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語り聞かせ・読み聞かせの効用

自百合女子大学飯干

陽

このことについては，教育や心理学の専門家の指摘が

郎1，こぶとり爺1，昔話（むかしむかしばなし，こわ

あり，実践の現場ではいろいろの実りを想定し，また実

い話）9，地元の民話5（津軽「あづき洗い，おぼさり

証もされている。特に最近の子どもたちの思考力の発達

てえ」，秋田「なまはげ，しばてん」，行徳「あんころも

の研究についての成果として，誕生間もなく始まる母子

ち」〉，小泉八雲の怪談4，さるがたくさん川を渡る話，

関係の成り立ち，それから生ずる言語の習得，子どもへ

童話4・（グリム・アンデルセン・イソップなど），自作の

の語りかけと会話など，コミュニケーションの誕生とそ

話8（日常のはなし，おばけばなし，キンじいさんのは

の能力の発達が，そのまま思考力の発達だという知見が

なし，戦争の話2，大正大震災のはなし，父の小さいと

数多く出されていて，幼児への語りかけのだいじさが，

きのはなし），キリストさまのはなし，など。

殊更強調されている。（滝沢武久『子どもとことば』岩波
書店1984）

質問（2）

「あなたは絵本を読み聞かせてもらったこと

がありますか。

語り聞かせ，読み聞かせの，その後の読書生活に及ぼ

①何歳ごろ

②どなたから

③どんな絵本」

す影響について，聞かされた当人たちはどう思っている

これには41名があって，母31，祖母12，幼稚園の先生

かについてたずねてみた。対象は現に大学3・4年に在

8，父6，おば2，近所のお兄さん1名。読んでもらっ

学していた学生諸君で男子28名，女子18名，計46名であ

た絵本についても，その題名がしっかりおぼえられてい

る。（1984年7月）

た。

質問（1）

「あなたはごく幼い頃，おとなからお話をし

ごろ

てもらったことがありますか。

①何歳ごろ

②どなたから

質問（3）

③どんな話」

「あなたが自分で本を読み始めたのは。①何歳

②どんな本を」

自分で読み始めた時期をできるだけ正確に想起しても

男子25，女子16名がしてもらったと答え，記憶がおぼ

らうため，読んだ書名もあげてもらった。最も早く読み

れげであるといいながら，男子2〜3歳12，4〜5歳

始めたのは3歳で，男女とも1名ずつであった。以降女

10，6歳以上

子では10歳までに全員が読み初めており，男子では，12

6歳以上

1名。女子2〜3歳

5、4〜5歳

8、

2名。全体に性差はみられないので，以下は

男女併せての結果をあげる。

歳1名，15歳3名，高校1名となっている。
このような順序を経て，次のような質問を発して，自

「だれにしてもらったか」…母23，祖母16，祖父4，

おばさん・幼稚園の先生各3，学校の先生・兄・姉各1

由に記述してもらった。

質問（4）

「お話を聞いたり，絵本を読んでもらったり

したことが，その後のあなたの読書活動に影響を与えた

名。話し手がダブッテいて，総計は回答者数を越える。
「どんな話を聞いたか」

と思いますか。あったとしたらどんな影響だったでしょ

桃太郎15，猿かに合戦2，舌切雀1，花咲爺5，かち

うか。」

かち山4，一寸法師2，浦島太郎5，かぐや姫4，金太

これにっいては，ほとんどのものが，まじめに答えて
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くれており，予想を越えて，多様な経験，思い出，想像，

質問しながら一生懸命に本をめくっていたりしたので，

意見が述べられた。

わりと早く字を覚えた。（女）

○小学校に入って，自分で読みはじめたとき，本を選ぶ

内容を整理してまとめれば，当然よい影響があったと
いう結果になることは自明の理であるが，それよりは，

基準は，いつもお話や絵本で見たものをもう一度自分で

幼児の思い出を懐かしむ口ぶりに興味をおぽえたので，

読んでみたいということであった。（女）

許された頁のなかで，そのうちのいくつかを紹介する。

○絵本を読んでもらっているうちに，何となく書いてあ

（1）「お話や物語に興味を持ち，理解できるようになっ

ることを覚え，ほんとうに字がわかって読んでいるのか

た」という意見

どうだかわからない状態ながら，自分で読んでみたいと

○お話を聞いたり，絵本を読んでもらったので，小学校

か，読めて誉められたいとかいう動機づけにより，本を

入学以前から，人から話を聞くという習慣といいますか，

読みはじめるということはあると思う。私はお話を聞く

そういうものはあったと思う。そして，人の話を聞いて

ときでも，夢のある，たとえ悲しいことがあっても，ハッ

何かを学び，喜ぶ段階，自分で何かを読んで学ぶ段階が

ピーエンドで終る話が好きだったので，母親がそういう

きたと思う。（男）

本を与えてくれた。（女）

○何回もそれを聞いているうちに，一語一句まで暗記し

（3）その他の思い出

てしまい，母親がちょっとでも違うことをいうと，今の

○小学校3年生のとき，担任の先生が『ベロだしチョン

ところ違うとかよく言った。そんなことから本というか

マ』をゆっくり絵をみせながら語ってくれ準。小さいな

話には興味があり，母親から初めて買ってもらった本も，

子どもたちが処刑されるシィーンでは，先生は涙声にな

その日のうちに読んでしまった。（男）

り，まわりにいる友だちも泣いていた。物語の中に引き

○話のおもしろさや，それにともなう絵の世界などは，

込まれた先生に連れられて，私も物語の世界に引き込ま

いまの精神構造を造る上で，非常に影響があったと思う。

れた。それは私の記憶の中では初めてのことだった。自

分の力で読むことのできない子供には，強いショックで

（男）

○本を読んでもらいながら，いろいろな場面を想像した

あった。こうして，自分の力で読書することに興味を持

りして，空想がすきになった。たとえば，お姫様の気分

ち始め，読んだ本から，また次の1冊へと，パズル式に

になってみたり，あるいはとても貧乏な子の気分になっ

本を読むようになった。（女）

たり…，そういう自分では体験できないものを本が与え

○母が子に寝る前でも，何でも，話をしたり，本を読ん

てくれるのが楽しくて，本を読むのに抵抗がなかった。

だりすることは，スキンシップであるから，子どもの成

図書館でたくさんの本の中からおもしろい本を見付ける

長に役立っていると思う。子は何といっても母が好きだ

のが好きだった。（女）

から。（女）

○もの心ついたとき，祖母がしてくれた昔話をとても楽

○病気になって，たいくつして，お話をしてほしいとた

しみにしていた記憶があります。祖母のねたが切れてし

のんだ記憶がある。母は忙しくして，私の期待にあまり

まい困ってしまったことから，絵本を母にせがんで買っ

こたえてくれなかった。母がいやいや読んでいるという

てもらい，それから読書好きになった。（男）

感じが私につたわり，あまり楽しい思い出はない。（男）

（2）

「文字に興味をおぽえ，自分で読もうとするよう

一般に

語り聞かせ

，

読み聞かせ

を意図的に行っ

になった」という意見

ている場合，多くは，子どもたちを読書へつなげるもの

○お話を聞いたり，絵本を読んでもらったことにより，

として考えられがちであるが，感想を見ると，効用はそ

それらの本を自分で読んでみたくて，わからなくても，

んな限られたものでないことが痛感される。
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視聴覚機器を使った読書指導

常葉学園大学落合幸子
読み聞かせ必要論の親への圧力

中する時間が増え，1時間以上もじっと聞いていること

まだ字の読めない幼児にも，絵本の読み聞かせは大切

もめずらしくなくなった。こうして毎晩眠りぐすりのよ

であるとよくいわれる。確かに，母親のぬくもりととも

に語られる物語は，母と子に心の安定を与え，子供の心

うにお話を聞かせた。

このテープを何回も何回も飽きるほど聞かせたあと，

手に入るかぎりの新しい物語のテープを探し求めた。最

の中に豊かな想像の世界を描き出していくであろう。

私は大学院生の頃，幼児に物語の読み聞かせをしてそ

近はよく出回るようになったが，10年ほど前はあまりな

の効果の研究をしたことがある。そして同じ本を繰り返

く色々の店を回った。こうして，グリム，アンデルセン，

し読み聞かせることが，物語の世界を子供のなかにつく

赤い鳥の心，日本昔ばなし等，市販されているあらゆる

りあげていく上で大切であるということをみてきた。ま

物語のテープを手に入れ聞かせた。

子供が小学生になってからは，詩や文学や落語のテー

た「ものまねこざる」が大好きであったという友人の，

なつかしそうな子供時代の話を聞くにつけ，自分の子供

プが加わった。この頃になると新潮カセット文庫などが

にはお話を読み聞かせてあげようと思っていた。

市販されるようになっていた。子供が最初に興味をもっ

しかし実際には，お話の読み聞かせをするというのは

たのは，谷川俊太郎の詩のテープである。何回も聞いて

大変な労力なのである。後になって，実際に毎日親から

いるうちに詩をすっかり暗記してしまった。井上ひさし

本を読み聞かせられてきた子供が，「本を読みはじめる

の新遠野物語も，思いがけず落語も大好きであった。寝

と，途端に本の中の登場人物が動きはじめ立ちのぼって

ながら手をたたいたり，笑ったりして聞いていた。また，

くる。」といっていた朝日の記事を読んだとき，子供に

作品を色々聞いているうちに，物語のイメージを作り上

もっとお話を読み聞かせてあげればよかったと思った。

げるのに朗読のよしあしが非常に影響することもわかっ

しかし出来なかった。読み聞かせが大切であるとわかっ

てきて朗読の批評もするようになった。

ていても，大変さ故にあきらめてしまい，大事な時期に，

カセット・テープの他に，途中でビデオ・テープも加

子供に物語の楽しさを教えることが出来ないで終わる親

わった。テープで聞いた物語を発展させた内容の映画，

が多いのではないだろうか。

アニメなどからはじまった。ウォルト・ディズニーのダ

テープで物語を聞かせる

ンボ，ピーターパン，不思議の国のアリス，赤い鳥の心

下の子が1歳6カ月，上の子が2歳8カ月のときに，

の蜘蛛の糸，ろうそくをつぐ話，アメリカで買ってきた

物語のカセットをいただいた。この6巻のテープを毎晩

英語版のシンデレラ，歴史に関係するアニメ三国史，キ

寝る時に子守歌のようにかけてみた。子供達は，最初は

リストに関わる天地創造，十戒，神話に関係するオル

もっとも簡単な話のはじめの2，3分ぐらい集中して聞

フェ，超人ヘラクレス，日本の映画，次郎物語，源氏物

いていたにすぎない。理解できなくなるとすぐ寝てしま

語，洋画のチャップリンの作品等々…。並べてみると驚

うので，子供の理解度がよくわかった。しかし次第に集

くほどの作品を見聞きしてきたことになる。他にも音楽
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のテープなどもよく聞くようになった。3年生と5年生

得意としなかった。それをみたとき，読み聞かせには話

になった今は，眠るときには，その時の好みに応じて，

を聞くことの他に，字を読むという過程も含まれている

マンガの音楽のテープであったり，クラシックであった

が，物語をテープで聞かせることには，後者が含まれて

り，詩や物語であったりするが，自分で選んで聞きなが

いないことにはじめて気づいた。そのため最初は読むこ

ら寝ている。最初の6巻の物語のテープから始まったも

とに抵抗があり，本を読むことが好きにならなかった。

子供が4，5歳の頃，絵本を読んでくれと盛んに言っ

のが領域を広げ，我が家の文化を創っていった。

耳から物語を聞かせたことの効果

ていた時期があった。この時，聞くことから読むことへ

耳から物語を聞かせたという経験の中で，よかったと

の移行を考え，意識的に本を読んでやっていれば，聞く

思われる点をあげてみよう。

ことによって目覚めた物語に対する関心を，簡単に本を

1）早期から聞かせた。

読むことに向けられたのかもしれない。

我が家の子供たちが興味をもったため，親戚の4歳と

しかし1年ほど経って，字を読むことに抵抗がなく

6歳の子供にカセット・テープを送ったことがあった。

なってから，夢中で本を読むようになった。最初はマン

しかしその家の子供達は興味を持たなかったという。私

ガに夢中になった。マンガといっても，サンデー，コロ

の家では1，2歳の頃からテープを聞かせていた。この

コロといった雑誌からはじまった。しばらくそれに夢中

年令の違いが，耳からの情報に対する姿勢の差をもたら

で，そのあと偉人伝，歴史物語等に移り今では本屋に行

したとも考えられる。例えば車の中で子供が騒がしいと

くのが大好きで，いろいろな本を読んでいる。

きカセットを流すと，どんなに騒いでいても途端に静か

私の読書教育論

になり，何度でも繰り返し吸いこまれるように聞いてい

このように物語を耳から聞かせた経験から，読書教育

る。また子供が「自分の耳は地獄耳だ。」といっているこ

について考えてみる。

とをみても，何をしていても耳だけは対象に向いている

1）情報を入れる回路を1つ開発してやる。
話を聞くと，ぴっと耳をそばだてる。自分の子供をみ

らしい。

ているとこういう感じがある。目からにせよ耳からにせ

2）落ち着いているときに聞かせた。
寝るときに聞かせたことが，自然にじっと聞き入ると

よ，情報を脳の中に入れる回路を早期に開いてやること

いう態度をつくったと考えられる。遊びたい盛りの子供

が必要である。この回路ができると，あとが非常に楽に

に，耳からだけの情報に関心を持たせるのは難しい。

なる。

3）繰り返し聞かせた。

2）繰り返しを大切にする。

手に入りにくいということもあって，最初の6巻を繰

子供は不思議なほど，同じ話を繰り返すのが好きであ

り返し聞かせた。その後，急激にカセット数も多くなり，

る。何回も読む何回も聞くといった繰り返しは，回路づ

ビデオにまで範囲を広げていったが，結果としてはそれ

けや認知的枠組の形成の面からも大切である。

がよかったと思う。最初の繰り返しによって，子供のな

3）本を読ませることにこだわらず，あらゆる媒体を

かに認知的枠組や情報への構えができ，それが次の新し

使って，物語に対する興味をまず引き出す。

い多量の情報を処理することを可能にしたのである。

4）子供の興味の進展にそい，興味を次第に高度のもの

聴覚から視覚への移行の難しさ

へ導いていく。

さて，これほど耳から話を聞くことが好きな子供が，

5）本を読むことへと次第に興味を向けていく。

すぐ読書に向かうようになるかというとそこが難しい。
小学校入学時に，一子供は教科書の字を読むということを
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文間の文脈形成における行為目的明示性の影響について
テクスト的文脈とテクスト外文脈

