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「読書へのアニマシオン」幼児教育作戦の研究
A study of strategies for infants of the “Animación a la Lectura”
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１．問題の所在
モンセラット・サルトの「読書へのアニマシオン」の邦訳『読書で遊ぼうアニマシオン』（佐藤美智代・
青柳啓子訳，柏書房，1997 年）が日本に紹介されて 20 年以上が経過した。現在では，継続的にこの方法を
取り入れた読書活動を行っている学校も出てきている。この方法は，本来幼児から高校生まで系統的にまた
発達段階に応じて読書の力を伸ばしていくという目的で開発されたものであるのにもかかわらず，日本での
作戦の用いられ方は場当たり的であり，発達段階の意味が十分に理解されているとは言いがたい。特に，幼
児教育の作戦は，実施される現場が小学校であることが多く，
「予読が不要である」という特性のみをとら
えて，使用されているようである。第一著者自身も，1999 年から 2000 年代前半にかけてサルトらの実施す
るワークショップに参加し，その後 2010 年に新潟アニマシオン研究会 1 を発足させ，様々な場面で読書への
アニマシオンの実践を行ってきている。しかし，その実践の場は小学校が多く，幼児教育作戦について十分
に理解しているとは言いがたい。三浦歩菜 (2014) は小学校向きの作戦について，当時新潟市内で使用されて
いた国語教科書に掲載されていたすべての図書について，アニマシオンのどの作戦に向いているかを分析し
た。その際にも絵本は除いて読み物だけに絞っており，作戦にあった絵本の研究という点においても，絵本
や幼児教育の作戦の研究は小学校ほど進んでいないと言える。
そこで，本稿の目的は，「読書へのアニマシオン」の幼児教育作戦が，言葉の教育の上でどのような特徴
を持つのかを明らかにすることである。また，その特徴を活かした作戦を実施するためにはどのような絵本
を選べばよいかについても検討し，幼児への実践はどのように行えばよいかについても考察を加えることと
する。
『読書へのアニマシオン―75 の作戦―』の 316 〜 317 頁には付録として，75 にわたる作戦を「幼児教育」
「小
学校」「中学校・高校」の３つの段階別に分類した一覧が掲載されている。それによると，
「幼児教育」とし
て次の 12 種類の作戦が分類されている（表１）。これら 12 の作戦を本稿では幼児教育作戦と呼び，研究の対
象とする。「この分類は，動かせないものではありません。
」
とされてはいるし，
「幼児や小学校１・２年生向け」
（作戦 26，122 頁），
「まだ字が読めないか読むのがたどたどしい，幼稚園児や小学校１・２年生」（作戦 27，
125 頁），「幼稚園や小学校１・２年生の小さな子ども向け」
（作戦 55，227 頁）となっているなど，実際には
まだ文字がすらすらとは読めない幼稚園から小学校低学年ぐらいを指しているものと考えられる。
すなわち，
文字が読めないのにどのように読書についての活動を起こしていけばよいのかについて，見ていくことが重
要であると考える。
これらの作戦の特徴をとらえるために，まず，このアニマシオン運動が始まった 1970 年代以降，幼児の
言語及び読書の発達についてどのような考え方が展開されてきたかを概観する。次に，我が国における読書
や絵本に関する最近の教育の動向を，幼稚園教育要領からとらえる。さらに，そのような動向に照らし合わ
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せてみると，「読書へのアニマシオン」幼児教育作戦はどのような特徴を持つと言えるかを記述することに
する。最後に，幼児教育作戦の教材論として，それぞれの作戦にはどのような絵本が適しているかを論じる
こととする。
 表１

読書へのアニマシオンの幼児教育作戦

作戦 1

読みちがえた読み聞かせ

作戦 2

これ、だれのもの？

作戦 26

ここだよ

作戦 27

これ、君のだよ

作戦 28

本から逃げた

作戦 29

物語を語りましょう

作戦 37

だれが…でしょう

作戦 38

ここに置くよ

作戦 47

これが私の絵

作戦 53

よく見る、見える

作戦 55

聴いたとおりにします

作戦 65


そして、そのとき…が言いました
（M・M・サルト，2001，p.317 より）

２．幼児の言語や読書の発達に関する理論
モンセラット・サルトらによる読書へのアニマシオンは，1970 年代の終わりにヨーロッパの国際会議に
触発を受け，1980 年代に成立した（足立 2002）。また，その背景には欧米の心理学研究から受けた影響があっ
た（足立 2004，2009）。そこで，まずこの時期の幼児期の読書教育について，1980 年代以降欧米の学会では
どのような理論があったかを概観することにする。
（１）マーガレット・ミークの読書教育論
マーガレット・ミーク (Margaret Meek) はイギリスのリテラシー教育研究者である。1982 年にランダムハ
ウス社から出版された “Learning to read”（タイトル直訳『読書を学ぶこと』
）は，親に向けて子どもの読書発
達を初めの段階（５歳以前），５歳以降，７歳以降，11 歳以降，14 歳以降に分けて記したベストセラーである。
邦訳としてはこだまともこによる翻訳が『読む力を育てる―マーガレット・ミークの読書教育論』というタ
イトルで 2003 年に柏書房から出版されている。こだまは，原書にはなかったがいくつかの意味段落をまと
めて見出しをつけることを行っており，これが該当章を概観するのに適していることから，重要な点をその
見出しを利用しながら３点取り上げる。
まず１点目に，ミークは，５歳以前の段階で，
「初めの一歩は読む真似をすること」であり，
大人はまずは「子
どもと一緒に読むだけでいい」とするなど，幼児期の読書において大人が子どもに対してコミュニケーショ
ンを取ることの重要性を述べている。
２点目は口頭言語（音声言語）との関係である。ミークは，「話すことを覚える過程」をたどりながら，
大人がどのように子どもと関わりながら子どもが話すことに関与しているかを述べている。その上で，本の
中の言葉にも慣れていくのである。
学ぶという行為の複雑なパターンに子どもがどのように取り組んでいくかを知るには，話すことを
学ぶ過程を見ると一番はっきりする。言葉には様々な様式や，節まわしや，抑揚があるのに気づく子
どももいる。「早く寝なさい！」という父親の言葉に，断固たる調子があることが分かる。そして，
よそ行きの言葉と親しい言葉のレベルや，状況にふさわしい形式があることも学ぶ。
（中略）大人の
ひざに座って本の中の物語に耳を傾けるとき，子どもたちは本が「本の言葉」を持っていることに気
づくのである。（中略）そして，自分に本を読んでくれている人が誰であれ，その人によって本はしゃ
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べっているのだということを発見する。だから，子どもがその後で読書ごっこをするときには，まだ
字は読めないにもかかわらず，いつも自分に読んでくれる人の語調の真似をして読むのである。
（ミーク，こだま訳，2003，p.58）
３点目は，口承文化との関係である。「言葉遊びとストーリーテリング」「童謡に親しむ」「口承文化の守
り手としての子ども」「ジョークの楽しみ」などの見出しが設けられ，様々な言葉遊びなど口承文化が子ど
もの言葉の発達に重要であることを述べているのである。
（２）岡本夏木の「一次的ことば」「二次的ことば」
音声言語（話しことば）と文字言語（書きことば）の関わりについて，日本の心理学者岡本夏木 (1985) に
よる「一次的ことば」「二次的ことば」の理論を確認したい。
図１にあるように，一次的ことばとは，母子間の会話のように，親しい特定者に向かって状況文脈の助け
を借りながら発せられるものである。二次的ことばは，親しくない不特定の相手に対してことばの文脈のみ
で伝えられるものである。書きことばが典型ではあるが，話しことばであっても「スピーチ」のようなもの
は二次的ことばに当たる。岡本は，図２のこれまでの枠組のように，幼児が話しことばの世界で暮らしてい
たのに，いきなり小学校に入学して書きことばの世界に入るところに無理があると考えた。そこで図 2 のこ
れからの枠組のように，話しことばと書きことばの相互作用がある中で読み書きの教育が行われるべきであ
ることを述べたのである。

