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　　　　子どもの名前のつけ方に関する研究

読みにくい名前，読み間違えられる名前を中心にして ＊

筑波大学徳田克己＊＊

1．はじめに

　親が子どもの名前をつける際には，子どもの将来の幸

せを願い，深い思いを込めるのが常である。少子化時代

の現在においては，以前よりもさらに子どもの名づけに

対する親の思いは大きい。どの書店に行っても，子ども

の名前のつけ方に関する本が何冊も並んでおり，また妊

婦向け雑誌などには名づけに関する記事がしばしば掲載

されている。

　名づけをする際には，親は漢字の画数，漢字の意味，

姓名判断などの多くの情報を得て決定する。親は一生懸

命に調べるのである。しかし，子どもが5～6歳になる

とそれらの情報を覚えている親はあまり多くはないよう

である。しかも，親があまりに懲りすぎたために，読み

間違えられやすい，あるいは読みにくい名前になり，子

どもが困っているケースをよく耳にする。

　本稿では，3歳から6歳までの子どもを持つ母親に対

して行った「子どもの名前のつけ方に関する調査」の結

果を報告したい。特に次の点に関して明らかにしたいと

考えた。

①名づけの際に「読み間違えられない名前」にしたい

　と考えた親がどの程度いるか

②子どもの名前を問違って読まれた経験はあるか，ま

　たそれはどのような問違いか

③母親は自分の名前を間違って読まれたことがあるか

④自分の名前を間違って読まれたことのある母親は，

子どもの名づけの際に「読み問違えられない名前」に

したいと思う傾向があるか

2．方法

　（1）調査対象者

　埼玉県越谷市にある私立幼稚園2園に子どもを通わせ

ている母親約600名を対象とした。最終的に560名のデー

タを収集できた。したがって回収率は約93％となる。対

象者の子どもの内訳を表1に示した。

　（2）調査手続き

　調査用紙と調査依頼文を子どもを通じて保護者に配布

した。回答後の調査用紙は子どもが持参し，担任教諭が

回収した。この調査では回答者の氏名を書くことを求め

なかったが，子どもの名前を書く欄があり，実際には記

名調査であった。調査は2004年1月に実施された。

　（3）調査項目

①子どもの年齢，性別，名前（漢字とふりがな），家

　での呼ばれ方，友達からの呼ばれ方

②　誰が名づけたか（自由記述式）

③　どのような思いや願いを込めてつけたか

　　（自由記述式）

④名前をつける時にどのようなことを重視したか

表1　子どもの年齢と性別

＊A　study　of　parents，attitudes　toward　na血ng　the廿children．

榊丁OKUDA，Katsumi（University　of　Tsukuba）

3歳 4歳 5歳 6歳 計

男　　子 35名 91名 114名 41名 28f名

女　　子 29名 93名 111名 46名 279名

計 64名 184名 225名 87名 560名
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　（選択式，複数回答）

　（　　）画数の意味

　　　　　　現在でもその画数の意味を覚えているか。

　　　　　（よく覚えている　　少し覚えている

　　　　　あまり覚えていない　全く覚えていない）

　（　　）漢字の意味

　（　　）音の響き（聞こえ方がよい）

　（　　〉家族の名前の一字をとる

　　　　　　その家族とは

　　　　　（父親　母親　兄弟姉妹　その他　　　　）

　（　　）尊敬する人物，気に入った人物の名前（名

　　　　　前の一部を含む）をとる

　（　　）読み間違えられない名前にする

　（　　）まわりにない名前にする

　（　　）その他

⑤子どもの名前について現在どのように思っているか

　　（選択式，複数回答）

　（　　）名前の通りに育っている

　　　　　　その理由（自由記述式）

　（　　）名前負けしている

　　　　　　その理由（自由記述式）

　（　　）この名前にしてよかった

　　　　　　その理由（自由記述式）

　（　　）この名前にしなかった方がよかった

　　　　　　その理由（自由記述式）

　（　　）その他

⑥これまでに子どもの名前を間違って読まれたことが

　あったか（選択式）

　（全くない　ほとんどない　たまにある　よくある

　読めないと言われた）

⑦（「たまにある」「よくある」と答えた人に対する質

　問）どのように間違えられたか（自由記述式）

⑧子どもは自分の名前についてどのように言っている

　か（自由記述式）

⑨これまでに母親の名前を間違って読まれたことが

　あったか（選択式）

　（全くない　ほとんどない　たまにある　よくある

　読めないと言われた）

⑩（「たまにある」「よくある」と答えた人に対する質

　問）どのように問違えられたか（自由記述式）

⑪母親は自分の名前が好きか（選択式）

　（好き　どちらとも言えない　きらい）

　　その理由（自由記述式）

3．結　果

　表2に，誰が子どもの名づけをしたかについて尋ねた

結果を示した。父親と母親が話し合って決めたとする家

庭が最も多く（51％），次いで父親（21％），母親（19％）

であった。祖父母がつけたというケースは4％にすぎな

かったQ

　どのような思いや願いを込めてつけたかを尋ねた結果

を表3に示した。この表を見ると，親の願いが実に多様

であることがわかる。なかには「サッカーが上手になる

ように（柊人，しゅうと）（秀人，しゅうと）」，「ポケモ

ンの名前からとった（実結，みゆ）」，「天皇陛下の名に

ちなんで（仁，じん）」，「ヒーローになれるように（広，

ひろ）」，「外国でも呼ばれやすいように（凱都，かいと）」，

「夏に生まれたから（涼佳，すずか）」，「スワヒリ語で

ライオンの意味。ライオンのようにたくましく（新波，

しんば）」，「3人姉妹でしりとりになるように（なつみ

→みき→きさ）」などがあった。

　名前をつける際に重視したことを表4に示した。音の

響きを重視しているとした母親が7割以上であり，一方，

表2　子どもの名前をつけた人

名　づ け　た 人 数（割　　合）

両 親 286名（51％）

父 親 118名（21％）

母 親 109名（19％）

祖 父 母 20名（4％）

子どもの兄弟姉妹 7名（1％）

そ の 他 16名（3％）
鉦
’
』
覧 回 答 4名（1％）

（％の母数は560名）
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漢字の意味を重視したとする親は半数に過ぎなかった。

明らかに名づけの基準に時代的変化があることを感じる

点である。また，現代は個性化の重要性が叫ばれており，

その影響からか，「まわりにない名前にする」とした母

親が2割いた。現在，使用できる漢字には制限があり，

漢字の使い方でオリジナリティを表現しづらい状況にあ

表3　子どもの名前に込めた思い・願い

＊＊＊＊＊に育ってほしい

優しい子に

　明るい元気な子に

健康な子に

　強くたくましい子に

　誠実な子に

　ひとから好かれる子に

　友達に，恵まれる子に

　かしこい子に

　心の広い子に

　活躍する子に

　人生を自ら切り開く子に

　男らしい子に

　ひとの先頭に立つ子に

　幸せな子に

　美しい子に

　女ら・しい子に

　その他

個性的な名前にしたかった

家族の名前の一文字をとった

画数的に良い名前にしたかった

生まれた状況にちなんで（季節，時，場所等）

使いたい漢字をつけた

テレビや本の登場人物名や著名人の名前からとっ

　た（その人のように育ってほしい）

親の好きなことに関係した名前

その他

特になし

無回答

345名（62％）

83名（15％〉

48名（9％）

39名（7％）

30名（5％）

30名（5％）

26名（5％）

16名（3％）

15名（3％）

15名（3％）

12名（2％）

12名（2％）

12名（2％）

　9名（2％）

　9名（2％）

　8名（1％）

　6名（1％）

91名（16％）

74名（13％）

74名（13％）

26名（5％）

22名（4％）

11名（2％）

　8名（1％）

る。そのために，「まわりにない読み方の名前」をつけ

ることになり，難読の名前や読み間違えられる名前が増

えることになるのである。

　また，画数を重視したとした363名の親が，調査時点

において，画数の意味を覚えているかどうかについてま

とめたものを表5に示した。それによると，3割以上の

母親がその意味を覚えていないと回答している。本を何

冊も買い込み，画数の意味を検討して名づけたにもかか

わらず，名づけから2～5年程度でそれを忘れてしまっ

ているのである。

　さらに，家族の名前の一字をとった名前をつけたと回

答した74名が誰の名前をとったかについてまとめたもの

を表6に示した。父親だけでなく，兄弟姉妹や母親の名

前から取ったケースも多かった。

　また，調査時点で，親が子どもの名前についてどのよ

うに感じているかをまとめたものを表7に示した。7割

表5　画数の意味について

よく覚えている

少し覚えている

あまり覚えていない

全く覚えていない

無回答

52名（14％）

121名（33％）

93名（26％）

28名（8％）

69名（19％）

8名（1％〉

84名（15％）

3名（1％〉

70名（13％）

（の母数は画数を重視した親363名）

表6　誰の名前の一字をとって名づけたか

（％の母数は親560名）（複数回答）

　　　表4　名前をつけるときに重視したこと

父　　　　　　　親

兄　　弟　　姉　　妹

母　　　　　　　親

祖　　　　　　　父

そ　　　の　　　他

無　　　回　　　答

30名（41％）

19名（26％）

14名（19％）

9名（12％）

7名（9％）

8名（11％）

音の響き

画数

漢字の意味

まわりにない名前にする

家族の名前の一字をとる

読み間違えられない名前にする

尊敬する人物の名前をつける

その他

409名（73％）

363名（65％）

288名（51％）

111名（20％）

74名（13％〉

72名（13％）

38名（7％）

78名（14％）

（％の母数は家族の名前の一字をとった親74名）（複数回答〉

表7　子どもの名前について現在どのように思っているか

この名前にしてよかった

名前の通りに育っている

名前負けしている

この名前にしない方がよかった

その他

408名（73％）

205名（37％〉

19名（3％）

17名（3％）

61名（U％〉

（％の母数は560名）（複数回答） 　　　（の母数は560名）（複数回答）
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以上の親が子どもの名前に満足しているという結果で