＊

筑波大学佐藤至英＊＊
問

を安易にとらえさせていないであろうか。読みはあくま

題

で個人的活動である。少なくともその意味合いが強い。

聴覚障害児にとって読めないことは一般的問題であっ

それゆえ他者（第三者）にその結果を差し出すこと，つ

て，一般的であるがゆえにいかに読めないかの研究が数

まりある読書力検査を行い理解度をみることがいかに本

多くなされてきた。それに比例するかのごとく彼ら聴覚

来のもっている読みの特性と異質のものであるか。第三

障害児は数多くの誤りを示している（符号化レベル：

者の為に読むのではない，読み手自身の為に読むのであ

Conradら，1979；統語論レ

る。従って読みをみた検査の結果が単なる結果なのか，

ベル：Quigleyら，1976：意味

結果に対する解釈が問題となる。読めないことの解釈の

論レベル：Ewoldt，1978）。

誤りの指摘はいわゆる「読めない」の解釈を導く。し
かしながらその解釈にはどうしても以下の問題を含まざ

多様性を仮定したい（前提1）。

なぜ誤るのかの問いに答えるためにはどうしても読み

るを得ない。

手の行う活動を避けるわけにはいかない。たとえなぜ誤

1）誤りを固定的・不変的なものとしてとらえていない

るかの要因を求めることは不可能に近いとはしても，ど
のように誤るのか，そのプロセスについて観察すること

か，

2）多くの誤りの中でどれがメインな誤りなのか：誤り

は可能である。日常的な読みを考えた場合，目にする文

をもたらすまた別の誤りの指摘，何がメインな誤りな

章は個々の文をみれば曖昧である（Franksら1982）。しか

のかの疑問を生み出す。

もその多くはテクスト上に個々の文をつなげる，又その

3）聴覚障害ゆえに，読めないと推論することの危険：

連結を保証する表現形式が必ずしも存在するわけではな

聴覚障害児の中にもよく読める子がいるという事実を

い。必然的に読み手は何らかの推論を行い，文と文とを

どう解釈するのか。

関係付けることが要求される。個々の文の文字通りの解

読めないという事態が一つの結果であることは論をま

釈をこえた目標あるいは目的を書き手の意図に照らし合

たない。あるテストで得られた結果は読めることの解釈

わせようとしなければならない。文字通りの意味として

とはなりえても読めないことの解釈としてその測度を用

解釈するより，むしろその意図（intention）をみる

いることは危険である。しかしそのことが読めないこと

（McNeill1987）といえる。本研究では物語理解に際し
読み手の行う活動をテクスト内のもつ情報の関係付け，
ととらえたい（前提2）。そこで求められる活動は積極的

宰

The

effects

context
versus

of

explicitness

formation
nonlinguistic

between

levels

of

an

actor

sentences−The

contexts一．

韓SATO，Yoshiteru（University

of

Tsukuba）

s

goal

on

linguistic

に文間を関係付けることである。

2つの文からなるテクストを学習させ前件文を手がか
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りとして再生させた場合，前件文が手がかりとなるか否

かは一つの文脈形成を裏づける。文章及び文の記憶，理

で曖昧であったものの再生率が低下した。

文間の関係付け，即ち文脈の形成についてこれまでの

解の研究において，一般に文脈の有無が理解及びその保

知見をまとめると，次のようになる（佐藤，1988）。

持に影響するからである（Bransfordら，1972）。そこ

1）読み手をテクスト学習の成績に基づき二分した場合，

で，つながり度合の異なる2種のテクストを呈示し前件

下位群はテクストのもつ，つながり度合に大きく影響

文を手がかりとした後件文の再生，及びテクスト間のつ

される。

ながり度合の評定を行ってみた（佐藤，1988）。結果は再

生率の変動が読み手を二分できる（上位群・下位群）ほ
ど著しいものとなり，読み手によってテクストのつなが

2）下位群は上位群に比ベテクストのつながり度合を適
切に評定しない。

3）テクストのプリ学習は，前件文一致のポスト学習を
妨害する。

り度合（relatedness）の評定が異なること，すなわち上

位群は下位群に比べ明確に評定していることが明らかと

4）3）の結果から，読み手は何らかの推論を行い比較的

なった。しかしまた残された問題もあった。読み手は特

強い（ポスト学習を妨げる程度の）文脈を形成してい

に上位群は、テクストに応じてその処理を変化させてい

る。

るのか，つながりが曖昧なテクストに対し，上位群はど

これらの結果から示唆されることは上位群はテクスト

のような処理を行っているのか（例えば，積極的に文間

に応じて異なった処理を行っているのではないか，であ

の飛躍を埋める推論等）。

る。必然的にこのことは一つのプロセスとしての，2文

これらについて検討するため，以下の2文テクストを
プリ学習，ポスト学習の二つのセッションで学習させた。

間の飛躍を埋める，推論の程度及び内容といった問題を
生み出す。言い換えれば，1）テクストのつながり度合に
より推論はどのように変化するのか，2）読み手は何を推

プリ学習：つながり度合が曖昧なテクスト

論するのか，である。

（5段階評定：1．78）

1）は，いわゆる推論の程度の問題であるが（例えば積
もうすぐ
太郎は

極的推論か消極的推論か），それをみる測度として反応時

おかあさんのたんじょう日だ。

冷蔵庫を

間が考えられるであろう。一方，2）については何を推論

あけた。

したかがうらづけられるテクストの対立を設定すべきで

あろう。これまで用いたテクストの後件文は行為者の存

ポスト学習：つながり度合が曖昧でないテクスト

在する行為文であった。そこにはつねに行為が顕在する，

（5段階評定：4．97）

ならば行為には必ず目的があるはずである。ところが行
もうすぐ
太郎は

為の目的あるいは書き手の意図が存在するとしても，必

おかあさんのたんじょう日だ。

プレゼントを

ずしもその目的性は明示的ではない，という問題がある。

買った。

書き手にとって，これらの意図を全てにわたりこと細か
っまりポスト学習の再生率から，プリ学習による影響，

に，より詳細に明示的にする必要がないからである。読

すなわち文間の飛躍を埋める推論を行ったのなら，一っ

み手は書き手があえて書こうとしなかったこと，書けな

の強い文脈が形成されるであろう，ならばそのことが前

かったことを推しはからなければならない。読み手はこ

件文と同じであるポスト学習を混乱させるのではないか，

の行為の目的あるいは書き手の意図を推論しながらテク

という仮説を検証した。結果は上位群におけるプリ学習

スト内の飛躍を埋めているのではないか，つまり何を推

の影響が認められ，特に上位群は下位群に比ベプリ学習

論するかの範囲を行為の目的に限定できるかもしれない。
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本研究では以下の仮説を検証する。

各リストごとに，目的の異なり数が少ない上位4組を

1．推論のプロセスは反応時間（RT）に反映する。なら

行為目的明示性高テクスト，目的の異なり数が多い下位

ば推論の程度である，推論しているか否か（あるいは

4組を行為目的明示性低テクストとして選出した（表

推論しやすいか否か）も反応時間にあらわれるはずで

1）◎

テクストは2文を一組としてB4の紙に書かれた。被験

ある。推論しやすいテクストの場合は，推論の困難な

テクストよりも早く理解されるにちがいない。言い換

者18名をランダムに2群に分け，それぞれリスト1，リ

えれば積極的推論と消極的推論といった程度差が反応

スト2を処理。

時間に反映されるであろう。

手続き：2〜5名の小グループで実験を行った。実験者

2．推論を行うか否かが読み手を二分している，という

は2名。一人はテクスト呈示を行いもう一人は反応時間

よりむしろ何を推論するか，またその結果として（文

の測定を担当。

間の飛躍を埋める）一つの解釈を導き出せるか否かに

1）練習試行は1回，教示の確認を行った。教示は「こ

よるのではないか。

れから二つの文を見せます。二つの文をよく読んでくだ
さい。後で，太郎君は何をしたのか書いてもらいます。

目

的

よく読んで覚えたと思ったら手を挙げてください。」と口

本研究では読み手の行う推論の程度をテクスト学習に

頭（及び必要に応じて筆談）で説明。練習試行で教示の

要する時間に求め，テクストの目的明示性レベルに応じ

わからない被験者に対しては再度説明し練習試行を行

て反応時間はどのように変化するのか，またその変化は

なった◎

反応時間の計測者は教室のいちばん後ろの席に座り，

推論の内容とどのような関係にあるのか，について検討

テクスト呈示から計測を開始，被験者の挙手により反応

する。

時問を記録した（計測にはストップウオッチを使用）。

方

法

2）テクストは一一組ごとに呈示し呈示順序はランダムで

被験者：前件文を手がかりとして与えた場合の後件文の

あった。10組のテクスト呈示終了後，リハーサル効果妨

再生率に基づき二分された（佐藤，1988），上位群11名，

害のため演算課題を2分間行った。

下位群7名，計18名の聴覚障害児。

3）テクストの学習に要した反応時間の信頼性を確認す

材料：小学2年生レベルの語彙からなる場面叙述文

るため，前件文を手がかりとした後件文の再生課題を行
なった。再生手続きは佐藤（1988）と同じである。

（前件文）＋行為文（後件文）の2文テクストを作成。前

件文一致に留意しリスト1・リスト2の二つに分けた。

4）再生終了後，8組の呈示したテクストに関し，後件

それぞれについて小学4年生43名（健聴児）に対し行為

文の行為の目的を書くように目的叙述のための用紙を配

の目的（なぜ，太郎君は〜したと思いますかP）を叙述

布。用紙には呈示されたテクストとともに，「太郎君は，

させ，その結果を目的の異なり数に基づき序列化。

なぜ〜したと思いますかP」の文が記載されていた。目

的叙述は子供のぺ一スで行い時間的な
表1
目的明示性高テクスト
発車の

ベルが

なった。

太郎は急に走りだした。

制限は設けなかった。

テクスト例
目的明示性低テクスト
時計の針が
太郎は

12時を

机の上を

まわった。

かたづけた。
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表4はグループごとの反応時間を示している。上位群

結果と考察

におけるテクスト間の差は著しいものとなった。目的が

前件文を手がかりとした後件文の再生率は佐藤（1988〉

曖昧なテクストの反応時間（平均32．928秒）な曖昧でな

の結果と類似した。上位群は下位群よりも高い再生率

いテクスト（平均22．159秒）よりもその値は大きく，一

（86〜90％）を示している。テクストによる違いは下位

方下位群はテクスト間の反応時間は類似している。対数

群において著しい（表2）。佐藤の結果と同様な再生率を

変換した値について，グループ×テクスト×被験者（文）

示したことから，反応時間の信頼性は得られたといえる。

の分散分析を行った結果，グループの主効果は有意とな
らず（min

表2

下位群

目的明示性高

90．91
（0．29）

60．71
（0．49）

目的明示性低

86．36
（0．35）

25．00
（0．44）

表3

なった（min

df＝1／11

P〈．05；max

Fニ

P＜．05）。交互作用が有意となったの

でライアンーウェルチ法による多重比較を行なった結果，

上位群において，目的明示性高テクスト＞目的明示性低

テクスト（P＜．05dfニ84MSeニ0．034），また目的明
示性低テクストにおいて上位群＞下位群（P＜．05dfニ

65MSeニ0．034）といった反応時間の違いが示された。

下位群

リスト1

26．46

25．45

（12．25）

（11．11）

リスト2

（12．34）

28．21

F＝7．61

5．09df＝1／11

各リストごとの学習時間（秒）
（）内は標準偏差

上位群

P＞．10），テクストの主

効果ならびにグループ×テクストの交互作用が有意と

前件文を手がかりとした後件文の再生率
（）内は標準偏差

上位群

F＝0．34df＝1／22

このことから1）目的が曖昧な（目的明示性低）テクスト

は曖昧でない（目的明示性高）テクストよりも学習に多
くの時間を要すること，言い換えれは行為者の目的が明

23．63
（9．70）

示的であれば早く理解されるといえる，2）そして上位群

は曖昧なテクストに対し多くの時間を要していること，
1）テクスト学習に要した時間（反応時間）：各群ごとの

の二点が明らかとなった。しかしながら，またなぜ上位

反応時間をリスト別に示したのが表3である。対数変換

群はテクストに応じて学習時間すなわち推論を変化させ

した値について，リスト×グループ×テクストの分散分

ているのであろうか，については明らかではない。仮説

析を行った。その結果，リスト間の差は有意とならず

からこの変化は積極的推論と消極的推論との使い分けで

（Fニ0．07 dfニ1／128 P＞．10）またリスト×グルー

あり，上位群は目的が曖昧なテクストに対しては積極的

プ，リスト×テクストの交互作用も有意とならなかった

に推論を行い明示的なテクストには比較的あまり推論を

（Fニ0．54

dfニ1／

行わなかった，と考えることが可能である。しかしこの

P＞．10）ことから，リスト1とリスト2を同質と

解釈は上位群の説明にはなりえても下位群がなぜテクス

128

df＝1／128

P＞．10；F＝2．78

トに応じた変化（推論の変化）を示さないか，の答えに

みなす。

表4 各テクストごとの学習時間（秒）
（）内は標準偏差

はならない。その手がかりを得るためにも下位群は何を
推論しているのかをみてみる必要がある。

上位群

下位群

22．16

24．28
（9．70）

みにして単純に目的の叙述がテクストの意味内容と関連
して適切であるか否か（何が適切かの基準は必ずしも明

目的明示性高

（10．45）

目的明示性低

32．91

25．24

（11．67）

（11．48）

2）後件文の行為目的の叙述：リスト1とリスト2をこ

確でないが，本研究では前件文と後件文の連合から生み
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表5

各テクストごとの行為目的叙述（％）
目的明示性高

適

切

不適切

表6

目的明示性低

上位群

下位群

上位群

下位群

一致率

69．64

49．99

80．36

50．00

異なり率

24．99

22．22

不適切率

5．36

無記入

0．00

0．00
27．78

6．12

16．67

8．04

33．31

5．25

0．00

目的明示性低テクストについて不適切と判断された例

テクスト

時計の針が

太郎は

上位群
下位群

12時を

机の上を

重要となる。書くという文章産出の問題を別にすれば不

まわった。

適切と判断された叙述は一つの傾向として，後件文にの

かたづけた。

時計をまわそうと机にあがるため。

み留意（依存）しているように思われる。前件文のもつ

太郎はわるいから。

情報が行為目的の叙述に反映（具現化）されていない。

太郎のへやはとてもきたないから。

そして行為そのものの目的が自分なりの体験に過度にも

とづいて，つまり前件文とは独立に推論される傾向があ

出される状況あるいは条件に一致するか否かの判断によ

る。そのストラテジーは，なぜ前件文と後件文とが意味

る）の率を求めた（表5：大学生3名による評定，一致

的に強く結びついたテクスト（行為目的明示性高）がそ

率96％）。適切一不適切の対立でみると，目的が曖昧なテ

うでないテクスト（行為目的明示性低）に比べ推論が容

クストでグループ間の差異が大きい。無記入率では目的

易になされるのか，またなぜ下位群の無記入率が，目的

が明示的なテクストでグループ問の違いがみられた。

が曖昧なテクストよりも曖昧でないテクストの方が高い

目的明示性低テクストに関し不適切な叙述とした例を

表6に示す。不適切な推論がはたしてそれ自体全く適切

値を（0．00対27．78％）を示すのか，を裏づける一つの根
拠を示唆する。

でないと言い切れるか，となるとやはり疑問の余地はあ

適切な叙述の中にも類似したもの（一致率〉と特異な

る。読み手のもつことば（聴覚障害児の場合，ある程度

もの（異なり率）とが存在した（表7）。目的明示性高テ

の制限は否定できない）で多少なりとも読み手なりの状

クストでは両グループとも22〜25％の率で特異な叙述が

況をとらえている，と仮定できるからである。ただその

みられているが，目的明示性低テクストはそれほど高い

状況設定がどの程度テクストに依存してなされるか，が

率で（6〜17％）出現してはいない（表5）。このことは

表7

σ

テクスト

類似例
特異な例

上位群
下位群

目的叙述の類似およぴ特異な例

発車の

ベルが

太郎は

急に走りだした。

むこうから

なった。

太郎は

たくさんの人が

自転車から

おりた。

列車にのりおくれるから。

ぶつかるとあぶないから。

さようなら

人の中に友達がいたから。

また来てねというため。

ず一っと

＊口頭で説明を求めるとた くさんの人といっしょに歩くのだと返答
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あるきたいから。＊