図1

一次的ことばと二次的ことば
（岡本，1985，p.52 より）

図２

話し言葉と書きことばの関係
（岡本，1985，p.133 より）

このように，話しことばと書きことばを連続したものと捉える考え方は現在でも一定の支持が得られるで
あろう。しかし，幼児の時代は話しことばだけであり，小学校に入ってから書きことばが登場するという捉
え方は見直されつつある。子どもは幼児期にも書きことばに触れていることは多く，その中で読み書き（リ
テラシー）を学んでいるというのがエマージェント・リテラシーの考え方である。
（３）エマージェント・リテラシー
1980 年代以降アメリカの幼児教育の分野では，エマージェント・リテラシー（emergent literacy）という
考え方がとられるようになった。これは一種のパラダイム・シフトである（Teale & Sulzby, 1986, p.vii）。す
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なわち，それ以前に行われてきた読みのレディネス（読むことの準備）というとらえ方ではなく，実際に幼
児期に幼児がどのような読書のふるまいをしているか，
観察し記述していこうとするものである。その結果，
子どもは字が読めるようになってから，初めて読書を行うのではなく，大人や社会とのかかわりの中で読む
ということ（読書の概念）を学んでいるということが分かってきた。
幼児期の読書というと，やはり一番の中心は読み聞かせということになる。幼児言語の発達を研究してい
る横山真貴子は，「絵本の読み聞かせ中の母子の言語的やりとりの特徴」を４つ挙げているが，そのうちの
１つに「読み聞かせは社会的な活動である」として次のように述べている。
そうした絵本の読み聞かせの中で，子どもは「本を読むとはどういうことなのか？
（The Contracts of
Literacy）
」(Snow & Ninio, 1986) について学ぶ。①本は読むためのものであり，②読み聞かせ中の話題
は本中心である。絵は③ものの表象であり，④名前をもち，⑤出来事も表し，ページ間には関連がある。
⑥出来事は現実とは別の時間・空間をもち，⑦本は１つの独立した虚構世界である，といったことをほ
ぼ３歳頃までに習得する。本を読むという文化的活動を，読み聞かせの活動に参加しながら習得してい
くのである。
（横山，2019，p.17）
すなわち幼い子どもは大人や社会とのかかわりをとおして，大人が書物や文字とどのように関わっている
か学んでいるのである。読み聞かせの場面においても，文字だけを学んでいるのではなく，今自分のいる世
界とは違う世界に進行する物語があり，それが絵本などの形で表されているのだということを学んでいるの
である。
以上をまとめると，幼児期の子どもの読書の発達においては大人のかかわりが重要であり，子どもは大人
の読み聞かせなどによって読書の世界を学んでいること，また，一足飛びに音声言語から文字言語へと移行
するのではなく，豊かな音声言語の中でさらに文字言語にも触れていることが読むことの素地になるという
考え方がとられているということができる。

３．幼稚園教育要領による言語発達と絵本
それでは，我が国の幼児教育現場においては，言語発達と絵本はどのように捉えられているのだろうか。
平成 29 年３月告示幼稚園教育要領を見ていくこととする。なお，平成 29 年は文部科学省管轄の幼稚園教育
要領だけでなく，厚生労働省の保育所保育指針，内閣府・文部科学省・厚生労働省の幼保連携型認定こども
園教育・保育要領も同時に改訂し，同じ内容となった。このことは，幼稚園・保育所・認定こども園のどの
形態であっても，人間形成の基礎的教育を受け持っているということを共通に認識させるとともに，小学校
への接続という側面においても重要な意味を持つ。
（１）幼児期の終わりまでに育ってほしい姿
平成 29 年３月告示幼稚園教育要領では，
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として 10 項目を挙げて
いる。そのうちの 9 番目が言葉による伝え合いとなっている。
（9） 言葉による伝え合い
先生や友達と心を通わせる中で，絵本や物語などに親しみながら，豊かな言葉や表現を身に付け，経
験したことや考えたことなどを言葉で伝えたり，相手の話を注意して聞いたりして，言葉による伝え合
いを楽しむようになる。
（下線部引用者）
ちなみに，この文部科学省の幼稚園教育要領だけでなく，厚生労働省の保育所保育指針も冒頭の「先生」
が「保育士等」，内閣府・文部科学省・厚生労働省の幼保連携型認定こども園教育・保育要領も「先生」が「保
育教諭等」となっているだけで同じ姿を掲げている。
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この「終わりまでに育ってほしい姿」から，次の５点を要点として指摘したい。
要点①言葉の領域でも，先生や友達などのコミュニケーションを前提としている。一人で絵本に触れるの
ではなく，先生や友達から聞いたり伝えたりするという言葉観・読書観であると言える。
要点②「絵本や物語など」が，幼児が豊かな言葉や表現を身に付け言葉による伝え合いを楽しむようにな
るための教材として設定されている。教材を掘り下げると，絵本に書かれている文字言語だけでなく，教師
や保育者の行う素話・語り聞かせなど絵本や物語などに触発された音声言語が大いに期待されているところ
が分かる。
要点③言葉による伝え合いということで，幼児は聞いて受け止めるだけでなく，自ら伝えたり表現したり
する姿が想定されている。
要点④この育ってほしい姿は，「注意して聞く」に表れているように，言葉を使う態度面にも言及してい
るととらえることができる。
要点⑤これらの言葉による伝え合いが，「楽しむ」という感情面に結び付いている。
（２）領域「言葉」の中の絵本
平成 29 年３月告示幼稚園教育要領には，健康，人間関係，環境，言葉，表現の５つの領域がある。その
中の言葉の領域には３点のねらいがあり，10 点の内容，５点の内容の取扱いがある。それぞれ絵本という
言葉が入っているものを抜き出す。
言葉
１ ねらい
（３）日常生活に必要な言葉が分かるようになるとともに，絵本や物語などに親しみ，言葉に対する感
覚を豊かにし，先生や友達と心を通わせる。
２ 内容
（９）絵本や物語などに親しみ，興味をもって聞き，想像をする楽しさを味わう。
３ 内容の取扱い
（３）絵本や物語などで，その内容と自分の経験とを結び付けたり，想像を巡らせたりするなど，楽し
みを十分に味わうことによって，次第に豊かなイメージをもち，言葉に対する感覚が養われるよう
にすること。
（４）幼児が生活の中で，言葉の響きやリズム，新しい言葉や表現などに触れ，これらを使う楽しさを
味わえるようにすること。その際，絵本や物語に親しんだり，言葉遊びなどをしたりすることを通
して，言葉が豊かになるようにすること。
ねらいや内容や内容の取扱いは上記の「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を支えるためにより具体
的な事項として設定されているので，当然と言えば当然であるが，上記の５つの要点，すなわち要点①教師
や友達とのコミュニケーションを通して言葉にかかわる能力が育つと考えていること，要点②絵本や物語が
教材となること，要点③幼児が伝えたり表現したりすること，要点④言葉を使う態度面にも着目しているこ
と，要点⑤楽しむという感情面に結び付いていること，はこれらの具体的事項にも生かされていると言える。
以上の５点を踏まえて，読書へのアニマシオンの幼児教育作戦と比較していきたい。

４．
「読書へのアニマシオン」幼児教育作戦の特徴
（１）ねらいに見る「読書へのアニマシオン」幼児教育作戦の特徴
読書へのアニマシオンの幼児教育の作戦は，全体としてどのようなことをねらっているのだろうか。読書
へのアニマシオンの各作戦は，タイトル，参加者，ねらい，責任者，必要な素材と手段，実践方法，所要時
間，興味・関心と難しさ，行なったアニマシオンの分析，の９つの項目で記されている。そのうちのねらい
について取り出し，同じねらいについて述べているものをグループ化し，それぞれのグループの性質を表す
概念をラベル付けする。
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「読書へのアニマシオン」幼児教育作戦のねらい
各作戦のねらい