あった。子どもが「名前負けしている」と答えた回答の

例として「凛々しくかっこよく生きてほしいと言う願い

を込めてつけたのに，気が弱くてよく泣く子どもになっ

た（凛太朗，5歳）」，・「愛の萌えいずる子になってほし

いと名づけたのにあまり優しくない（萌愛，6歳）」，「智

恵が輝くと大それた名前をつけてしまったことを後悔し

ている（智輝，3歳）」，「強い子に育つようにつけたが

気が弱い（龍人，4歳）」，「ひとの先頭に立ち，礼儀に

厚い人間になってほしいと名づけたが，すべてに中途半

端（魁仁，4歳〉」，「元気で，何事にもがんばれる子に

なってほしいという願いを込めたが，病気がち（康

太，5歳）」，「みんなに愛され女性に優しくと名づけた

がケチな子になっている（智大，4歳）」，「リーダー的

な存在になるという画数を選んだが，非常に引っ込み思

案である（直也，5歳）」などがあった。今回の対象者

は3～6歳児の親であり，名づけから2～5年程度が経

過している。成績や性格が幼児よりも明確になっている

小学生，中学生の親に同じ質問項目を用いて調査すると，

今回とは大きく異なる結果が得られる可能性があると思

われる。

　子どもの名前を間違って読まれた経験を尋ねた結果を

表8に示した。全くないと答えたのは43％であり，それ

以外は間違って読まれた経験，あるいは読めないと言わ

れた経験があることがわかった。

　表9にはどのように間違えて読まれたかの実例を示し

た。これを見ると，漢字を実にさまざまに読んでいるこ

とがわかる。子どもの名前に使うことのできる文字は戸

表8　子どもの名前を間違って読まれた経験

籍法第50条と，戸籍法施行規則第60条によって定められ

ているが，読み方に関しての規定は一切ない。従来，親

は名づけの際にまず「文字」を決め，それをどう読むか

を考えるという順序をとることが多かったが，最近では

「音」を先に決め，どの「文字」をあてはめるかを考え

る傾向があるようである。いずれにしても，使用する文

字にだけでなく読み方・音の響きにオリジナリティを持

たせることが多いのである。

　今回，読めないと言われたことがある名前として，以

下の名前が挙がった。これらをみると，音に漢字を当て

はめている当て字的表現が多いことがわかる。これらの

名前は通常では読むことが困難であり，それゆえにまわ

りとは違う，オリジナリティのある名前であると親は考

242名（43％）

100名（18％）

114名（20％）

40名（7％）

表9　間違って読まれた例

全くない

ほとんどない

たまにある

よくある

読めないと言われたことがある

無回答

128名（23％）

　1名（0％）

（％の母数は560名）

（「読めないと言われたことがある」は重複回答あり）

名前 読み方 間違い例 名前 読み方 間違い例

勇斗 はやと ゆうと 悠 はるか ゆう

和 のどか かず 広海 ひろうみ ひろみ

大地 りく だいち 幸輝 ともき こうき

拓世 たくと たくや 萌 めばえ もえ

希彩 きさ さき 優大 ゆうと ゆうた・ゆうだい

咲子 しょうこ さきこ 優司 つかさ ゆうじ

憲弥 かずや けんや 萌 めぐみ もえ

洗生 こうき こうせい 彰大 しょうた あきひ ろ

隼 じゅん しゅん 新波 しんば にいは

夢 ゆめの ゆめ 隆史 たかふみ たかし

古
了 あきら とおる 歩佳 あゆか あやか・ほか

充貴 あつたか みつたか 雅尚 まさのり まさなお

柊人 しゅうと ふゆと 優蘭 うらん ゆうらん

舞乃 まの まいの 尚史 たかし なおふみ，なおし

眞理 まこと まり 愛海 まなみ あいみ

愛菜 まな あいな 皓希 こうき ひろき

大士 ひろと だいし 祥己 しょうき しょうみ

和長 まさのぶ かずなが 純音 じゅんと すみね

彩織 あおり さおり 文香 あやか ふみか

春日 はるひ かすが 濡 みお れい

遥太 ゆうた ようた 実優 みゆ みゆう

祐海 ゆうか ゆみ・ゆうみ 唯花 ゆいか ゆうか

実結 みゆ ゆみ 玲菜 れな れいな

大新 たいしん だいしん 柚希 ゆずき ゆき

陽生 ようき ようせい 耀 あぎら よう

陽 みなみ よう 七緒 なお ななお

彩瑛 さえ さや 真子 まこ まさこ

彩瑛 あやえ さえ・さや 真子 まさこ まこ

悠乃 ゆの ゆうの 優花 ゆか ゆうか

元哉 まさや もとや 美空 みく みそら
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えているのではないだろうか。

　滉甫（こうすけ），海都（みさと），有咲（ありさ），

汐莉（しおり），栞深（しおみ），颯斗（はやと），冬愛

（とあ），嗣晶（つぐあき），啓永（ひろなが），颯真（そ

うま），主山（かずたか），泰圭（たいか），萩友（しゅ

うすけ），璃歩（りほ），濯斗（たくと），邑菜（ゆうな），

青林（ありん），和南（かずな），美虹（みこ），茉音（ま

お），魁斗（かいと），竣登（しゅんと），慶佳（のりか），

明音（あかね），凪央（なお），凪（なぎ），董（すみれ），

颯生（さつき），実央（まお），史昇（ふみのり），彪人

（あやと），陽（みなみ），朋拓（ともひろ），聖幸（ま

さゆき），美彩（みさ），寛侍（かんじ），祐維（ゆい），

亘哉（こうや），歩伸（ほの〉，慧美（えみ），慧菜（け

いな），優昌（ゆうすけ），啓稀（ひろき），元彩（げん

た），武統（たけと），賢樹（けんじゅ），美寿珠（みす

ず），梨（りん），航（わたる），魁（かい），萌愛（もえ），

実大（まお），朱里（あかり），宥伽（ゆうか），颯（そ

う〉，久玲亜（くれあ），瑠々（るる），萌々子（ももこ），

大駆（たいく），丈流（たける），甲（きのえ），佳音（か

のん），衿（えり），琳駆（りんく），萌念（もね〉，響生

（ひびき），皐太（こうた），時翔（ときさね）。

　本調査において，読めないと言われたことがあるとさ

れた128の名前，及び読み問違えられることがあるとさ

れた154の名前を，著者及び福祉学を専攻している2名

の大学院生の計3名が読み，3名ともが読めなかった，

あるいは読み間違えた名前を選び出した。結果的に，読

めないとされた名前から68（上記），また読み間違えら

れることがあるとされた名前から60（表9）が選ばれた

（計128）。それらを「今までも目にした名前であるが，

通常とは異なる読み方をしているケース」「その漢字の

音訓にない読み方をしているケース」「その漢字の主な

読みではない読み方をしているケース」「なじみのない

漢字を使っているケース」「漢字の組み合わせになじみ

のないケース」「読み方が何通りもある字を使っている

ケース」へ分類する試みを行った。いくつかの項目にあ

てはまる名前があったが，重複計数はせず，読みにくい

原因として最もあてはまると判断された項目に分類した。

この分類は著者が行った。

　その結果，最も多かったのが「その漢字の音訓にない

読み方をしているケース」（41％，53件）であった。萌

念（もね），純音（じゅんと），祐海（ゆうか）のように

音の一部分を使っているものは多少の読みやすさもある

が，主山（かずたか），実大（まお），元彩（げんた），

和長（まさのぶ），優昌（ゆうすけ）などのように，そ

の漢字の音訓と全く関係しない読みをさせているものを

正しく読むことはできない。このケースでは当て字的に

文字を選んで名前をつけていると言えよう。

　次に多かったのは「なじみのない漢字を使っている

ケース」であった（20％，25件）。颯真（そうま），颯生

（さつき），邑菜（ゆうな），彪人（あやと），琳駆（り

んく），柊人（しゅうと），衿（えり），蔓（すみれ），凪

（なぎ）などがその例である。

　次いで，「今までも目にした名前であるが，通常とは

異なる読み方をしているケース」が13％（17件）あった。

大地（りく），和（のどか），咲子（しょうこ〉，美空（み

く），元哉（まさや），優花（ゆか），眞理（まこと），春

日（はるひ），隆史（たかふみ），優司（つかさ）などが

あった。

　次に「そo漢字の主な読みではない読み方をしている

ケース」が9％（11件）あった。勇斗（はやと），尚史

（たかし），洗生（こうき），丈流（たける），賢樹（け

んじゅ）などがその例である。

　また「漢字の組み合わせになじみのないケース」は9％

（11件）であり，汐莉（しおり），栞深（しおみ），明音

　（あかね），歩佳（あゆか〉があった。

　さらに「読み方が何通りもある字を使っているケース」

は8％（10件）であり，萌（もえ，めばえ，めぐみ），

真子（まこ，まさこ），彩瑛（さえ，あやえ）などがあっ

た。

　次に，読み間違えられないことを重視して名前をつけ

たとした親72名（表4）に対して，実際に子どもの名前

を読み間違えられたことがないかどうかを尋ねたところ，
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約8割が間違われて読まれたことは全くないという結果

