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Abstract
This paper explored the possibility of conducting physical education classes for the development of 

empathy. To this end, we examined both the listening behavior in the mathematics class and 

cooperative behavior while playing tag in the physical education class of 33 children in the 1st grade of 

elementary school. The tag game consisted of two defenders against three attackers. The listening 

behavior in the classroom was considered as the behavior of empathy, and evaluated by two researchers 

using video analysis of children’s gaze direction and postural stability while seated in the chair in the 

classroom. The loss scores in the tag game were regarded as cooperative skills of two defenders. As a 

case study, the movements of two different dyads in the tag game who showed different listening 

behaviors in the classroom were also recorded and analyzed. The authors also analyzed the movement 

of the players and the interpersonal distance between defenders and between attackers and defenders. 

Results revealed that there was a significant positive correlation between the listening and cooperative 

behaviors. This finding suggests that the dyads of children who had better listening behavior, that is, 

keeping the gaze directed at speakers and stable posture in the classroom, had lost fewer scores in the 

tag game. The case study of the tag games revealed that the dyads of children who had better listening 

behavior could maintain interpersonal distance between defenders, even if the number of attackers 

were more than that of defenders. On the other hand, the dyads of defenders who had poor listening 

behavior could not maintain interpersonal distance among themselves because they did not pay 

attention to other defenders’ movements. However, although the dyads with poor listening scored low 

in some games, they could show high cooperative skills in the tag game. The results suggest that the 

task constraints of the tag game led to cooperative skill; such task constraints in physical education 

could facilitate shared intention among children, which could be generalized to the development of 

empathy.
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緒　　言

1．体育授業における身体運動と共感
体育授業における身体運動が，児童生徒に及

ぼす心理的影響を検討したこれまでの研究例と

して，社会的有能感（新富ら，2010；上江洲，

2011），ライフスキル（上野，2011）や社会的

スキル（杉山，2004）の増進を確認した研究な

どが挙げられる．これらはいずれも個に着目し

たもので，他者との円滑な関係性の土台となる

共感機能の育成に，身体運動が及ぼす影響を調

べた研究は非常に少ないのが現状である．

共感は，他者の心の状態を頭の中で推論し理

解する比較的意図的なプロセスを含む「認知的

共感」と，場の状況に接した時点で自動的に身

体が反応し，同時に心の状態を考えるといった

「情動的共感」に分けられることが多い（梅

田，2014）．また，その役割と機能から，他者

の心的状態の推論と理解を行う行動的共感，共

感の自己認識である主観的共感，自律神経反応

を伴い他者の心的状態の理解を行う身体的共感

に分けられることもある．ここで共感とは，単

なるコミュニケーション能力を指すのではな

く，「心の理論」（バロン＝コーエン，1997）で

いうところの他者との「共同注意」を通しての

「意図の共有」を指す（トマセロ，2006，2013；

子安・郷式，2016）．この心的機能の発露は，

生後間もない反射に始まり，感覚運動行為を通

して自分の経験と他者の経験との関係を認識す

ることへ発展していくため，身体運動は共感の

育成に影響を与えるものと考えられる（Mascolo 

and Fischer, 2015）．

身体運動においては，他者の意図の推論と理

解を行う認知的共感，特に行動的共感が重要に

なると考えられる．高梨・関根（2010）は，

サッカーのゲーム中の選手の身体動作から，

ボール保持者と他の選手間の行為連鎖を記述し

ている．この行動連鎖は，観察可能な各選手の

身体運動から他者の志向状態，すなわち意図を

読み取る社会的相互行為に基づくものであると

している．Yokoyama and Yamamoto（2011）は，

サッカーの 3対 1のボール保持課題を事例と

し，上級者は他の仲間である二者との関係に常

に気づき，振る舞うことで上手な連携ができる

としている．そして連携のために必要な具体的

な力として，チームの仲間との相対的な位置関

係を察知して調整する協調力を挙げ，それを具

現化する練習道具を作成し，初心者において協

調力を高めることが上手な連携につながること

を確認している（Yokoyama et al., 2018）．これ

らはスポーツにおける他者との関係を調整する

能力，つまり他者への認知的共感，あるいは行

動的共感の重要性を示唆し，身体運動における

他者との協調や連携は共感に基づくものである

と考えられる．

この身体運動における他者との協調において

は，日常生活での行動特性が協調関係に影響を

及ぼすことを示唆する研究がある．例えば，他

者も含めた社会的な環境に対してアフォーダン

ス（生体に行為の可能性を指し示す環境から示

される情報）を知覚する能力を指す「社会的有

能感」の異なるペアは，社会的有能感の高い方

がリーダーに，低い方がフォロワーになるとい

う関係がつくりやすいことから，同程度の社会

的有能感を持つペアよりも同相同期を維持しや

すいという結果が示されている（Schmidt and 

Turvey, 1994）．また，二者での共同作業におい

ては，自閉症スペクトラム傾向の高い者がリー

ダーになり，低い者がフォロワーになるとの報

告もある（Fitzpatrick et al., 2016; Mukai et al., 

2018）．さらに，Kijima et al.（2017）は，三者

が跳躍方向の打ち合わせなしで同時に同方向へ

跳躍を繰り返すという三者跳躍課題における三

者の協調運動を検討している．そして，事前に

相互に跳躍方向を決めなくても，他者の動きを

観察しながら他者の意図を理解しあい，この課

題が遂行できること，また，リーダーとフォロ

ワーの関係が，運動環境の空間対称性注1）に

よって変化することを，大学生を対象とした実

験から明らかにしている．この結果に基づき，

小学校 6年生を対象として，同様の運動課題を

用いて，担任教師による児童の日常の「先導－

追従性」の個人差の評価と運動との関連への検

討に着手している（木島，2018）．これらの研
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究は，日常生活での共感と身体運動における他