Ａ読みきかせなどから
・読み聞かせてもらっていることを理解する。
（作戦 1 ②）
読むということを理
・読むということ〔lectura〕を理解する。
（作戦 2 ①）
解する力をつける
・読み聞かせに注意を払う。（作戦 1 ①）
・注意力を育てる。（作戦 1 ③）
Ｂ注 意力・集中力をつ ・注意力を引き出す。（作戦 27 ①）
ける
・集中力を高める。（作戦 29 ①）
・注意力を引き出す。（作戦 38 ①）
・注意力を引き出す。（作戦 55 ①）
・登場人物を見わける。（作戦 2 ②）
・登場人物がどんな人か理解できるようにする。
（作戦 2 ③）
・物語に登場する人や物を識別する。
（作戦 26 ②）
Ｃ登場人物を識別する
・絵〔像イメージ〕によって、様々な状況やそれぞれの登場人物をはっきりと見わ
力をつける
けられるようにする。（作戦 28 ②）
・観察力を伸ばし、登場人物をよく見られるようになる。
（作戦 37 ③）
・物語の登場人物を区別する。
（作戦 38 ②）
・耳で聞いたことを理解する。
（作戦 26 ①）
・読み聞かされた物語を理解する力を伸ばす。
（作戦 27 ②）
・理解する力を引き出す。（作戦 29 ②）
Ｄ聞いたことや物語を ・物語を聞きとれるようになる。
（作戦 37 ①）
理解し、解釈する力 ・読み聞かされたことを理解する力を引き出す。
（作戦 37 ②）
をつける
・子どもの聴く力を引き出して、聞いたことを理解できるようにする。
（作戦 55 ②）
・物語のなかの状況を重視する。
（作戦 55 ③）
・子どもなりの物語の解釈を尊重する。
（作戦 65 ②）
・ストーリーの筋はこびに慣れさせる。
（作戦 65 ③）
・物語を楽しむように励ます。
（作戦 28 ③）
・想像力を豊かにする。（作戦 29 ③）
Ｅ物語を楽しむ力をつ
・物語に夢中にさせる。（作戦 29 ④）
ける
・感情を引き出す。（作戦 53 ②）
・子どもが物語を楽しむようになる。
（作戦 65 ④）
・理解したことを表現できるようになる。
（作戦 26 ③）
Ｆ理 解したことを表現 ・子どもの表現力を高める。（作戦 27 ③）
する力をつける
・グループに参加することに慣れる。
（作戦 38 ③）
・自分の言葉で表現できるようにする。
（作戦 65 ①）
・視覚による記憶力を発達させる。
（作戦 28 ①）
・想像力を豊かにする。（作戦 29 ③）
・観察力を伸ばし、登場人物をよく見られるようになる。
（作戦 37 ③）
Ｇ絵を見る力・観察力 ・さし絵がテクストに忠実かどうかがわかるようになる。
（作戦 37 ④）
をつける
・スペースを目算し、物をセンスよく置くことに慣れる。
（作戦 38 ④）
・詩の内容と視覚的なものを関連づけられるよう、手助けする。
（作戦 47 ③）
・じっくりと能動的に絵〔像〕を見るよううながす。
（作戦 53 ①）
・観察力を発達させる。（作戦 53 ③）
・詩の世界に子どもをなじませる。
（作戦 47 ①）
Ｈ詩を味わう力をつけ
・子どもの感受性を引き出す。
（作戦 47 ②）
る
・詩の内容と視覚的なものを関連づけられるよう、手助けする。
（作戦 47 ③）
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以上のねらいについての作業の結果，８つの特徴を認めることができた。サルトによるねらいの文は，子
どもが主語になるものと，アニマシオンを実施する大人であるアニマドールが主語になるものが混在してい
るが，ラベルは子どもが主語になるようにし，末尾をねらいの言葉になるように「〜力をつける」に統一す
る。各ラベルを基礎的なものから応用的なものへと並べてアルファベットを振ったものを表２に示す。
それぞれの特徴について説明する。
Ａ読みきかせなどから読むということを理解する力をつけるとは，まず子どもが読むという行為そのもの
を理解するということである。これが最も基礎的で本質的でねらいのグループである。作戦１・作戦２など，
作戦の番号が小さいものがこれに該当する 2。それだけ早い段階から考えられていた作戦で，サルトらがよ
り基礎的なものであるととらえていたことが分かる。
これは先述の，エマージェント・リテラシーの考え方に重なる。
Ｂ注意力・集中力をつけるとは，読み聞かせを注意・集中して聞く力をつけるという意味である。注意し
て聞けなければ，Ｄの聞いたことを理解することはできないと考えていることが分かる。幼稚園教育要領の
要点④は相手の話を「注意して聞く」ということであるが，読書へのアニマシオンでは読み聞かせを注意し
て聞くということを，多くの作戦の基礎に置いている。なお，アニマシオンのねらいの表記には，「注意力
を引き出す」のように，サルトらの読書へのアニマシオンの中には「引き出す」という言葉を用いているも
のが多い。これは，足立（2002）で論じたとおり，子どもが何かをする力は外側から与えるもの（教授：エ
ンセニャンサ）ではなく，もともと子どもにその潜在能力が備わっているのでそれを引き出していくもの（教
育：エドゥカシオン）であるという考え方に基づいている。
Ｃ登場人物を識別する力をつけるは，読書へのアニマシオンならではの着眼点である。物語の設定（時・
場所・登場人物）の中で，時と場所については小学校段階の「作戦３ いつ？ どこで？」まで出てこない
が，登場人物については，幼児教育の段階でも多くの作戦があり，特に登場人物を識別することができるこ
とを目指している。
Ｄ聞いたことや物語を理解し，解釈する力をつけるは，まず読み聞かせを聞いて，そこで書かれている物
語を理解し，ストーリーを把握し，その時々の状況がどうであるか，自分なりに解釈していくことができる
ようになるという意味である。つまり，文字言語ではなくアニマドールによる音声言語から読書に入ってい
くわけで，幼稚園教育要領の要点②に合致する。
Ｅ物語を楽しむ力をつけるは，ＡＢＤのように物語の絵本などの読み聞かせを聞いて理解し解釈し表現し
て，結局のところ，読書へのアニマシオンは，子どもたちが読書を楽しむようになることを目指しているこ
とを示したものである。幼稚園教育要領の要点⑤に合致する。
Ｆ理解したことを表現する力をつけるは，Ａ〜Ｅで読み聞かせを聞いたことを理解したら，それを他の人
に向かって表現するということである。幼稚園教育要領の要点の①や③と同じである。
Ｇ絵を見る力・観察力をつけるは，絵本を用いて物語に親しむときに絵を手掛かりにしていく力をつける
ことを述べている。また，個々の絵をよく観察することを述べたものである。読むという頭の働きは，文字
を解読することだけでなく，絵を見ることでも起こる。エマージェント・リテラシーの考え方と重なるもの
である。
Ｈ詩を味わう力をつけるとは，絵本ではなく詩そのものを使って，詩の言葉（それはアニマドールによる
音声言語であるが）と絵を引き合わせるものである。マーガレット・ミークの「童謡に親しむ」「口承文化
の守り手としての子ども」と重なるものである。
（２）「読書へのアニマシオン」幼児教育作戦の特徴の考察
以上，ねらいを再構成することにより，Ａ〜Ｈの８つの特徴を「読書へのアニマシオン」幼児教育作戦の
特徴と見定めるに至った。
第一著者は，８つの特徴のほとんどが先に概観した幼児の言語や読書の発達に関する理論や，幼稚園教育
要領による言語発達と絵本の捉え方と重なっていると考察する。したがって，これらの重なりは「読書への
アニマシオン」の幼児教育作戦の妥当性や現代的な意義を示していると言える。
しかし一方で，特徴のうちのＣ登場人物を識別する力をつけるは，
「読書へのアニマシオン」ならではの
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これ，だれのもの？」
「作戦 26

だれが ･･･ でしょう」
「作戦 38

ここにいるよ」
「作戦 28

ここに置くよ」は，
登場人物に親しみを持たせ，

登場人物の魅力を様々な側面から味わわせるものであり，やはり登場人物に着目した小学校段階の「作戦７
どんな人？」
「作戦９

だれのことを言ってる？」「作戦 49

だれが，だれと？」
「作戦 54

だれが，だれ

に，何を？」などの作戦に，さらには中学校・高校段階の「作戦 20 ファラウテはだれ？」「作戦 24 だれ
が，何を，どのように？」「作戦 34 彼を弁護します」などの作戦へと繋がっていくものである。登場人物
に着目することは幼児にとっても重要であると第一著者は考える。第一著者は第二著者の勤務する幼稚園で
幼児を観察したことがあるが，保育研究の対象児となった女児は，自由遊びの中で，ずっと猫に扮していた。
第二著者によると，以前には『ちいさなねこ』（石井桃子さく，横内襄え，福音館書店，1967 年刊）の読み
聞かせを行ったことがあり，さらにはマンガあるいはアニメーションの「鬼滅の刃」の竈門禰豆子（かまど
ねずこ）という登場人物に衣装なども似せて，真似を行っていたということである。登場人物がはっきりと
していることが，遊びを行う上で重要であったことが推測される。
第二著者は，幼稚園教諭の立場から，これら８つの特徴はいずれも実際に子供に身に付けさせたい望まし
い力だと考える。これらは，アニマシオンでなくとも日々の普通の読み聞かせでもカバーできるところもあ
る。例えば，保育中の自由な遊びの時間に，絵本を「読んで」と教師に持ってくる子どもがいる。絵本を楽
しみたいという思いと，お家の人と離れての寂しさを教師とのコミュニケーションで埋めたいとか，遊びの
合間に一息つきたい等の理由であると推察される。それで，読み聞かせをするとなると，様々な学年の子ど
もが集まってきて，楽しみにしているという子どもの姿が見られる。また，教師の読み聞かせのスタイルを
子供が遊びに真似て取り入れ，また，子供訳で喜んでその子の話すお話を楽しむというような遊びをしてい
ることがある。一斉の読み聞かせで味わった楽しいお話の内容やリズムの繰り返しなどを子供が真似ること
がある。これらは，共通で読み聞かせを聞いたという「共通体験」
がベースになっている。しかし，
一方で，
「本
を読めるようにする」というアニマシオンの目標からすると，やはりやり方を熟知したアニマドールがアニ
マシオンを進めていくことが望ましいとも考えている。