であった（表10）。

　表11に，子どもが自分の名前に対してどう思っている

かを，母親が子どもに尋ねた結果を示した。気に入って

いるとした子どもは約4割であった。別の名前の方がよ・

かったと答えた子どもの回答には「妹の名前の方がよ

かった」「ミミとかルナがよかった」「チコがいい」「エ

メルソンみたいな名前がよかった」「長い名前がよかっ

た」「ゆりこ，あやかがよかった」「カトリーヌやジョセ

フィーヌという洋風な名前がよかった」「フリーダムガ

ンダムとかガオレッドとかが良かった」「はるか，くる

みがよかった」「ウルトラマンのお兄さんの名前がよかっ

た」などがあった。

　回答者である母親の名前について，これまでに問違っ

て読まれたことがあるかどうかを尋ねたところ，表12の

ような結果が得られた。約7割が「全くない」あるいは

「ほとんどない」と答えており，子どもの名前の読み間

違いと大きな差はなかった（子どもの名前を間違って読

まれることがほとんどないとした母親は61％）。しかし，

自分の名前を読めないと言われた経験がある母親は4名

（1％）のみであり，子どもの名前を読めないと言われ

た経験（23％）に比べて非常に少なかった。

　母親の名前を読み間違えられた経験と，子どもの名づ

けにおいて「読み間違えられないこと」を重視したかど

うかの関係を検討した（表13）。Z2検定の結果では5％

水準で有意であった（X2＝5。67）。すなわち，自分の名

前を読み間違えられた経験のある母親は，子どもの名づ

けにおいて読み問違えられない名前にすることを重視す

る傾向があることが確認された。

　また，母親の名前を読み問違えられた経験と子どもの

名前を読み間違えられることの関係を検討した（表14〉。

表12　母親の名前を間違って読まれた経験

全くない

ほとんどない

たまにある

よくある

読めないと言われたことがある

無回答

3（B名（55％）

80名（14％）

81名（14％）

83名（15％）

　4名（1％）

　4名（1％）

表10　親が読み間違えられないようにつけた名前は実際

　　　に間違われないか

（％の母数は560名）

表13　母親の名前が読み間違えられた経験と名づけの際

　　　に読み間違えられないことを重視したかどうかの

　　　関係

全くない

ほとんどない

たまにある

よくある

読めないことがある

57名（82％）

10名（14％〉

2名（3％）

0
1名（1％）

読み間違えられないこと
合　計

重視した 重視しない

母親の名前の読み間違い

41 346 387全くなし
ほとんどなし

たまにある

よくある

読めない
30 137 167

合　　　　　計 71 483 554
（％め母数は読み間違われない名前をつけたとする親のうち有効データ70

名〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表14

表11子どもが自分の名前に対して思っていること

母親の名前が読み間違えられた経験と子どもの名

前が読み間違えられた経験の関係

気に入っている

何も言わないのでわからない

気に入らない様子である

○○の方が良かったと言う

気にしていない

その他

特になし

無回答

209名（37％）

154名（28％）

24名（4％）

13名（2％）

　6名（1％）

23名（4％）

61名（11％〉

70名（13％）

（％の母数は560名）

子どもの名前の読み間違い

合計全くなし

ほとんどなし

たまにある

よくある

読めない

母親の名前の読み問違い

232 156 388全くなし

ほとんどなし

たまにある

よくある

読めない

110 53 163

合　　　　　計 342 209 551

一84一



子どもの名前のつけ方に関する研究

表15　母親の名前と母親が名づけた子どもの名前を読み

　　　間違いの有無で分けた例

親（読み間違いあり）一子ども（読み間違いあり）

和香（わか）一新波（しんば）　智子　（さとこ）一美空（みく）

倫子（しなこ）一選子（よりこ）

母親（読み間違いあり）一子ども（読み間違いなし）

晶子（あきこ）一奈々（なな）

富子（ふしこ）一拓郎（たくろう）

慈子（よしこ）一有香（ゆか）

由子（ゆうこ）一裕介（ゆうすけ）

麻美（まみ）一千尋（ちひろ〉

幸子（ゆきこ）一春花（はるか）

紫（むらさき）一ありさ

明代　（あけよ）一智樹（ともき）

貴世　（たかよ）一千鶴（ちづる）

亜美　（つくみ）一京吾（けいご〉

麻美　（まみ）一千鶴（ちづる）

郁子　（ふみこ）一琴実（ことみ）

満希子（みきこ）一ゆり

母親（読み間違いなし）一子ども（読み間違いあり）

圭子（けいこ）一陽美（みなみ）

寛子（ひろこ）一響　（ひびき）

裕子（ゆうこ）一優蘭（うらん）

綾子（あやこ）一咲子（しょうこ）

貴子（たかこ）一七緒（なお〉

泉　（いずみ〉一茎　（すみれ）

礼子　（れいこ〉一邑菜（ゆうな）

優子　（ゆうこ）一響　（ひびき）

由紀江（ゆきえ）一幸輝（ともき）

千恵　（ちえ）一優大（ゆうと）

美佐子（みさこ）一栞深（しおみ）

清美　（きよみ）一凪　（なぎ）

（左が母親の名前，右が子どもの名前〉

Z2検定の結果では，10％水準で割合の差が有意な傾向

があった（κ2ニ2．88）。すなわち，名前を読み違えられ

た経験のある母親は，自分の子どもに読み間違えられる

名前をつけていない傾向があることが確認された。

　表15に，母親の名前と母親が名づけた子どもの名前を

読み間違いの有無の視点で分けた例を示した。最近では，

ひらがなの名前を子どもにつけることは減っているが，

本研究において，子どもにひらがなの名前をつけている

ケースは，母親が読み間違われる名前であるケースが多

かった。表15からも，自分の名前を読み間違われた経験

のない母親は，子どもに難読の名前や誤読される名前を

つける傾向があることが確認できた。

4．まとめ

　本研究では，名前の読み問違いという視点から名づけ

について調査を行った。母親の中で「たまに」あるいは

「よく」読み間違えられた，あるいは「読めない」と言

われた経験がある者は30％であった。しかし，子どもで

は「たまに」あるいは「よく」読み間違えられ子どもは

39％もおり，さらに「読めない」と言われたとする者が

23％もいた（重複計数あり）。この子どもたちは成長す

るにしたがって，さらに読み間違われる経験や読んでも

らえない経験が増えるのであろう。

　名前の付け方にはブームがある。明治安田生命が「名

前ランキング」としてホームページで公表している新生

児の名づけの傾向をみても，使われる文字や読み方には

その時代の特徴があることがわかる（大正元年からの

データが公開されている）。昔は使用する漢字とその読

み方は対応していた。例えば，昭和33年では誠，隆，浩，

修，茂，博，豊，明，徹，勝が男性のベスト10，恵子，

久美子，洋子，幸子，由美子，裕子，美智子，和子，京

子，明美が女性のベスト10であり，これらの名前を読め

ないということはほとんどなかった（洋子は「ようこ」

と「ひろこ」，幸子は「さちこ」，「ゆきこ」の読み間違

いはある）。しかし，表4からわかるように，現代では

「文字」だけではなく，「音」が重要な名づけの要素に

なっているために，結果的に「当て字」的な文字使用が

多く見られる。この傾向は女児の名づけに顕著である。

　使用された文字についてみると，平成15年，男児では

大輝，翔，大翔，翔太，匠，太陽，拓海，蓮，悠斗，海

斗，翼が上位であり，女児では陽菜，七海，さくら，凛，

美咲，葵，萌，美月，綾花，真央，菜月が上位であった。

日本では，名前に使用できる文字の規定はあるが，それ

をどのように読んでもいいということが，いっそう読み

にくい名前を増やすことになっているのである。漢字に

は音訓があり，しかも音訓が何通りもある漢字があるた

めに，昔から難読の名前や誤読される名前はあるが，

「音の響き」を重視する名づけがいっそう難読の名前を

増やしているのである。幼稚園・保育所から大学にいた

るまで，子どもや学生の名簿を目の前にすると，教師は

「漢字検定」の問題を目の前にした気分になるであろう。

　本研究では，自分が読み間違えられて嫌な経験やわず

らわしい経験をした母親は子どもに読み間違えられるよ

うな名前をつけないことを示唆する結果が得られた。こ

のことから考えると，今回対象になった子どもたちが親
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になって自分の子どもに名づけをする20～30年後には子

どもに読みやすい名前がつけられるようになるのではな

いかと思われる。あるいは，さらに個性化・多様化が進

み，日本人かどうか，性別はどちらかさえ判断がつかな

いような名前がますます増えてくる可能性もある。

　そもそも名前は本人のアイデンティティに深く関係す

るものであり，読み間違えられたり，書き間違えられた

りすることが多いと，何らかの問題が出てくるのではな

いだろうか。先日，人名漢字を増やすために法務省が追

加する漢字のリストを作っているという報道炉なされた

が，人間は独自性のある名前でアイデンティティを強め

るのか，それとも読み間違いや読めないと言われること

でアイデンテイティに問題が生じるのかは非常に興味が

あるところであり，今後検討していきたい。

　また当然ではあるが，「名前の読みやすさ」 は読む側

の「読む力」と密接に関係している。さらに，名前を読

む力は読み手の世代や経験の影響を受けている。今回は，

つけられた名前に焦点をあてて分析を行ったが，今後，

名前の読み手についての検討を行いたいと考えている。
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SUMMARY

　　　　Most　Japanese　children，s　names　consist　of　ka可i　char－

acters，selected　by　parents　ffom　an　official　index　of2928．

As　each　character　canies　a　specific　meaning，the　parents，

choice　often　reflects　their　own　wishes，　beliefs，　or

expectations．In　everyday　life，each　ka煽i　typically　canies

more　than　one　possible　pronmciation，but　when　applied　to

names，　any　pronunciation　is　pe面ssible．　To　avoid

mispronunciation，parents　often　selected　popular　ka1増i　with

co㎜onpromnciations．However，arecentαendsuggests

that　this　may　be　changing：Many　children，s　names　are

unpronounceable　or血spronounced　by　others・

　　　　Since1912，the　Me輯i－Yasuda　Insurance　Company　has

compiled　and　published　a　ffequency　ranldng　of　babies，

names．However，there　has　never　been　a　study　of　parents，

attitudes　toward　the　names　they　choose　for　their　children．

The　puηpose　of　dlis　study　is　to　shed　light　on　d並s　unexplored

phenomena．Specifically，this　study　seeks　to　clarify　the

extent　to　which　parents　considered　the　pronunciation　of　their

child，s　name　when　selecting　ka切i　and　whether　mothers

whose　own　names　had　been　mispronounced　might　place

more　emphasis　on　the　pronunciation　of　the　child，s　name．

　　　　A　questionnaire　was　used　to　ask560mothers　of　kinder－

garten　children　about　the　naming　of　their　children：who

named　the　babyl　what　expectations，beliefs　or　wishes　were

associated　with　the　choice；how　they　felt　about　the　mme3

to6years　later；had　the　name　been　mispronounced；how　her

child　feels　about　the　namel　had　her　own　name　been

mispronouncedl　did　she　like　her　own　n肛nel　and　so　on．

　　　　Among　the　respondents，51％said　that　both　parents

were　involved　in　the　selection　of　kar噸i．Names　were　selected

by　fathers　in21％　of　the　cases，compared　to19％　for

mothers．Grandparents　selected　the　ka切i4％of　the　time．

More　than70％emphasized　the　mme’s　euphonic　value，

while　less　than　half　emphasized　ka両i　meaning．This

suggests　a　shift　in　consciousness　across　generations　regard－

ing　the　naming　of　children．More　than60％emphasized

supersdtions　related　to　ka頭stroke－count．However，more

than30％of　those　who　fdt　so　could　not　recall　the　super－

stitious　meaning　by　the　time　the　child　had　entered　kinder－

ga■ten．Also，about70％were　satisfied　with　the　name　they

had　chosen，while　the　remainder　fblt　that　their　child，s

development　did　not　correspond　to　the　meaning　of　the

selected　kanji。

　　　　Presently，Japanese　are　emphasizing　a　person，s　indi－

vidual　identity，and　this　may　influence　name　selection．Since

parents　are　li血ted　by　廿1e　official　ka面i　name　index，廿1ey

have　no　choice　but　to　select　unique　pronunciations　to　assert

individualidentity－areasonstatedby20％oftherespon－

dents．This　is　thought　to　be　one　reason　食）r　廿le　increased

丘equency　of　mispronunciation．About30％claimed　that

their　own　names　had　been血spronounced，yet　only　1％

reported　being　quesdoned　about　lhe　con℃ct　pronunciation．A

totalof27％reponedthattheirchild’smmehadbeen

血spronouncedl23％　were　asked　by　others　about　co∬ect

pronunciation．Thus　it　was　statistically　shown　that　mothers

who　experienced　the血spronunciation　of　their　own　names

tended　to　avoid　giving　their　children　names　dlat　are　o負len

血spronounced．
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女子短大生における

　　「本を読まない人」

「本を読む人」

のイメージ＊

白鳳女子短期大学玉瀬友美＊＊

問　題

　「学生が本を読まなくなってきた」というのは，くり

かえし言われてきたことばである。毎日新聞社の2004年

版読書世論調査（第49回学校読書調査）によれば，2003

年の1か月間に読まれた書籍の平均冊数は小学生（4～

6年）8．O冊，中学生2．8冊，高校生1．3冊であり，1か

月間に本を1冊も読まなかった不読者は小学生9．3％，

中学生31．9％，高校生58．7％となっている。大学・短大

生に対する調査は行われていないが，年齢が高いほど読

書量は減少し不読者が増加していることをみると，大学

生・短大生が高校生以上に読書離れ傾向にあることは十

分に予想できよう。

　このような読書離れの傾向について守・川島（1991）

は，大学生の多くが多忙を理由に本を読まないのは，彼

らが読書の必要性をあまり感じていないか読書をあまり

面白いと思っていないかのどちらかであろうと述べてい

る。現代の日本においては，読書を通して積み重ねられ

た基本的教養と呼ぶべき知識を持たないことが恥にはな

らなくなっているのかもしれないが（斉藤，2002），読

書のとらえ方は大学生の読書行動に大きな影響を及ぼす

要因の1つであると考えられる。

　従来の読書研究の中でも，読書のとらえ方を検討して

いる研究として秋田（1992）は，大学生と専門学校生を

対象に，「1か月に何冊の本を読むか」といった読書行

＊An　investigation　of　female　students，images　of　book　readers　and

non－readers　at　a　women’s　junior　college．

＊＊TAMASE，Yumi（Hakuho　Women，s　College）

動，「読書が好きか否か」といった感情，「読書をするこ

とは良いことだと思うか」「何のために読書をするか」

といった読書のとらえ方について質問紙調査を行ってい

る。その結果，読書のとらえ方および感情はともに読書

量と関連しており，読書量が多いほど読書の意義を重視

し，読書に対して好意的で肯定的印象をもっていること

が示されている。

　同様に平山（2003）は，女子大学生を対象に「本を読

む習慣をつけることは必要だと思う」といった読書に対

する意識・態度を問う質問紙調査を実施し，読書の重要

性を認識できるようになれば読書習慣の形成に結びつく

可能性があることを示唆している。

　このように，従来の研究では読書そのもののとらえ方

と読書行動との関わりが主として検討されているが，

「読書をする人」のとらえ方を検討した研究は見当たら

ない。「読書をする人」に対してはどのようなイメージ

や感情がもたれているのであろうか。大学生はできれば

「読書をする人」になりたいと思っているのであろうか。

　個人がそうありたいと望み，それに価値をおいている

自己を理想自己（ideal　self）という（遠藤，1991；水

間，1998）。カウンセリングにおいては，クライエント

が次第に自己を肯定的にとらえるようになるプロセスを

理想自己と現実自己の一致のプロセスとして概念化して

いる（Rogers，1951）。そして，このような理想自己の

設定水準には，これからの自分自身のあり方への期待な

ど，自己形成に対する積極的な意識の強さがあらわれて

いるのではないかと言われている（水間，1998）。この

ことから，「読書をする人」になりたいかどうかを含め
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　　　　　　　　Table1調査用紙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　読書についての調査