者との協調になんらかの関係があることを示唆

している．

以上のように，身体運動と共感にかかわる研

究は緒についたばかりであり，体育授業におけ

る身体運動が共感に及ぼす影響，ならびにその

日常生活への汎用化を検討していくことは，体

育授業における身体運動の新たな可能性をひら

くものである．なぜならば，学校教育には，多

様性を原動力とし他者と協働しながら課題を解

決したり，新たな価値を創出したりする力を育

てることが期待されており（文部科学省，

2018，p.1），その中で共感を育成することは，

学校現場における課題の解決につながると考え

られるからである．次節で，学校現場における

課題について述べる．

2．教室授業で求められる他者への共感
学校の学習初期である小学校 1年生は，明る

く活発な活動を善とすることから生まれる

「騒々しさ」が教室の特徴とされ（佐藤，2000，

p.29），さらには教師の話を聞かない，指示通

りに行動しない等の行動面の問題が報告されて

いる（東京都教育委員会，2012）．集団で学校

生活を行っていくにもかかわらず，これらの行

動が生まれている背景には自らの興味関心に依

る刺激に拘束され，「一方的に『表出』し『発

散』する身体」（佐藤，1997，p.44）があると

考えられる．このことが，共感に必要な共同注

意が成立しない状況を生んでいる．

一方，今日の学校現場では一斉授業からの転

換という授業改善の動向もあり，授業内で他者

との相互行為場面が増えている．そこでのかか

わりは，他者を相手として価値や情報の交換，

摺り合わせを指す「対話」（平田，2015）が中

心に展開される．このように展開される授業で

は，学びの基盤としての機能（佐藤，2012）や

学習への積極的な参加（e.g. 秋田ら，2002；一

柳，2009），さらには理解の深化（e.g. 小田切，

2013；山路，2017）に向けて,「聴く」ことの

重要性が明らかになっている．聴くとは，自分

と異なる存在を感受し，同時に他者にとっても

自己理解をひらく場がつくり出される行為（鷲

田，1999）であるために，聴くことの基盤に

は，ヒト固有の認知能力と言われる「他者を自

己と同じく意図を持つ主体として理解」（トマ

セロ，2006，p.6）する共感が求められる．

宇田川（2007）は，意図的に他者の意図を理

解し共有するといった認知的共感の立場から，

他者の心の状態を理解するためには，身体感覚

レベルで他者の世界を経験することが基盤にな

ると述べている．このように，今後の授業では

より一層他者への共感が求められている中で，

身体感覚レベルから他者の意図を理解すると

いった共感の必要性が指摘されている．

教室授業において共感が求められる場面の典

型は，他者の話を聴く場面である．他者の話を

聴く場面では，共同注意に基づき，自己－対象

－他者の三項関係を結ぶことによって，他者の

意図を理解することが求められる（バロン＝

コーエン，1997；子安，2000）．したがって，

教室授業で他者の話を聴くべき場面を観察し，

そこに表れる児童の視線方向や姿勢を分析する

ことによって，その児童がどの程度他者と共同

注意を払い，他者の意図を理解しようとしてい

るかということを評価できると考えられる．

3．課題の制約によって共感を育成する体育
授業の可能性

身体運動は生体，環境，課題の制約によって

遂行される運動が異なるとともに，技能習得に

おいてもこれらの制約が重要になることが指摘

されている（Davids et al., 2007）．例えば，中

山・浅井（2009）は，サッカーの 3対 1課題を

行う空間の大きさを変更することによって，プ

レーの早さに影響を及ぼすことを明らかにして

いる．また，Yamamoto（2004）は，テニスの

フォアハンドストロークとバックハンドスト

ロークの練習において，どちらか片方だけを反

復する方法と，フォアハンドとバックハンドを

交互に練習する方法を比較して，体幹の回旋に

関しては交互に練習する方が効果的であること

を示している．こうした練習法は，これまで個

の運動技能に適用されてきたが，Kijima et al.
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4．研究の目的と仮説
本研究では，小学校 1年生の教室授業におけ