５．幼児教育作戦の特徴に適合する絵本
ここでは，それぞれの作戦の方法を踏まえた上で，その作戦を実施する際に適している絵本について論じ
る。表 2 の 8 つの特徴を活かす形で個々の作戦の方法上の特質をとらえ，10 に分けて 12 の幼児教育作戦を示
す。なお，これらの中には，新潟アニマシオン研究会の活動（作戦実施）や，幼稚園教諭養成大学の授業に
おける模擬実践である程度その有効性が認められているものもあるが，
まだ今回初めて提案するものもある。
それぞれについて，述べていく。
（１）読み聞かせなどから読むということを理解する力をつける作戦 ― 作戦１ 読みちがえた読み聞か
せ―
Ａ読みきかせなどから読むということを理解する力をつけることをねらった作戦として，まず作戦１を取
り上げる。
「作戦１ 読みちがえた読み聞かせ」は，アニマドールが２回読み聞かせを行う。１回目は普通に行い，
２回目はところどころ「言葉をさしかえ」て読む。差し替えに気付いた子供達が「違ったよ」と声をかける
という作戦である。差し替える部分は，「類義語，反意語，原文の意味と違う語，もっと美しい言い方」
「登
場人物の名前や場面設定」など非常に幅広い。この作戦では，
特定の読みの方略に焦点をあてるのではなく，
幅広く読み聞かせに注意を払う，集中して読み聞かせを聞くということをねらっている。したがって，登場
人物の数や性格，場面の種類，描写など様々なところを「さしかえていく」ことができるので，様々な絵本
を使用することができる。登場人物や場面設定が分かりやすく，様々な語彙が含まれている絵本であれば，
様々なものを使うことができるであろう。ただ，２回読み聞かせることになる上，
特に２回目は子供が「違っ
たよ」と声をかけるたびに読み聞かせが止まる形になるので，読み聞かせに長く時間がかかるものは向いて
いないと言える。
『いそがしいよる』（さとうわきこさく・え，福音館書店，1987 年刊）は，大人気の「ば
ばばあちゃんの絵本」シリーズのうちの１冊である。この絵本のあらすじは，次のとおりである。登場人物
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のばばばあちゃんが，星空の美しさに感動してゆりいすを外に持ち出してみていたが，月も出てきてその心
地よさに飽き足らずベッドを持ち出して寝転んだり，お茶が飲みたくなって魔法瓶や紅茶のポットやお茶碗
を持ち出したりする。そうするとそのお茶のセットを置くテーブルが必要になりテーブルを外に持ち出し
……と家の中のあらゆるものを外に持ち出してしまう。あげくの果てには雨が降ってきたら大変だと気付い
てテントを張って，「これであんしんだね。ほんとうにいそがしいよるだったよ」と寝てしまう。登場人物
はばばばあちゃん一人であるが，様々な物が描かれ，それが持ち出される理屈も面白く分かりやすく，ストー
リー展開も夜から朝までの話となっており単純明白である。長くはないので，読み聞かせに時間がかかりす
ぎることはない。２回目に読み聞かせる時に差し替えられる物やこと（持ち出される理屈など）がたくさん
あることから，この作品は「作戦１ 読みちがえた読み聞かせ」に適していると考える。
（２）読み聞かせを聞いて注意力・集中力をつける作戦 ― 作戦 55 聴いたとおりにしますー
読み聞かせを聞いてＢ注意力・集中力をつける作戦として作戦 55 を取り上げる。
「作戦 55 聴いたとおりにします」は，子どもたちが，物語の読み聞かせを聞きながら，割り当てられ
た登場人物の役を聴いたとおりに演じるというものである。つまり演劇的手法を用いた作戦と言えるが，一
番重要なことは演じることではなく，物語の読み聞かせを注意して聴きとるということにある。作戦 55 に
適した絵本は，はっきりと区別できる登場人物がある程度の人数いて，しかもその登場人物に動きがあると
いうことである。日本アニマシオン協会会長（当時）の黒木秀子氏はこの作戦に『したきりすずめ』（石井
桃子再話，赤羽末吉画，福音館書店，1982 年刊）を用いた。じいさ，ばあさ，したきりすずめ，うしあら
いどん，うし，うまあらいどん，うま，たくさんのすずめ（すずめたち），へび，ひきがえるなど，登場人
物がはっきりしている。山へしばかりにいく，にわでせんたくをする，のりをなめてしまうなど動きも明確
である。二箇所分かりにくいところがあるとすれば，「したきりすずめ」とは別に「すずめたち」がいるこ
とと，「へび」「ひきがえる」は化け物としてぎんののべぼうやきんのちゃがまから変化することであるが，
行動としては分かりやすいのできちんと区別をしておけば可能であろう。この本は，多くの登場人物が出て
くるが，
「したきりすずめ」の中には，これほどの登場人物が出てこないものもある。そこで，
『かにむかし』
（木下順二文，清水崑絵，岩波書店，1976 刊）はどうだろうか。かにが種に水をやる，食べるなどよく分か
る行為から，栗がはぜる，石臼が落ちるなど，しだいに物語の盛り上がりとともに大きな動きになるところ
が面白く，この作戦に適していると考える。
（３）登場人物の識別について所有物が重要な作戦 ―作戦２ これ，だれのもの？―
先述のように，Ｃ登場人物を識別する力をつけるのは，読書へのアニマシオンに特に特徴的なものである。
登場人物を識別するといってもやり方は様々にあるので３つに分けて示したい。そのうちの１つ目，所有物
に着目する作戦として作戦２について述べる。
「作戦２ これ，だれのもの？」は，自分の力で読んできた本の登場人物を識別する作戦である。その場
で読み聞かせを聞いて行うのではなく，前もって渡された絵本を読んでくるということで，幼児教育作戦と
小学校作戦への橋渡し的な位置にある作戦である。子どもは，絵に描かれた登場人物を特徴づける服や品物
などを見て，どの登場人物の服や品物なのかを当てるというものである。したがって，登場人物は動物であ
るよりは人間で服を着ていたりかばんや帽子などの持ち物を持っていた方がよいということになる。また，
その登場人物の服や品物などが，他の登場人物に渡らない方がよいであろう。第一著者は以前『エルマーの
ぼうけん』（ルース・スタイルス・ガネットさく，ルース・クリスマン・ガネットえ，わたなべしげおやく，
福音館書店，1963 年刊）を用いて小学校低学年の児童にこの「作戦 ２これ，だれのもの？」を行ったこ
とがある。『読書で遊ぼうアニマシオン』を購入した際に，
『エルマーのぼうけん』を用いた実践ガイド 3 と
いうものが附録されていたためである。物語は，エルマーが竜を助けるためにどうぶつ島に冒険にでかける
のだが，その時に持って行ったチューインガム，歯ブラシとチューブ入り歯磨き，ブラシとくし，虫眼鏡，
棒付きキャンデーなどが，思いがけない形で役立ち，襲ってきたトラ，サイ，ライオン，ゴリラなどの動物
から逃げることができ，何とか竜を救うことができるという話である。しかし，この本の動物は服を着てい
ない。また，ここで出てくる数々のものは，動物を攻略するアイテムであり，アイテムの所有者はエルマー
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から動物へと移動する。すなわち，この作戦がねらっている登場人物の識別には不向きと考える。新潟アニ
マシオン研究会では，『ムッシュ・ムニエルをごしょうかいします』（佐々木マキ，絵本館，2000 年刊）を
用いている。この絵本のあらすじは次のとおりである。ヤギの魔術師のムッシュ・ムニエルは，仕事が忙し
いので，魔術を教えながら仕事を手伝わせる弟子を得るため，人間の子どもを一人さらおうと街へやってき
た。良さそうな少年を物色し，その少年をさらってくる呪文をとなえる。ところが少年の方は少女と一緒に
波止場デートをしていたので，さらってくるための船には少年と少女の二人が乗り込み，二人がやってきて
しまう。秘伝の魔術の弟子は一人でなければならないので，ムッシュ・ムニエルは二人を波止場に返す。そ
れぞれの人物の服装・持ち物は特徴的である。ムッシュ・ムニエルは，ヤギではあるが，特徴的な黒いコー
ト，魔法道具を入れたかばんを持ち，黄色い靴を履いている。少年は赤いセーターに緑のズボン，黄色いマ
フラーを巻き茶色い靴を履き，ヨーヨーを持っている。少女の方は，灰色のセーターにピンクのズボン，白
いエプロンに，売り物であるマッチの入った籠を持っている。このように，主要な三人の人物の服装や持ち
物が異なるし，それぞれの持ち物は譲り合ったり渡し合ったりしないので，作戦２に向いているといえる。
（４）登場人物の名前に着目する作戦 ― 作戦 26 ここだよ―
Ｃ登場人物を識別する力をつける作戦の２つ目は，登場人物の名前を聞き取ることに焦点を当てさせる作
戦 26 である。
「作戦 26 ここだよ」は，物語の読み聞かせを聞いていて，自分が持っている登場人物や物の人形が出
てきたらその人形を「ここだよ」と掲げるという作戦である。人形と言っても，紙コップかアイスクリーム
の棒などに，登場人物や物の絵を貼り付けた簡単なものである。人形の特徴として，視覚的に他の登場人物
や物との区別ができるということが重要である。読書へのアニマシオンの創始者モンセラット・サルトらが
所属する ESTEL 文化協会が作成したビデオでは作戦 26 の実例が収録されており，その中では “La fuerza de
la gacela”（直訳「ガゼルの強さ」，Carmen Vásquez-Vigo 作，Jesús Gabán 絵，ＳＭ社，1990 年刊）という本が
取り上げられている。この本はコンゴのライオン王国が舞台になっており，動物たちが平和に暮らしていた
が，ある日侵略者としてトラが来てしまう。年老いたライオン王の代わりに，ライオン王子，ゾウ，カバな
どの勇者達が立ち上がるが，ことごとくトラにやられてしまう。そこでガゼルがトラの孤独な心に語りかけ，
トラは心を入れ替え，ライオン王国に平和が訪れるという話である。登場人物はすべて動物なので，人形を
作った時に，その外見からすぐに登場人物の違いが分かる。また，登場人物は一度だけでなく，何度も出て
くる方が望ましい。読み聞かせに自分の登場人物が出てくるか熱心に聞き取ることができるからである。以
上のことを勘案し，『てぶくろ』（エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ，うちだりさこやく，福音館書店，1965 年刊）
が適していると考える。この話は，森を歩いている子犬を連れたおじいさん手袋を片方落としてしまい，そ
こにねずみ，かえる，うさぎ，きつね，おおかみ，いのしし，くまの７種類の動物が順々にやってきて，そ
のてぶくろの中で暮らすことにする。動物の主な行動は手袋にやってきて，手袋の中にいる他の動物たちと
会話をする１回だけだが，手袋の中に誰がいるかを応答するところで，これまで手袋に入ったすべての動物
の名前を言う。つまり，その登場人物の人形を持った子どもは注意深く読み聞かせを聞き，何度も人形を挙
げることになる。
くま が やってきました。
「だれだ，てぶくろに すんでいるのは？」
「くいしんぼねずみと ぴょんぴょうんがえると はやあいうさぎと おしゃれぎつねと きばもちいの
しし。あなたは？」
「うぉー うぉー。 のっそりぐま だ。 わしも いれてくれ」
（以下略）
（pp.14-15. 囲み及び下線は引用者）
この熊の登場場面では，囲みの熊の人形は２回，それ以外の動物は１回ずつ挙げられることになる。
『お
おきなかぶ』（ロシア民話，Ａ・トルストイ再話，内田莉莎子訳，佐藤忠良画，福音館書店，1952 年刊）も
同じような構造があり，この作品も作戦 26 に適していると言えるだろう。ただし，『てぶくろ』の方は７種
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類の動物とおじいさん，子犬，てぶくろも入れると 10 種の人形を作ることができるが，
『おおきなかぶ』は，
おじいさん，おばあさん，まご，犬，猫に加えてかぶも入れても 6 種類の人形しか作れない。アニマシオン
を実施する子供の人数に合わせて，適切な本を選ぶ必要がある。
