といった動きの説明の児童は少

出すと考えられる．

なく，題材のイメージや何をしている様子が明確であ
る児童が多いと言える．相場（2010，p. 26）は「体は

（3）児童の発想と認識（インタビュー調査から）

色々な感じを持った動きで表現することができる」と

インタビュー調査ではゾウに関する経験や経験した

述べているように，表現では「感じのある動き」を児

場所，その経験した時のゾウの感じをインタビュー

童から引き出すことが重要である．そのため，発想も

し，ゾウに対する認識を明らかにすることを目的とし

ただの動きの説明ではなく，いかに
「感じのある動き」
に繋がるようなイメージを持たせることができるかが

た．インタビュー調査の結果は表 5（O 小学校）と表 6
（N 小学校）の通りである．

重要であると考えられる．

O 小学校と N 小学校とも全ての児童が見たことがあ

また，1 つの発想ではなく複数の発想をしている児

り，どの児童も動物園で見たことがあった．N 小学校

童が 3 人（9.1%）おり，この児童はゾウという 1 つの題

の児童 C のみは餌をあげた経験があり，
「気持ち悪い，

材から多様なイメージが表れている児童と言える．

もじょもじょ」というゾウの印象を持っていることか
ら，餌をあげたことによりゾウを間近でみることがで
き，単純なゾウの形態のみだけではなく，皮膚の質感

― 54 ―

表現遊びにおける児童の発想と動き

表5
O 小学校

インタビュー調査の結果（O 小学校）

る．カーヴェイ（1980）は，動作や事象の心的表象を

経験

A（女） 見たことがある

B（男） 見たことがある
C（女） 見たことがある

表6
N 小学校

どこで

どんな感じのゾウだったか？

記憶し，モデルが存在しないときでさえもそれらを思

鼻にね，ちっとねしわがついて
いた。鼻のてっぺんに，こー
なっているからこのへんに
ちょんちょんちょんって，切れ
目を入れたみたいな

い起こすことができることを「延滞模倣」と述べてい

動物園
テレビ

きく関係しており，そのときに児童が何を感じてどの
ようにその題材を「記憶」していたのか，
「題材になり

動物園
水をかけてるところ
サーカス
動物園

きること」はその記憶を再現することと考えられる．
そのため，どのような「記憶」として残っているかが

子どもの方はちっちゃくて好
き水遊びとかが好きで，水をか
けられたことがある

重要であり，それが表現へと繋がっていると考えられる．
（4）児童の発想と動き

インタビュー調査の結果（N 小学校）
経験

どこで

① O 小学校児童の発想と動き

どんな感じのゾウだったか？

A（女） 見たことがある

動物園

嫌い，怖かった，大きかった

B（男） 見たことがある

動物園

鼻をこうやって（手を動かす）

見たことがある
餌をあげた

動物園

気持ち悪い
もじょもじょもじょって

C（男）

る．つまり，題材になるものとの今までの関わりが大

O 小学校のゾウの発想と動きにおいて，歩いている
ところと発想した児童は 6 人おり，そのうち単発の動
きをしていたのは5人で複合した動きをしていたのは1
人だった．ゾウの発想が単調な児童は動きも単発なも
のが多い傾向にあると考えられる．
そして，ゾウと戦っていると発想した児童は 6 人お

