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1．研究の目的 

教師として必要とされる資質・能力（「教師力」）

は、時代や社会の状況、および教師や学習者の特性

によって実に多種多様である。しかし、時代を超え

て変わらない重要な教師の能力にコミュニケーシ

ョン能力があるのではないだろうか。教師に求めら

れるコミュニケーション能力は、例えば、①子ども

たちとの「ラポール」形成におけるコミュニケーシ

ョン、②授業中の指導におけるコミュニケーション、

③休み時間など授業以外での自由なコミュニケー

ション、④教師間や学校関係者との連携・協力体制

におけるコミュニケーション、⑤家庭や地域の人々

との連携・協力におけるコミュニケーション、があ

る。とりわけ、学級づくりにおけるラポールや信頼

関係の形成と、学習指導における様々なコミュニケ

ーション能力は、教師としての資質・能力の本質部

分をなすと考える。子どもたちとのコミュニケーシ

ョンにおいてどのような関係を築いていくべきな

のか、そしてその関係を指導や授業にどう活かして

いくのか、授業における教師のコミュニケーション

能力の要諦は何か。 

本研究は、教師として求められるコミュニケーシ

ョン能力、特に、子どもたちとの様々なかかわりを

通じて形成されるべき意識下の身体コミュニケー

ションに焦点をあて、その内容を析出することを目

的としている。 
 
2． 研究の枠組み 

2-1 「身体コミュニケーション」の重要性 

マジョリー・Ｆ・ヴォーガス（1987）は、人間が

コミュニケーションをとるときに使用する「こと

ば」以外の媒体として、①人体（性別、年齢、体格、

皮膚の色など）、②動作（人体の姿勢や動きで表現

されるもの）、③目（「アイ・コンタクト」と目つ

き）、④周辺言語（話しことばに付随する音声上の

性状と特徴）、⑤沈黙、⑥身体接触、⑦対人的空間、

⑧時間（文化形態と生理学の二つの次元での時間）、

⑨色彩を挙げ、これらの全てがあらゆるコミュニケ

ーションに寄与すると述べている。彼女は、これら

を「ことばならざることば」と言っている。 

非言語的コミュニケーション研究のリーダーの

一人、レイ・Ｌ・バードウィステル（1970）は、対

人コミュニケーションを「二者間の対話では、こと

ばによって伝えられるメッセージ（コミュニケーシ

ョンの内容）は、全体の 35 パーセントにすぎず、

残りの 65 パーセントは、話しぶり、動作、ジェス

チャー、相手との間のとり方など、ことば以外の手

段によって伝えられる」と分析している。 

これは、身体は「我々は語ることができるより多

くのことを知ることができる」というマイケル・ポ

ランニー（1967）の「暗黙知」の主張とも繋がって

いる。 

ことばだけではない「身体」を使ったコミュニケ

ーション、すなわち、「身体コミュニケーション」 

の重要さがわかる。 

2-2 市川浩の身体論 
市川浩の身体論（1992）から、身体のあり方とコ

ミュニケーションの関係を探った。身体は目に見え
る部分の「図」と目に見えない意識下の部分の「地」
とがあり、これらは切り離しては考えない。「地」
にあるのは経験などから培った潜在能力の総体、す
なわち＜錯綜体＞である。これは「引き出し」の束
である。それは、必要なときに意識せずして瞬時に
引き出され発揮される。また、コミュニケーション
は身体が脱中心化、再中心化を繰り返す、又はほぼ
同時進行することで成立する。自己と他者のお互い
の脱中心化・再中心化によってラポールが形成され、
やがて信頼関係が生まれる。その信頼関係の状態で
はじめて意識下の共感・共振・同調が起こる。した
がって、授業での身体コミュニケーションにおいて
は、「地」のレベルでの身体コミュニケーションが
大切な土台の役割を果たしている。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-3 「生きる力」の育成 