一方，
『おおきなかぶ』は『てぶくろ』に比べて，登場人物の動きを表しやすいという利点がある。先に
述べた「作戦 55 聴いたとおりにします」に向いていると言える。
「まごがおばあさんをひっぱって，おば
あさんがおじいさんをひっぱって，おじいさんがかぶをひっぱって―うんとこしょどっこいしょ」などは，
その動作を表しやすいであろう。『おおきなかぶ』は小学校１年生の国語教科書教材としても定着しており，
動作化がよく行われるのは，その証左である。
（５）登場人物の移動に着目する作戦 ―作戦 38 ここに置くよー
Ｃ登場人物を識別する力をつける作戦の３つ目として，登場人物の行動に着目し，移動した登場人物の空
間的配置に焦点を当てさせる作戦 38 である。
「作戦 38 ここに置くよ」は，子どもが読み聞かせを聞きながら手にした登場人物の絵をコルクボード
などに張り付けていく作戦である。子どもが登場人物に親しむことを主眼としており，幼児教育の作戦でも
特に幼い子どもを対象としている。先に登場人物の絵を手渡し，その話をした後，読み聞かせを行う。した
がって，登場人物がはっきりしていることが重要である。この作戦のねらいのうちの１つは「スペースを目
算し，物をセンスよく置くことに慣れる」とある。物語の進行にしたがって，登場人物が一度大きな行動を
とるが，子どもたちが張り付けに行く機会は一度なので，何度も繰り返し同じ登場人物が出てこない方がよ
い。したがって，
『てぶくろ』
『おおきなかぶ』などは向いていない。『お月さまってどんなあじ？』
（マイケル・
グレイニエツ，いずみちほこ訳，セーラー出版，1995 年刊）は，カメ・ゾウ・キリン・シマウマ・ライオン・
キツネ・サル・ネズミなどの動物たち，サカナ，お月さまが登場人物する。あらすじは次のとおりである。
動物たちカメはお月さまを見て，お月さまはどんな味がするのか，食べてみたいと思っていた。ある日カメ
が山に登ってその頂上でお月さまをかじってみるという決心をした。しかし，少し届かない。そこでカメは
ゾウを呼んで，ゾウに背中に乗ってもらうことにした。しかし，月の方もこれはゲームだと思って，ひょい
と高い方へ逃げた。ゾウはキリンを呼んで，キリンが背中に乗ってもらうことにした。しかし，
月はまたひょ
いと高い方へ逃げるので届かない。このようにして，次々にカメ・ゾウ・キリン・シマウマ・ライオン・キ
ツネ・サルがそれぞれの背中に乗って月に手を伸ばし，そのたびに月は逃げる。最後にネズミが来た時，月
はネズミが小さいので油断をし，ネズミが月をかじることができた。ネズミは他の動物にも月のかけらを渡
し，月は三日月のようになるが，それを見ていたサカナはそんなに高く上らなくても水に映った月が近くに
あるではないかと思ったという話である。それぞれの動物は，呼ばれて背中に登り，さらに別の動物を呼ぶ
というところだけが主な動きであるので，一度人形を張り付けに行くというこの作戦での子どもの行動に適
している。『十二支のはじまり』（岩崎京子文，二俣英五郎画，教育画劇，1997 年刊）もこの作戦で用いる
ことのできる教材候補と考える。この話は，いわゆる十二支のいわれを述べたものである。神様が動物たち
に「しょうがつのあさ，ごてんにくるように。きたものから十二ばんまでじゅんばんに一ねんずつ，そのと
しのたいしょうにする」というお触れを出し，順番にどう到着したかを語った話である。登場人物は神様と
十二支の動物と 13 番目に来た猫の計 14 人ということである。牛の背中に乗ってきて，一番目に御殿に飛び
込んだ鼠などはいるが，基本的に十二支の順番で動物がやってくるので，登場人物の絵をコルクボードなど
に張り付けていくことが行いやすい。なお，十二支のはじまりをテーマにした絵本は複数ある。例えば
『十二
支のおはなし』
（内田麟太郎，山本孝，岩崎書店，2002 年刊）や，『ね，うし，とら……十二支のはなし―
中国民話より』
（ドロシー・バン・ウォアコムぶん，エロール・ル・カインえ，へんみまさなおやく，ほる
ぷ出版，
1978 年刊）である。しかし，これらは十二支に入れなかった脱落する動物が出てきて話が複雑であっ
たり，絵が個性的で絵本作品としての価値をそこなうものではないが幼い子どもが素直に動物を区別するに
はやや判別が難しいものであったりするので，先に述べた『十二支のはじまり』が作戦 38 に最も適してい
ると考えられる。
以上のように，登場人物の識別に重点がある３つの作戦に適した絵本について論じた。同じ登場人物の識
別と言っても，作戦２は登場人物の服装と所有物に着目すること，作戦 26 は複数の登場人物ができるだけ
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異なる外見で区別しやすく読み聞かせに出てくる人物を名前を聞き取ること，作戦 38 はそれらの登場人物
に一度大きな動きがあることが教材としての絵本に重要であることが分かった。
（６）聞いたことや物語を理解し，解釈する力をつける作戦 ― 作戦 29 物語を語りましょう，作戦 65
そして，そのとき…が言いました―
Ｄ聞いたことや物語を理解し，解釈する力をつける作戦として，作戦 29 と作戦 65 の２つを取り上げる。
「作戦 29 物語を語りましょう」は，子どもたちが一度読み聞かせを聴いた後，その物語について，楽
しかったところや愉快なところ悲しかったところなどについて話し合った後，アニマドールが作った質問に
答えていくという作戦である。アニマドールが作る質問は，幅広く物語を語りなおすために必要なものであ
る。第一著者はこれをスペインのワークショップで体験したことがあるが，質問の種類はストーリーの展開
に沿って，場所，時間，人物に関する描写，人物が抱えた問題，人物の行動，行動の結果，起きたことなど
実に様々であった。つまり，登場人物やストーリー展開がはっきりした絵本であれば，たいていのものはこ
の作戦が可能であると考えられる。しかし，一度読み聞かせを聴いた後，もう一度物語を語り直すので，２
回読み聞かせを聴く以上の時間がかかる。この作戦は「三十分か三十五分以内におさめます」とされている
ので，やはりあまり長くないものの方が適していると言える。『にじいろのしまうま』
（こやま峰子作，やな
せたかし絵，金の星社，1996 年刊）は，次のようなストーリーである。森の奥で虹色の縞馬が生まれ，森
の動物たちは皆喜んでお祝いをした。しかし，雨の降らない日が続き，川の水が干上がってしまうという問
題が起き，動物たちは困ってしまった。虹色の縞馬は，状況がよくなるようにとお祈りをした。すると，虹
色の縞馬の七色の色が一色ずつ抜けて，川には水色が戻り，森の花や果実を彩ったり，緑が息を吹き返した
りして，皆に幸せが戻ったという話である。「しまうまが生まれて，森の動物たちはどう思いましたか。
」
「川
の水がなくなってしまいました。それから虹色の縞馬はどうしましたか。
」
「祈ったら，川の水はどうなりま
したか。
」などとストーリーを追うことのできる質問を適切に作れることから，作戦 29 に適していると言え
る。やなせたかし氏の単純な絵と色使いから，物語の内容を把握しやすい。第二著者は以前小学校に勤務し
ていた際，小学校１年生の子供がこの本について「すごくいいお話だよ」
「かわいそうなんだ」
「泣いちゃっ
た」などと言っていたことを覚えている。入学前にこの本におそらく保育園で出合って，
気に入ったのだろう。
もしもこの本で現在勤務する幼稚園でこの「作戦 29 物語を語りましょう」を行えば，子供は喜んで語る
だろうと推測する。しかしその一方で，これまでの日本の読み聞かせのほとんどがそうであったように，読
後はその子に任せたいという思いもあるという。もう一冊候補を挙げる。
『しょうぼうじどうしゃじぷた』
（渡
辺茂男作，山本忠敬絵，福音館書店，1963 年刊）も，この作戦に適した絵本と考える。
『しょうぼうじどうしゃ
じぷた』のあらすじは次のとおりである。ジープを改良して作られた消防自動車「じぷた」
は，
梯子車の
「のっ
ぽくん」と，高圧車の「ぱんぷくん」と，救急車の「いちもくさん」のように活躍はできず，自分だけ情け
ない気持ちでいた。しかしある日山小屋が火事になり，狭い山道を登っていけるじぷたが署長に指名され出
動する。じぷたは一生懸命に火を消し，山火事にならずに済んだと皆から感謝され，自信を持つ。この本も
「消防署には，じぷたの他に誰がいましたか。」「じぷたは，ぱんぷくんのことをどう思っていましたか。
」
「そ
の時署長さんは誰を指名しましたか。」「じぷたは山で，
どんなことをしましたか。
」などのようにストーリー
をたどることのできる質問が作れるので，作戦 29 に向いていると考えられる。
「作戦 65 そして，そのとき…が言いました」は，読み聞かせや語り聞かせで聞いた物語を，今度は指
人形を使いながらもう一度再現してみるという作戦である。ストーリー展開を追いながら，指人形で登場人
物になりきって話をするのである。したがってこの作戦では，すなわちストーリー展開が明瞭で，登場人物
もはっきり区別できているものがよい。『ポケットのないカンガルー』
（改訂版，エミイ・ペインさく，H.A. レ
イえ，にしうちミナミやく，偕成社，1994 年刊）が最適である。ストーリーは次のとおりである。お母さ
んカンガルーのケイティはお腹にポケットがなく，まだ小さい子どものカンガルーのフレディをポケットに
入れて遠くに連れて行くことができずに困っていた。そこでケイティはワニ，サル，ライオン，鳥にどうし
ているかを尋ねるが，それぞれの動物の特性に応じた子どもの運び方を教えてもらってもケイティにはそれ
を行うことができない。ケイティは物知りの梟を訪ねるが，昼間に起こされた梟は不機嫌にポケットを買え
ばいいだろう，町に行けばポケットを買えると答える。これを聞いて喜んだケイティとフレディは町に行く
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と，向こうからたくさんポケットの付いている作業用エプロンを身につけた男性がやってくる。ケイティが
訳を話すと男性はそのエプロンを譲ってくれた。森へ帰ったケイティは喜んで，そのエプロンのポケットに
フレディや他の様々な動物の赤ちゃんや子ども入れてやるというものである。設定，
登場人物の抱える課題，
課題解決の試み，課題の解決という最も単純な物語文法の形を取っていて，ストーリーの展開が追いやすい。
カンガルー，ワニ，サル，ライオン，鳥，梟，男性などの指人形も作りやすい絵で描かれている。
（７）物語を楽しむ力をつける作戦 ―作戦 28 本から逃げた―
Ｅ物語を楽しむ力をつける作戦として，作戦 28 を取り上げる。
「作戦 28 本から逃げた」は，子どもは１冊ずつ絵本を与えられた状態で読み聞かせを聞き，文字が読
めなくても絵をみながらその話についてこられるようにする。その上で，その絵本を回収し，その物語に出
てきた絵を配り，その本にあったかどうかを見分けさせるという作戦である。絵の中には，読み聞かせた絵
本から取ったもののほかに，できれば同じ画家の別の作品の似たような登場人物や場面の絵が入っていると
よい。候補として次の３冊を挙げる。１冊目は『ひとまねこざる』（Ｈ．Ａ．レイ文，絵，光吉夏弥訳，岩
波書店，1954 年刊）である。好奇心が強く人が行っていることをしてしまうこざるのじょーじが，様々な
仕事を行うという話である。かわいらしいじょーじの行動は愛されるし，子どもの好奇心と重なるところも
ある。ひとまねこざるにはたくさんのシリーズがある。例えば，『じてんしゃにのるひとまねこざる』（Ｈ．
Ａ．レイ文，絵，光吉夏弥訳，岩波書店，1956 年刊）『ひとまねこざるときいろいぼうし』
（Ｈ．Ａ．レイ文，
絵，光吉夏弥訳，岩波書店，1966 年刊）『ひとまねこざるびょういんへいく』
（マーガレット・レイ文，Ｈ．
Ａ．レイ絵，光吉夏弥訳，岩波書店，1968 年刊）などの絵を組み入れるとよいのではないだろうか。ただ，
少し話が長いので，読み聞かせを行う時はテンポよく読んでいく必要があるであろう。もう少し短い絵本と
いうことであれば，