1．あなたは読書が好きですか？あてはまる番号に○をつけてください。

　　　　　　1　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　4

　ぜんぜん好きではない　あまり好きではない　　　どちらでもない　　　　　　好き

2．あなたは自分が本をよく読む方だと思いますか？あてはまる番号に○をつけてください。

　　　　　　1　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　4

　　ぜんぜん読まない　　　あまり読まない　　　　わりと読む　　　　　　よく読む

3．一ケ月に何冊くらい本を読みますか？あてはまる番号に○をつけてください。

　　1　　　　　0冊

　　2　　　1～2冊
　　3　　　3～5冊
　　4　　　6～10冊

　　5　　　11冊以上

5
とても好き

5
とてもよく読む

4．一日にどのくらいの時問，本を読みますか？あてはまる番号に○をつけてください。

　　1　　　0分

　　2　　　30分くらい

　　3　　　1時間くらい

　　4　　　2時間くらい

　　5　　　3時間くらい、

　　6　　　3時間以上

5．あなたは本をたくさん読む人が好きですか？あてはまる番号に○をつけてください。

　　　　　　1　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　5

　ぜんぜん好きではない　あまり好きではない　　　どちらでもない　　　　　　好き　　　　　　とても好き

6．あなたは本をたくさん読むような人になりたいと思いますか？あてはまる番号に○をつけてください。

　　　　　　1　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　5

　ぜんぜんなりたくない　あまりなりたくない　　　どちらでもない　　　できればなりたい　　　とてもなりたい

7．あなたは読書をする人についてどのようなイメージをもっていますか？次の形容詞対で表してください。

（8．あなたはあまり読書をしない人についてどのようなイメージをもっていますか？次の形容詞対で表してください。〉

　　　　　とても　　　　　　どちらかといえば　　　 どちらともいえない　　　 どちらかといえば

　にぎやかな

とても

　　静かな

た「読書をする人」への態度は読書行動に影響を及ぼす

要因の1つであると考えられる。

　本研究では，「読書をする人」に対して短大生がどの

ような感情および理想をもち，また「読書をする人」や

「読書をしない人」に対してどのようなイメージをもっ

ているかについて読書群と不読群に分けて検討する。

　本研究の目的は，女子短大生の読書実態を明らかにす

るとともに，読書群と不読群における「読書をする人」

のとらえ方の違いを検討することである。

方　法

調査対象　　奈良県内の私立女子短期大学に通う学生

210名（平均年齢18歳8か月）を対象とした。

調査実施日　　平成15年5月26，28，29日

材料　　読書への好意度，読書量，読書する人への好意

度および理想化の程度については5段階から成る質問用

紙を用い，読書量についてはそれに加えて具体的な読書

量への回答を求めた。また，「読書をする人」および「読
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書をしない人」のイメージについては，伊藤（1992）に

より作成された5因子（「社会性」「情緒安定性」「意欲・

強さ」「まじめさ」「理知性」）17項目から成るSD尺度を

用いた。質問紙の概要をTable1に示す。なお，質問

7，8で用いた形容詞対の具体的な内容については

Table3を参照されたい。

手続き　　調査は授業時間の一部を使い，同一の実験者

により集団で実施された。「この調査は皆さんがどのく

らい本を読んでいるか，読書について，また読書をする

人についてどのような思いをもっているかを調べるため

のものです。よく読書をする人もしない人もありのまま

に答えてください。」と教示し，調査用紙に各自のペー

スで記入させた。なお，質問1から6については雑誌や

マンガ・コミック以外の本についての質問であることを

確認し，質問7と8についてはイメージ評定の練習課題

を事前に実施した。所要時間は15分から25分であった。

結果と考察

　1．女子短大生の読書量と読書および「読書をする人」

　　　に対する全般的なとらえ方

　質問1から質問6までの評定平均と標準偏差について

はTable2に示す。本を読むことは特別に好きでも嫌い

でもないが（’＝1．37，ガニ209，n．乱），本を読むことは

少なく，平均すると1か月に読む本は1～2冊未満であ

り，1日の読書時問は30分未満となっている。しかし，

「読書をする人」が嫌いなのではなく，どちらかといえ

ば好きであり（F5．66，ガ＝209，p＜．01），できれば

「読書をする人」になりたいと思っている（’＝12．8，ガ

＝209，、ρ＜．01）といえよう。

　Table3には質問7と質問8において用いられた形容

Table2　質問1から質問6までの評定平均と標準偏差

　質問1

読書が好きか

　　質問2
読書をしているか

　　質問3
1カ月に読む冊数

　質問4

1日の読書時間

　　　質問5

本を読む人が好きか

　　　　質問6

本を読む人になりたいか

平　　　　均
標　準　偏　差

3．16

1．15

2．25

1．03

1．65

0．78

1．78

1．06

3．30

0．76

3．72

0．83

Table3読書群と不読群における「読書をする人」（質問7）「読書をしない人」（質問8）のイメージ

読書をする人のイメージ 読書をしない人のイメージ
形　　容 詞　　対

全 体 二士
葺冗 書　群 不 読　群 差 全 体 読 書　群 不 読　群 差

静かな にぎやかな 2．04 （0．66） 2．12 （O．70〉 1．95 （0．60） ＊ 3．99 （O．77） 3．90 （0．80） 4．08 （0．72） ＊

臆病な 大胆な 2．77 （0．55） 2．88 （0．51） 2．66 （0．58） ＊＊ 3．70 （0．73） 3．64 （O．73） 3．79 （0．74〉

真面目な 不真面目な 2．07 （0．99〉 2．20 （0．99） 1．94 （0．99） ＊ 3．49 （0．70） 3．46 （0．73） 3．53 （0．66）

弱い 強い 2．80 （0．65） 2．91 （0．59） 2．67 （0．70） ＊＊ 3．28 （0．64） 3．19 （0．65） 3．38 （0．62） ＊

孤独な 社交的な 2．44 （0．77） 2．58 （0．78） 2．32 （0．74） ＊＊ 3．76 （0．79） 3．68 （0．84） 3．86 （0．74〉

まるい 角ばった 2．79 （0．89） 2．76 （0．86） 2．85 （0．93） 2．91 （0．70） 2．99 （0．74） 2．80 （0．66） ＊

消極的な 積極的な 2．69 （0．92） 2．77 （0．87） 2．60 （0．99） 3．58 （0．84） 3．51 （0．85） 3．67 （0．85）

気長な 短気な 1．91 （0．72） 2．01 （0．69） 1．79 （0．75） ＊ 3．47 （0．72） 3．47 （0．76） 3．46 （0．69）

無気力な 意欲的な 3．45 （0．85） 3．51 （0．81） 3．37 （0．88） 3．13 （0．91） 3．08 （0．90） 3．18 （0．95）

なまけものな 勤勉な 4．15 （0．76） 3．98 （0．78） 4．36 （0．70） ＊＊ 2．51 （0．65） 2．53 （0．64） 2．49 （0．65）

理性的な 感情的な 2．72 （1．03） 2．81 （0．95） 2．60 （1．10） 3．25 （0．68） 3．26 （0．75） 3．26 （0．58）

内向的な 外向的な 2．27 （0．79） 2．38 （0．78） 2．16 （0．81） ＊ 3．68 （0．80） 3．60 （0．81） 3．77 （0．78）

やわらかい かたい 2．83 （0．99） 2．78 （1．02） 2．91 （0．95） 2．91 （0．64） 2．93 （0．69） 2．89 （0．59）

慎重な 軽率な 2．20 （0．73〉 2．25 （O．75） 2．15 （O．71） 3．37 （0．61〉 3．34 （O．62） 3．38 （O．60）

やさしい きびしい 2．55 （0．81） 2．63 （0．78） 2．47 （0．84） 2．94 （0．59） 3．04 （0．60） 2．81 （0．57） ＊＊

おだやかな 激しい 2．21 （0．71） 2．25 （0．70） 2．18 （0．74） 3．19 （0．67） 3．21 （0．66） 3．19 （0．68）

大人っぼい こどもっぽい 2．22 （0．77） 2．19 （0．76） 2．25 （0．78） 3．29 （0．66） 3．35 （0．74） 3．21 （0．56）

＊ρ＜．05，＊＊ρ＜．01　（　）内は標準偏差
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詞対を「活動性」あるいは「衝動性」を大まかな基準と

して整理したものと，それぞれの形容詞対に関する質問

7と質問8の評定平均および標準偏差が示されている。

質問7と質問8は5段階評定であり，Table3に示した

形容詞対のうち左側の形容詞を選択した場合に1点，右

側のそれを選択した場合を5点とし，回答を得点化した。

たとえば「どちらかといえば静かな」と評定した場合に

は2点，「とてもにぎやか」と評定した場合には5点と

なる。

　Figure1はこのようにして得られた被験者全体の評定

平均値に基づいて，女子短大生における「読書をする人」

と「読書をしない人」のとらえ方を図示したものである。

「読書をする人」に対しては概して「静か」，「真面目」，

「気長」，「勤勉」という，真面目で落ち着いた優等生的

イメージがもたれているのに対して，「読書をしない人」

に対しては「にぎやか」といった落ち着きのないイメー

ジがもたれているといえよう。

　以上のような結果から，女子短大生の全般的な読書量

と読書および「読書をする人」のとらえ方が明らかとなっ

た。しかしながら，実際には読書は個人差の大きい行動

Figure1女子短大生における「読書をする人」「読書

　　　　をしない人」のイメージ（質問7・8）

　静かな

　臆病な

　まじめな

　　弱い

　孤独な

　　まるい

　消極的な

　　気長な

　無気力な

なまけものな

　理性的な

　内向的な

やわらかい

　　慎重な

　やさしい

おだやかな

おとなっぽい

■－

　’
　’
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1
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　　　　　　　　にぎやかな