る行動上の問題を解決するために，他者への共

感を育成するための体育授業の可能性を探るこ

とを目的とする．具体的には，教室授業で他者

への共感が求められる他者の話を聴く場面にお

ける視線と姿勢を評価するとともに，体育授業

での鬼遊びの中での他者との連携技能を運動パ

フォーマンス（失点）から評価する．さらに，

この連携技能を動きから事例的に検討すること

によって，教室授業と体育授業における行動の

関連性を検討する．仮説として，教室で視線や

姿勢が安定している児童は他者と課題を共有で

き，他者の意図を理解しようとしていると考え

られることから，鬼遊びにおいても 2人のオニ

で課題を共有でき，結果として他者と協調した

動きができると考える．つまり，視線や姿勢が

安定している児童同士が鬼遊びでオニ役になっ

た時には， 2人のオニの連携が上手くいき，失

点が少なくなることを検証し，教室での共感と

鬼遊びにおける連携技能との間に関連があるこ

とを示すとともに，鬼遊びが児童の共感を高め

る可能性について議論する．

方　　法

1．教室授業における他者の話を聴く行為
1）対象授業及び分析対象場面
対象授業は， 4月中旬にA県B小学校 1年C

組児童33名（男子17名　女子16名）の算数科の

45分の授業（単元：なかまをつくろう）であっ

た．「どちらがおおいかな」を学習課題とし，

児童は教科書上の動物や乗り物，植物等の中で

2種類を選び出し， 1対 1対応や算数ブロック

を並べ，動物や乗り物，植物等のなかまをつく

ることによって，どちらが多いのかを調べる授

業であった．

この 1時間の授業の中で，分析場面として取

り上げたのは，他者の話を聴くことが求められ

る「教師の話」を聴く場面と，児童 1人が自ら

の考えを発表する「全体発表」を聴く場面で

あった． 45分授業の前半と後半で 1場面ずつ，

計 4場面（431秒間）を分析対象場面とした

（2017）やYokoyama et al.（2018）が示すように，

課題の制約を用いることによって連携技能にも

影響を及ぼす．したがって，課題の制約は，共

感の育成にも適用可能であると考えられる．

そこで，本研究では他者への共感を育成する

身体運動として鬼遊びを取り上げる．鬼遊びと

は，「追うことと逃げることの対応行動を軸と

する子どもの遊び」（加古，2008，p.14）であ

り，明確なルールと役割から，仲間意識や役割

関係の理解等への効果が報告されている（田

丸，1991; 田中，2005）．また鬼遊びは，ゲー

ムに参加する人数（ 1対 1／集団対集団）や特

定のゴール（陣地）を目標とした方向性（有／

無）から大きく 4つに分類される（清水，

2017）．集団対集団で行う鬼遊びは，相手との

対応関係だけではく仲間との連携が必要とさ

れ，またゴールを目指す方向性があるゲームの

方が，仲間と目的を共有しやすいと考えられ

る．そのために本研究では，一定の区域内で

ゴールを守る 2人（以下，オニと呼ぶ）に，

タッチされずに 3人がゴールを目指す（以下，

コと呼ぶ）， 2対 3の鬼遊びを取り上げる．特

に数的不利である 2人のオニは，個々に動くだ

けではコの突破を許す可能性が高いために，コ

への対応行動だけではなく，オニの 2人が常に

お互いの存在を感受しながら動くことが求めら

れる．つまり，この鬼遊びでのオニは，課題の

制約として仲間と目的を共有して動くことが求

められ， 2人のオニの連携の出来は，運動パ

フォーマンス（失点）に直接結びつくため，連

携技能を評価しやすい運動課題と言える．ま

た，運動遂行中の動きを観察することによっ

て， 2人のオニの連携を評価することも可能で

ある．つまり，ある一定の空間の中でコに得点

を取られないためには，コが突破できる十分な

空間を与えないために，オニ 2人が近い位置に

いるのではなく， 2人が一定の距離を保つ必要

がある．つまり 2人のオニの位置，あるいはコ

との距離を観察することによって， 2人のオニ

の連携が評価できる．
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め，各場面内のおおよそ半分以上の時間で見ら

れ，児童の姿勢の特徴であると判断した場合

に，該当する行動が出現したと評価した．

次に視線方向の評価については，評価者が映

像から児童の視線方向を同定しながら，視線を

向けるべき対象から視線が逸れている時間を児

童一人ひとりストップウォッチで1/100秒単位

で計測した．各分析対象場面における視線を向

けるべき対象は，話し手である教師または発表

者，あるいは話し手が視線を向けている対象と

定義した．「全体発表」の場面では，発表者に

対して教師が途中で問いかける場面があったた

めに，その時には，教師や教師の発話に反応し

た児童も対象とした．「教師の話」では，特定

の児童に向けて発話している時や教科書の内容

について話している時があり，その時には，特

定の児童や教科書も視線を向ける対象とした．

4つの分析対象場面の中で視線が逸れた割合を

求め，視線の逸れとした．

3）測定の一致率と分析の方法
児童の姿勢が崩れている行動や視線が逸れて

いる時間の測定は， 2名の評価者がそれぞれで

行い，次の方法で一致率を算出した．姿勢につ

いては， 1場面の 1人あたり 8行動× 4場面×

33人の計1056行動から全体発表時に発表者と

なった 2名分の16行動を引いた1040行動を分母

とし，その内，該当する行動の有無が 2名の測

定者で一致した数を分子とし，一致率を算出し

た．視線は，まず各場面で視線が逸れている時

間の 2名の評価者の差を求め（例えば評価者A

が3.43秒，評価者Bが3.77秒であったら，差は

0.34秒）， 4場面で合計した（例えば0.34秒＋

6.05秒＋1.91秒＋2.20秒＝10.50秒）．次に，分

析対象とした 4場面合計時間の431秒を分母と

（「教師の話」前半：14分50秒～16分29秒，後

半：38分49秒～40分58秒；「全体発表」前半：

9分39秒～12分 9秒，後半：34分21秒～35分10

秒）．「教師の話」と「全体発表」では，話があ

る程度まとまった時間行われていること，また

机が全員前向きとなっていたことから，姿勢を

評価しやすい全児童の前で話されている場面を

選択した．

2）記録および評価の方法
授業の進行や学習の妨げにならないように

努めながら，授業時における全児童の姿勢及び

視線方向が判断できるようにするために，教室

前方左側上方にウェブカメラ 1台（C922 Pro 

Stream Webcam, Logicool）を設置して撮影を

行った．記録した映像から，分析対象場面につ

いて以下のように 2名の評価者が姿勢と視線方

向を評価した． 

まず，姿勢の評価は， Whitman et al.（1982），

大対ら（2006）の方法を参考に， 2名の評価者

が背中，座る位置，体の向きの 3つの観点か

ら，児童の行動を 8項目で評価した（表 1）．

4つの分析場面において，各児童がこれらの 8

項目に該当した行動の出現数を数えた． 1つの

分析対象場面において計上されうる行動の最大

出現数は， 8個である．評価した 8項目のう

ち，「前のめりになっている」，「机とイスの間

があきすぎ（つまりすぎ）」，「イスに浅くかけ

ている」，「イスの端に座っている」，「イスの背

もたれに座っている」の 5項目は，各場面内で

大きな変化がなかったので，評価者は各場面内

に見られた姿勢から判断した．また，「ほおず

えをついている」，「胸が話し手の方を向いてい

ない」，「ふねこぎをしている」の 3項目につい

ては，時間内に変化が見られる行動であったた

表 1　姿勢における姿勢の崩れの観点（大対ほか　2006，p.32，表 1より一部変更）

動行るなと準基るすとるいてれ崩が勢姿目項動行

背中(２) ほおずえをついている／前のめりになっている 

座る位置(４) 
机とイスの間があきすぎ(つまりすぎ)／イスに浅くかけている 

イスの端に座っている／イスの背もたれに座っている 

体の向き(２) 胸が話し手の方を向いていない／ふねこぎ注）をしている 

注）ふねこぎとは，イスの前脚を持ち上げ，前後に揺れながらバランスをとって座る行動を指す 
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で120ゲーム（ 6グループ×20ゲーム）が行わ