『どろんこハリー』（ジーン・ジオン作，マーガレット・ブロイ・グレアム絵，わたなべ
しげお訳，福音館書店，1964 年刊）が適していると考える。この絵本は，黒いぶちのある白い犬であるハリー
が，風呂に入ることを嫌がって風呂で使うブラシを裏庭に埋めた上で家を逃げ出し，外でいろいろな遊びを
してどろんこになり，白いぶちのある黒い犬のようにになって帰宅したところ家の者にハリーだと分かって
もらえず，風呂に入って汚れを落としてやっとハリーだと分かってもらったので，家で安心して昼寝をする
という物語である。ハリーの行動が分かりやすく絵に示されており，ハリーの気持ちが子どもにも分かりや
すい。同じハリーが登場する『うみべのハリー』（ジーン・ジオン作，マーガレット・ブロイ・グレアム絵，
わたなべ しげお訳，福音館書店，1967 年刊）や『ハリーのセーター』
（ジーン・ジオン作，マーガレット・
ブロイ・グレアム絵，わたなべしげお訳，福音館書店，1983 年刊）の絵の一部を使用することができるの
で，作戦 28 に適していると考えられる。日本の絵本ということであれば，
『からすのパンやさん』
（加古里子，
偕成社，1969 年刊）が適している。これは，からすのパン屋一家に四羽のからすの赤ちゃんが生まれ，最
初は子育てとの両立が大変だったが子育てにてんてこ舞いしながらも，四羽はすくすく育ち，パン屋も客の
声の取り入れながら大人気になっていくという話である。ストーリー展開がユーモラスで面白く，夥しい数
のカラスの個性も描き分けられており，様々なパンも実においしそうに描かれていることから，人気の絵本
である。四羽のからすの赤ちゃんが成長をして，それぞれ結婚をしお店を持つに至ったことを描く『からす
のおかしやさん』（加古里子，偕成社，2013 年刊），
『からすのやおやさん』
（加古里子，偕成社，2013 年刊）
，
『からすのてんぷらややさん』（加古里子，偕成社，2013 年刊）
，
『からすのそばやさん』
（加古里子，偕成社，
2013 年刊）の絵を使用することができる。それぞれ人気シリーズの 1 冊ずつの物語を楽しむということであ
る。
（８）理解していることを表現する作戦 ― 作戦 27 これ君のだよ―
Ｆ理解したことを表現する力をつける作戦として，作戦 27 を取り上げる。
「作戦 27 これ，君のだよ」は，読み聞かせを注意して聞き，５，６人ほどの主要な登場人物についてど
んな服を着ていたか，どんな物を持っていたかを当てるというものである。特徴は服や持ち物の実物を使う
ことである。子どものうち５，６人が登場人物役になって並ぶ。それ以外の子どもたちが順に実物を１人１
つずつ持って，
「これ，君のだよ」と登場人物役の子どもに渡しに行く。登場人物役の子どもはそれを身に
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付けたり持ったりするというものである。実物を使うことで，当てる立場の子どもは実物を持って行き「こ
れ，君のだよ」という言葉を自分の口から言うということ，登場人物役の子どもたちは，登場人物のように
「ありがとう」と言ってそれを身に付けるということが，単に理解して終わりではなく表現するということ
に繋がっていく。これを実現するためには，服装や持ち物の実物が入手できるということが重要である。『ア
イラのおとまり』（バーナード・ウェーバー作・絵，まえざわあきえ訳，ひさかたチャイルド，2009 年刊）は，
少年アイラが友達レジーの家に初めて泊まりに行くという話である。楽しみな気持ちと，泊まりに行く不安
が交差することが，いつも一緒に寝ているテディ・ベアのタータを持っていくかどうか逡巡することを通し
て，ユーモラスに描かれている。アイラ，アイラの父，母，姉，レジー，レジーの父という６人の登場人物
がおり，服装も持ち物もはっきりしている。また，アイラにもレジーにも，日中の服装と就寝時のパジャマ
の二通りがあり，それぞれテディベアを持っている。黒の線描のに赤・緑・黄色の単色だけが水彩絵の具で
塗られているという絵なので，色の異なる服の実物を用意しやすい。以上の点から『アイラのおとまり』は
作戦 27 に適した絵本であると考える。
（９）絵本の絵が重視される作戦 ― 作戦 37 だれが…でしょう，作戦 53 よく見る，見える―
Ｇ絵を見る力・観察力をつける作戦として，作戦 37 と作戦 53 を取り上げる。
「作戦 37 だれが…でしょう」は，絵本の文章による描写と，画家による絵の表現を通して，子どもが
登場人物の様子に注意を向けることをねらった作戦である。
「作戦 53 よく見る，見える」などの作戦で絵
（像）を読むことの価値を学んだ子どもが，さらに，この作戦では絵と文章を引き合わせて絵本を読むこと
になる。この作戦の行い方は，１枚の紙に「まず，本のなかで詳しく描写され，さし絵にもよく描かれてい
る登場人物を一人選び，その人物の絵〔素描〕を本に忠実に，ただし，三つの違ったポーズで一枚の紙に描
き」，「次に，この人物のどこかを変えた二人の人物を，前の絵と同じ三つのポーズで同じ紙に描」いたもの
を用意しておく。すなわち，１枚の紙に９つの人物の絵が描かれることになる。子どもたちはこの紙を手に
しながら，読み聞かせを聞いて，どれが本物の登場人物の絵なのかを当てるということになる。第一著者は，
『ペレのあたらしいふく』（エルサ・ベスコフさく・え，おのでらゆりこやく，福音館書店，1976 年刊）が
この作戦に向いていると考える。この本では，少年ペレが自分の持っている子羊の毛を刈り取り，その毛を
おばあさんに紡いでもらい，自分で青い染粉で染め，おかあさんに布に織ってもらい，仕立て屋に仕立てて
もらい，新しい服を手に入れるという物語である。染粉を手に入れるためにペンキ屋のお使いを行いそのお
つりで染粉を買ったり，布に織ってもらうためにその間赤ん坊である妹の世話をしたり，仕立てもらうため
に仕立て屋の家の干し草を集めたりぶたに餌をやったりするという，対価となる労働も行っている。すなわ
ち，ペレにはたくさんの行動が描写されているので「三つのポーズ」
を選択することができるのである。また，
「素描」
（原語：dibujo）とは，鉛筆やコンテなどで線描きした絵のことを指す。この『ペレのあたらしいふく』
は素描に水彩絵の具で色をつけたもので，アニマドールがその風合いを生かした絵を描いたり，別の二人の
人物の絵を描いたりすることが行いやすい。第一著者であれば，子羊の毛を刈り取っているところ，糸を染
めているところ，干し草を集めているところ，などを取り出して扱いたいと考える。
「作戦 53 よく見る，見える」は，挿絵の絵をじっくりと観察することをねらった作戦である。登場人
物や物，景色の細部までていねいに書き込まれた挿絵であることが必要である。第一著者は，1990 年代の
終わりから 2000 年代の初めにかけて複数回ＥＳＴＥＬのセミナーを受講した経験がある。この作戦につい
て，ＥＳＴＥＬではある時は児童書コンクールのポスターを，別の年には厚手の絵本を用いていた。児童書
コンクールのポスターは，Joan Manuel Gisbert 作，Alfonso Ruano 絵による “El guardián del olvido”（直訳「忘
却の守り人」，ＳＭ社，1990 年刊）という絵本の挿絵を使っており，実はポスターというよりもこの絵本の
挿絵を使用したという形であった。この話は，主人公の少年ガブリエルがなくしたコマを探して，忘却の館
に入り込んでしまう。その館のある部屋に入ると多くの人が忘れてしまった古い玩具や衣装が置いてあり，
それをガブリエルが驚いた表情で見ており，その横に忘却の守り人である男が見守っているというもので
あった。本文が読めなくても，その部屋の家具の配置や，玩具，登場人物の位置や表情から多くのことを読
み取ることができる。ストーリー自体には触れないで，あくまで絵を読み取るという作戦であった。厚手の
絵本というのは，Francisco Meléndez による “Leopold: La conquista del aire por Oskar keks”（直訳「オスカール・
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ケクスによるレオポルド：空の征服者」，Aura Communicación 社，1991 年刊）という絵本のあるページであっ
た。主要人物のレオポルド，グスタフ，マックスは，19 世紀のドイツのケーニヒスドルフ大学で，スポー
ツを愛し気ままに暮らしていたが，ある日大学教授の論文を発見したことから，飛行機の開発に情熱を注ぐ
という物語である。作戦 53 に用いられたのは 19 世紀のヨーロッパで流行した海水浴の場面である。着てい
る物や描かれている人物，配置などから，それが昔の海水浴の場面であることが分かる。これらの経験から，
第一著者は『はじめてのおつかい』（筒井頼子作，林明子絵，福音館書店，1976 年刊）が適していると考える。
これは，はじめてのおつかいを頼まれたみいちゃんが牛乳を買いに行く話であるが，途中でともちゃんに会
う場面が町の様子が描かれており，この作戦に向いていると考える。花や食堂・住宅が立ち並ぶ中，さんぽ
に出るおじさん，花屋で花の手入れをするおばさん，その家の２階ではおばさんの娘さんがピアノを弾いて
いる，遠くでは絵を描いている人，ギターを弾いている人，鳥かごから逃げた鳥を目で追っている人などが
描かれており，平穏な人々の生活の様子がうかがえる。手前に小さくみいちゃんとともちゃんが描かれてお
り，このような街の中でみいちゃんがおつかいに出かけることが分かる。ともちゃんは飛行機のおもちゃを
手にしており，遊んでいるともちゃんとおつかいに行くみいちゃんとの違いが表れるようにしてある。作戦
の実践方法を３点に要約すると，１挿絵を配る，２挿絵の細部について尋ねる，３挿絵で発見したことに関
連させて子供の日常生活について尋ねる，こととなっており，この『はじめてのおつかい』の挿絵では，日
常生活に展開させやすいと考える。
（10）詩を扱った作戦 ― 作戦 47 これが私の絵―
Ｈ詩を味わう力をつける作戦には，作戦 47 がある。
「作戦 47 これが私の絵」は，子ども１人に１編ずつ異なる４行以内の詩を与え，それを朗唱し，１編
の詩に合わせて１枚ずつ描いておいた絵を当てさせるという作戦である。したがって，複数の詩の世界を絵
として描き分けられるものがよい。朗唱するときには，１度目は普通に朗唱し，「２度目は子どもたちと一
緒にくり返して，子どもたちが暗記するか，少なくとも詩の内容を理解するように」する。詩をもとにした
絵本もないわけではないが，多くの詩を用いるとすると，１冊の絵本では足りない。複数の詩が掲載されて
いる詩集が適切である。『のはらうたⅠ』（くどうなおこ，童話屋，1984 年刊）は，野原にいる様々な動物
や植物など自然のものの行動や習性をうたっている詩集でⅠ巻〜Ⅴ巻までがある。詩の作者という形で取り
上げている動物などが明示されていること，平易な内容で幼い子どもにも想像しやすいことを考えると向い
ていると言える。しかし，４行以内というところが合わない。スペインで俳句は３行詩，短歌は５行詩のよ
うに示されるので，
４行詩というととにかく短い詩ということになる。この点については，
さらに良い本（詩
集）を探す必要がある。作戦名は「これが私の絵」であるが，この作戦は幼児教育作戦の中で唯一絵本を用
いない。
この作戦についてのもう１つの回答は，幼児向きのことばの絵本を用いることではないかと考えている。
しかし，
『もこ もこもこ』（谷川俊太郎作，元永定正絵，文研出版，1977）などのようにオノマトペに着目
したものは，具体的な絵を描くことができないので，この作戦には不向きである。他のことばの本としては
『ことばのあいうえお』（五味太郎作，岩崎書店，1979）のようなものがあるが，文字の認識を扱ったもので，
直接作戦 47 に合っていない。わらべうたの絵本は候補であるが，複数のわらべうたが載っていなければな
らないことなどまだ十分に探し切れていないのが現状である。引き続き，作戦 47 に合った絵本を探してい
きたい。