　　　　　　　　大胆な

　　　　　　　　ふまじめな

　　　　　　　　強い

　　　　　　　　社交的な

　　　　　　　　角ばった

　　　　　　　　積極的な

　　　　　　　　短気な

　　　　　　　　意欲的な

　　　　　　　　勤勉な

　　　　　　　　感情的な

　　　　　　　　外向的な

　　　　　　　　かたい

　　　　　　　　軽率な

　　　　　　　　きびしい

　　　　　　　　激しい

　　　　　　　　こどもっぽい
0一一4読書をする人
r一一●読書をする人しない人

であるので，本をよく読む学生とあまり読まない学生と

では読書や「読書をする人」のとらえ方に違いがあるこ

とが予想される。そこで，次に，本を読む群と読まない

群に分けて，読書および「読書をする人」のとらえ方の

違いについて検討する。

　2．読書群と不読群における読書および「読書をする

　　　人」のとらえ方の違い

　質問3において「1」つまり1ケ月に読む本が「0冊」

と回答した者が97名であり，「2」つまり「1～2冊」

と回答した者が95名，「3」～「5」つまり「3冊以上」

と回答した者が18名であった。そこで，「2」～「5」

と答えた被験者113名を読書群とし，「1」と答えた被験

者97名を不読群とした。

　質問1，質問5，質問6における読書群と不読群の差

をTable4に示す。質問による反応の違いをみることを

ここでは目的としないため，質問ごとに2群間の差の検

定を行ったところ，3つの質問すべてにおいて有意差が

みられた。すなわち，読書群は不読群よりも本を読むこ

とが好きであり（’＝9．68，ガ＝208，ρ＜．01），「読書を

する人」に対して好感をもっており（∫＝4．38，4プ・＝208，

P＜．01〉「読書をする人」になりたいと思っている（’＝

2．64，ガ＝208，ρ＜．01）といえる。

　読書量が多いほど読書に対して好意的であったことは

秋田（1992）と同様の結果である。それに加えて本研究

の結果から，読書量が多いほど読書だけでなく「読書を

する人」に対しても好意的感情をもち理想化の程度も高

いことが示された。

　また，群ごとに「どちらともいえない」との差をみる

Table4質問1と質問5と質問6における読書群と不

　　　　読群の評定平均と標準偏差

　　質問1
（読書への好意度）

　　質問5
（本を読む人への

好意度）

　　質問6
（本を読む人への

理想化）

読書群 3．69（0．88） 3．49（0．73） 3．84（0．73）

不読群 2．44（0．99） 3．05（0．70） 3．55（0．89）

（　）内は標準偏差
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と，読書群は読書が好きであり（∫＝8．37，4ニ112，p

＜．01），読書をする人も好きであり（rニ6．92，ガニ112，

ρ＜．01），読書をする人になりたいと思っている（君二

12．31，ガニ112，ρ＜．01）のに対して，不読群は読書は

あまり好きではないが（∫ニ5．54，ガ＝96，ρ＜，01），「読

書をする人」に否定的感情をもっておらず（’＝0．73，4

＝96，n．乱），読書群より得点は低いものの，「読書をす

る人」にはできればなりたいと考えている（∫＝6．05，4

＝96，ρ＜．01）ことがわかった。現在は読書習慣のな

い学生であってもこのように「読書をする人」を理想と

していることは，読書習慣形成への可能性を示すものと

考えられる。それでは，読書群と不読群では「読書をす

る人」について同様のイメージをもっており，理想化す

る程度のみが違うのであろうか，それとも「読書をする

人」に対してもっているイメージそのものが読書群と不

読群では異なるのであろうか。読書群と不読群がともに

「できればなりたい」と考える「読書をする人」のイメー

ジの内容を検討する必要がある。

　読書群と不読群における「読書をする人」および「読

書をしない人」のイメージをTable3に示す。まず，「読

書をする人」のイメージについてみると，読書群と不読

群との差は「静かな一にぎやかな」（∫ニ1．94，4ニ208，ρ

＜．05），「臆病な一大胆な」（ψ＝3．00，4ニ208，ρ＜．01），

「真面目な一不真面目な」（∫ニ1．94，ガ＝208，ρ＜．05），

「弱い一強い」（∫＝2．70，ガニ208，ρ＜．01），「孤独な

一社交的な」（∫ニ2．42，4＝208，ρ＜．Ol），「気長な一

短気な」（∫ニ2．17，ガ＝208，ρ＜．05），「なまけものな一

勤勉な」（∫＝3．69，ガニ208，ρ＜．01），「内向的な一外向

的な」（F2．03，4ニ208，p＜．05）において有意であっ

た。

　Table3に示されているように，このような有意差の

みられたすべての形容詞対について，読書群は不読群よ

りも「どちらでもない」（3点）に近い得点となってい

る。つまり，読書群はどの形容詞対についても不読群よ

りも「どちらでもない」と評定する傾向があるのに対し

て，不読群はそれぞれの形容詞が表すイメージをより強

くもつ傾向があるといえる。

　不読群は読書群よりも「読書をする人」に対して「静

か」「臆病」「真面目」「弱い」「孤独」「気長」「勤勉」「内

向的」というように，真面目で内向的な優等生的イメー

ジをより強くもっている。それに対して，読書群はその

よう・な強いイメージをもっておらず，不読群よりもどち

らかというと「にぎやか」「大胆」「不真面目」「強い」「社

交的」「短気」「なまけもの」「外向的」といった優等生

的ではないイメージを「読書をする人」に対してもつ傾

向にあるのである。

　一方，「読書をしない人」のイメージについては，読

書群と不読群との差は「静かな一にぎやかな」（¢ニ1．70，

4ニ208，ρ＜．05），r弱い一強い」（F2．12，ガ＝208，

p＜．05），「まるい一角ばった」（F1．93，4ニ208，ρ＜．05），

「やさしい一きびしい」（∫ニ2．83，ガ＝208，p＜．Ol）に

おいて有意であった。不読群は読書群よりも「読書をし

ない人」に対して「にぎやか」「強い」「まるい」「やさ

しい」という活発で温和なイメージをより強くもってい

るのに対して，読書群はそのようなイメージはもってお

らず，どちらかといえば「静か」「弱い」「角ばった」「き

びしい」という，あまり活発でなく温和でないイメージ

をもつ傾向にあるようである。

　このような結果とTable4の結果を合わせて考えると，

読書群と不読群では「読書をする人」のイメージそのも

のが異なっており，読書群は「読書をする人」に特別に

真面目な優等生といったイメージをもっておらず，その

ような人に好感をもち，そのような人になりたいとより

強く思っている。不読群は「読書をする人」に特別に真

面目な優等生的イメージをもっており，そのような人を

特に好きでも嫌いでもない。そしてそのような「読書を

する人」にどちらかというとなりたいという気持ちがあ

るものの読書群ほどには強くない。

　ところで，「読書をしない人」よりも「読書をする人」

についてのイメージの方が読書群と不読群の差のある項

目が多かった。このことは，「読書をしない人」よりも

「読書をする人」に対してもっているイメージの違いが
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読書行動により大きな影響を及ぼす可能性を示唆してい

る。

　対人魅力研究では，大学生における恋愛相手の選択理

由として「明るい，話がうまい，ひょうきん，ちゃらん

ぽらん，強引，顔が広い，話題が豊富，遊びを知ってい

る」といった行動特徴，持続的性格特性，能力が報告さ

れている（渕上・楠見，1987）。

　このような対人魅力度の高い特徴は，本研究において

読書群が不読群よりも「読書をする人」に対して強くも

つイメージである「にぎやか」「大胆」「不真面目」「強

い」「社交的」「短気」「なまけもの」「外向的」といった

特徴と共通する部分が多いといえよう。

　本をよく読む学生は「読書をする人」に対して肯定的，

対人魅力的なイメージをもつ傾向があり，それに対する

理想化の程度も高かったのである。それに対して，本を

読まない学生は「読書をする人」に優等生的なかたいイ

メージを強くもち，読書群と比較すると理想化すること

も少ない。これに関連して北村（1962）は，自己概念そ

のものが形成の過程にある青年期では理想自己が行動に

直接影響を与えると述べている。つまり，青年期は「あ

んな人になりたい」と思うことで自らの行動が変化しや

すい時期であると考えられよう。しかしながら，「あん

な人になりたい」かどうかはその「人」に対してどのよ

うなイメージをもっているかが重要な要因となるのでは

ないだろうか。

　大学生の読書行動を促進させるために守（1988）は，

課題図書を読ませたりレポートを書かせるという，読書

行動の変容に焦点を当てる実践活動を報告している。初

めは仕方なく本を読んでいるうちに本を読むことの面白

さやその必要性を認識し読書行動に変化が生じることは

十分に考えられる。一方，たとえば大学生にとって魅力

的，理想的とされる人物が読書をすることを知ることで

読書をする人のイメージが変わるなど読書に関わる認識

が変化すると，読書行動にも変化が生じるのではないだ

ろうか。本研究の結果から，「読書をする人」について

のイメージを，理想自己となりうるような対人魅力的，

肯定的な人物像に変えるよう促すことも読書離れを抑制

するための有効な方策の1つである可能性が示唆される。

　本研究の目的は，女子短大生の読書実態を明らかにす

るとともに，読書群と不読群における「読書をする人」

のとらえ方の違いを検討することであった。その結果，

女子短大生の読書時間は少ないこと，読書群と不読群に

おいて「読書をする人」「読書をしない人」のイメージ

はそれぞれ異なっており，特に「読書をする人」のイメー

ジの違いが読書行動に影響を及ぼす可能性が指摘された。

　本研究では読書そのものについては読書に対する感情，

読書冊数，読書時間を調べたが，読書の内容については

検討しなかった。特に大学生や短大生の読書行動には，

娯楽のための読書やレポート作成のための読書などさま

ざまな内容が含まれていると考えられる。今後は読書の

目的による読書量やその内容についても調査する必要が

あろう。

　また，本研究では，高校卒業以後の学生の読書実態と，

読書および「読書をする人」のとらえ方を明らかにする

ための第一段階として，女子短大生を対象に調査を実施

した。本研究で得られた結果が4年制大学生も含めた学

生全般について認められるかどうかを検討することは今

後の課題である。

引用文献

秋田喜代美（1992）．大学生の読書に対する捉え方の検

　討一読書量と捉え方，感情の関連性一読書科学，

　36，　1，　11－21．

遠藤由美（1991）．理想自己に関する最近の研究動向一

　自己概念と適応との関連で一　上越教育大学研究紀要，

　10，　2，　19－35．

渕上克義・楠見幸子（1987）．青年期の恋愛関係に関す

　る研究（1）Partner選択の意思決定に関する検討　日

　本心理学会第51回大会発表論文集，651．

平山祐一郎（2003）．大学生の読書実態の分析一女子大

　学生を対象として一　読書科学，47，3，99－107．

伊藤美奈子（1992）．自己受容を規定する理想一現実の

一93一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　読　書　科　学

　差異と自意識についての研究教育心理学研究，

　40，　164－169．

北村晴朗（1962）．「自我の心理」誠信書房

水間玲子（1998）．理想自己と自己評価及び自己形成意

　識の関連について　教育心理学研究，46，2，11－21．

毎日新聞社（2004）．「読書世論調査2004年版」毎日新聞

　東京本社広告局

守　一雄（1988）．大学生への読書教育　読書科学，32，

第48巻　第3号

　　4，130－131．

守　一雄・川島一夫（1991）．大学生への読書指導一副

　　読本とディスカッションによる読書指導一　読書科学，

　　35，　3，　104－110．

Rogers，C．R．（1951）．α∫8所．‘6n陀彫4∫h6叩ρッ：1’5c麗7彫n1

　　μ側’c6，加ψ」加’∫on5αn4’h60’フ。Boston：Houghton　Mi－

　　fflin．

斎藤　孝（2002）．「読書力」岩波書店

SUMMARY

　　　The　purpose　of　this　study　was　to　investigate　the　book－

reading　activities　of　fbmale　junior　college　students　and　their

images　of　people　who　read　many　books　and　those　who　read

角w　books．A　total　of210fbmale　junior　college　students

responded　to　a　questionnaire　regarding　their　book－reading

activities　and　their　images　of　people　who　read　many　books

and　people　who　read　fbw　books．A　semantic　differential

rating　scale　was　used　to　rate　the　reported　images．Students

who　read　more　than　one　book　per　month　comprised　the

reading　group（RGニ97）；students　who　read　less　than　one

b・・kperm・n山c・mpゴsed山en・n－reading理・up（NRG－

113）．Analysis・fthedatarevealedthatRGs加dents

e可oyed　reading　activities　more　than　NRG　students，and　they

had　more　positive　images　of　people　who　read　mξmy　books．

Fulthemore，RG　students　wanted　to　become　good　readers．

RG　students　had　positive　images　of　people　who　read　booksl

whereas　NRG　students　had　positive　images　of　people　who

do　not　read　books　at　al1．　These　results　suggest　that

diffbrences　in　images　of　readers　and　non－readers　between

the　two　groups　influence　their　reading　activities．
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資料論文