歩いてきた。
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特に上位群の一致率に反映して，・目的が曖昧なテクスト

このプロセスに不完全さを示すといえるかもしれない。

の方がかえって類似した推論を促す，という結果になっ

そして，仮説を支持する（またその可能性のある）結果

た。材料として用いたテクストは（小学4年生健聴児を

が得られたことにより，何を推論するのか，つまり適切

対象に）目的の異なり数に応じて2種に大別したもので

な情報を推論するか否かがグループ間を分けている要因，

あったが，上位群レベルの被験者にとってはテクストの

と考えられる。単に推論を行うか否かが読み手を二分し

もつ行為目的レベル（つまり何が明示的か明示的でない

ているのではない。

3）文脈依存

かの判断）は一様ではない，といえるかもしれない。

対

文脈独立

本研究の結果ならびに佐藤（1988）の結果から，テク

討論

ストに応じた文脈形成の変化を考えると，下位群は曖昧

本研究の仮説は，1）行為者の目的が明示的な，すなわ

でないテクストに対してのみ文脈の形成がコントロール

ち推論しやすいテクストは目的が曖昧なテクストよりも

可能となる，言い換えれば制限的である。それに対し上

早く学習（理解〉されるであろう，2）グループ間の違い

位群はテクストに応じて文脈の形成をコントロールして

は推論を行うか否かではなくむしろ何を推論するかにあ

いるといえる。また，上位群は文脈の形成が容易か否か，

る，の2点であった。

テクストのもつつながり度合を意識して柔軟に対応して

1）仮説1について

いるともいえるかもしれない。問題はなぜ下位群は制限

推論の程度は（しやすいか，しにくいか）は何に起因

的なのか，である。この答えとして一つにはCampioneら

するのであろう。推論の対象を行為者の目的に限定した

（1973），Inhelderら（1974）の文脈依存の解釈が考えら

場合，目的の曖昧さが推論を左右する：すなわち目的が

れる。すなわち下位群はテクストのもつ文脈に大きく左

曖昧であれば（考えられ得る目的が数多くある場合）推

右されるため，文間のつながりが曖昧な場合は曖昧であ

論は難しくなり，よって積極的な推論が必要となる，一

ることの影響を受け意味解釈もまた不完全なものとなる，

方目的が明示的であれば（ある程度限定されている場合）

逆につながりが強いテクストにはテクストのもつ文脈に

推論は容易となる，と仮定したわけである。

依存することにより，容易に解釈可能となる。

結果は仮説を支持するものとなり，目的が明示的なテ

しかしながら，ではなぜ下位群は文脈に依存してしま

クストの方が曖昧なテクストよりも早く理解されよく記

うのか，また文脈に依存することがなぜ文脈とは独立に

憶される傾向を示した。つまり積極的推論とそうでない

解釈することを許さない（妨げる）のか明らかではない。

消極的推論の2種の推論があること，またこれら2つを

無論，Inhelderらはその答えとしてPiagetの理論を引い

読み手は巧みに使い分けていること，が示唆されたとい

てきている。しかしそこまで論を進めなくても文脈に対

える。

する意識，テクストのもつ文脈に限ることなくテクスト

2）仮脱2について

を越えた（テクスト外）文脈に対する意識を仮定するこ

何を推論するのかをみるために行った課題は行為の目

とで解釈できないであろうか。文脈依存から文脈独立へ

的を叙述させるものであった。推論の対象を行為者の行

とみる発達観は単純すぎはしないか，はたしてこれら二

為の目的に限定したからである。この課題の指標は適切

つの段階は段階とよべるほど同時的進行，共存を許さな

な推論を導き出せるか否かであった。結果は仮説1と同

いものなのであろうか。

様グループ間の違いを示すものとなり，下位群の不適

また，それは文脈依存

対

独立の対立でとらえるに

切＋無記入率は30％前後にまで及んだ。この率を適切な

は不十分であるように思えるからでもある。読みは多少

推論を導き出すことの失敗ととらえるならば，下位群は

なりとも文脈に依存的であり，またそうでなければなら

一11一

7

読書科学第34巻第1号
ない，依存することはむしろプラスの面の方が多いので

いものは創るしかないことになる。読み手は読むという

はないか。結果として文脈独立的に解釈したとしても，

目的のためにどうしてもみえない文脈を創り出さなくて

その過程において文脈依存的に解釈していないとは断定

はいけない。その結果として形創られたもの，これをテ

できない。

クスト外文脈と仮に呼ぶ。この種の文脈を形成するとは

テクストのもつ文脈に対しセンスィティブであること

いわば一つの状況を創り出す行為でありその意味で状況

は必要である。ただしそれだけでは十分であるとはいえ

の実現とでも言い換えることができるかもしれない。つ

ない。もう一つ別の文脈に対する感受性，つまりある程

まりその性質はグローバルあるいは総合的（synthetic）

度テクストのもつ文脈に距離をおいた，読み手自身のも

であり，その意味でカテゴリー化できないイメージ的文

つ（創り出した）文脈に対する感受性を仮定したい。そ

脈（McNeill，1987）である。

して文脈の形成を文脈依存

対

えるより，むしろテクスト的文脈

対

テクスト外文脈

対

（McNei11のいうpurelinguistic対intrinsicあるいは

Jakobson，1945のconventiona1対personal）から本研

の対立でとらえてみてはどうであろうか。

4）テクスト的

これらテクスト的対テクスト外文脈という視点

文脈独立の対立でとら

テクスト外文脈

究の結果をとらえてみると，下位群はいずれかの文脈に

文脈とは何か，文脈をどのように定義すればよいのか，

大きく依存しているのではないか，逆に上位群は二種の

の問はアプリオリにその対象としての文脈をともすれば

文脈を巧みにコントロールし一つの意味解釈を導いてい

既有のもの，不変的かつ規範的なものと受け取られる性

る，と考えることができる。そしてこの見方をとればテ

格を合わせもつ。そしてテクストにはそれがたとえ一つ

クスト外文脈（あるいはテクスト的文脈）だけではある

の文であっても文脈がないとはいえないにもかかわらず，

一つの解釈を決定づけるのには不十分だということにな

一般に文が複数連なるにつれある文脈が形創られ，あた

る。ではこれら二つの文脈をコントロール可能にするも

かも不変的かつ明示的にそこにあるかのように文脈を意

のは何なのか。次にこの二種の文脈はどういう関係にあ

識してしまう6しかし表現形式上に文脈というものが目

るのか，その関係を位置づけることからこれらを統制す

に見える形であるわけではない。そしてその文脈はある

るものは何なのか，の問題に迫りたい。

特定の一つに限定できるわけでもなく，「」は文脈に合

5）文脈形成の二重性

う・合わない，という形でしかその存在を知らしめない。

日常的な読みにおいて文脈形成を考えてみると，時に

無論この文脈の潜在性は認めざるを得ない。そこでこの

テクスト的に文脈を形成したり，テクスト外的に文脈を

種の文脈をテクスト的文脈と呼ぶことにする。っまり一

形成したりしている。文脈形成の二重性とでもいえるで

般的にいわれるテクストのもつ文脈である。より限定的

あろうか。無論読み手はどちらの文脈でも形成可能であ

にとらえるなら，文間の関係性と言い換えることができ

り，またそうでなくてはならない。必然的に読み手にとっ

るかもしれない。そしてそれは一つの関係を意味する限

て要求されることはその選択である。従って問題はどう

りにおいて，ある程度抽象化した記号体系に置き換え形

いう場合にテクスト的あるいはテクスト外文脈が形成さ

式的に記述することは可能である（例えばA→B

れるのか，である。二重性の存在を認めるならば，そこ

C

よって

B→

A→Cのように）。つまりこの種の文脈は分

にはこれら二つを限定できる範囲（境界）がなければな

析的あるいは統語的であり，言語的な関係において明示

らないからである。本研究からそれは，読み手の意識す

的である。

る明示性（explicitness）によって変化している，と考え

しかし読みにおいて，読み手はこの文脈をなんとかし

る。すなわち極論をいえばテクスト的文脈の明示性が低

てみつけようとするが，文脈のもつ潜在性ゆえにみえな

い場合テクスト外文脈形成の優位が高まる（反対にテク
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文間の文脈形成における行為目的明示性の影響について

スト的文脈の明示性が高いとテクスト外文脈明示性は低

とどうか。それほど違いはない面が見いだされるかもし

くなり，その結果文脈形成はテクスト的なものとなる）。

れない。

この二つは相補的（reciprocal）に生じるものであり，文

2）下位群の示す身振りについて：テクストを学習し後

脈形成の二重性は相補的関係とでも言い換えることがで

で再生させるといった課題（佐藤1988）で下位群に共通

きる。しかし明示性そのものはあ、くまで読み手の意識あ

したパターンがみられた（上位群では全く出現しない）。

るいは感受性の概念である。従ってその程度はまた判断

それはテクスト意味内容に対応するかのような動作化，

は，どうしても読み手あるいは読み手を含めた外的環境

身振りである。なぜ下位群に限ってこのような運動的記

に大きく依存してしまうことになる。結果からのプロセ

名方略を用いるのであろうか。一つに，テクストの意味

スの解釈はあくまで推論の域を出ない。ただしプロセス

内容を明示化するため，また身振り・を通し保持を促すた

それ自体を観察することはできないけれども，そのプロ

め，とも考えられるが明らかではない。またその答えが

セスの結果，影響を観察することはできる。

得られたとしても，ではなぜそういった身振りによる効

本研究では明示性，特に行為の目的明示性に焦点をあ

果が再生成績上に現れないのか，の疑問が生じる。テク

てた。上位群はこの明示性に基づき文脈を形成している

スト学習において記名すべき文は行為者の存在する行為

ことが明らかとなったが，その文脈とはテクスト的でも

文であった。当然行為の動作化は少なくともプラスに働

あり時にはテクスト外的でもあるといったように，ある

くはずである（もちろん動作化による状況設定が適切か

程度の，柔軟性に富んだコントロールが可能である。っ

否かの問題は存在する）。このことと，行為の目的を叙述

まり上位群の文脈をみる，あるいは形成する視点はどち

させた場合にみられた「自分なりに行為目的を推論して

らの文脈にも偏らないニュートラルな中間的なものであ

いること」（表6，結果として不適切と判断されたけれど

る。それに対し下位群は常にいずれかの文脈に偏ってし

も）とは無関係ではない。動作的（イメージ的）状況設

まう。柔軟性に乏しい。二種の文脈を容易にコントロー

定はどのような制約を受けてしまうのか。下位群に働く

ルしているとは思えないからである。

マイナス要因を調べてみる必要がある。身振り的状況設
定そのものが不適切であるためなのか。あるいはまた，

今後の課題
1）二つの文脈形成，テクスト的

後件文を記憶することが目下の課題であれば，下位群に
対

テクスト外文脈，

とっては完壁な（テクストの）表現形式への意識が高ま

その選択を左右するものは何か：先に文脈に対する意識

り（日頃の言語訓練等の構え，あるいは限られた語彙・

の問題について触れたが，それぞれの文脈に対する意識

意味内容・統語上の自己意識により），身振りの創り出す

の存在ならぴに共存性・同時性を仮定した場合，そこに

状況設定（テクスト外文脈）が生かされないのかもしれ

は一つの選択が要求される。読み手はどち、らかを選ばな

ない。

ければならない。そのための基準は何か。例えばMcNeil1

文献

（1987）のいう，自己のもつ思考プロセスの意識（self−

awareneSS）もその一つと考えられるかもしれない。

Bransford，J．D．，Barclay，J．R．，＆Franks，J．J．

またこの選択め問題以前に，それぞれの文脈を対立的

tence

にとらえそれぞれの文脈形成，そしてそれらの文脈から

どのようにして一つの文脈に至るのか，をみていく必要
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説明的文章での読書指導の試みについて
一一情報を求める読み＊

赤野光夫＊＊
①

読書環境の整備

②

読書習慣の育成

学校現場では，読書指導という意味の認識が少し不十

③

読書意欲，興味，関心の開発

分と思われる状況がある。読書指導とは本を読ませるこ

④

読書力のかん養

と等という安易な思い込みが依然として強い。したがっ

⑤

読書資料の選択力の養成

て読書指導は図書館人のやることであり，国語教師の仕

⑥

読書技術，方法の習得

事でない。図書室へ入れて小説・物語・伝記等の読みも

⑦

読書領域の拡充

のを読ませること程度の認識が根強くある。事実、図書

⑧

読書運動の推進

館関係の研究会などでも，如何に本と親しむようにする

以上のことがらについて留意し具体的な実際的な指導

1．読書指導の意味の受けとめ

かという面が強調されて，読みもの中心の読書のす＞め

をしなければならない。

方に終始してしまう場合が多い。読書指導というものは

というアピールである。せめて，こうした内容について

単に図書館教育にとどまらず，生徒指導の面でも，国語

理解を持つ必要がある。読書指導の定義についても，他

科指導の場合にも大きな役割りを果す機能を持っている

にもいろいろな立場から定義づけられているとは思われ

もので，もう少し踏み込んだ理解と認識を基盤としなけ

るが，滑川道夫は，

ればならないものであると考える。

「読書による生活指導をいう。自己の人生を読書に

昭和43年に，日本読書指導研究会が「読書指導の意味」

よって充実させ，現代生活に適応する読書力、と読書に

として次のようなアピールを行っている。要約的に列挙

よる人間形成を具体的・計画的に助成する指導であ

すると，

る。」

◎読書活動による民主的人間教育を読書指導と呼ぶ。

と『国語教育辞典（昭38・2・学燈社）』に述べている。

○一人ひとりの子ども達の当面している生活の現実に深

これは教育の本質を，教育を受けるものの生活教育とし

く関連し，子ども達の認識の発達に照応しながら，読

てとらえた視点からの規定と考えられる。つまり読書指

書活動をとおして正しいものの見方，感じ方，考え方

導を生活指導の一環として考えたものである。したがっ

を育て学びとらせていこう。

て，

そのために，子ども達の全生活における

「生活の中に位置づけられた読書」とか
「読書生活」とか

寧

Reading

instruction

of

expository

texts−Reading

for

「生活を発展させるための読書」

information一．

榊AKANO，Mitsuo

というように，生活との関連において読書活動が提起さ
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文化獲得の行動であるといわれている。説明文の読みを