６．まとめと今後の課題
本稿では，サルトの「読書へのアニマシオン」が本来幼児から高校生まで系統的にまた発達段階に応じて
読書の力を伸ばしていくという目的で開発された読書指導法であるのにもかかわらず，日本での作戦の用い
られ方は場当たり的であり，発達段階の意味が十分に理解されているとは言いがたいという問題意識に基づ
き，幼児教育作戦の特徴の分析と，その特徴を活かした作戦実施のための絵本の提案を行った。
幼児教育作戦の特徴としては，12 の作戦のねらいに着目し，Ａ読みきかせなどから読むということを理
解する力をつける，Ｂ注意力・集中力をつける，Ｃ登場人物を識別する力をつける，Ｄ聞いたことや物語を
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理解し，解釈する力をつける，Ｅ物語を楽しむ力をつける，Ｆ理解したことを表現する力をつける，Ｇ絵を
見る力・観察力をつける，Ｈ詩を味わう力をつける，の８点を見出すことができた。それらは，大人の役割
の重要性や，音声言語と文字言語の連続性，エマージェント・リテラシーといった 1980 年代以降の欧米に
おける理論や，最近の我が国の幼稚園教育要領にも共通する考え方であることを明らかにした。しかし，登
場人物の識別など読書へのアニマシオンの独自性も明らかにすることができた。
それらの８つの特徴に応じ各作戦を分析し，それぞれの作戦に適合する絵本の提案も行った。第二著者は，
幼稚園教育要領の「言葉」の内容に照らしてみると，改めて幼稚園の場で良書を読んでいくことが望ましい
と考えている。そして日々の保育の中では，季節や子供達自身の生活に取り上げようとしているが，様々な
内容を体験させる上でも，「読書へのアニマシオン」のような体系的な手法の絵本選択の観点は役に立つと
考える。本稿で述べたものは，小学校や大人の研修の場である程度の有効性が実証できているものもあれば，
今回初めて提案するもの，あるいはすでに実践をしたことはあるが課題が残ったもの，作戦 47 のように十
分に満足の得られるものが探せていないものもあった。
今後の課題としては３点ある。１点目は，さらに精緻に幼児教育作戦の特徴を描き出していくことである。
２点目は，本稿で提案した絵本を用いた読書へのアニマシオンの実践と，その絵本の教材としての妥当性の
検証である。当初は令和２年度の前期に第二著者の幼稚園での実践を行い，幼児の様子を観察することを計
画していたが，COVID-19 という思いがけない事態により，実践を行うことができなかった。今後は実際に
作戦を実践してみて，その際の幼児の実態に即して検証が必要である。３点目は，よりよい絵本の提案であ
る。これらの課題を追究し，幼児教育作戦が場当たり的ではなく，理解を得た上で行われるようにしていき
たいと考えている。
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注
1