視覚障害者の読書を支援する朗読ボランティアの意識＊

健康科学大学石上智美
　　筑波大学徳田克己＊申

1．はじめに

　最近では，パソコンを活用した視覚障害者の読書支援

方法の開発が進み，文字情報を音声で聞くことや点字で

読むことができるようになっている（松井，2003）。し

かし視覚障害者の高齢化が進んでおり，また糖尿病等が

原因で中高年期において失明する者が増加しているため，

点字やパソコンを使用することがむずかしい視覚障害者

は多い。このような視覚障害者が読書を楽しんだり，勉

強や仕事に関する読み資料から情報を得たりするために

は，朗読ボランティアの存在が欠かせないのである。

　朗読ボランティアとは，視覚障害者の読書を支援する

ボランティアのひとつである。朗読ボランティアが行う

こととして，録音朗読と対面朗読の2つがある。録音朗

読とは，書籍，雑誌，自治体が発行している広報誌や行

政資料等をテープに録音する作業を言う。また対面朗読

とは，視覚障害者が朗読ボランティアに本などを直接読

んでもらうことである。

　朗読ボランティアには，正確に読むことはもちろんの

こと，読解力，識字力，判断力，表現力，注意力等の能

力が求められる（遠藤，1997；倉又，1999）。また愼

（1997）は，視覚障害者と朗読ボランティアの考え方に

相違があると，両者が対立することになると述べている

（例：視覚障害者は得られる情報量を重視しており，朗

申Attitudes　of　volunt㏄r　readers　for　the　visually　impaired．

”ISHIGAMI，Tomo血（Health　Science　University）＆TOKUDA，
Katsumi（University　of　Tsukuba）

読ボランティアは芸術的な読み方を重視している場合）。

そこで朗読ボランティアは，視覚障害者の二一ズに合わ

せた朗読を行う必要がある。このようにさまざまな技術

や能力が求められるボランティア活動は，そこにやりが

いや喜びを見出していなければ続かないことであろう。

また，悩みや不満を抱えながら活動していることも考え

られる。

　これまで，視覚障害者の読書を支援するための機器類

に関する研究は進められているが，朗読ボランティアを

対象にした研究はほとんど取り組まれていない。そこで

本研究では，朗読ボランティアを対象にして質問紙調査

を行い，その活動経験や意識について明らかにしたいと

考えた。

皿．方法

　1．調査対象者

　茨城県内の朗読ボランティア団体（11団体）の会員55

名を調査対象とした。質問紙の回収部数は52部であり，

回収率は95％となる。

　回答者52名のうち，女性45名，男性7名であった。ま

た回答者の年齢は，30歳代が1名，40歳代4名，50歳代

20名，60歳代21名，70歳代5名，80歳代1名であった。

　2．調査手続き

　11のボランティア団体の代表者に対して調査の協力依

頼を行った。すべての代表者から承諾を得られたた

め，1団体につき5部の質問紙を送付した。調査時期は

平成16年5月下旬から6月上旬であった。本調査は無記
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名で行われた。

　3．調査項目

　調査項目は，「回答者の属性」2項目，「朗読ボラン

ティアとしての活動経験（活動年数，録音朗読・対面朗

読の経験について，勉強会・研修会の経験について）」

7項目，「朗読ボランティアとしての意識（活動を始め

た理由，朗読ボランティアに必要であると思われること，

活動をする上で特に気をつけていること，やりがいや喜

び，悩みや不満，行政からの支援として望むこと，今後

の活動の継続希望）」7項目の計16項目であった。

表1　録音朗読および対面朗読の頻度

録音朗読対面朗読
1週問に1・2回
1ケ月に1・2回
1ケ月に3・4回
2ケ月に1・2回
3ケ月に1・2回
不定期

1名（2％）

16名（32％）

3名（6％）

9名（18％）

3名（6％）

14名（28％）

6名（13％）

14名（31％）

2名（5％）

6名（13％）

3名（7％）

11名（24％）

無回答 4名（8％） 3名（7％）

（％の母数は，それぞれ録音朗読経験者50名および対面朗読経験者45名）

（自由記述式）

表2　録音朗読および対面朗読をしたことがある読書材

皿．結果と考察
録音朗読　　対面朗読

　1．朗読ボランティアとしての活動経験

　（1）活動年数

　朗読ボランティアとしての活動年数は，「1年未満」

が1名（全体の2％），「1年以上5年未満」が15名（29％），

「5年以上10年未満」が17名（33％），「10年以上」が19

名（36％）であり，10年以上活動している者が最も多かっ

た。10年以上活動している者の活動年数の平均は19．6年

であり，最も長く活動している者の年数は35年であった。

　朗読ボランティアの多くは中年あるいは高齢の者であ

り，活動を長く続ける傾向がある。本研究の対象者にも

同様の傾向がみられた。

　（2〉録音朗読および対面朗読の経験について

　録音朗読と対面朗読のどちらも経験がある者は43名

（全体の83％）であり，録音朗読のみ経験がある者は7

名（13％），対面朗読のみ経験がある者は2名（4％）

であった。

①朗読の頻度

　表1に，録音朗読および対面朗読の頻度に関する回答

をまとめたものを示した。表1によると，どちらも「1

ケ月に1・2回」が最も多く，次いで多かったのは「不

定期（月によって差がある，年に数回，仕事が忙しくな

いときに集中的に活動している）」であった。

②朗読したことがある読書材

　録音朗読および対面朗読をしたことがある読書材につ

広報や行政からの便り　　　　　　　　45名（90％） 5名（11％）

一般図書　　　　　　　　　　　　　　　27名（54％）30名（67％）

雑誌　　　　　　　　　　　　　　　　16名（32％〉25名（56％〉

専門書（論文，教科書，試験問題集含む）12名（24％）22名（49％）

新聞　　　　　　　　　　　　　　　　4名（8％）　8名（18％〉

マニュアル　　　　　　　　　　　　　　　4名（8％）　6名（13％）

個人的な郵便物　　　　　　　　　　　　0　　　　11名（24％）

辞書・事典類　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　5名（11％）

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　9名（18％）　8名（18％）

（％の母数は，それぞれ録音朗読経験者50名および対面朗読経験者45名）

（選択式・複数回答）

いて尋ねた結果を表2に示した。録音朗読をしたことが

あるものとしては「広報や行政からの便り」が9割を占

めており，「一般図書」，「雑誌」，「専門書（論文，教科

書，試験問題集含む）」が次いだ。また対面朗読をした

ことがある読書材については「一般図書」，「雑誌」，「専

門書」の順に多く，これらを対面朗読した者の割合は録

音朗読した者のそれを上回っている。さらに，その場で

確認したり調べたりする必要がある「個人的な郵便物」

や「辞書・事典類」は，対面朗読がすべてであった。

　（3）勉強会・研修会の参加経験について

　朗読ボランティアを対象とする勉強会・研修会に参加

したことがある者は50名（全体の96％）・，参加したこと

がない者は2名（4％）であった。

①勉強会・研修会の主催者

　勉強会・研修会の主催者について尋ねたところ，「所

属団体」（44名，勉強会・研修会に参加したことがある50

一96一



視覚障害者の読書を支援する朗読ボランティアの意識

表3　勉強会・研修会で学んだこと 表4　朗読ボランティア活動を始めた理由

録音朗読の技術

ボランティアに関する知識や心構え

視覚障害に関する知識

対面朗読の技術

視覚障害者とのつきあい方

その他

47名（94％〉

36名（72％）

23名（46％）

21名（42％）

20名（40％）

6名（12％）

（％の母数は勉強会・研修会に参加したことがある50名）

（選択式・複数回答）

ボランティア活動に興味があった

読書や朗読が好きだった

視覚障害者の役に立ちたかった

朗読の勉強をしたかった

自分の時間に余裕があった

生きがいを持ちたかった

人に勧められた

自分に自信をつけたかった

その他

38名（73％）

34名（65％）

23名（44％）

21名（40％）

19名（37％）

18名（35％）

12名（23％）

5名（10％）

4名（8％）

名のうちの88％）および「社会福祉協議会」（36名，72％）

が大部分を占めた。その他には，「NHK朗読セミナー」

を受講した者が22名（44％）おり，NHK以外の放送局・

カルチャーセンター・図書館などが主催する講座に参加

した者が12名（24％）いた。

②勉強会・研修会で学んだこと

　表3に，勉強会・研修会で学んだことに関する回答を

まとめた。表3によると，朗読の技術としては「録音朗

読の技術」（47名，勉強会・研修会に参加したことがあ

る50名のうちの94％）の方が「対面朗読の技術」（21

名，42％）よりも多く挙げられた。また，「ボランティ

アに関する知識や心構え」について学んだ者は約7割い

るが，朗読ボランティアをする上で必要となる「視覚障

害に関する知識」や「視覚障害者とのつきあい方」につ

いて学んだ者は半数以下であった。

　2．朗読ボランティアとしての意識

　（1）活動を始めた理由

　表4には，朗読ボランティア活動を始めた理由につい

て尋ねた結果を示した。表4によると，全体の約7割の

者が「ボランティア活動に対する興味があった」ことを

理由にしており，次いで「読書や朗読が好きだった」（34

名，65％），「視覚障害者の役に立ちたかった」（23名，

44％），「朗読の勉強をしたかった」（21名，40％）が多

く挙げられた。これらの理由から，「自分が好きなこと

を視覚障害者の役に立つために活かし，さらに自分も学

びたい」という積極的な姿勢が感じられる。

　また，「自分の時間に余裕があった」，「生きがいを持

ちたかった」という理由を挙げた者がそれぞれ約4割い

（％の母数は52名）（選択式・複数回答）

た。本調査の回答者は，50歳代と60歳代の者を合わせて

全体の80％を占めていることから，子育てなどの家庭の

ことが一段落して自分の時間を持つことができるように

なったことや，いつまでも生きがいを持って社会に関

わっていたいという気持ちが朗読ボランティア活動につ

ながっていると思われる。

　ボランティア活動をする者のなかには，「自分さがし」

を理由とする者がいる。ボランティア活動を通して自分

の存在意義を確認するわけである。このような者が知識

や技術を習得するための努力をせず，なおかつ「やって

あげている」という意識を強く持っている場合，ボラン

ティアの対象者にとって迷惑な行為をしたり，対象者に

不快な思いをさせたりすることになる。表4によると，

「自分に自信をつけたかった」ことを理由として挙げた

者は5名であることから朗読ボランティアを「自分さが

し」のために行っている者は少ないと思われる。

　（2）朗読ボランティアに必要であると思われること

　表5には，朗読ボランティアに必要であると思われる

こととして設定した9つの内容に関する回答結果を示し

た。表5は「非常に必要である」，「やや必要である」と

回答した割合を合計して（以下，「必要である」とする），

多い順に並べてある。以下に，表5から確認されたこと

を箇条書きで示す。

・朗読ボランティアの基本的な役割は，視覚障害者に対

　して正しい情報を伝えることである。回答者のほとん

　どは，この役割を果たすために「漢字やその読み方に

　関する知識」および「正確に朗読すること」が必要で
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表5　朗読ボランティアに必要であると思われること