れた．その中でゲームとして成立しなかったも

のや教師が参加したゲームを除く109ゲームを

分析の対象とした．またこのグループは，小学

校 1年生の児童が活動を行う際に混乱が生じな

いように，教室の座席で同列の 5人から 6人を

同じグループとしたものであった．なお，この

グループ分けは，算数の授業時から席替えが行

われているために，教室授業で対象とした算数

の授業時とは異なる座席の配置となっていた． 

2）記録と分析の手順
すべてのゲームを記録するために，体育館 2階

にウェブカメラ 2台（C922 Pro Stream Webcam, 

Logicool）を設置して，全 6コートをカメラ 1台

につき 3コートずつ撮影した．

鬼遊びにおける 2人のオニの連携を評価する

ために，分析対象ゲームにおける失点時期と

ゲーム継続時間を記録した（図4F）．ゲーム継

続時間が異なることから，各ゲームにおける60

秒換算した失点を求めた．また，各ゲームの 2

人のオニの非傾聴値の和を算出した．非傾聴値

は高いほど，教室授業での姿勢の崩れと視線の

逸れが大きいことを示す．

教室授業での座席の配置により鬼遊びのグ

ループ分けがなされていたため，グループが均

質であったことを確認するために，グループ間

でオニ 2人の非傾聴値の和とゲーム失点を 2変

数とする多変量分散分析と多重比較によって分

析した．次に，すべてのゲームにおけるオニ 2

人の非傾聴値の和とゲーム失点の関係を見るた

めに，オニ 2人の非傾聴値の和を低い順に並べ

たのちに，四分位数によって四群間のゲーム失

点の違いについて一要因分散分析と多重比較に

よって分析を行った．いずれも，有意水準は

5％未満とした．

また，各ゲームでのオニ 2人の非傾聴値の和

とゲーム失点の関係を見るために，Pearsonの

相関係数を求めた．さらに，各ゲームでのオニ

とコの相対的な非傾聴値の関係とゲーム失点と

の関係を見るために，オニとコの非傾聴値の総

和に対するオニの非傾聴値の割合（オニ／（オ

ニ＋コ））を求めることによって，各ゲームで

して，分子を 4場面の合計時間から 4場面の差

の合計を引いたものとし，個々の児童の一致率

を算出した（この児童の場合は97.6％）．そし

て，全体の一致率は個々の児童の一致率の平均

とした．

その結果，姿勢についての評価の全体の一致

率は95.5％（カメラから最も遠い女児が93.8％）

であり，評価が分かれた場合には合議で判断し

た．そして，個々の児童について 8行動× 4場

面の32場面を分母とし，該当する行動の数を分

子として姿勢の崩れた割合を求めた．視線につ

いては， 2名の測定者の全体の一致率は96.8％

（カメラから最も遠い女児が95.2％）であり，

2人の平均値を分子として，場面合計時間を分

母として視線の逸れている割合を算出した．

姿勢が崩れた割合と視線が逸れた割合はそれ

ぞれ角変換し，それぞれの数値を足すことで，

各児童の教室授業での他者の話を聴く行為の評

価値（以下：非傾聴値）とした．この値が高い

ほど非傾聴的態度であると言え，他者との共同

注意ができず，他者への共感が困難であると考

えられる．

2．体育授業における仲間との連携行為
1）対象授業および分析対象場面
対象授業は，算数と対象者が同じ児童32名

（男子16名　女子16名： 1名男子欠席）の， 9

月に行われた体育科「鬼遊び」の 8時間中 6時

間目の時間であった．授業は，「タッチされず

に通り抜けられるかな」を課題とし，ゲーム時

間内（59.1±18.9秒）に， 2人のオニがバドミ

ントンコートのラインを利用した縦6.1ｍ×横

3.96ｍのコート内で守り，ゴールラインの突破

をねらってくる 3人のコをできるだけ通さない

ように守ることを目指す侵入を含む集団的鬼遊

びであった．コは，オニにタッチされずにゴー

ルラインを通り抜けることができれば 1点とな

る．得点をした時と，コート内でオニにタッチ

された時はスタートラインに戻り，再び突破を

ねらうというルールであった． 1コートに 5人

もしくは 6人の 6グループに分けられ，その中

でオニとコの役割を入れ替わりながら 1時間内
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のオニとコの相対的な非傾聴値とゲーム失点と