新潟市の読み聞かせボランティア，教師，図書館司書等 10 名ほどで 2010 年より活動している，読書への
アニマシオンの研究団体である。新潟市内の小学校に「読書へのアニマシオン」を行うアニマドールを派遣
したり，教職員・ボランティア向けに「読書へのアニマシオン」の手法を指導する研修会を行ったりしている。

2

サルトらは，１～ 75 の作戦の番号について「できた順」であると述べている。例えば詩について取り組ん
でいた時期にはたくさんの詩の作戦ができたそうで，実際のところ，40 番台には詩の作戦が連番となって
いる。75 の作戦のうち１～ 25 番の作戦は，1984 年刊の“Animación a la lectura: Para hacer al niño lector”
邦訳『読書で遊ぼうアニマシオン－本が大好きになる 25 のゲーム』に掲載されており，そこには「作戦は
子どもの発達順に並べてあります」（サルト，1997，p. 22）とある。したがって，最初のうちは，いくらか
発達順にしようと試みていたのであろう。しかし，その後，１～ 25 番の作戦は，その発達段階に関わらず
順番が変わらなかったところを見ると，やはり基本的には「できた順」であると見た方がよいであろう。

3

実践ガイドは，冒頭に「『エルマーのぼうけん』を 10 倍楽しむために！！ 子どもたちが大好きな「エルマー
シリーズ」を使って，ごいっしょにアニマシオンの読書探偵団をご体験ください。」と書かれており，岩辺
泰吏氏が執筆したものと推測される。『読書で遊ぼうアニマシオン―本が大好きになる 25 のゲーム』の「作
戦１ ダウトを探せ」，「作戦２ これ，だれのもの？」，
「作戦９ そのカード，誰のこと？」
，
「作戦 10 まち
がいセンサー（円陣ダウト）」，「作戦 12 物語バラバラ事件（ストーリージグソー）」
，
「作戦 15 クイズで
決闘だ！
（読書バトル）
」の６つの作戦で，『エルマーのぼうけん』を使用することを提案するものである。
なお，
『読書で遊ぼうアニマシオン―本が大好きになる 25 のゲーム』の作戦 1 ～ 25 は，『読書へのアニマシ
オン―75 の作戦―』の作戦 1 ～ 25 と同じもので，それぞれ「作戦１ 読みちがえた読み聞かせ」
「作戦２ これ，
，
だれのもの？」，
「作戦９ だれのことを言ってる？」
，「作戦 10 つかまえるよ！」，「作戦 15 合戦」にあ
たる。冒頭で述べた 316 ～ 317 頁の一覧によれば，上記の６つの作戦については，
作戦１と作戦２が幼児教育，
作戦９と作戦 10 が小学校，作戦 12 と作戦 15 が中学校・高校に適した作戦ということになっている。