非常に　やや　どちらともあまりまったく

漢字やその読み方に　33名　　19名

　関する知識　　　（64％）（36％）

正確に朗読すること　40名　　11名

　　　　　　　　（77％）（21％）

視覚障害者の二一ズ　43名　　7名

　に合わせて朗読す（83％）（13％）

　ること

視覚障害者に対する　28名　　20名

　思いやりの気持ち（54％〉（38％）

視覚障害者とのつきあ　16名　　31名

　い方に関する知識　（31％）（59％）

視覚障害に関する基　12名　33名

　本的な知識　　　（23％）（63％）

図・表・絵に関する　25名　19名

　表現力　　　　　　（48％）（36％〉

専門性の高い資料や　13名　29名

　その読み方に関す（25％）（56％）

　る知識

視覚障害者から朗読以　　3名　　17名

　外のことを頼まれた（6％）（32％）

　際にそれを行うこと

0　　　　0　　　0

1名　　0　　　0
（2％）

2名　　　0　　　0
（4％）

4名　　　0　　　0
（8％）

3名　　　2名　　0
（6％）　（4％）

3名　　4名　　0
（6％）　（8％）

5名　　3名　　0
（10％）　（6％）

8名　　2名　　0
（15％）　（4％）

28名　　　3名　　1名

（54％）　（6％）（2％）

（％の母数は52名）

（非常に：非常に必要である，やや：やや必要である，どちらとも：どち

らとも言えない，あまり：あまり必要ではない，まったく：まったく必要

ではない）

あることを強く感じている。

・「視覚障害者の二一ズに合わせて朗読すること」，「視

覚障害者に対する思いやりの気持ちを持つこと」を必

要であると回答したのは，それぞれ全体の9割以上で

あった。特に視覚障害者と直接関わる対面朗読の経験

者は，視覚障害者の二一ズ（朗読する内容，スピード，

読み方など〉がさまざまであることを実感しているで

あろう。また，視覚障害者に対する思いやりの気持ち

を持つことは大切なことである。しかし，朗読ボラン

ティアと視覚障害者のどちらか一方が「がまんしてい

る」状態にならないように注意しなければならない

　（例：朗読ボランティアが視覚障害者の二一ズ以上の

ことをやって，視覚障害者ががまんしている状態。視

覚障害者が対面朗読の予約時間を守らず，連絡もせず，

朗読ボランティアががまんしている状態などがある）。

・「視覚障害者とのつきあい方に関する知識」を必要で

あると回答したのは9割であり，「視覚障害に関する

基本的な知識（障害の種類，原因，見え方など）」に

ついては8割強が必要であるとしているが，両者とも

　「あまり必要ではない」と考える者が数名いた。視覚

障害者の二一ズを適切に判断するためには，これらの

知識を習得しておく必要がある。

・「図・表・絵に関する表現力」，「専門性の高い資料や

その読み方に関する知識」について必要であると考え

ているのは約8割であったが，どちらとも言えないと

回答した者が1割以上いた。図・表・絵をわかりやす

　く表現したり，専門性の高い資料を扱ったりすること

　に関しては，個人差（向き不向きや朗読経験の有無）

がある。

・「視覚障害者から朗読以外のことを頼まれた際にそれ

　を行うこと」については，上記8つの内容と比べると，

必要であると回答した者の割合が低く（38％），どち

　らとも言えないと回答した者の割合が高い（54％）。

　特に対面朗読をしていて，視覚障害者との信頼関係を

築いていくと，朗読以外の用事を頼まれることがある。

　このとき，朗読ボランティアとしてやるべき仕事なの

　かという疑問や，自分ひとりではできないことだが引

　き受けるべきか断るべきかという葛藤が生じると思わ

　れる。基本的には，頼まれた用事が自分にはできない

　こと，やりたくないことであれば断ってもよいと考え

　るべきである。

（3）活動する上で特に気をつけていること

　表6に，朗読ボランティア活動をする上で特に気をつ

けていることについて尋ねた結果を示した。最も多かっ

た回答は「視覚障害者が聞きやすいように朗読すること」

（22名，記述があった48名のうちの46％）であり，「視

覚障害者の二一ズや気持ちを考えること」（20名，42％〉，

「正確に朗読すること」（19名，40％），「視覚障害者に

内容を理解してもらえるように朗読すること」（14

名，29％）が次いだ。

　視覚障害者の個人情報に対する守秘義務など，ボラン

ティアとして必ず守らなければならない義務がある。し
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かし，「朗読ボランティアとしての義務を守ること」を

挙げた者の割合は，他の内容に比べて低かった。また，

「自分に負担がかからない範囲で楽しく活動する」とい

う回答も少なかった。一般的に，このような考え方はボ

ランティアを長く続ける秘訣であるとされている。

表6　朗読ボランティア活動をする上で特に気をつけて

　　　いること

視覚障害者が聞きやすいように朗読すること　　　　22名（46％）

視覚障害者の二一ズや気持ちを考えること　　　　　20名（42％）

正確に朗読すること　　　　　　　　　　　　　　　19名（40％）

視覚障害者に内容を理解してもらえるように朗読する14名（29％）

　こと

朗読ボランティアとしての義務を守ること　　　　　7名（15％）

自分に負担がかからない範囲で，楽しく活動すること　5名（10％）

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3名（6％）

（％の母数は記述があった48名）（自由記述式・複数回答〉

【具体的記述例】

①視覚障害者が聞きやすいように朗読すること

・はっきりと発音する。

・読むスピードに気をつける。

・マニュアルなどは淡々と抑揚をつけずに読み，手紙な

　どは間をとったり，抑揚をつける。

②視覚障害者の二一ズや気持ちを考えること

・視覚障害者から依頼された図書を，なるべく早くテー

　プにして手元に届ける。

・視覚障害者からの予約をキャンセルしないようにして

　いる。

・視覚障害者が嫌な思いをしないように言葉遣いに気を

　つけている。

・視覚障害者の様子や体調を確認してから朗読する。

・対面朗読をしていると朗読だけに留まらず，いろいろ

　な話題が出てくる。できるだけ聞き手になり，共感で

　きるような話の展開になるよう心がけている。

③正確に朗読すること

・人名や地名などの固有名詞について，読み間違いがな

　いように気をつけている。

・テープ作成の際，アクセントや読み間違いについて徹

　底的に校正している。

④朗読ボランティアとしての義務を守ること

・技術が落ちないように，定期的に勉強会・研修会に参

　加している。

・視覚障害者の個人情報を守る。

⑤自分に負担がかからない範囲で楽しく活動すること

・自分にできないことは，はっきりと断る。

・時間の制限があるとき（テープの締切日がある，自分

　の生活上のことでボランティアをする時問を作ること

　がむずかしいなど），折り合いをつけて，あまり自分

　を追いこまず，楽しくボランティアができるようにし

　ている。

　（4）活動する上でやりがいや喜びを感じること

　表7には，朗読ボランティア活動をする上でやりがい

や喜びを感じることについて尋ねた結果を示した。表7

から，「視覚障害者に喜んでもらえたこと」（20名，記述

があった45名のうちの44％）という回答が最も多いこと

が確認された。「ありがとう」という言葉を聞くこと自

体がボランティア活動の目的となってはならないが，努

力をして朗読ボランティアとしての役割を果たした結果，

視覚障害者から「ありがとう」という言葉をもらうこと

は，活動への大きな励みになる。

　また，「視覚障害者の役に立っていると思えたこと」

および「自分の学びになったこと」（どちらも14名，31％）

は2番目に多い回答であった。表4の朗読ボランティア

活動を始めた理由をみると，「視覚障害者の役に立ちた

かった」および「朗読の勉強をしたかった」という理由

を挙げた者が全体の約4割いる。この結果と表7の結果

を照らし合わせると，視覚障害者の役に立ちたい，朗読

の勉強をしたいという希望がほぼかなえられていると言

表7　朗読ボランティア活動をする上でのやりがいや喜び

視覚障害者に喜んでもらえたこと

視覚障害者の役に立っていると思えたこと

自分の学びになったこと

視覚障害者と直接ふれあえたこと

ひとつの仕事をやり遂げたこと

その他

20名（44％）

14名（31％）

14名（31％）

13名（29％）

7名（16％）

3名（7％）

（％の母数は記述があった45名）（自由記述式・複数回答）
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えよう。

【具体的記述例】

①　視覚障害者に喜んでもらえたこと

・テープを送って視覚障害者が喜んでくれた。

・視覚障害者から労いと感謝の言葉をもらった。

②視覚障害者の役に立っていると思えたこと

・視覚障害者の学習や生活に，少しでも役に立っている

　と思えた。

・鍼灸師の試験を受ける手伝いをして，合格した。

③自分の学びになったこと

・専門書を録音朗読・対面朗読することによって，自分

　の勉強になった。

・自分では読まない分野の本を読んで，自分自身の見聞

　や知識を広められた。

・専門用語や知らない言葉・漢字などに出会い，新たに

　学べた。

④視覚障害者と直接ふれあえたこと

・対面朗読の際に，視覚障害者の話し相手ができる。

・視覚障害者と交流会ができた。

・テープを聞いてくれた人が，初対面にも関わらず自分

　の名前をフルネームで呼んでくれた。

⑤ひとつの仕事をやり遂げたこと

・読みを調べるところから始めてテープを作成するまで，

　全過程を苦労して終えた。

・録音図書を仕上げて，視覚障害者の元へ届けることが

　できたときはほっとする。

・仕事をやり遂げたときの達成感は，何度味わってもよ

　いものだ。

　（5）活動する上で悩んだり，不満に思ったりすること

　朗読ボランティア活動をする上で悩んだり，不満に

思ったりすることについて，表8に示した5つのカテゴ

リーから選択して記述してもらう方式で尋ねた。表8に

よると，悩みや不満に関する記述が特に多かったカテゴ

リーは，「自分の朗読に関する能力や技術」（40名，記述

があった49名のうちの82％）および「物理的な環境」（35

名，71％）であった。また，「行政や所属団体と自分と

の関係」に関する記述は約3割の者から，「視覚障害者

と自分との関係」については約2割の者から挙げられた。

　以下に，カテゴリー別の具体的な記述を分析した結果

について示す。

①自分の朗読に関する能力や技術について

　記述があった40名全員が「朗読に関する能力・技術不

足」（読み間違いが多い，表現力が乏しい，読解力が不

足している，正しい呼吸法が身についていない，長年活

動していることによる思い込みや癖があるなど）を挙げ

ていた。このなかには「高齢になって歯が悪くなり，発

音が悪くなった」など，高齢に伴う能力・技術の低下に

関する悩みを挙げた者が9名いた。

②物理的な環境について

　35名の記述のうち，「録音朗読室・対面朗読室の不足」

（20名〉が最も多く，「防音整備が不十分である」（13名），

「活動拠点（朗読以外のことでいつでも使える場所・部

屋）がない」（4名）が次いだ。

③行政や所属団体と自分との関係について

　14名の記述の主な内容は，「所属団体の会員同士の意

思疎通が図りにくい」（5名〉と「行政の朗読ボランティ

アに関する認識が不十分である」（5名）であった。前

者については，会員の活動に対する二一ズの違いやボラ

ンティアに関する考え方の違いが挙げられた。また，あ

る団体の代表を務めている者は「自分がボランティアを

することと団体としての活動を充実させることの両立，

さらに新人を育てて実活動に結びつくまでリードするこ

とのむずかしさがある」と述べている。

④視覚障害者と自分との関係について

　記述があった11名のうち8名は，「視覚障害者の声（率

表8　朗読ボランティア活動をする上での悩みや不満

自分の朗読に関する能力や技術について

物理的な環境について

行政や所属団体と自分との関係について

視覚障害者と自分との関係について

その他

40名（82％）

35名（71％）

14名（29％）

11名（22％）

13名（27％）

（％の母数は記述があった49名）（選択記述式・複数回答〉
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直な批判や要望など）が伝わってこない」ことに不満を