のPearsonの相関係数を求めた．このオニとコ

の相対的な非傾聴値は，0.4以下の場合にはオ

ニの非傾聴値の和がコの非傾聴値の和よりも低

く，教室授業での姿勢の崩れや視線の逸れがオ

ニの方が少ないことを示す．逆に0.4よりも大

きい場合には，コの非傾聴値の和が低く，コの

方が姿勢の崩れ等が少ないゲームを表す．

さらに，児童のゲーム中の動きの特徴を事例

的に見るために，コ 3人の非傾聴値の和がほぼ

等しいが，オニ 2人の非傾聴値の和が小さく，

教室授業では視線や姿勢が対象に向けて保持さ

れているペアと，非傾聴値が大きく視線や姿勢

が崩れやすいペアのゲームをそれぞれ 1ゲーム

ずつ抽出した．動作解析ソフト（DHK社製　

Frame DiasⅤ）を用いて， 2人のオニとコ 3人

のコート上の位置をデジタイズし， 2次元DLT

法（池上ら，1991）により実座標を1／10秒ご

とに求めた．この時，コートの左下（ゴールラ

イン側）を原点，コートの横方向をX軸，縦方

向をY軸とし，両足を結ぶ中点から位置座標を

求めた．ここでは，コの突破を防ぐために主に

2人のオニが横並びで位置取りをしていたた

め，X軸の位置座標に着目した．オニとコの関

係については，コに対して 2人のオニの中で位

置座標の差が小さい方の値を「オニとコの距

離」とした．この「オニとコの距離」の値が大

きい時には，コが 2人のオニのどちらからも離

れた位置にいることを表すため，突破する可能

性が高い状態と言える．そして「オニとコの距

離」の中で最も大きい値を「コとの最大距離」

とした．また，オニの児童 2人がどこに注意を

向け，そのためにどこに位置取っているのかを

明らかにするために， 2人のオニの横方向の正

負符号つきの距離を 1人のオニを基準として求

め，「オニ同士の相対距離」とした．これは，

2人のオニの位置が左右入れ替った場合に，正

負が逆転することにより， 1人のオニがもう 1

人のオニの位置に関係なく 1人のコを追いかけ

ていたことを判別するためであった（図 1）．

3．倫理的配慮
本研究では，第一著者の所属する大学の研究

倫理審査委員会において承認（No.2017-1）を

得た上で，文書にて当該小学校の管理職及び担

任教員の承諾を得て実施された．対象者及び保

護者に対しては，担任教諭を通して，事前に趣

旨と内容，撮影の許可，プライバシーの保護，

データの取り扱い等の説明を事前に文書にて行

い同意を得た．

結　　果

1．教室授業中の話を聴く場面における聴く
ことの行為

図 2は， 4つの学習場面における視線の逸れ

と姿勢の崩れの割合の関係を角変換した数値で

示したものである．横軸には視線の逸れ，縦軸

は姿勢の崩れを表しており，どちらも値が低い

ほど，教室の授業で姿勢，視線ともに話を聴く

対象へ注意が向けられ，共感が適切に保たれて

いることを示している．Pearsonの相関係数が

r=0.411（p<.05）となり，中程度の相関（Cohen, 

1992）であったため，学習中に他者の話を聴く

場面において，視線の逸れと姿勢の崩れには一

定の正の相関関係があることが示された．その

ため， 2つの数値の和を非傾聴値として各児童

の授業における他者への共感を示す値とした．

図 1　 鬼遊びのコートとオニ同士の相対距離とコ
との最大距離の定義

 外枠の点線はバドミントンコートの半面．
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2．教室授業における他者への共感と体育授
業における仲間との連携