れている。例えば，読書する方法・技術・能力など

「生活力としての読書力を身につけさせること。（昭

子ども達が，それぞれに未知を知るという文化獲得の行

45・3・読解読書指導論，東京堂出版）」

動としての読みを構想したら，どのような読みができる
ものであろうか。私の発想の起点である。

という考え方である。したがって読書指導とは，

o読書活動による人間形成とか

そして，現在，私どもの生活は，様々な情報の渦の中

○読書による人格形成である。

で続けられている。そうした状況の中で，好むと好まざ

と，概活的にいえるとされている。つまり，読書行動を

るとにかかわりなく，自分にとって価値ある情報を選び，

通じて、人間・人格を創造していくのだという読書教育

求め，つかみとって活用し，より生活を充実・発展させ

の目的観に立った定義と考えられるのである。そして，

ようとしている。このような生き方は子ども達にとって

読書教育と読書指導について，

も，これからの時代を生きていく必須の生活技術力であ

「読書活動あるいは読書体験の発展によって，民主主

ると思われる。そこで，文章を読むという学習や生活の

義的人間教育を読書教育と呼び，読書教育の実践的な

中で，情報を探索したり，選択したり，得た情報を再構

操作を読書指導と考える。（読解・読書指導論）」

築して自分の生活を充実・発展させていくような能力を
養うことは重視されなければならないことと考える。そ

と述べられている。

このような考え方は，前述した昭和43年のアピールと

の基本となる技能として文章を読む行動の中で，情報を

同義であり，読書指導という意味の理解のために，認識

読むという視点からの「説明文の読み」について，実践

しておくべきことであろうと考えるのである。こうした

を重ね，工夫を加える必要がおおいにあるめではないか

基盤の上に立って，説明的文章と読書指導を考えていき

と考えるのである。しかも，このような読みの活動は，

たいと思うのである。

どうしても読書指導的な展開になる。前述した読書指導
の定義にもぴたりとあてはまると思うのである。

2．「情報を読む」という読書指導の試み

（1）低学年（2年生）の実践について

情報を読むという読みは，目的的な読みでなければな

説明文の読みというと，段落，要約，要旨事実と意見，

段落相互の関係等という理づめの読み，読解の読みにな

らない。求める読みである。低学年ではそうした基盤に

りがちである。こうした理づめの読みも必要ではあるが，

なる興味や関心を刺激する読みを核として授業を試みる

説明文をすべてこうした手法で読ませていいものかどう

ことを考えたのである。

二年生の六月教材「かえるのくらし」という短かい文

か疑わしい。なぜならば，説明文の読みに対する子ども
達の，あのよどみきった姿は何を物語るものであろうか。

章を取り上げることにした。それは，興味と関心を刺激

説明文には，子ども達にとって，未知のことがら，未

してやることにより，どのような読みの持続ができるか，

知の世界がかなり取り上げられている。未知に対する子

子ども達の好奇心とか求知心というものはどのように反

ども達の好奇心，知的な興奮などの伴う読みは作れない

応するかを見たいと考えたからである。

ものなのだろうか。

●「くらし」と書いたカードを提示。

未知を知るということには，』そこに知的な感動が生ま

T．読んでごらん。

れたり，おどろき，興奮，知る喜びなどが自然に発生す

C．くらし（と読んでキョトンとした状態）

るものである。こうしたことに注目した，知的な刺激に

T．そう、このくらしってどういうことなのだろうね。

つつまれた読みを求めてもよいのではないかと考えたの

●いきなり「くらしとは何か」と問われて，子ども達は

である。「読む」という概念が広がり，読むということは

声が出ない。二年生になったばかりの子ども達に答え
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られる筈がない。そんなことは承知の上である。教室

T．二人ともがんばって考えてくれましたね。とてもよ

の中を困惑した空気がおおう。

い考えだと思いますよ。それでは，こうしたら，ど

T．こうするとわかりますか。

んなことなのでしょうね。

と，くらしのカードの上に「すずめの」と書き加えを
示す。重苦しい空気が少し引いて，あ＞そうかという
半わかりの安心感が広がり始める。

●「かえるの」「くらし」の二枚のカードをつなげて提示
する。

C．はい，かえるが生きていくことです。

T．みんなも，こんなふうにことばをつけてごらん。（子

C．そうで一す。（全員）

C．わたしはかえるが生きていくようすのことだと思い

ども達は口々に）

●ねこのくらし。うしのくらし。いぬのくらし。うさぎ
のくらし。アリのくらし。ちょうちょのくらし。……

ます。

C．ぽくは，かえるがどんなことをして生きていくのか
ということだと思います。

と，にぎやかに反応が広がる。そこで，

T．なるほど，では「かえるはどんなくらし方」をして

T．そう，うまくつけられたね。では，「くらし」って，

いるのだろうか，声を出して読んでみましょう。

どうしていることなんだろうか。
C．あっ，わかった。（とのり出す子を静め間をとる。次々

●ここで文章との対面をさせる。文章との新鮮な出会い

を意図した導入のありさまである。新鮮な出会いとい

挙手）発言したくてたまらない様子の子を指名。
C．はい，生きていることです。（元気な反応）

うことは，全く始めて文章に出合わせることではない。

C．わたしは，生きていくことだと思います。

すでに家庭で文章が読まれていてもよい。これからの

C．いわれちゃった。（C君，Dさん，F君）

「読み」に対して何のために読むのか，読みの必然を

●よい反応が出ると教師は思わず飛びつきたくなるが，

明快にえがいて対面させることが大事なのである。そ

れが文章との新鮮な出会いをつくり出すし，情報をつ

ここは少し落ちついて反応を押しかえす。

かむ読みに直結する。

T．そうだねえ。生きていること，生きていくこと。ど

子ども達は，、「どんなくらし方」を見つけ出そうとして

ちらがいいかなあ。

C．生きていくことの方がいいと思います。（多数の子ど

読みに集中したのである。それは文章に対して十分な興
味と関心が高まったからであろう。しかも，その興味・

もの反応）

●これは子ども達の直観的な言語感覚の反応だから，も

関心を持続させるのは，低学年は特に，教師の「問いか
けことば」が重要である。一問一答ではない「押しかえ

う一度押しかえす。

T．どうしてそう思うか話せたらいいねえ。

しの問いかけ」が更に効果を高める。子ども達は，それ

●すると子ども達は既有の知識を総動員して何とか説明

ぞれに知的な刺激に支えられて文章と対面しているので

自分

ある。説明的な文章の読みの技術は，このような知的な

を練磨させる。適度な押しかえしの問いか

おどろき，感動，知的なよろこび，知的な興味，関心を

しようと，より高度な思考活動をする。これが
のことば

けは，子どもの知的な興味や意欲を高め，読みに対す

伴うことで，一層定着が確かになるのではないだろうか。

る興味・関心を深めていくと思う。

頭から，どんな順序で，どんな話が書かれているのかと

C．あのね，生きていくことだから，くらしていくこと
でしょう。

C．ぼくは，生きていくのは，今日も明日もその次も

いう理づめの読みより，子ども達は伸びやかに，主体的
に読むことのよろこびを感じながら，求める読みの世界
に没入するように思われる。

こうして読みの必要感に支えられた第一読（音読）は，

ず一っとでしょう。だから……。
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短文ということもあり「どんな順序でくらし方の話が書

そして，出来れば，単元化することが望ましいし，少く

かれていましたか」という問いに，十分に答えられる深

とも，単元的な精神，単元的な発想を大事にして実践を

い読み取りを示したのである。

重ねることであると思う。こうした読みの過程で説明文

●はじめは冬の間のくらしです。

の読みの指導事項はおさえることができるし，むしろ実

●その次は春の話です。

践的な練習効果が上るように思われるのである。

このささやかな試みで，子ども達の知的な好奇心や未

●春のくらしの話がたくさんあります。
●それから夏の話です。

知を知る喜びや感動に注目することが，子ども達の説明

●それから秋です。

文の読みを「おもしろく」すると，手ごたえを感じたの

●ちがいます，秋のお話はありません。

である。指導の計画は次のように立案した。

●おしまいが，冬のことです。

第一次

文章との出合いの読み

1時 興味・関心を深めながら文章を概観する。
2時 どんな順序で「くらし方」が述べらているか読

初読でほぼ全員の子ども達が「くらし方とその記述の順
序」をつかみとっていた。

「どこのことばで，春とか夏という移り変わりがわかる

みとる。

3時

のですか」という問いで，

順序をあらわす短文の練習をする。

○

冬の間

○

春になると

・はじめは

○

春から夏の間

○

秋がすぎて

まいが

第二次

冬がくると

・おし

興味・関心を広げる読み

り話し合う。

しょうと作業化に結びつけ第二時の学習のポイントを意
識させておいたのである。

このように，一連の読みの活動は予想以上に活性化さ

5時

話し合った「かえるのくらし」の絵を書く。

6時

画いた絵に「くらしのようす」の文を書き合い

れ，型どおりに読めば2時間か3時間で終ってしまう筈

読み合う。

第三次

まとめの読み

7時 全文を視写して，段落意識を持たせる。音読を

を読んで終わりではなく，「くらしぶりの様子」を図鑑で

調べたり，たしかめたり，上級生から聞いた新しい情報

練習し合う。

（モリアオガエル〉についても図鑑で探したりして，得

た情報（かえるのくらし方）を絵に画き，それにつかみ

・それから

4時 図鑑で「かえるのくらし」をさがし読み合った

の段落の書き出しことばが摘出され，線で囲んでおきま

なのに，8時間を持続できたのである。もちろん，文章

・その次は

8時

読みの診断テストと必要な練習。

この計画は，や＞広がりの少ないものであるが，できれ
ばもう少し単元的に構想すべきだと考えている。

取った知識を使って説明を書き，「かえるのくらしいろい

低学年では，子ども達が自ら意欲的に文章を読むとか，

ろ」を集約したのである。つまり，情報を読みとって，

それを更に再構築したわけである。このような過程で，

喜んで文章に対するように，読みの目的をはっきりさせ

当然，図鑑の並べられている場所，本の出し入れの仕方・

て「読みの活動」に入ることと，読みの中に生まれる，

ぺ一ジのめくり方，図書室での過ごし方等が，実地学習

子ども達の好奇心や求知心を活用して，単に教材文の読

され，子ども達は図書室に対して親しみを感じとってい

みにとどまることなく，他の文献にチャレンジさせ，得

た。

た情報の再生産を考えることが大事である。そして，一

説明文での読書指導は，生産的な読みを構想すれば，

連の読みを確実にするのは，子どもの実態に即した「問

活き活きとした読書になり得ることがわかったのである。

いかけ」であり，問いかけで文章に対する興味や関心は
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・自分達の書いた文章を読みなおして書きなおす。

おおいに深まると思うのである。

「かえるのくらし・いろいろ」は，他の学級の子ども

・書きあげた解答文を順序を考えて編集させ「みつば

達にも人気があり，休み時間には廊下の展示場に，必ず
何人かがそれを読んでいる姿があった。

ち，どうして，どうして」をまとめる。

第三次

こうした体験が，長期の休業中の自由研究にかなり生

整理と練習の読み

・大事な語法（指示語，接続詞，重要語句等）の練習

かされてきたように感じられるのである。

をする。

（2）中学年（3年生）の実践について

・教材文や他の文章（文献）を読み合い学習のまとめ

中学年（3年生）では，未知を知ることの喜び，おも

をする。

・読みの診断テストをし，必要な面を補足する。

しろさをねらってみようと考えたのである。

未知を知るということは，必ずそこに「おどろき」「感

構想なのでおおまかであるが，こうした発想から出発

動」「喜び」というような思いが生まれるものである。特

したのである。や＞思いきったこととしては，「何がわ

に中学年の特質として「なぜ」「どうして」という疑問を

かったか」という読みではなく「わからないことを見つ

感じて，さかんに求知心の発動される発達段階の時期で

けたか」「もっと知りたいことはないか」を核とした読み

あるので，知らないことを教わるのではなく，自分で未

を展開してみようという考えである。何がわかったかと

知を発見する読みをさせようと考えたのである。それに

いう読みに比べて，何がわからなかったか，わからない

は，教材文の他に文献を用意して，読みの活動に持ちこ

ことを見つけたか，という読みをめざすことで，子ども

んで比べ読みや補いの読みを展開させ，子ども達が感じ

達の読む行動をいきいきと活性化できるのではないかと

た「なぜ⊥「どうして」の疑問を自分達で解決するような

考えたのである。次の展開事例は，第二次の3時扱いで

読みにしたいと考えた。

ある。

取り上げた説明文は「みつばちのダンス」である。計

T．きのうの勉強を思い出しながら，くちびるを動かし
て，もう一度読んでこらん。

画の柱立ては次のよなものである。

第一次

文章との出会いの読み

●読みの上すべりを抑えるための微音読指示。

・みつばちはどんなダンスをするのだろう。どう・して

T．今までの勉強でね，ふ一ん，おどろいたなあ，知ら

ダンスをするのだろう。

なかったよって思うことは，どんなことだった。

・どんなことについて説明してあるかあらましを読み，

C．はい，ぼくねえ，ダンスってただおどるのではなく

疑問に思うことやもっと知りたいことを話し合う。

て，なかまにみつのある場所を知らせるということ

・教材文以外の持ちこみ文献を読んで発見したことを

です。

C．ぽくも同じですが，円のダンスとか8の字のダンス

整理する。

・よくわからないことや，知りたいと思ったことを問

のことはびっくりしました。

C．先生，ぽくねえ，ここに書いてあることは，みんな

題文に書く。

知りませんでした。べんりなダンスだなあと思いま

・・問題文に対する解答文を書いて読み合う

第二次

す。でもさあ，押上と蓮台寺（学区の正反対の地区

大事なことをまとめる読み

・みつばちのどんな事がらが，どのような順序で説明

名）の二つの所からもどったみつばちが，二匹とも

8の字ダンスをするでしょう。どうしてゴチャゴ

されているか。

・順序をあらわすことばや接続詞を見つけて，その用
法を練習する。

チャにならんのかやあと思います。

C．わたしは，はじめ，みつばちはどんなダンスを踊る
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のかと思いました。何の音楽で踊るのだろうと思っ