感じていた。その他には，「朗読以外のことを頼まれた

ときにどのように対処すればよいかわからない」，「視覚

障害者との個人的なつながりを持つべきではないと思っ

ているが，本当にそれでよいのだろうか」などの記述が

みられた。

⑤その他

　13名の記述の主な内容は，「活動する機会が少ない」

（4名）と「勉強会の機会が少ない」（4名）であった。

　（6）行政からの支援として望むこと

　表9に，朗読ボランティア活動を継続・発展させるた

めに必要である行政からの支援について尋ねた結果を示

した。表9によると，行政に最も求められているのは

「朗読環境を整えること」（録音朗読室・対面朗読室の

整備，活動資金の援助，録音機器の整備）であった。

　また表8において確認された，自分の朗読に関する能

力・技術不足に関する悩み，所属団体の会員の二一ズを

調整して団体を運営していくむずかしさ，視覚障害者の

声が伝わってこないことに対する不満などの問題点を解

決するためには，表9に挙げられている「朗読ボラン

ティアの発掘・育成・継続的指導」や「視覚障害者とボ

ランティアとのコーディネート」について行政が支援す

る必要がある。

表9　行政からの支援として望むこと

録音朗読室・対面朗読室の整備

朗読ボランテイアの発掘・育成・継続的指導

活動資金の援助

録音機器の整備

視覚障害者と朗読ボランティアとのコーディネート

視覚障害者に対する朗読ボランティアに関する啓発

その他

21名（53％）

12名（30％）

10名（25％）

5名（13％）

5名（13％）

4名（10％）

6名（15％〉

（％の母数は記述があった40名）（自由記述式・複数回答〉

【具体的記述例】

①朗読室の整備

・公的機関（図書館，市役所，社会福祉協議会など）の

　建物のなかに，録音朗読室・対面朗読室を整備してほ

　しい。

・朗読ボランティア以外の団体との共有スペースを使用

　しているが，朗読の際には優先的に場所を提供しても

　らいたい。

②朗読ボランテイアの発掘・育成・継続的指導

・初心者だけではなく経験者に対しても，研修会を継続

　的に行ってもらいたい。

・朗読講座を開催することによって，ボランティアの発

　掘および育成を行ってほしい。

③活動資金の援助

・録音機器の購入・修理に対して金銭面の援助をしても

　らいたい。

・活動に必要な交通費を支給してほしい。

④その他

・録音する原稿（広報など）および録音したテープの受

　け渡しを迅速に行ってほしい。

・視覚障害者の朗読ボランテイア利用状況や二一ズの実

　態と同時に，朗読ボランティア活動の実態を把握し，

　継続的な政策・方針を立ててもらいたい。

・ボランティアではなく「朗読者」として個人登録の形

　式をとり，ガイドヘルパーのように仕事に対する手当

　てを支給すべきである。

　（7）今後の活動の継続希望

　今後の朗読ボランティア活動の継続希望について尋ね

たところ，「このままのペースで活動を続けたい」とい

う者が40名で最も多く，全体の約8割を占めた。また，

録音朗読あるいは対面朗読のどちらかの経験しかない者

は「活動を増やしていきたい」（9名）と回答しており，

増やしたい活動内容として今まで経験したことがない朗

読（録音朗読あるいは対面朗読）を挙げていた。

　その他には，体力の衰えや時間があまりとれないこと

を理由に「活動を減らしていきたい」という者が2名い

た。また「できれば活動をやめたい」と回答した者は1

名であった。

lV．まとめ

以下に，本研究によって明らかになった朗読ボラン
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ティアの意識の特徴についてまとめる。

・視覚障害者が喜んでくれることや視覚障害者の役に

　立っていると思えることに対して，やりがいや喜びを

　感じている。

・朗読ボランティアを対象とした勉強会・研修会に参加，

　し，長く活動を続けているものの，自分の朗読に関す

　る技術や能力について悩みを抱えている。

・朗読室が不足していることや防音整備が不十分である

　ことに対する不満が強い。

・視覚障害者から率直な批判や要望などを聞きたいと

　思っている者，視覚障害者から朗読以外のことを頼ま

　れたときの対処方法がわからない者，ボランティア活

　動そのものに疑問を感じている者がいる。

　朗読に関する技術や能力についての悩みを解決するた

めには，勉強会・研修会に定期的に開催するだけではな

く，視覚障害者からの率直な意見を聞く機会が設けられ

るとよいであろう。今後は，朗読サービスを利用してい

る視覚障害者を対象に研究を行い，朗読サービスや朗読

ボランティアに対する二一ズについて明らかにしたい。

引用文献

遠藤美枝子（1997）対面朗読サービスの課題と展望『す

　すめ！対面朗読』を手がかりに．みんなの図書館，242，

　25－29．

倉又定雄（1999）『あなたの目になって一朗読ボランティ

　ア・木曜会の25年』さきたま出版会

松井　進（2003）『見えない目で生きるということ一視

　覚障害者の暮らし・接するためのヒントー』明石書店

愼　英弘（1997）『視覚障害者に接するヒント』解放出

　版社
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視覚障害者の読書を支援する朗読ボランティアの意識

SUMMARY

　　　　Recently，computer－based　reading　support　for　the

visually　impaired　has　made　dramatic　advances．Infomation

calmowbeconve質edfromwdttento　auralfom，orevento

Braille，instantaneously．However，the　elderly　visually　im－

paired，who　are　unlikely　to　be　computer　savvy，may　not　be

able　to　take　advantage　of　computer－based　support．They

must　rely　primarily　on　volunteer　readers　to　obtain　infb㎜a。

tion　necessary　for　daily　li免and　to　enjoy　reading　for　pleas－

ure．Even　in　the　computer　age，volunteer　readers　are　still

relevant．

　　　　This　report　presented廿1e　results　of　a　survey　of　volun－

teerreadersinJapan．At・tal・f52readingv・lunteers（45

women　and7men）in皿》ara｝d　Prefbcture　responded　to　a

questionnaire．About90％　of　the　volunteers　were500r

olderl　more　than　one－third　had　at　least10　years　of

expedence．

　　　　More　than60％ofthe　respondents　volunteered　for　both

face－to－face　reading　and　惚pe－recording。The　tape－recorded

materials　consisted　plimarily　of　local　public　or　govemment

infomation（90％）．Face－to－facereading　consisted　ofpopu－

lar　books，magazines，and　professional　publications。Person－

al　letters　and　reference　materials　were　always　read　face－to－

face．

　　　　Almost　all　of　the　respondents（96％）had　attended

workshops　for　volunteer　readers．The　questionnaire　tried　to

detemine　the　effectiveness　ofthese　workshops．Most　attend－

ees　reported　that　they　had　learned　the　skill　of　reading　for

tape－recording．However，only　about　half　of　the　attendees

reported　that　they　had　leamed　face－to－face　reading　skills。

About70％repo丘ed　that　they　had　gained　necessary㎞ow1－

edge　and　preparation　fbr　volunteer　reading．More　important－

ly，　only　about　half　reported　that　they　gained　sufficient

㎞owledge　of　the　visually　impaired　and　how　to　get　along

with　them．About90％of　the　respondents，however，thought

thatthis㎞owledge　was　necessary．

　　　　Respondents　were　also　questioned　about　why　they

became　reading　volunteers。Their　answers　included　interest

inv・1unteeractivity（73％）；pleasure・freadinga1・ud

（65％）l　desire　to　help　the　visually　impaired（44％）；interest

instudyingreadingal・ud（40％）．Inthe盒ee－descdpti・n

section　of廿1e　questionnaire，respondents1’eported　that廿1ese

goals　were　being　fhlfilled．However，they　also　expressed

dissatisfaction　with　their　own　skills，inadequacy　of　resources，

status　in　relation　to　the　govemment　or　local　volunteer　group，

and　their　relationships　with　the　visually　impaired．
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国際読書学会（IRA）第50回記念大会のお知らせ

期　　日

開催都市

会　　場

2005年5月1日から5日まで

サン・アントニオ　（米国テキサス州）

ヘンリー・B・ゴンザレス・コンベンションセンター

日本読書学会が加盟している国際読書学会　（lntemational　Reading　Associadon）では、アラモの

砦で有名なテキサスの古い町サン・アントニオで、第50回記念大会を開催します。プログラムの

詳細は2005年1月にIRAのホームページに発表されますが、ここでは日本読書学会が現在把握し

ている情報をお知らせして、会員の参加をお勧めします。

①全体会議は5月2日から5日まで4回開催されます。第1回と第4回が開会式と閉会式に相

　　当します。開会式には、女優・歌手・子どもの本の著者として名高いジュリー・アンド

　　リュースが基調講演を行う予定です。

②講演・シンポジウム・パネル討論・研究発表・ポスター発表など多彩なプログラムが組まれ

　　ています。使用言語は英語です。

③国際読書学会賞の贈呈式と記念夕食会は、テキサス州の歴史的な由緒ある牧場で行われるな

　　ど、地方色豊かな環境の中で会議が進行するよう計画されています。

④参加申し込みは、IRA会員についてはすでに受付中、一般受付は1月に開始されます。ホテ

　　ルはIRAを通してでも、日本の旅行会社を通してでもどちらも可能ですが、IRAが確保して

　　あるホテルはかなり取り難くなっている模様です。

⑤　詳細はIRAのホームページでお調べ下さい。　www．reading．org　です。

第21回世界読書会議のお知らせ

期　　日

開催都市

2006年8月6日から9日まで

ブタペスト　（ハンガリー）

2年に1回開催される世界読書会議、次回はヨーロッパです。詳細はまだ発表されていません

が、2005年の夏には発表申し込みが締め切られ、審査が開始されると予想されます。その時点ま

でに、題目と英文の要旨が提出できるよう、発表希望の会員は早めに準備を進めて下さい。
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