1）児童の非傾聴値と鬼遊びのゲーム失点の関係
鬼遊びの 6グループの児童の非傾聴値は，表

2に示すとおりである．各グループによって児

童の非傾聴値にばらつきがあるが，これは前述

したように，教室の座席をもとにグループ分け

を行ったためであった．また，鬼遊びを実施し

た日に欠席した 1名は図 2に黒丸で示している．

そこでまず， 6グループごとの非傾聴値と

ゲーム失点について検討した．図3Aは，横軸

にオニ 2人の非傾聴値の和，縦軸にゲーム失点

をとり，各グループの平均と標準偏差を示して

いる．そこから，非傾聴値とゲーム失点をグ

ループ間の多変量分散分析で比較すると，グ

ループ間で有意差が認められた（p<.001）．さ

らに，多重比較の結果，AグループがB，C，

D，Fグループよりも有意に低い値を示し

（p<.001），EグループがC，D，Fグループよ

りも有意に低い値を示し（p<.001），Bグループ

がC，D，Fグループよりも有意に低い値を示

し（p<.001），DグループがCグループよりも

有意に低い値を示した（p<.001）．つまり， 6

つのグループの非傾聴値は均質ではなく，失点

にも差が見られ，非傾聴値の低いグループの失

点は少なく，非傾聴値の高いグループの失点は

高かったことを示している．

図3Bは，全ゲームにおけるオニ 2人の非傾

聴値の和とゲーム失点との関係を示している．

Pearsonの相関係数は，r=0.412と高く，有意な

正の相関が見られた（p<.001）．このことか

ら，非傾聴値が高いオニのペアほど，ゲームで

失点が多くなることがわかる．ただ， 2人のオ

ニの非傾聴値が同じでも，ゲーム失点にはバラ

ツキがあり， 2人のオニの非傾聴値の和が高い

ペア，すなわち教室授業で姿勢や視線が崩れや

すいペアでもゲーム失点が少ない場合もあれ

ば，崩れにくいペアでもゲーム失点が高くなる

こともある．

図3Cは，各ゲームにおける 2人のオニとコ 3

人の非傾聴値の相対値を横軸にとり，縦軸に

ゲーム失点を示してある．Pearsonの相関係数

は，r=0.149と低く，有意な相関は見られな

かった（p=.123）．このことはオニと相対する

コの非傾聴値がゲームの失点には影響していな

いことを示し，コの非傾聴値にかかわらずオニ

の非傾聴値がゲームの失点と関係していること

を示唆するものである．

図 4は，全ゲームのオニ 2人の非傾聴値の

和とゲーム失点の関係を非傾聴値の値をもとに

示している．図4A，Cは，それぞれ全ゲーム

のオニ 2人の非傾聴値の和とゲーム失点のヒス

トグラムである．図4B，D，Fは，いずれも縦

軸にオニ 2人の非傾聴値の和の低いゲーム順に

上から並べ，横軸は図4Bが非傾聴値，図4Dが

ゲーム失点，図4Fはゲームで得点を失った時

間帯を黒く示してある．また，オニ 2人の非傾

聴値の和を四分位数で四群（第 1四分位数まで

をQ1/4，第 2四分位数までをQ2/4，第 3四分位数

までをQ3/4，それ以上をQ4/4とする）に群分け

し，図4A，B，D，E，F内に色分けしてい

る．そして，図4Eは四群のゲーム失点を示す

ボックスプロットである．四群間のゲーム失点

を一要因分散分析で分析すると，群間で有意差

が認められた（p<.01）．そこから，多重比較を

すると，Q1/4とQ2/4がQ4/4よりも有意にゲーム失点

が低いという結果であった（それぞれp<. 05）．

これらのことから，各グループ間に教室授

業での共感とゲーム失点に差があったととも

に，すべてのゲームにおいても教室授業での共

感の程度と失点との対応が見られることを示し

図 2　教室授業での視線の逸れと姿勢の崩れの関係
 図中の黒丸は，鬼遊びの授業を欠席した児

童を示す．
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ている．つまり，共感が高いペアの失点が少な

く，共感の低いペアは失点が多いという結果で

あった．ただ，オニ 2人の非傾聴値の和が高い

場合にも比較的失点が少ない場合も見受けられ

た．これは，教室授業での共感が低いペアで

あっても，鬼遊びにおいては上手に連携できて

いる可能性を示唆している．

2）児童の位置から見るゲームの事例的検討
次に，コ 3人の非傾聴値の和がほぼ等しい

が，オニ 2人の非傾聴値の和が小さく，視線や

姿勢が対象に向けて保持されているペアと，非

傾聴値の和が大きく視線や姿勢が崩れやすいペ

アのゲームをそれぞれ 1ゲームずつ抽出し，

ゲーム失点に関係する 2人のオニやオニとコの

動きについて示していく（図3B，Cの黒丸が

分析対象の 2ペア）．オニ 2人の非傾聴値の和

が低いペアとして，Aグループの 3ゲーム目

（A-3），非傾聴値の和が高いペアとしてFグ

ループの 3ゲーム目（F-3）を取り上げた．A-3

は，オニ 2人の非傾聴値の和が1.17，コ 3人の

非傾聴値の和が2.84であり60秒換算でのゲーム

失点は4.02のゲームであった．一方F-3は，オ

ニ 2人の非傾聴値の和が2.61，コ 3人の非傾聴

値の和が2.91であり60秒換算でのゲーム失点は

14.49のゲームであった．図 5は，コート上の

実座標を1/10秒ごとに求め，A-3とF-3のペアの

横方向の位置の時間変化を示したものである．

濃いグレーはコが 3人の場合で，薄いグレー
はコが 2人の場合を示し，濃淡のグレー両方
の部分について「オニ同士の相対距離」と「コ

と最大距離」の両方を算出し，分析の対象とし

た．また図 6は，コート上の実座標を1／10秒

図 3　非傾聴値とゲーム失点の関係
A： 6グループの非傾聴値の平均・標準偏差と失点の平均・標準偏差．B：オニ
2人の非傾聴値の和とゲーム失点の関係．C：オニとコの非傾聴値の相対値とゲ
ーム失点の関係．B，C内の黒丸は，事例として取り上げたペアを示す．

表 2　鬼遊びの各グループの非傾聴値とゲーム失点と多変量分散分析の結果

グ

ル

ー

プ 

児童個々の非傾聴値 

 非傾聴値  ゲーム失点  

Wilks Λ 多重比較 
M S.D. M S.D 

A 0.60 0.62 0.82 0.56 1.31 1.17 1.51 0.29 3.43 1.55

0.28*** 

A ＜ B, C, D, F
B ＜ C, D, F
D ＜ C
E ＜ C, D, F 

B 1.35 0.80 1.13 0.50 0.93 1.81 0.29 4.84 1.58

C 1.59 1.45 1.21 1.37 1.24 2.75 0.14 6.46 2.1 

D 1.53 1.15 1.39 0.91 0.98 0.82 2.28 0.26 6.06 2.83

E 0.99 0.97 0.58 0.71 1.17 1.69 0.21 3.85 2.41

F 0.96 0.62 1.33 1.15 1.69 2.43 0.36 7.25 4.01
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（岡田，1971）と仮定すると， 2人のオニが

-0.8m以上0.8ｍ以下の距離で横に並ぶと，両者

の腕が重なることとなり，結果として必要以上

に近寄っていることとなる（図7A，Bの縦の

点線の間）．さらに， 1人のコの胸の中心から

腕を広げた状態での指先までの長さを0.6mと仮

定すると，コとの最大距離が1.2m以上になる

と，オニがコに対して正対した状態でも，コの

突破に反応してから横に 2歩以上動かないとコ

にタッチできないために突破される可能性が高

まると仮定した（図7E，Fの縦の中央の点線）．

図7A，Bにはオニ同士の相対距離の時間頻

度，図7C，Dにはオニ同士の相対距離が-0.8m

未満，-0.8m以上0.8ｍ以下の場合と1.0ｍ以上の

3つの距離での時間頻度を示してある．オニ同

士の相対距離が-0.8m以上0.8ｍ以下である割

合を見ると，A-3のペアではコが 3人の場面で

10.7％， 2人の場面で14.1％であるのに対し，

F-3のペアではコが 3人の場面で62.2％， 2人

ごとに求めたのちに，それぞれのペアのオニ 2

人の移動範囲を20cmごとに区切り，各セルに

オニが入った時間頻度を示したコンターマップ

（図6A，C）と，オニ 2人の横方向の位置の時

間頻度を示してある（図6B，D）．図から，A-3

のペアは位置の重複が少なく， 2人が左右に分

かれて守っていることがわかる．他方，F-3の

ペアは位置の重複が多く，それぞれが多くの領

域を守ろうとしていることがうかがえる．

また，図 7は，オニ同士の相対距離（図7A

～D）とコとの最大距離（図7E～H）につい

て見たものである．ゲームの中でコ 2人以上が

突破し，コート上にコが 1人以下しか残ってい

ない場合には，オニの方が数的有利になるた

め，オニ同士の相対距離が失点には関係しない

と判断し，コート上にコが 2人以上いる場面を

取り上げ，コが 3人いてオニの方が数的不利な

場面と，コが 2人で数的対等な場面の 2つに分

けて示してある．また， 1人の腕の長さを0.4m

図 4　非傾聴値の四分位数で分割した四群のゲーム失点
A：オニ 2人の非傾聴値の和のヒストグラム．B：各ゲームにおけるオニの非傾聴値の和を昇順に並
べ，四分位数で分割した四群．C：ゲーム失点のヒストグラム．D：非傾聴値に対応させたゲーム失
点．E：四分位数で分割した四群のゲーム失点．F：各ゲームのゲーム時間（灰）と失点時間（黒）
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図 5　事例として抽出したゲームの横方向（X軸）の位置の時間的変化（上がA-3，下がF-3のゲーム）．
  太い実線と破線がオニの位置の変化，細い実線がコの位置の変化．濃いグレーはコが 3人の場

面で，薄いグレーはコが 2人の場面．

図 6　 オニ 2人の移動範囲のコンターマップ（A，C）と横方向（X軸）の位置の時間頻度（B，D）
 A，BがA-3ペア．C，DがF-3ペア．
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いる（図7A，C参照）．なおF-3のオニ 2人は，