ていました。でも自分のなかまに知らせるというの

ら，もう一度考えることにしましょう。
●ここで教材文以外の文献を提示する6

（新版，少年の観察と実験文庫，花とみつばちの中の

でおどろきました。

T．そうだねえ，ダンスのことはびっくりしたねえ。そ

「みつばちのことば」）

れから，ちがう所からもどった二匹のみつばちの8

井上丹治著，岩崎書店。

の字ダンスは，ゴチャゴチャになりそうだねえ。お

この文章は三年生にとって，や＞抵抗感のある高度（高

もしろいことに気がついたねえ。他の人はどう思い

学年向）なものである。しかし文献というものは常に自

ますか。

分にとって適合するとは限らないし，求める情報は何か

C．でもさあ，何かわかるんじあない。羽を動かすとか

ということがはっきりしていれば，多少の抵抗感はのり

こえられるのではないかと考え提示したのである。子ど

さあ。

C．だって，そんなこと書いてないよ。

も達はこの印刷文に集中してくれた。しばらくは静かで

T．う一ん。こまったぞ。ほかにもまだ，わからないこ

あったが，読みすすむうちに情報を発見した喜びの声が
広がりはじめたのである。

とあるんじゃない？

C．先生，みつばちでないはちもダンスをするんですか。

C．あっ！わかった！みつばちってメスだよ。

C．ある学者って，何という人なんですか。

C．どこに書いてあるのP

C．みつばちは，オスですかメスですか。

C．だって，ダンスばちは彼女だって，ほらここに！

C．あの一，円のダンスと8の字のダンスで何でもわか

C．ほんとだ！
C．先生，遠いほどゆっくりダンスです。

るのかやあ。

C．三百メートルより遠いとこは，どうしてわかるのだ

T．見つけたところにしるしをつけておくといいねえ。［

●こうして，わからないことに対する情報を発見して，

ろうと思いました。

C．あのさあ，百メートルより遠いとこは8の字ダンス
でしょう。だったら五百メートルとか千メートルと
か，どこでわかるのか不思議だなあ。

子ども達の眼が輝き，喜びが教室に充ちてきたのであ
る。

T．よ一し，さあ，みんな。だいぶわかってきたねえ。

C．書いてないけどさあ，「あぶないぞう」ってときのダ

C．はい，わかりました。メスです彼女だから。（彼女と

いうことばに一同笑う）

ンスもあるのかねえ。

C．そういう時は「あぶないぞう！」っていうだろう。

T．あれっ，みんな笑ってるねえ。ちがうのかいP

C．みつばちはしゃべれないよ。

C．いいで一す。

C．あっ，そうか。……わかりませ一ん。

C．彼女ってのがおかしいよなあ。

T．（板書を指して）わからないことがいっぱい見つかっ

T．そうか，よしよし，わかった。ほかにわかったこと
はどうですか。

たねえ。どうしたらいいと思いますか。

C．先生は知ってるのでしょう。教えて下さい。・

幅

C．8の字ダンスのことを，しりふりダンスと書いてあ

C．なあ一んだ。先生知ってるんですか？

ります。

C．ダンスをゆっくりすると遠くで，早くすると少し遠

C．先生だって知らんかもしれないよ。

T．そうだよ。先生だって知らないことはいっぱいある

くです。

よ。そこでねえ。先生はもう一つ，みつばちのお話

C．ある学者はドイツのフリッシュ博士でした。

を印刷してきました。これをみんなで読んでみてか

C．先生，他のはちもダンスをするのかわかりません。
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も大きくて読みやすく，絵も多く，しかも，

C．あぶないぞ！っというのもわかりません。
C．ぼく，みつばちのダンス見たいと思います。

第一章

巣箱のようす

C．

第二章

手わけして働くみつばち

第三章

みつばちのことばはダンス

第四章

巣分かれのようす

（一同）見たい！見たい！

T．そうか，だいたいわかってきたねえ。まだわからな
かったことは，大事に心の中にしまっておこうよ。

というものであった。これが大変によく読まれ情報の再

（板書を赤色でかこむ）

T．それでは，黒板に書いたわからないことを，こんな

生産活動を充実させたのである。

しかし，どうしても，子ども達の疑問を解決できない

ふうに書けないかねえ。

「みつばちは，どうして花ばたけがわかるのでしょ

事項も残るのである。子どもの疑問点は百パーセント解

う」（カード提示）

決することはむずかしい。ではどうするか。それは「わ

グループにカードをあげますから，相談しながら問

からないことを残す読み」として処理することであろう。

題文をつくりましょう。

切りすててうやむやにするのではない。子ども達に，よ

子ども達の疑問点を問題文につくり，それに自分達の得

り印象に残るように「残す」のである。大事に残すので

た情報を使って解答文の説明を考えさせる。つまり，情

ある。これが将来彼等の知的な興味を持続させたり，追

報を再生産させるのである。そうした実際活動の中で

求心や求知心をくもらせない働きを持つのではないかと

o 大事なことを落さずにまとめる

考えるのである。こうしたことがらも，「情報を読む」と

○

順序を考えて説明する

いう読みの活動では大事にされなければならないと思う

○

指示語や接続詞の用法に慣れる

のである。

等，この学年の中心的な指導事項を練磨できると考える。

（3）高学年（5年生）の実践について

取り立ての練習もよいが，低・中学年では，むしろ実践

より鋭く，求める情報は何かをえがき出して，文章に

的な必要感に支えられる場面で練習を意図することが，

対させ，そこから更に文献探索へ広げる読みを展開した

思わぬ定着を深めることが多いように思われるのである。

いと考えた。取り上げた教材は「心のはたらき」，かなり

こうした活動の結果を集約して，

の長文である。（1）記おくについてと（2）ねむりについての

「みつばち・どうして，どうして」を作成。出来上った

二文によって構成されている。

ものを回覧して読み合ったり，他の学級へ貸し出して読

「心のはたらき」ということについては，日常，あま

んで貰ったり，図書館に並べて公開する等したのである。

り意識して考えることのないことがらであるから，平凡

わかったことをまとめる読みよりも，わからないこと

に文章と対しても広がりのない，気持ちののりのない読

を摘出して，それを中心に読み比べたり，調べたりする

みになりやすい。そこで，題名の「心のはたらき」とい

「読み」の活動を展開することが，より「書いてあるこ

う言葉を取り上げて，心のはたらきとは何かを討論する

とがよくわかる」のではないかと考えるのである。それ

ような導入を考えたのである。緊迫感のようなものを

は，何よりも子ども達の文章を読む姿勢がちがうことで

伴った読みでなければ，自分にとって価値のある情報を

もうなずけるようにも思われる。その意気ごみとでもい

確かにつかむことはむずかしい。それだけに高学年であ

うような予想外の活動が生まれたのである。それは，新

るから，鋭い読みの意識をつくり出したいと考えたので

潟市ヘドライブにつれていってもらった子どもが，一一冊

ある。構想の視点は，

の本を求めてきた。「みつばちの家族は5000びき（昭57，

○

大村光良著，文研出版）」という本である。内容は，文字
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文章の題名について，それはどのようなありさまの
ことか，考えを述べ合わせる。

説明的文章での読書指導の試みについて

○

「心のはたらき」とは，どのようなことなのか。そ

ういうのは何か考えて決心することだから，心のは

の情報はないかという意識で，文章との対面をさせ

○

たらくありさまだと思います。
T．なるほど，「心何とか」というように，心のつくこと

る。

目をつけた情報を発表し合い，「心のはたらき」とい

う状態の見当をつけさせる。

○

ばをさぐってみるのもいいかも知れないねえ。

C．心ぼそいというのは，心配している時の心のはたら

「心のはたらき」とはどういうことか。記おくとど

う関係するのか。ねむりは心のはたらきにとって，

きだと思います。

C．心変わりというのもありますが，考えが変わるとき

どんな意味を持つのかを整理させる。

○

のことです。

一連の読みで自分にとって何が価値ある情報であっ

C．心がおどるといいます。うれしいときの心のはたら

たか語らせ，もっと知りたいこと，求めたい情報を

き方だと思います。

C．心がいたむともいいます。

えがかせる。

○得た情報を使って，心のはたらきの状態を説明させ，

C．それは悩むというか，かわいそうだと思うことで

集約集を作成させる。

しょう。

このような考えで，読みの活動をすれば，高学年らしい

C．その反対に心休まるというのがあります。

読書指導がつくり出せるのではないかと考えたのである。

C．ああ，それは安心することだと思います。

導入場面は次のような様子となった。

C．じゃあ，心苦しいというのは？

T．今日の学習は，はじめに「心のはたらき」（板書）と

C．わかった，悪いなあという時の気持ちでしょう。

いうことについて，先ず，自分の考えを述べ合って

T．いろいろ出ましたねえ。こういうこと，は心の働いて

いる状態のことでしょうか。

みよう。

「心のはたらき」ということばから，どんなありさ

C．そうです。心のはたらいている状態だと思います。
（口々に反応）

まを思いうかべますか。
C．・はい，心が動くというか，はたらいている状態だと

C．心っていろいろな働き方をするんだなあ。

T．そうだねえ。ところで，いったい「心」って何だろ

思います。

T．そうだね，どんなふうになっていることなのでしょ

う。

C．気持ちのことではないですか。

う。

C．何か考えているときの様子です。

C．そうかなあ，頭のこと。頭というか，そうだ脳のは

C．心が休んでいる時は，どうなんだろうと思うけど
o●●

たらきのことです。

C．うん，脳といえば，知識を覚えるはたらきもそうだ

・O

C．それは，ぽんやりしていることではないですか。

ろう。

C．いや，それより，ねている時の方がぴったりだと思

C．わかった。心って記おくじゃないか。記おくするこ

います。

と。

T．心がはたらかないことに話がすすみましたが，働く

C．記おくも心のはたらきだと思うけど，知っているこ
とを使って考えることだって心のはたらきだろう。

方について考えてみましょう。

C．心が苦しむ時，これは何か困った時の状態だと思い

T．何だか少しわかりかけたようだけど，でもすっきり
しないねえ。それでは，「心のはたらき」って，どん

ます。

C．心をきめるとか，心をきめたとよくいうけれど，こ
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なことをいうのか文章を読むことにしよう。（1）と（2）

読書科学第34巻第1号
の文章をずっと通して読み，これだと思うところに，

・給食時間の心

しるしをつけておくことにします。（黙読を指示）

・暗い夕方の道を帰る心

題名討論には遠く及ばなかったが，考えを述べ合う中で，

・約束をはぐらかされた心

次第に「心のはたらき」とはどんなことなのかという課

・失敗をした時の心……等々

題意識が深まり，その情報を求めて読みが集中されたと

自分達のつかんだ情報を使って，心のはたらきの状態を

思われる。切実な課題意識は，読みを主体的にするし，

説明しようとした読みの成果でもある。情報の再生産と

求める情報に対して緊張感のある読みをつくり出すよう

いうことは，つかんだ情報のより十分な消化作用ともな

である。そうした過程で必ずといってよいくらい，子ど

り，読んだ文章の理解を深めるように思われる。それは，

も達は次々と疑問を感じたり，もっと明快にわかりたい

情報を求める読みの行動をひき起し，教材文に立ち返

という求知心を持つのである。したがって，どうしても

えったり，つかんだ情報を組み立てようと思考する一連

教材文に満足できず，他の文献の探索や調査に発展して

の活動の中で読みが練り上げられると考えるからである。

いく。高学年のこうした広がる読みの基本として，先ず，

3．結ぴにかえて

国語辞典で言葉の意味を正確につかむ。それから何を調
べるか考えさせるようにしている。この学習の読みでは，

何とか「説明文」を，もっとおもしろく読む方法はな

日本国語大辞典，岩波国語辞典や，さまざまな百科辞典，

いかという思いから出発したわけであるが，「情報を読

が取り上げられたのである。それは，まぎれもない読書

む」という視点からの試みを重ねて、何か手ごたえを感

活動といえるものなのではないか。そして，つかみとっ

じているところである。説明文を読書指導するには，今

た情報を整理する中で，

後，単元化する工夫を加えなければならないと考えるが，

・心のはたらきとはどのようなことか

もっと，現場で先ず，単元的な精神で試みることが先決

・記おくと，どのような関係があるのか

のように思う。そうした中で「単元化」は必ず見えてく

・ねむりは心のはたらきにとって，どのような意味が

ると考えるのである。

何よりも，説明的な文章を知的興ふんを伴って読むよ

あるのか。

などを追求させて，読みの要点がえがかれたのである。

うな手だてを，さまざまに実践され工夫されることが，

しかも，さまざまな追求活動を集約して，「発見！心百態」

必ずや読書指導ということに結びついていくのではない

の説明文集を作成したのである。その主な内容は，

かと考えるのである。情報をつかむという読みは，ただ

・くやしい心

それだけでとどめてはならない。つかんだ情報を操作す

・涙にぬれる心

る活動を大事にしなければならないっ情報を読むという

・よろこびおどる心

ことは，生産的な読みの場面を通すことによって，一層，

・テストの時の心

子ども達の生活を充実させていくからである。

・草取り作業中の心
・マラソンびりっけつの心
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ランダム配列の説明文における児童の文章理解＊

東京学芸大学附属小金井小学校岩永正史＊＊

1。問

られていること。

題

などが原因と考えられる。

近年の文章理解研究によると，人が文章を読んで理解

しかし，人が説明文の構造について知識を持っていな

するのには，語から文，文章へと理解を積み上げていく

いのかというと，そうは言えないであろうし，説明文の

ボトムアップの理解の仕方と，文章の全体構造や内容に

構造についての知識が説明文を読むうえで重要でないの

関する知識などをもとに文章の細部を検討していくトッ

かというと，そうも言えまい。われわれは，説明文を読

プダウンの理解の仕方とがあるといわれている。このう

むときにも，物語を読むときと同様に，題名を読んで，

ち，トップダウンの理解の過程で重要な役割を果してい

その文章の内容や展開を予想するであろう。また，岩永

ると見られているものに文章の全体構造に関するスキー

（1984）では，説明文の読解を行う際に文章全体を六っ

の部分に分割し，1時間に一部分づっランダム呈示した

マがある。

文章の全体構造に関するスキーマについては，これま

後，第6時に残りの一つの部分が全体のどこに当たるか

で物語文を対象にしたものが主に研究されていた。これ

を予測して書かせた。すると40名中37名が，残り一一つの

は，物語文法（Thomdyke1977），物語スキーマ（Rume1−

部分が冒頭の問題設定部であることを正しく指摘して記

hart1975；Mandler

述し，内18名は実際の文章同様に，読み手の興味を喚起

and

Johnson1977；Stein

and

Glenn

1978）など，物語の全体構造やそれについて人が持って

する部分や問題の答えを予想する部分をも記述した。こ

いる知識を記述する試みがなされ，これらを軸に，その

れらのことは，児童が説明文を読む際に説明文の構造に

心的実在性や文章の理解・記憶に与える影響などが数多

関する何らかの知識を持っていて利用していることの一

く研究されてきたことによっている。

証左と考えられるであろう。

このような文章の全体構造に関する知識を読みの授業

一方，説明文を対象にした同様の研究は物語文に比べ
て少ない。これは，

にどう取り入れていくかは，国語科教育にとって重要な

・説明文の読みには，文章の構造に関する知識より内容

問題である。物語については，既にいくつか実践の試み

に関する知識の方が重要であると考えられていること。

・説明文は，一つ一つの文がはっきりした関係を持って

がなされているし（岩永

1986），説明文についても同様

なことが可能であろう。ここで問題になるのは，児童の

結ばれており，従って，語句の理解を基礎に文の意味

説明文の構造についての知識が，いつごろから，どのよ

を理解し，ついで文と文との関係の理解に及ぶ，とい

うに発達してくるのかということである。岸・他（1989）

うようにボトムアップの理解の方が重要であると考え

は，先行研究と小学校国語教科書の分析とをふまえたう
えで，それが小学校期に形成されるとしている。そこで，

曝

Comprehension

of

randomly

ar士anged

躰IWANAGA，Masafumi（Koganei
Tokyo

Gakugei

University）

expository

Elementary

本研究では，小学校3年生の7月と2月の実践をもとに，

texts．

School，

児童の説明文の構造についての知識がどのようなもので，
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ランダム配列の説明文における児童の文章理解