なども観察していることがわかった．

り，そのうち単発の動きをしていたのは 1 人で複合し

ゾウの感じに関して，O 小学校の児童 A は，鼻を良

た動きをしていたのは 5 人であった．何をしている状

く観察し，詳細なイメージを認識している．鼻が長い

態かが明確な発想は動きの広がりに影響していると考

ことだけではなく，その長い鼻がどのようになってい

えられる．

るのか，ゾウのしわまでよく観察し，イメージとして

② N 小学校児童の発想と動き

記憶していたと考えられる．O 小学校の児童 B と児童
C は水かけの様子が印象的にあり，そのときのゾウが

N 小学校の発想と動きに関して，独創的な動きをし
た児童を詳細に考察した．

何をしていた状態であったかを鮮明に記憶していたこ
とが窺える．

独創的な動きをした緑 10 の児童（図 7）は，「水遊
び」という発想をし，
「仰向けになり，右手を上に挙げ

N 小学校の児童 A は「怖かった，大きかった」という

て左手で右手の腕をなぞる」動きを現した．鼻から水

回答であり，ゾウを印象としてとらえており，自分が

を上に噴射している様子が考えられ，他の児童がして

ゾウを見て感じたことを記憶している傾向にあった．

いない独創的な動きと言える．

N 小学校の児童 B は鼻の動かし方を見ており，特徴的

またピンク 3 の児童（図 8）は，
「鼻をふらふらする

な長い鼻がどのように動いていたのかジェスチャーを

こと」という発想をし，
「右手を上下に動かしながら歩

交えながら説明をしていた．

く→右手を挙げ、左足をあげて上に向かって伸びあが

つまり，同じ動物園のゾウにおいても，ゾウを捉え

る」動きを現した．鼻をふらふらするというイメージ

る観点が個々の児童によって大きく異なり，どのよう

が色々な方向に鼻を動かし，鼻を表現している手と連

にゾウを捉えたかによって，その捉え方が動きに影響

動して上体も引きあがり足も上がったと窺える．動き

してくるのではないかと考えられる．

のイメージが明確にあることによって，身体全体が意

また，インタビュー調査の際に，児童の回答の様子

識され，表現する身体になっていたと考えられる．

に違いが見られた．O 小学校の児童は，話が長く，自分

以上のことから，独創的な動きをする児童は動きも

の経験を思い出しながら話している様子が目立ったの

複合した動きをする傾向にあり、イメージに関する発

に対して，N 小学校は，回答が端的であり，単語で回

想と動きの多様性、独創性は大きく関わっていると考

答していたことが多かった．本研究ではランダムに抽

えられる。

出した児童 3 名を対象にしたため，全体の傾向を明ら
かにすることができないが，O 小学校の児童は，自分

③詳細な発想と動き

の経験の中のゾウの記憶や状態を言っていたのに対し

インタビューを交えたより詳細な発想と動きの関係

て，N 小学校の児童は「ゾウ」という全体的な自分の

に関して，インタビュー調査をした計 6 名の児童の中

印象を回答しているように感じた．つまり，同じ「ゾ
ウをみる」という経験をしていても，そのときに何を

から 3 名の児童を分析した．
【O 小学校

児童 A】

見て，どのように自分の中にイメージとして記憶して

O 小学校の児童 A は、インタビューからゾウの鼻の

いるかによって動きに大きく影響していると考えられ

しわの印象を強く受けていることがわかり、右手の肘
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図7

図8

図9

図 10

に左手を置き，手を動かしていた
（図 9）
．そのため，左

には，この「内なるもの」を豊かにする必要がある．

手が鼻のシワを意識して表現していたと考えられる．

そのためには，未分化な時期の幼児期や小学校低学年
期からの経験の質を高めることが必要であり，日頃か

【O 小学校

児童 B】

らの生活の中でのものの捉え方，感じ方を意識させる

O 小学校の児童 B はインタビューから「水をかけて

ようにすることが重要である．この経験がのちの表

いる」と発言しており，質問紙からも「水をふいてる

現，創作ダンスの表現力に大きく関わっており，この

ゾウさん」との記述があった．児童 B は水遊びをして

小学校低学年の時期に，様々な遊びを通して見て体験

いるゾウの印象が強く，四つん這いになって水をふい

すること，また動いている対象を「見て」，その対象の

ている動きが見られた（図 10）
．児童自身の中のゾウ

特徴を捉えて記憶し，認識することが必要であると考

の様子を表現して動いていたと考えられる．

えられる．

【N 小学校

児童 C】

5．まとめ

N 小学校の児童 C は、インタビューから
「鼻がもじょ
もじょして気持ち悪い」という印象を受けており，そ

ゾウの典型的な動きは「片手を動かす動き」であり，

の鼻を他の児童にあてる動きをしていた．気持ち悪い

姿勢の違いや手の置き方など細かに異なり様々な段階

鼻の表現は特には見られなかったが，鼻の印象が強

があった。片手を動かす動きにおいても，片手をただ

く，鼻を意識した動きをしていたと考えられる．

動かしている児童とゾウの鼻の感じがよく表れている

以上のことから，インタビューと質問紙と動きをか

児童とその質感は異なるものであった．その他の現れ

け合わせて分析を行なったところ，今まで得てきたゾ

た動きとして「両手をあわせて動かす」，
「四足で歩く」

ウの捉え方が，動きに大きな影響を与えていることが

などがあり、
「天狗のような手」や「仰向けで腕をな

明らかとなった．ゾウに対する認識は今までの経験が

ぞる動き」などの独創的な動きも現れた．動きの違い

影響しており，どのようにゾウを捉えたかによって動

は，ゾウを捉える観点が個々の児童によって大きく異

きの違いに影響していた．

なるため，どのようにゾウを捉えたかによって，動き
の違いに影響してくると言える．

（5）児童の発想と動きの関係

発想と動きに関しては，発想と動きは深く関係して

児童の発想や動きには、その題材に対する今までの

おり，発想が単調なほど動きも単調であった．豊かな

経験や認識の違いが影響しており、その認識の度合い

イメージや多様な発想を持たせることが，動きの多

によって発想や動きが異なっていることがわかった．

様さにつながり，独創的な動きを引き出すと考えられ

小嶋（2008）は，経験，観察，記憶，イメージ，思

る．

考，情動，感覚，感情などによって「内なるもの」が

今回，小学校 2 年生の O 小学校と N 小学校を対象と

形成されると述べており，この「内なるもの」が表現

したが，両校で大きな差が生じた．その理由として，

する上でなくてはならない重要な要素であると言え

それまでの経験や認識の違いが影響していたと考えら

る．
「内なるもの」
とは，外界を捉えたこころの動きと

れる．児童がものを捉える際に，単なる形ではなく，

捉えることができ，そのときの感覚や動き，思考など

何を感じてどのようにそのものを記憶したのかが重要

様々なものが相互に係わりあって独特の世界を構成し

であり，
「内なるもの」を通した発想と動きでなくては

ていると言える．つまり独創的な動きを引き出すため

ならないことが明らかとなった．
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表現遊びにおける児童の発想と動き

今後は，動きの分類を質的に行い，典型的な動きが
独創的な動きになる指導法を考えていく必要があると
感じた．
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