図 5の3-1から2-1の場面や，2-5から3-3，2-6の

場面を見るとわかるように，状況に応じて柔軟

に位置を入れ替えているのではなく，片方のオ

ニが 1人のコを追いかけていたり， 2人のオニ

が同じコを追いかけたりしている間に，結果的

に 2人の位置が入れ替わっていることがわかる．

次に，図7E，Fにはコとの最大距離の時間

頻度，図G，Hにはコとの最大距離が0.6m以

下，0.8m～1.0m，1.2m～1.8mと 2 m以上の場面

での時間頻度を示してある．コとの最大距離が

1.2m以上の割合を見ると，A- 3のペアではコ

の場面で62.4％とF-3のペアの方が高くなって

いた．このことから，F-3では，オニが数的不

利または数的対等の場面にもかかわらず，オニ

の 2人が腕を広げた状態で重なるような距離で

守る時間が長いことがわかる．また，A-3のペ

アは，相対距離がすべて 0または負であるのに

対し，F-3のペアは，相対距離が正負両側に生

起していた．つまり，A-3のペアではゲーム中

に 2人の位置が入れ替わることなく，コート上

の左右の役割が決まった状態で守備をしている

のに対し，F-3のペアでは 2人の左右の位置が

入れ替わりながら守備をしていることを示して

図 7　コが 3人と 2人の場合のオニ同士の相対距離とコとの最大距離．
A，B，E，Fは0.2mごとのヒストグラム．C，Dはオニ同士の相対距離が-0.8m未満，
-0.8mから0.8mまで， 1 m以上の時間頻度．G，Hはコとの最大距離が0.6m以下，0.8m
～1.0m，1.2m～1.8mと2.0m以上の時間頻度．棒グラフの上の数字はパーセント．
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高く，教室の授業で視線が逸れたり姿勢が崩れ

たりしやすいオニのペアほど得点を許すことが

有意に多いことが示された（図4E）．これは教

室授業の中で他者の話を聴く場面において，姿

勢及び視線が適切に保たれ，共同注意を払い，

他者の考えや想いを受け入れようとする共感が

できると考えられる児童 2人がオニとなってい

るゲームでは得点が入りにくく，反対に，教室

授業で視線及び姿勢が適切に保たれていない児

童 2人がオニになっているゲームでは得点が入

りやすかったと言える．そのため，鬼遊びの中

で得点を奪われないために，仲間のオニやコと

の関係でどこに位置取り，誰に注意を向けるの

かということと，教室授業の中で，状況に応じ

て様々な他者の話を聴くための視線や姿勢の間

には一定の正の相関関係があることが示唆され

たと言えよう．

事例として取り上げたゲームからオニの守り

方の違いを見てみると，図 7において非傾聴値

が高いF-3のペアは，コート上にコが 2人しか

いない場面でも，コとの最大距離が1.2m以上

となることが多く，オニ同士の相対距離が

0.8m以下となる割合が高くなっていたことが

特徴と言える．この傾向は，コが 3人いる場面

でも同様であった．このような結果となったの

は，教室授業で視線や姿勢が他者に向かいにく

いオニのペアは，図 5におけるF-3の位置の時

間的変化が示すように，仲間のオニの動きや位

置にはあまり影響を受けず，個々で注意が向き

やすい 1人のコとの関係の中で突破を防ごうと

したためと考えられる．つまり，オニ 2人が課

題を理解し，意図を共有しながら仲間のオニと

連携を取って守っていたとは言いがたい．

一方で，非傾聴値が低いA-3のゲームは， コ

が 3人とオニが数的不利な場面においても，コ

との最大距離が1.2m未満になる割合がゲーム

中の約75％を占め， 3人のコに対応できる距離

に 2人のオニが位置取りをしていることがうか

がえる．また，オニ同士の相対距離が0.8mよ

りも離れている頻度が約90％となっていること

からも， 2人が一定の距離を保ちながら，突破

の危険性を高めないように守っていたと考えら

が 3人の場面で26.0％， 2人の場面で3.9％で

あった．A-3では，オニが数的不利な場面であ

るコ 3人の場面においても，オニから最も遠い

コとの距離がコートの半分以上離れている状態

である2.0m以上離れる場面は見られなかっ

た．さらに，数的対等であるコが 2人の場面で

は，1.2m以上が3.9％とほとんどなく，コに対

して正対した状態で，オニの前にコがいる状態

を示す0.6m以下が71.2％となっていた．一方，

F-3のペアでは，コとの最大距離が1.2m以上と

なる割合が，コが 3人の場面では43.2％とA-3

のペアよりも大きいことに加え，2.0m以上離

れる場面が20.5％確認された．さらに，数的対

等であるコが 2人の場面でも，1.2m以上離れ

ている割合が63.5％であり，その内2.0m以上の

割合も26.0％見られた．数的対等の場面では，

オニ 2人が左右に位置すれば，オニ 1人の守備

範囲は 2 m以下になり，オニ 1人の左右の守備

範囲は 1 m以下になるはずである．したがっ

て，A-3のペアでは数的対等である場面では，

コとの最大距離が1.2m以上の場面が3.9％と少

なくなっている．しかしながら，F-3のペアで

は1.2m以上の場面が，逆に数的対等の場面の

方が63.5％と多くなっている．つまり，F-3の

ペアにおいては，オニ同士の相対距離が0.8m

以下とオニ 2人が手を広げれば手が重なるよう

な距離が 6割以上も見られ，オニ 2人が左右に

位置せず，どちらか一方に偏っていることを示

している．

考　　察

本稿では，教室授業における聴くことの行為

と体育授業における仲間との連携行為の関係を

分析した．まず，鬼遊びにおけるオニ 2人の非

傾聴値の和とゲーム失点の間にグループ間で有

意な差が認められた（図 3）．このことは，鬼

遊びのグループが，教室授業で他者の話を聴く

行為において均質ではないグループ分けになっ

ており，教室授業で非傾聴値が低いグループほ

ど失点が低く，非傾聴値が高いグループほど失

点が多いことを示している．この傾向はグルー

プ間だけではなく，オニ 2人の非傾聴値の和が
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人のコの突破を防ぐことが難しいために，仲間