それが文章理解の際にどのように使われているかを検討

表2

「木の年は数えられるか」ランダム配列の教材文

する。岸・他によれば，説明文教材は，小学校中学年に

木の年は数えられるか

なると，統括部の存在する文章が多くなる，話題・問題
の呈示，根拠，解決の展開，結論といった文章の構成内

（ア）木は，太るときと太らないときとで，内部のよう

すがちがいます。どんどん太るときは，やわらかい

容が明確に記述される，など典型的な説明文が現れるよ

肉をたくさんつけ，ほとんど太らないときは，かた

うになる。そこで，こうした文章に触れ始める時期であ

い肉を少しだけつけます。その肉のつき方のちがい
によって，すじができます。
α）このようにして，年りんは一年に一つずつふえて

る3年生の1年間を追うことにするわけである。

いきますから，その数を数えれば，木の年がわかる

2．授業の実施時期と教材およぴ授業の概要

のです。

（ウ）木は，毎年，春から夏にかけて，どんどん太りま

く3年1学期（1988年7月〉＞

す。しかし，秋になると，だんだん太り方が少なく

「かえるのくらし」（光村52年版・しょうがくしんこく

なり，さむい冬には，ほとんど太らなくなります。

ご・二上）を六つの部分に切り離し，ランダムに配列し

木は，このようなことをくり返して，大きくなって

たものを教材として用いた。（表1参照）

いきます。

表1

「かえるのくらし」ランダム配列の教材文

かえるのくらし
Oう秋がすぎて，冬がくると，かえるは，また土の中
にもぐってねむります。

α）春になると，かえるは，めをさまして，土の中か

＠

それでは，木の切り口を見てみましょう。たくさ
んのすじが，わになっています。このすじとすじと

らでてきます。そうして，めすのかえるは，日あた

の間が，一年間に太った部分に当たるのです。この

りのよい水の中にたまごをうみます。

わを「年りん」とよびます。

あたたかいところのほうが，よくそだつからです。

（原文縦書き）

（ウ）かえるは，さむさに弱いので，あたたかい土の中
ですごすのです。

ω

上記の二つの授業は，およそ次のような手順で行われ

春から夏の間，かえるは，土の上をとびはねたり，

水の中をおよいだりして，げん気にくらします。

た。

（カ）中には，たまごをうむと，また，しばらくの間，

土の中でねむるかえるもいます。木のえだにたまご

（1）文章の題名（文章の一部）をもとに文章全体を予測
する。

をうむ，めずらしいかえるもいます。

㈲冬の間，かえるは，土の中にもぐって，ねむって

（2）ランダムに呈示された文章全体を各自で正しいと思

います。

う順に並べ換え，検討し合う。

（原文縦書き）

（3）児童が並べ換えた文章を比べて，説明の仕方につい
てまとめる。

〈3年3学期（1989年2月）＞
「木の年は数えられるか」（光村46年版・小学新国語・

三上）を段落ごとに切り離し，ランダムに配列したもの
を教材として用いた。文章の冒頭に当たる部分は，空白

本研究では，このうち（1×2）の授業場面から3種類の資料
を得ている。すなわち，

・（1）から，児童は文章の一部や題名を読んで，文章全体

をどのように予測したか。

として示し，内容がわからないようにした。（表2参照）

・（2）から，授業中の発言の中で児童が段落の並べ換えに
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⑧課題に答えられていない・…・…・………・・………一2

際して手がかりにしているものは何か。
・同じく（2）から，話し合いを経た段階で，児童が自分の

並べ換えた文章をどのように見ているか。

＜「木の年は数えられるか」の場合＞

の3種類である。

題名「木の年は数えられるか」を呈示して，どんなこ

授業は，筆者によって行なわれた。対象は，東京学芸

とが書いてあるか，内容について話し合った後，文章全

大学附属小金井小学校3年1組児童39名（7月の授業時

体の組み立てを各自で考えさせた。ここでは，文章の題

には2名の欠席）。この授業の内上記（2）の部分は，学部の

名が問い掛けの形になっていることも影響してか，その

国語科教育の授業（担当，大熊徹助教授）の一環として

まま文章の一部として差し支えない内容の予測が出てき

公開され，学生によって記録された。本研究もこの授業

たので，題名以外の手掛かりは与えなかった。

内容については，表4に示した通りである。内容の予

記録を利用している。

測は，問題，解決，まとめの三っに分類できたが，授業

3．児童の反応の実際

中にはこのような分類はせず，児童から出された順に板

書した。中には◎で示したもののように，内容的に適切

（1）児童は，文章全体をどのように予測したか

でないものもあったが，・話し合いの中で誤りが指摘され

〈「かえるのくらし」の場合〉

題名「かえるのくらし」を呈示して，どんなことが書

ていった。

いてあるか，内容について話し合ったところ，かえるの

表4

「木の年は数えられるか」内容の予測

巣はどこにあるのか，かえるは水に濡れても風邪を引か
ないのか，など，自分の興味を述べる，に留まった。そこ

で，文章の一部「Gり秋がすぎて，冬がくると，かえるは，

一問題の設定に関するもの一
・なぜこのような説明文を書くのか，そのわけ
・木の年は数えられるのか数えられないのか

また土の中にもぐってねむります。」も呈示し，題名と文

・木の年はどのようにすればわかるのだろうか

章の一部とを手がかりにして文章全体にどんなことが書

一問題の解決に関するもの一
・年輪で本当に木の年がわかるかどうか

いてあるかを各自で考え，記述させた。

・年輪の特徴について

記述の仕方は一人一人でかなり違っており，実際の文

・年輪をどう見れば木の年がわかるのか

章より多く記述した者から，非常に簡単な者まで様々

・年輪のわかりやすい見方はどのようにするのか

だったが，表3の8類型にまとめることができた。

・木の年は年輪でわかる

・木の年は年輪ではわからないことがある

表3

◎木の年は枝の数でわかる

「かえるのくらし」文章全体の予測

・木の年は木の大きさや太さでわかる

①「書き出し」，「まとめ」ともにあり……・…一…1
（ただし，説明文ではなく，観察日記風）
②「書き出し（かえるの一般的紹介）」あり，他は

季節ごとのかえるのくらし……………・…・……一1
③「まとめ」あり，他は季節ごとのかえるのくら
し，体の仕組み……・…………・……一・………・一4
④季節ごとのかえるのくらし・…・……………………・20

⑤卵からかえって冬眠まで（季節は明確でない）…5
⑥冬眠から始まって再び冬眠するまで・……・……・…3

⑦穴から出てまた眠るまで（季節は明確でない）…1

◎木の年は葉の色でわかる

◎木の年は枝の折れ方でわかる
・木の年は芽が出たときを調べればわかる
・木の年はまわりの木と比べるとわかる

・木の年はそう簡単にはわからない

一結果・まとめ一
・最後にまとめを書く

・年輪にはこのような特徴がある

・年輪をこのように見れば木の年がわかる
・木の年は年輪ではわからないこともある
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このような内容を取り入れて，児童は，表5の展開を持っ

表7

「木の年は数えられるか」発言の着眼点

た文章を考えていた。このうち，展開の類型①〜③は「か
えるのくらし」（表3）の①〜③に対応している。説明文

らしい展開を持った者が「かえるのくらし」の6人から
35人へと増えている。

①主要な語句に着目したもの…・一・・………・………0

②文の接続を示す語句（段落の始めと終わりの語
句）に着目したもの………・………・………・………3

③段落ごとの比較（年輪のでき方）に着目したも
の・………………………………・…・……………・…・・5

表5

「木の年は数えられるか」文章全体の予測

④説明の仕方（説明の順序の適否）…………………4
⑤理由なし，順番のみの指摘………・………・……・…5

①「問題」「解決過程」「結果」ともにあり…………24
②「問題」あり「結果」なし…一…・…・…・……・…1

③「問題」なし「結果」あり………・………・・一…・10

（3）並べ換えた文章の評価

④「問題」「結果」ともになし・………・………・……4

「かえるのくらし」の場合には，段落を正しいと思わ

れる順序に並べ換えた後「これで文章の全てだと思う
か？」と問い，「全てではない」と答えた者には，他に何

（2）段落を並べ換える際の児童の着眼点（授業中の発言

が書いてあると考えているのか記述させた。

から）

「かえるのくらし」の授業では文章を並べ換える話し

表8

「かえるのくらし」並べ換えた文章の評価

合いの場面で16分間にのべ18の意見が出されている。そ

れを分類すると，表6のようになる。

並べ換えた文章は，「かえるのくらし」という文章の

全てか否か

表6

「かえるのくらし」発言の着眼点

全てだ
……… 3
［全てではなし】．…．．．．。33

①主要な語句（季節を表す言葉）に着目したもの…4
②文の接続を示す語句（「また…」）に着目したも

では，他に何が書いてあると思うか（重複して
記述したものを含む）
記述の不足を補うもの・……・…………・……32

の……………・・…・…………・…・…・…・一…・……・・92

③段落ごとの比較（かえるの育ち方）に着目した

（冬の間かえるはどのように寝ているか秋
夏の暮し方を詳

にかえるは何をしているか

もの一……………………………・…・・……・……・…5

④説明の仕方（出来事とその理由，など）に着自

しく書く

したもの・…・……………・・………・………・…………5

暖かい方が卵が育つのはなぜか

など）

、⑤理由なし，順番のみの指摘…………・……・・………2

かえるについての知識にたよったもの……21

（卵から大きくなるまで死ぬまでのこと
体の仕組み
一方，「木の年は数えられるか」では文章を配列するた

かえるの寿命

かえるの食べ物

かえるの種類

かえるの特徴）

よくわからないが何かあると思う，意味不明

めの話し合いの場面で16分間にのべ17の意見が出されて

など……・…・………・…………・……・・………4

いる。ただし，「かえるのくらし」の場合と違って，ま

ず，文章の配列の仕方についての意見が出され，それに

ついて賛成意見，反対意見を述べるという授業展開に

「木の年は数えられるか」の場合は，呈示した文章に

なった。そのため「理由なし，順番のみの指摘」が多く

あらかじめ空白部を設けておいたので，空白部の文章全

なっている。

体での位置，内容などについて記述させた。「空白部に当

たる部分は存在しない」とする者は，一人もいなかった。

一29一

読書科学第34巻第1号
表9

「木の年は数えられるか」並べ換えた文章の評価

る内容である。表3によると，児童は，かえるの季節ご
との暮し，成長過程などのいずれに重点を置くかは異な

空白として示された部分は，文章全体の中のどの部
分で，何が書いてあるのか
空白部は文章の中程……・……・……・…………26

るものの，知っていること（あるいは題名や文章の一部
から知り得たこと）を並べることで文章全体を予測しよ

・いきなり「それでは木の切り口を見てみましょ

うとしている。文章の冒頭部や終末部に特別配慮しては

う」と書いたのでは，木の切り口を見るきっか

いない。記述の仕方についても文章全体の予測をおおま

けがないから書いてあるはずだ。

・木の切り口に見える「すじ」について詳しく書

かに書くのではなく，冒頭から順次文章そのものを書こ

うとしている。文章の全体を予測することは，作文の場

いてある。

空白部は文章の終りの部分…………・……・・…11

合の構想を立てる段階と同様の思考活動を行うことと考

・まとめが書いてある。

えられるが，3年生の7月にはまだそれが十分に行なわ

・年輪では数えられない木もあることを書いてお
かなければならない。

れていないと見ることができる。

一方，「木の年は数えられるか」になると，「かえるの

空白部は文章の初めの部分……………・…・…・2

・なぜこういう文章を書くのか初めに知らせてお
かなければならない。
・他の部分は文章の書きだしという感じがしない。

くらし」の場合の，知っていることを並べた形に，問題

の設定，まとめなどが加わるようになる。文章の題名が
「……か」と問い掛けの形になっていることからすると，

「かえるのくらし」の場合と同じように課題に取り組む

なら，直接，問に答える自分の知識を並べる形で予測を

4．結果と考察

することになるが，そうはなっていない。内容に関する

本研究の目的は，第一に児童の説明文の構造について

の知識がいつごろからどのように発達し亡いくか，第二
にそれが文章理解の際にどのように使われているか，と

知識以外に説明文の構造についての知識が使われている
と考えられる。記述の仕方も簡潔になり，構想メモの体
裁を成すようになってくる。

いう二点について検討することであった。ここでは，ま

段落の並べ換えと手掛かり

ず第二の問題点を明らかにするために三つの資料を概観

文章を正しいと思われる順に並べ直す話し合いの場面

しつつ，説明文の構造についての知識が使われている場

では，話し合いの手順の違いのために「理由なし，順番

面の特定を試みる。次いで，そこに現れた説明文の構造

のみの指摘」の数に違いが見られるものの，総じて言え

についての知識を7月と2月について比較検討し，第一

ば，「かえるのくらし」でも「木の年は数えられるか」で

の問題点に迫っていく。

も，手掛かりになる表現，内容を選び出し，語句，文の

予測と知識

鍵

対応関係をもとに段落を並べ直そうとしているといえよ

「かえるのくらし」の場合，文章の全体を予測するに

う。語句や文から次第に文章の全体を明らかにしていこ

は，まず，題名や文章の一部をもとに，かえるについて

うというボトムアップの方略である。ここでは，どのよ

の既有知識を引き出して使えることが必要になる。この

うに並ぶかは不明なものの，児童は，一応，文章の全体

点，児童はオタマジャクシを飼った経験から，春にかえ

は明らかになっていると思って取り組んでいるので，考

るが卵を産むこと，卵からオタマジャクシになり，かえ

えるべきことは，段落間のつながり方を明らかにするこ

るへと成長していくこと，などの知識を持っている。か

とである。段落ごとに自分の頭の中にある説明文の構造

えるがどのように冬を越すかについては，知識のない者

の中に位置付けていくトップダウンの方略は使う必要性

もいようが，この点は呈示した文章の一部に含まれてい

が少ない。「木の年は数えられるか」では空白部が設けら
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れているが，それも一段落分でしかないので，明らかに