今教育に求められているのは「生きる力」の育成

である。大人になって社会に出たときに何にでも耐

える強い心と対応力が「生きる力」である。対応は、

主体的な学び・経験によって「地」に潜在された能

力が引き出されることで可能である。よって、教師

の仕事は子どもたちに豊かな＜錯綜体＞を潜在さ

せることである。 

 
3．教師の身体コミュニケーション能力 

3-1 武田常夫 

武田は、身体コミュニケーションによる子どもた

ちとの信頼関係を支えとして、適切な問いをするこ

とで子どもたちを揺れ動かす。子どもたちはそこか

ら困惑や発見をし、学んでいくのだ。彼自身の人間

性による子どもたちとの関係作りと、教材研究に四

苦八苦しながらも努力し続けたことが、武田が教師

として成長していった理由である。 
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図１ 間主観的存在としての教師と子どもの身体コミュニケーション 



3-2 齋藤喜博 

齋藤は、教材解釈を十分に行った上 

での授業の、教師と子どもたちのきび 

しい勝負によって、より高い創造性を 

生み出し、より高い解釈へと上りつめ 

ていく。教師と子どもたちの激しい身 

体コミュニケーションが芸術的創造と 

なる。それを可能にするのは、齋藤の、 

鋭い「感知力」である。 

3-3 林竹二 

林は、様々なもの・ことから感知し 

て、自分の深い教材解釈の上で、子ど 

もたちに「探り」を入れながら吟味を 

続ける。子どもたちの学びたい気持ち 

を「浄化」させることで、本当の学び 

とする。わからない子も心から学びた 

くなるような発問、そしてとことん一 

緒に吟味していくことが重要であると 

いう。 

3-4 吉田昇 

吉田は、「生きて働く学力」の形成 

には、知識として「あたまでわかる」 

ことと、具体的な経験として「身体で 

わかる」ことの両者が必要であると主 

張する。そのためには、教師が子ども 

の根っこを掘り起こしてやる必要がある。それらの

やり取りの土台には、教師と子どもとの「心理的開

放」がある。 

3-5 金森俊朗 

金森は、いのちの授業を中心に、子どもたちに

「命」と「死」について考えさせ、友を大事にする

「気持ちを育てた」。また、体験学習を多く取り入

れ、自然や仲間との身体コミュニケーションを大切

にしてきた。それに加え、読書や調べ学習も行うこ

とで、生きる力は育成されるという。 

3-6 齋藤孝 

齋藤は、「積極的受動性」という身体の構えが共

振しやすい状態であると述べる。教室の雰囲気など

は教師の身体の構えのあり方によって決まるとし、

また、優れた教師は場の雰囲気を端的に感知する力

があるという。 

3-7 千葉の「達人調査」 

この調査では、教師が授業に必要な力は「授業コ

ミュニケーション力」、「一瞬の対応力」、「意欲

向上力」、「授業構成力」の４つが主な力（４力）

とまとめている。達人たちからわかることは、日々

教材研究のため努力していること、数多くの実践を

行い、経験を積んできたことである。これらは全て

「図」の部分と「地」の部分との両面における身体

コミュニケーション等が基盤となっている。上述の

教師の身体コミュニケーションに関する以上の考

察を総括すると図２のようになる。 
 
4．今後の課題 

教師の身体コミュニケーション能力は、その場そ

のときの教師や子どもたち、環境などに応じて様々

に発揮される。しかし、その基盤となっているもの

があるとすれば、それは、教師の潜在能力と向上心

によるものである。向上心があれば、身体コミュニ

ケーション能力も更に高めていくこともできるだ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ろう。 

最初から良い授業を行うのは誰でも難しい。たく

さんの経験を積み、研究をし、たくさんの子どもた

ちと関わる中で、自分の教師としてのあり方を模索

し続け、身体コミュニケーション能力を高めていき

たい。そして、今回できなかったより実践的な研究

を続けていきたい。 
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