との連携が必要となるように課題が制約された

運動であった．そのために，教室授業で他者に

共感しようとする児童は，鬼遊びという身体運

動課題においても他者との連携がうまくでき，

結果として失点が少なかったと考えられる．し

かしながら，教室授業で他者の話を聴く行為と

鬼遊びでの連携技能は必ずしも対応しておら

ず，図3Bでオニ 2人の非傾聴値が2.92で失点が

0のゲームがあるように，教室授業で共感が低

いペアであっても，鬼遊びにおいては上手に連

携できている可能性がある．その理由は，体育

授業と教室授業では，児童の連携行為が違った

意味を持つためと考えられる．本稿で取り上げ

た体育授業では仲間と連携することそのものが

課題であり，オニがコを止めるためには連携が

不可欠である．一方で，教室授業では，学習内

容の理解が最終的な課題であり，聴き合うとい

う学習形態は，その内容理解を深めるための手

段として機能するに過ぎない．つまり，体育授

業では，課題とその課題を達成するための方法

が一致しているのに対し，教室授業では児童に

とって聴き合うこと自体を課題としてはとらえ

にくいということである．このようなことか

ら，体育授業の課題を工夫することによって，

共同注意に基づき意図を共有する行動的共感の

場を構築できる可能性が広がることが考えられ

る．その場は，教育現場で求められている「主

体的・対話的で深い学び」（文部科学省，2018，

p.4）を教育する場となり，こうした経験が，

教室授業での認知的共感へと汎用化することが

期待できないであろうか．

他者への共感から体育授業の新たな意味をよ

り明確にしていくために，本研究の課題として

大きく 3点が挙げられる． 1点目は，教室での

聴く場面において，聴く対象に向かっているこ

とを表す姿勢や視線を分析対象としたために，

共感する志向性の有無を観察することはできた

が，実際に学習課題を他者と探求していくため

に他者の意図を理解・共有しているかまでは明

らかにできていないことである． 2点目は，

ゲームでは，コとしてオニと対峙したり，観察

れる．このことから，このような 2人のオニは

左右に動きながらも，ゾーンディフェンスのよ

うに左右の役割を固定し，突破を狙うコの位置

や突破の状況によって，相対するコを入れ替え

たり，もう一方のオニの役割を一時的に手助け

したりしながら， 2人のオニがうまく連携して

危険性が高まらないように守っていることが推

測される．つまり，A-3のように教室授業で視

線や姿勢が保持されやすいペアは，個々のコに

注意を向けて追いかけるような守り方ではな

く， 3人の相手を突破させないという課題を理

解し，意図を共有することによって仲間のオニ

との関係を常に調整しながら位置取っていると

考えられる．

集団スポーツでは，Yokoyama and Yamamoto

（2011）が，サッカーの 3対 1のボール保持課

題を事例とし，他の仲間である二者との関係に

常に気づき振る舞うことが連携で重要であると

し， Yokoyama et al.（2018）は，チームワーク

に必要な具体的な力として，チームの仲間との

相対的な位置関係を察知して調整する力を挙げ

ている．Fujii et al.（2016）は，集団スポーツ

の中での守備チームの対処行動に着目し，守備

にとっての脅威の度合いによって， 1対 1の関

係の中で決められた役割を遂行するだけはな

く，役割の切り替えや重複を遂行できるような

システム全体（バスケットボールの場合 5対

5）で守備を行うことがチームワークの働きで

あると述べている．このようなことから，集団

スポーツとして，ボールやゴールを奪われない

という目標を達成するためには，刻々と変わる

状況の中でも，相手だけではなく仲間の位置取

りや意図を察しながら動くことが重要とされて

いる．

上記の研究では，熟練者の傾向や熟練者と初

心者との違いを述べているが，教室授業の中

で，他者へ安定的に視線が向けられ，他者の話

を聴くことに向けた姿勢がつくられるといった

児童の行動特徴が， 2対 3の鬼遊びという課題

の制約において連携技能の違いとして表れるこ

とが示唆されたと言える．

本研究で取り扱った運動は，オニ 1人では 3
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離を調整しながら守ることで，危険性が高

まらないような守り方ができる．

この結果は，教室授業と体育授業では他者へ

の共感に一定の関係があることを示し，体育授

業における課題の制約が，他者の意図を理解し

共有できる共感の育成に寄与する可能性を示唆

する．

注

注 1） 三者跳躍実験において，正三角形と正六角形
は，三者が等しく両側に空き地を持っていな

い，もしくは持っているため対称（Symmetrical）
な地形，正方形と正五角形は，位置する場所に

よって空き地の位置関係が異なっているため，

非対称（Asymmetrical）な地形とし，対称な条
件下では皆が等確率で先導するのに対し，非対

称な地形では立ち位置に応じて特定の先導者が

現れたとしている．
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者となったりしてオニ 2人の守り方を見る機会

がある中で，模倣学習や観察学習の可能性につ

いて言及できていないことである． 3点目は，

本研究で扱った場面が，就学前の保育とは違う

学習内容や学習環境下での教室の授業であり，

取り上げた運動も競争相手との対応行動だけで

はなく， 2人が常にお互いの存在を感受しなが

ら動くことが求められるような鬼遊びといっ

た， 1年生の児童にとってあまり経験をしてい

ない環境下での行為であった．Kijima et al.

（2017）が，環境によって運動の先導と追従が

切り変わることを明らかにしたように，鬼遊び

等の集団スポーツの継続した経験によって，児

童の共感がどのように形成，変容していくのか

は明らかにできていない．これら 3点につい

て，更なる研究を進めていきたい．

結　　論

教室授業において聴くことを基盤とした対話

的な授業が求められている中，小学校 1年生の

行動上の問題を解決するために，他者への共感

の育成に対する体育授業の可能性を探ることを

目的とし，教室授業で他者への共感が求められ

る場面における視線と姿勢を評価するととも

に，体育授業での鬼遊びの中での他者との連携

技能を評価することによって，教室授業と体育

授業における行動の関連性を検討した．その結

果，以下のことが明らかとなった．

1）教室における授業の中で，状況に応じて

様々な他者の声を聴くことに向けた姿勢や

視線の保持と，集団的鬼遊びの中で得点を

奪われないために，仲間のオニやコとの関

係でどこに位置取り，誰に注意を向けるの

かということとの間には一定の関係がある．

2）教室の授業で話を聴く場面において他者へ

の姿勢や視線が逸れるような児童は，鬼遊

びにおいて，仲間のオニの動きや位置には

あまり影響を受けず，個々で注意が向きや

すい 1つの対象との関係の中で突破を防ご

うとする傾向にある．逆に，話を聴く場面

で他者への姿勢や視線が保持されている児

童は，鬼遊びにおいて，仲間のオニとの距
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