げていくには，「書きだし」の中で文章全体に関わる話題

なっている四つの段落のつながり方がわかれば，自然に

が提出されたり，終末部で「まとめ」がされることが必

文章全体の中で足りない部分が浮かび上がってくる。そ

要だからである。

こで，とりあえずはボトムアップの方略を使うことが有
効ということになる。

「木の年は数えられるか」の場合は，四つの段落の並
び方にっいて授業中に話し合った後，「空白部は文章全体

「説明の仕方」に言及した発言は，唯一，説明文の構

のどの部分で，何が書いてあるか」と問い掛けている。

造についての知識に関わりがあるが，ここで児童が問題

紙面に一段落分の大きさで示された空白部を他の四段落

にしているのは説明文全体の構造ではなく，説明の展開

より大きい部分とは考えにくいから，「かえるのくらし」

の仕方である。すなわち，年輪というものを紹介してか

のように，「眼前にある文章をその一部分に含むような，

らそれができる仕組みを説明したほうがよいのか，その

より大きな構造」を想定することはないといってよい。

逆がよいのか，といったものである。

空白部については次の二つが考えられる。一一つは，説明

文章を並べ直す場面では，説明文の構造についての知

されている内容を検討し，蛆蠕や飛躍を補う部分を想定

識が，注目すべき表現を選び出したり，段落どうしの前

する場合である。もう一つは，配列した文章を自分の頭

後関係を捉えたりするとき，背後で働いていることは考

の中の説明文の構造と比べて，構造上足りない部分を想

えられるが，授業中の児童の発言からそれを直接探るこ

定していく場合である。空白部を「文章の中程」とする

とは出来ない。

のは前者，空白部を「文章の終わり」「文章の始め」とす
るのは後者に当たる。

並べ換えた文章の評価
配列した文章をどう見ているかについては，「かえるの

説明文の構造についての知識

くらし」と「木の年は数えられるか」とで児童への問い

ランダム配列の説明文を読む過程における三つの課題
（読み始め二文章全体の予測，読み進め二段落の並べ換

掛け方が異なる。

「かえるのくらし」の場合は，「まとまりがある」と思

え，読み終わり毫並べ換えた文章の評価）に対する児童

われる文章に並べ換えた後に「これで文章の全てか，否

の反応をもとに，説明文の構造についての知識の使われ

か」を尋ねているので，「全てではない」とすると，文章

方をまとめると，次のようになる。

段落の並べ換えを行うような，文章表現に即して考え

の未知の部分については二つの考え方がある。一つは，

説明されている内容を検討し，齪齪や飛躍を探し，それ

ている場面では，説明文の構造についての知識は前面に

を埋めていく部分を想定する場合である。もう一つは，

出てこない。児童はボトムアップに文章に取り組んでい

眼前にある文章をその一部分に含むような，より大きな

ると考えられ，この点については小学校3年生の7月と

構造を想定する場合である。そして，これらは二者択一

2月との間に差が見られない。一方，全体の予測や並べ

の関係にあるのでなく，両方同時に想定することが可能

換えた文章の評価など，文章表現の細部ではなく，全体

である。表8中「叙述の不足を補うもの」は前者である。

を見る必要のある場面では，説明文の構造についての知

「かえるについての知識にたよったもの」は，自分の頭

識が使われる。児童はトップダウンに文章に取り組んで

の中にある説明文の構造と比較した結果ならば後者と考

いると考えられる。ただし，7月と2月とを比べると，

えられる。しかし，これは，文章の全体を予測する場面

2月のほうに説明文の構造についての知識の使用がより

で，文章の「書き出し」「まとめ」を予測している者が6

明確に現れている。

名と，少ない（表3）ことと合わせてみると，疑問が残
る。まとまりのある複数の話題を一つの文章にまとめあ

そこで，文章全体の予測，並べ換えた文章の評価とい
う二つの場面に現れた，児童の説明文の構造についての
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基本的な型をもとに，更に立体的で複雑な文章構成へと

知識を検討してみよう。

児童の説明文の構造についての知識を7月と2月で比

発展させています」（注及び傍点は筆者）と述べている社

べると，この7か月にかなりの変化があることは確かだ

があるのは，こうした児童の発達を経験的に押さえたも

ろう。2月になると，児童は「問題」「解決過程」「結果」

のとして興味深い。

などの説明文の構成要素を押さえるようになり，こうし
〈注〉

た傾向は，特に，文章を読み始める前の予測の場面で顕

1．岩永正史

著である。

導

ここで考えておきたいのが「かえるのくらし」におけ
る「知識を羅列した」と見える反応である。「知識の羅列」

1984

文章の展開を予測しながら読む指

日本読書学会第28回研究大会発表資料集

2．岩永正史

44〜51

1986物語スキーマの指導一アメリカ

と見えるのは，内容に関する知識に頼った結果なのだろ

合衆国の場合を例に一国語科教育・第33集

うか。物語スキーマの発達について調査した岩永（1987）

67〜74

によれば，小学校2年生の物語スキーマは，「物語二設

全国大学国語教育学会

3．岩永正史

1987

「はまべのいす」における予測の

定＋エピソードのくり返し」というものであった。この

実態一児童の物語スキーマ特性を探る一

ような形の前段階として，児童は「説明文＝話題のくり

学・第31巻第2号

返し」という形の知識を持っているとは考えられないだ

4．岸

51〜60

読書科

日本読書学会

学・綿井雅康・谷口淳一

1989

説明文の構造

ろうか。そして，これが，一見，知識の羅列と見える文

とその理解について一小学校国語教科書の分析に基

章構成の裏で，その構成原理としてはたらいている。こ

づく検討一

れに次第に文章の中で「あるはたらき」をもった「書き

学第40集

出し」や「まとめ」が加わるという形で，児童の説明文

東京学芸大学紀要・第一部門・教育科

77〜86

5．Mandlεr，J．M．＆Johnson，N．S．1977Remem−

の構造についての知識が発達していくのである。予測や

brance

評価などの活動に際して，内容的知識に頼った活動から

C（碧n露∫z／6」磁y6hoJρgy，

文章構造の知識に頼った活動への推移を想定するよりは，

of

things

parsed：Story
9

6．Rumelhart，D．E．1975

structure

and

recall．

111〜151

Notes

on

a

schema

for

同じ活動は同じ活動原理により，その中での発達がある

stories．In

と考える方が自然であろう。段落を並べ換える際に児童
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が説明の展開に言及するのも，児童は3年生以前にも説

oρgn漉∂6so∫6n66．211〜236AcademicPress．淵

明文には触れているわけで，その中で説明文についての

一博（監訳）

簡単な知識が形作られているためと考えることができよ

と理解

D．G．Bobrow＆A．M．Collins（Eds．），

1978人口知能の基礎一一知識の表現

近代科学社

7．Stein，N．L．＆Glenn，C．G．

う。

こうしてみると，この時期に児童の説明文の構造につ

いての知識ができるというものではないが，小学校3年

story
In

生は，児童の説明文の構造についての知識が変貌を遂げ，
「説明文二書き出し＋説明の展開＋まとめ」といった，

comprehension

in

ρ」伽研yρε柳60漉εs．

るだろう。小学校国語教科書の編集方針の中で「（説明文
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ヤ

ヤ

ヤ

ヤ

ヤ

ヤ

ヤ

ヤ

ヤ

ヤ

ヤ

コら

ヤ

elementary

53〜120

ヤ

の）文章構成の基本的な型は，低・中学年までにすべて

An

and

memory
9

of

analysis

school

of

children．

〃祝1顔4乞s6匹

Ablex．

8．Thomdyke，P．W．1977Cognitive
comprehension

ヤ

1978

R．Freedle（Ed．），伍s60％7s6pπ）oεss伽g

成人のそれに大きく近付いてくるときである，とは言え

ヤ

S鰯iεs初

structures

narrative

in

discourse．

77〜110
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ランダム配列の説明文における児童の文章理解
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幻燈的効果に着目した「やまなし」の教材化
試話部への読者の積極的な関与の試み

＊

筑波大学上谷順三郎＊＊
から本稿では，いくつかの読みのパターンが分岐する点

1．はじめに

を抽出し，「やまなし」における会話部に読者が積極的に

宮沢賢治の「やまなし」では，その教材化において，

いわゆる額縁構造に着目した「一

五月」と「二

関与する可能性を探る。

十二

月」の対比が問題にされることが多い。これは恩田逸夫

が指摘した「やまなし」の幻燈的効果に由来するもので

2．幻燈的効果に着目した「やまなし」の教材化の

観点

ある（1）。本稿では，その幻燈的効果の他の面一幻燈に写

従来の指導では，幻燈の視覚的イメージに中心を置く。

し出される情景（「地の文」）と蟹の親子の「会話」との

教科書の学習目標「情景を想像しながら読む」の影響も

関係一に着目した教材化を試みる。

あるだろうが，全体として地の文の表現に着目している。

「地の文」とは異なって，「会話」はつねに他者との会

話であるから，作者はそこになんらかの具象化を施して

そこでは二つの場面の対比から「やまなし」のテーマが
追求される。「会話」の部分への注目の比重は小さい。

いるはずである。恩田逸夫は「やまなし」における会話
の文と地の文について次のように述べている。

筆者は，幻燈的効果を他の面にみてとることで，「会話」

の部分に重点を置いた教材化を試みる。すなわち「やま

どのような会話表現をしているか，会話文と地の文

なし」において，幻燈という設定それ自体を考察の対象

とは相互にどのような割合で配合され，どのように

とし，その効果として，「会話」に対して読者が関与する

交渉し合っているかなどによって作品の特色が生ま

可能性を探るのである。

れてくる。ともかく，作中人物の性格や心理をもっ

幻燈とは例えば「ガラス板に描いた風景画や写真など

とも直接的に現わし得るのは会話である。また会話

に強い光を当て，レンズを利用して映写機に拡大して見

は，人物と人物との具体的な交渉を示すことができ

せる仕掛け」（3）のことである。「やまなし」はフィクショ

るし，地の文よりもはるかに生き生きと事件の展開

ンであるから，もちろんこの仕掛け自体にこだわる必要

を描くこともできる（2）。

はない。「やまなし」において，この幻燈が全面に押し出

従って，この会話との接触は，読者の側からすれば作品

されている点を考えてみたいのである。幻燈はひとつの

と対話する際の第一の契機となっているだろう。この点

絵である。そこに色付けを施したり動きを加えたりする
ことは可能だろうが

あるいは画面に動きはなく，全

て語りによるイメージで補うものかもしれないが
零

Teaching
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story
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しかし音は幻燈自体には表れない。「二枚の青い幻燈」し

logue一一一

串・KAMITANI，Junsaburo（University

of

Tsukuba）

かなく，あとは全て想像にまかせている作品なのかもし
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「雪渡り」では，四郎とかん子が小狐の紺三郎から幻

れないのである。ともあれ，幻燈という設定は，ひとつ
の絵を写しだし，提示しているにすぎないことを教える。

燈会へ招待される。二つ目の幻燈のところを引用する。

あとは見る人（読者）まかせということになるだろう。

『わなを軽べつすべからず』と大きな字がうつりそ

つまり幻燈という設定は，ひとつの枠を設けることで，

逆に多くの介入の余地を持っていると考えられるのであ

れが消えて絵がうつりました。狐のこん兵衛がわなに

る。従って「会話」こそは，読者がこの幻燈に対して最

左足をとられた景色です。

も自由に関与することができる場となるであろう。幻燈

「狐こんこん狐の子，去年狐のこん兵衛が

自体がもともと有していない音を，しかも言葉を加えて

左の足をわなに入れ，こんこんばたばた

いる会話。作者の，または語り手の，そしてひいては読

こんこんこん。」

者のこの幻燈への関与として一紙芝居における語りの

とみんなが歌ひました。

ようなものとして一この「会話」を考えてみたい。
観客は四郎とかん子と狐の生徒たち。幻燈には一枚の

「地の文」は，人物の行動なども含む情景描写である。

読み手の映像化・イメージ化の自由はあるが，それでも

絵が映り，その場面描写を見て観客である狐の生徒たち

視覚的な制限があり，読み手の作品世界構築の参加の度

が歌う。幻燈は，物語の中で幻燈そのものとして使われ，

合いは弱い。どちらかといえば受容的な参加となる。そ

しかも画面の中に動きはない。狐の生徒たちは場面の説

れに対して「やまなし」では「会話」は地の文に対して

明をするだけである。この幻燈には音声も付加されてい

補完的であっても，決してそれに依存しているものでは

ない。

ない。かなり自律性を有している（4）。この点で，後に述べ

これに対し「やまなし」では，作品（本文）自体を幻

うように「雪渡り」とは性質を異にしており，いっそう

燈に見立てた。賢治の幻燈に対する関心が高まり，作品

幻燈的効果を強めていると考えられる。ここでの「会話」

にとっての幻燈的効果を狙ったことがうかがえる。ここ

と「地の文」の関係は，映画のシナリオにおける「セリ

では観客は読み手である。その効果としては，五月と十

フ」と「ト書」の関係に擬せられるだろう。「セリフ」に

二月の二枚の幻燈を呈示することで，その対比を通して

は演技者の演技上の個性が直接的に反映する。観客は，

ストーリー性が付与された点があげられるだろう。そこ

その人物に付きつ離れつ，その映画の世界に入り込む。

では一枚の画面の中にも動きがあり，地の文で情景の描

同じように，読者は「やまなし」における蟹の親子の会

写が行われている。それに蟹の親子の会話が加わる。地

話にも接することができるだろう。会話は日常的な言葉

の文では空間的な広がりが示され，会話によって時間的

なので，読み手の個人的な密着度が強く，身体性も伴う

要素（ストーリー）が補強される。「雪渡り」では情景描

ので，読み手の積極的な参加が可能となる。従って「会

写だけだったが，ここでは，会話が加わることで映画的

話」に対峙するとき，読者は物語を最も具現化すること

とでも言えるような様変わりをみせる。

「雪渡り」では，ファンタジー的手法として，森が現

だろう。

実的世界と幻想的世界の橋渡し（出入口）の役割を果た

3．「雪渡り」から「やまなし」へ

している（5）。幻燈もまたその一つの手法と考えることが

宮沢賢治が作品に幻燈を登場させたのは，最初に公表

できる。ただし作品全体の中では幻想的な世界として描

された童話「雪渡り」（大正10年）と，そして次の童話「や

かれている森の中にあって，幻燈は逆に現実の世界を垣

まなし」（大正12年）である。本章では，この二つの作品

間見せる。幻燈をファンタジーの中で用いることで，そ

での幻燈の用いられ方の違いを検討する。

こでは幻想の幻想として現実世界を風刺的に描くという，
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挿入の効果があらわれている。

とするもの（8）。もう一つの立場では，この「なぜ」は何で

一般に文学作品は，現実をモデルにして構成された

も知りたがる幼い弟の問いであり，「クラムボンは死んだ

フィクションである。そして幻燈もまたフィクションヘ

よ。」と「クラムボンは殺されたよ。」において，認識の

の導入と考えられる。宮沢賢治が「やまなし」に幻燈と

深浅から判断して「殺されたよ」を発したのは兄だとす

いう設定を施しているのは，いわばフィクションの二重

る（9）。両者においては兄と弟がちょうど逆に対置され

化である。この童話はフィクションなのだということを，

る（10）。ただし判断の根拠を兄と弟の成長の度合に求めて

わざわざ読者に断っているのであり，明らかに幻燈的効

いる点は共通である。

そこで以下，読みのパターンが分岐する点を，「なぜ」

果を狙っているのである（6）。

以上のように「やまなし」における幻燈的効果を捉え

に対する返答である「知らない。」と「わからない。」と

たうえで，以下，その解釈のひとつとして，蟹の親子の

いう二つの言葉に求めることにする。「知らない。」と「わ

会話に対して読者がどのように関与できるか，その可能

からない。」は，日常的な言葉であるから，この言葉によっ

性を探ってみたい。「地の文」には心理描写が含まれてい

て触発される読み手の反応は多様であろう。しかもこの

ないので，作業をすすめていくにあたっては，「会話」を

場面の状況に直接関係する言葉ではないから読み手の自

つなぐべく，演出的なト書を挿入する。このト書が読者

由な関与も許されることだろう。

の会話への関与を示すものである。そして，その際，キー

さて筆者の読みを提示する前に，「知らない。」と「わ

ワードとして「知らない」と「分からない」を取り上げ，

からない。」の発話主体を弟とする上述した立場のうちの

解釈の一貫性を図る。

前者の読みと，この二つの発話の主体を兄とする後者の

読みを取り上げてみよう。代表的なものとして，前者か

4．会話部への読者の積極的な関与

らは谷川雁の読みを，そして後者からは甲斐睦朗の読み

一読みの三つのパターン

を選んだ。

「やまなし」における会話に注目するにあたって，本
章では「一一

五月」の前半の会話を取り上げる。この部

分は後にみるように多くの議論を呼んでいる部分であり，

谷川雁はいかにも詩人らしく，言葉のひとつひとつに
敏感に反応し，想像力豊かな読みをみせている。まずは
「知らない。」をめぐって。

おまえは〈笑い〉の姿にばかりこだわっているが，

またそれゆえに読者が関与する余地を多く有していると

〈笑い＞の出てくるもともとのいわれ，本来の理由

考えられるからである。

というものがわかっているのかい。なぜ世界に〈笑

発話が兄と弟のどちらのものであるかを検討すること

い〉があるのか。世界があるから〈笑い〉があり，

に対して異義を唱えるむきもあるが（7），会話の部分に読

み手が入り込んでいく際の手段として兄と弟の区別をす

〈笑い〉があるから世界がある。〈笑い〉は世界の根

ることには問題はなかろう。兄と弟のどちらの発話であ

本因とでも言うのかね。『それなら』いま，この世界

るかを決定することによって，会話は具体性を帯び，そ

が暗い鋼のように冷たいのは『なぜ』だ。

れに応じて読み手それぞれの独自の解釈がそこに反映さ

むろん弟は『知らない。』兄も答えを持っているは

ずがない。生命はなぜ笑うのかという問を立ててみ

れることになるだろうから。

発話の主体が兄であるか弟であるかについては大まか

ると，その〈笑い〉はしだいに無機物の領域にはい

に言って二つの立場がある。一つは，「それならなぜクラ

りこみ，宇宙はなぜ動いているのかという問のほう

ムボンはわらつたの。」と「それならなぜ殺された。」に

へかぎりなく接近していくからである（11）。

おいて因果関係を問うた「なぜ」を発したのが兄である

また「わからない。」に至る兄弟の会話をめぐっては次
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味が軽い。知らなくても，わらったことがわかれば，

のように読んでいる。

〈笑い〉と〈死＞が向きあっている。笑わなくなっ

そして自分たちも楽しければ，それでよいのであ

たものは死んだのだ。死んでしまったものは二度と

る（13）◎

笑わない。それが兄ガニの認識である。あれは笑っ

そして「それならばなぜ殺された。」と問う弟に対して

ているのだと知覚できるなら，その知覚の外側にあ

は「今にも泣きそうなほどに緊張した表情」を想像しつ

る領域は〈死＞だ5いま世界は笑っていない。とす

つ，兄に対しては「幼い者への慰め・いたわりの行為」

れば，世界は死んだのだぜ，おい！

を読み取っている。

そんな風に言えば，〈笑い＞の世界と〈死＞の世界

兄の答え〈わからない。＞は，前の〈知らない。＞よ

を足したものが世界全体ということになる。世界が

りも深刻である。つまり，〈知らない〉は知識を持っ

二つの部分にわかれることになる。そうじゃないだ

ていない，知らなくてもさしつかえない，という程

ろう。世界は一一つしかないが，それがどんでんがえ

度であるのに対して，〈わからない＞は知ろうとして

しになることがあるだけだ。だが，自分だけの力で

も知ることができない，理解を超える，という意味

はひっくりかえれない。何者かがひっくりかえすの

である。クラムボンが魚に殺されたという事実認識

さ。〈死〉なんてありゃしないよ。世界はひっくりか

はできたが，なぜ殺されなければならなかったかは
理解できないのである（14）。

えされた，何者かによってね！

おまえは，移行ということがわかってないよ。自

これらの会話がなされている場面と子供の蟹の兄弟とい

然と言い換えてもいい。〈笑い＞はいつか〈笑わない＞

う設定に則った読みである。谷川の場合とは逆で，問い

になる。それは流れなのだ。転覆なんかじゃない。

よりも答えに重点が置かれて解釈がなされている。

両者の読みからもわかるように，兄の発話がここでの

ごらん，おれたちの頭上のすべての黒いものが通り

会話のポイントになっている。部分的な引用であるため，

すぎていくように，世界はいってしまったのだ！

そんなことは認められないよ。世界は裏がえしに

両者の一貫した読みを紹介することはできなかったが，

されたのだ。ぼくたちはいま世界の裏側を眺めてい

「知らない。」と「わからない。」をどのように位置づけ

るんだ，裏側を見せられているんだ！『それならな

ているかは理解していただけるだろう。

ぜ』裏側なんだい。裏側と言うからには，もう一度

最後に，筆者の読みをト書の形で示す。地の文にあま

ひっくりかえって表側へもどるということもあるっ

りこだわらずに，会話を談話分析的に読むことにする。

てわけかい。え，どうなんだ！『わからない。』（12）

なお，兄と弟の区別について言えば，筆者は前半を弟で

谷川は，幼い子供の蟹の語り口を通して，ここでの問

はじめ，後半は兄からはじめる析衷型をとる。

いを大人なら避けて通りそうな純真で真剣な問いとして
受け止め，答えられなくなるまで徹底的に追求している。
「やまなし」の状況設定と矛盾しない程度に谷川自身の
特異な読みが展開されている。「やまなし」において会話

部への読者の積極的な関与を示す好例である。

二疋の蟹の子供らが青じろい水の底で話てゐました。
（弟が話しかける。）

①「クラムボンはわらつたよ。」
（兄なりに言葉「かぷかぷ」を添える。）

一方甲斐睦朗は，文章論を用いて「やまなし」を詳細
に分析しているが，「知らない。」については次のように

②「クラムボンはかぷかぷわらったよ。」
（弟なりに，兄に負けじと言葉「跳て」を添える。）

③「クラムボンは跳てわらったよ。」

述べる。

この〈知らない。〉は後の〈わからない。〉よりも意

（兄少し邪魔に感じ，いい加減に②を繰り返す。）
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④「クラムボンはかぷかぷわらつたよ。」

ら云ひました。

（弟
（弟

角度を変えてもう一度話しかける。）

て，兄の気迫に押されながら，考え，素直に答え

⑤「クラムボンはわらつてゐたよ。」
（兄

少し，ただならぬ事態であることがのみこめてき

る。）（わからなくて不安を感じる。）

わずらわしく思い，ただ②を繰り返す。）

⑭「わからない。」

⑥「クラムボンはかぷかぷわらつたよ。」

（弟

兄の関心をひくべく問いを出す一答えられる類

（兄

なおすべく，さっきの弟の話しかけに戻って話し

のものではないが。）

⑦「それならなぜクラムボンはわらつたの。」

（兄

少しとり乱した自分を恥ずかしく思い，気をとり

相手をしてあげようと思う。あるいは，さっきの

「なぜ笑うか」なんていうことは知らなくてもい

会話の話題の方がまだよかったなあと思い，なつ

いこと，自分には関係のないこととばかりに邪険

かしんで口に出す。自分には手に負えない問題が
あることを痛感しつつ。）

に話を打ち切る。）

⑧「知らない。」

（弟自分はのけものだとショックを

⑮「クラムボンはわらつたよ。」

（弟

受ける。）（15）

どうもなんだかわけがわからないけど，自分には

理解できない世界があることを感じる。荘然とし
（兄

今度はさっきと様子が違う。恐怖を感じつつ，思

わず，しかし一弟には，そして自分に対しても

てただ兄の言葉の一部を繰り返す。）
⑯「わらつた。」

一少しごまかして「死んだよ」と口に出す。）
⑨「クラムボンは死んだよ。」

（弟

以上は，特に「知らない。」に注目した読みであり，前

落ち込んでいたが，話ができると思い，うれしく

を置いた解釈である。そして筆者はここに、世の中の不

て，見た通りをあっけらかんと口に出す。）

可解さを知りはじめた，純粋無垢な弟の蟹のとまどいを

⑩「クラムボンは殺されたよ。」
（兄

にあげた谷川と甲斐の読みとは異なり，弟の発話に力点

事態をほぼ理解している兄は，「殺された」という

読み取る。

ことを認めたくなくて，受け入れたくなくて，拒

5．まとめ

否したくて，自分を納得させるようにつぶやく。）
⑪「クラムボンは死んでしまったよ……。」

（弟

本稿では，「やまなし」を教材化する試みとしてその幻

兄の様子の変化にも気づかず，ただ無邪気に⑩の，

それも「殺されたよ」だけを繰り返す。）

徴を明らかにし，作品中の会話を地の文から独立させて

⑫「殺されたよ。」

（兄

燈的効果に着目した。「雪渡り」との比較においてその特

取り扱う可能性を見い出した。特に，「一

五月」の前半

そっとしておいてほしいのに，ひとの気も知らず，

での会話部において，「知らない。」と「わからない。」と

「殺されたよ」と平気で口にする弟に対して，そ

いう二つの言葉を読みのパターンが分岐する点として捉

の鈍感さにいらだつ。思わず弟に問う一さすが

え，三つの読みのパターンを提示した。

に今度は無関心ではいられない。弟には答えられ

授業において生徒それぞれの読みのパターンを跡づけ
るには，それを照射するための読みのパターンモデルが

るはずもないのに…。）

⑬「それならなぜ殺された。」兄さんの蟹は，その右側の

必要となるだろう。そしてその際に要求されるのは，当

四本の脚の中の二本を，弟の平べつたい頭にのせなが

該の作品の特徴を考慮して，教師自身の読みのパターン

一38一

幻燈的効果に着目した「やまなし」の教材化

を確認しておくことはもちろんのこと，いくつかの典型

7．西郷竹彦『文芸の授業

的な読みのパターンを想定しておくことであろう。本稿
は，生徒の読みのパターン（読みの過程）を把握するた

理論と方法』1979．9

明治

岩沢文雄「『やまなし」一冒頭部をどう読むか

」

図書

pp．95−100

8．例えば以下の論考。

めの準備段階として構想されたものである。

（『日本児童文学

〔注〕

2
1．恩田逸夫「宮沢賢治における幻燈的と映画的と」（『宮

沢賢治論3』1981．10

別冊二宮澤賢治童話の世界』1976．

すばる書房）

鈴木誠一「『やまなし』論」（東京学芸大学国語科教育

東京書籍）P．51

研究室編

『学芸国語教育研究』第4号

1988．12）

また甲斐睦朗に次のような指摘がある。

中西市次『賢治童話「やまなし」を読む一川底の心

「『やまなし』には心理描写一内話一は全然見られな

象風景

い。これは特筆すべき文章特徴である。人物の心理

』（高校生文化研究会

1982．11）

9．例えば以下の論考。

は，わずかにある行動描写と，数多くの発話文に託

井上敏夫「注釈を超えて読むということ一『やまな

して表されている。」

し』」（『国語教材の読み方読ませ方』1984．12

（「教材研究の方法論としての文章論一作品『やまな

書出版）

し』の分析を中心に一（中・続き）」『愛知教育大学研

夏目武子「作品との対話を深めよう」（『現代教育科学』

究報告』第27輯

1987．11

1978．5

p．219）

2．恩田逸夫「賢治童話の読み方一『やまなし』を中心
に一」（解釈学会編「解釈」191集

1971．3

光村図

明治図書）

10．こういう状況に対して出された論考に次のものがあ

教育出

る◎

須田実「教材解釈の『とまどい』について〈『やまなし』〉」

版センター）

3．『日本大百科全書8』1986．3

小学館

p．473

（『実践国語研究』1983．6−7

4．甲斐睦朗も次のように指摘している。

明治図書）

11．谷川雁「やまなし考」（『賢治初期童話考』1985．10潮

「『やまなし』における発話文は地の文の助けを借りず

出版社）p．185

に自立しているだけでなく，逆に地の文の説明をも

12．同上

援助するのである。」

13．甲斐睦朗「教材研究の方法論としての文章論一イ乍

pp．187−188

（「教材研究の方法論としての文章論一作品『やまな

品『やまなし』の分析を中心に一（上）」（『愛知教育

し』の分析を中心に一（上）」『愛知教育大学研究報告』

大学研究報告』第25輯

第25輯

1976．3

p．150

14．同上

5．拙稿「『雪渡り』考一ファンタジーを生み出すものと

1976．3

p．155）

p．154

15．似たような捉え方として次のものが挙げられるだろ

それを支えているもの一」（筑波大学国語指導研究会編

う。

『国語指導研究』第1集

（清水幾太郎『わが人生の断片（上）』1985．10

1988）を参照のこと。

6．続橋達雄は，幻燈の写し出す世界のことを「それは
現実空間に非現実の美的空間をかさねあわせる
の空間

二重

とでも呼ぶべき世界である」と言い，「この〈幻

文庫

文春

pp．185−186）

何年生の時であったか，相手が同級の誰であったか，
すべての不愉快なものがそうであるように，今は何も

燈＞ということばが非現実空間への入口，そこからの

覚えていないが，私が誰かに何かを尋ね，その誰かは，

出口となっている」と言う。

「僕は知らない」と答えた。それだけのことである。

（『賢治童話の展開』1987．4

大日本図書

p．68）

それだけのことであるが，私は，そういう返事を生れ

一39一

読書科学第34巻第1号
て初めて聞いた。少くとも，生れて初めて聞いたよう

のメンバーであることを小さく確かめて生きて来たし，

に思った。（中略）それまでは，相手は何と答えたの

育てられて来た。（中略）「僕は知らない」と同級生に

か。私が相手に何かを尋ねて，相手が知らなかった場

言われた時，私は，乳児の時から住み慣れて来た世界

合，「何だろうね」，「どうしたんだろうね」，「それが僕

の外の，寒い風の中へ引き出されたのであった。「僕は

にも判らなくてね」……そういう返事が与えられた。

知らない」というのは，私に与えるべき情報を相手が

家族の内部でも，親戚との間でも，友だちとの関係で

持っていないこと，私たちが仲間でないこと，私が彼

も，何時もそうであった。相手が知らないことに変り

にとって関係のない人間であることを宣言するもので

はないが，それには，「自分も知りたいのだが…」とい

あった。「僕は知らない」と答えられた時，私は，古

う含みがある。私と同じ関心を共有しているという態

い，貴い，脆いものが殿れたように感じた。（傍線は引

度がソッと示されている。そういう言葉を互に使うこ

用者）

とによって，私たちは，仲間であること，味方である
こと，好意を持ち合っていること，一つのコミュニティ

〔付記〕「雪渡り」および「やまなし」の本文は，ちくま

文庫版『宮沢賢治全集8』（1986．1）から引用した。
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