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主題の呈示と予想活動が

物語文の理解におよぼす効果＊

問　題

　散文材料の閲読に先行して，当該散文材料の内容を抽

象したトピックや絵・先行オーガナイザーを呈示するこ

とにより，理解が促進されるという報告は多い（久原，

1980）。またDooling他（1971，1973）は，散文材料の

主題や主要な観念を反映した短いタイトル（たとえば節

見出し語）を呈示することにより，散文理解が促進さ

れることを報告している。

　このような先行情報は，散文材料をどのように処理し

ていくかという決定を方向づける定位刺激（orienting

direction　stimulus）であると考えられる（Frase，1975）。

また，散文材料中の情報を学習者のスキーマ，即ち知識

の構造に関係づけることにより理解が促進される。この

ように仮定する尽ら，上述の促進効果は，定位刺激が

r適切なスキーマに気づかせたり，スキーマをつくった

り，スキーマを明示する働き（久原，1980，p．128）」を

していたためと考えられる。

　しかし，定位刺激が適切なスキーマに気づかせる等の

機能をもつ可能性があるとしても，単に定位刺激が存在

するというだけでは効果が少ないということを示唆する

報告もいくつかなされている。

　鹿内（1979a）は，散文教材の閲読に先だって，おおま
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かで一般的な学習目標を呈示される条件と，この一般的

目標に加えて，教材内容に関する認知的枠組情報も呈示

する条件を操作した。この実験のために行なった予備実

験において，認知的枠組情報を教材閲読中に全く念頭に

おかなかった旨の内省報告をした被験者がいた。このた

め本実験では，学習目標や認知的枠組情報を閲読前に筆

写確認させるという手続を用いた。それにもかかわらず

教材の理解に関する結果では，この2つの条件間に顕著

は差がみられなかった。これは，筆写確認という手続の

みでは，なお，認知的枠組情報に対する注意喚起効果が

少ないことを示唆する。

　鹿内（1979b）．は，節見出し語をつけた散文教材を用

いた。学習者は，この教材を要約しながら読む条件か，

要約なしで単に読むだけの条件のいずれかに割りつけら

れた。教材閲読後，節見出し語の再生をもとめたとこ

ろ，非要約条件の学習者の再生は要約条件と比して極め

て低かった。これは，要約するという積極的な活動を伴

なわない場合は，節見出し語に払われる注意は少ないこ

とを意味する。

　さらに，わが国における読みの指導法のひとつである

　r一読総合法」ではr題名読み」という活動を重視して

いる（たとえば児童言語研究会，1978）。これは，教材

の読みに先だって，題名を手掛りとして教材内容を予想

するという活動を中心としている。このr題名読み」と

いう積極的な活動を不可欠なものとして主張する背景に

は，単に題名を呈示するのみでは，教材理解は充分にな

されないという経験的な事実があるものと思われる。
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　以上の実験や実践から次のように言える。節見出しや

題名などの定位刺激の呈示は，散文材料の理解を促進す

る可能性をもつgしかし，より効果的にするためには，

これらの刺激を手掛りとした何らかの積極的活動を行な

わせる必要がある。散文材料の理解促進要因を整理して

いく上で，いかなる活動を行なわせることがより効果的

であるかを明らかにし，ていかなければならない。本研究

では，散文材料として物語文を用い，この問題を実験的

に検討する。

実　験1

　　目　的

　散文材料を単に読むだけでは，充分な理解がなされな

いことがある。先にみたように，理解を促進するため

に，散文材料の内容を抽象した情報を閲読に先立って呈

示する試みがいくつかなされている。本実験では，これ

らの先行情報のうち，物語内容を抽象した主題を直接的

に呈示することが物語理解におよぼす効果について検討

する。

　作者が設定した主題は，物語の全内容を抽象したもの

である。それ故に伝達する情報は少なく不完全性を備え

ている。このため，主題のみを読むことにより物語全体

の理解を達成することは不可能である。しかし，主題の

理解は物語を読む場合の大きな目的のひとつであり，主

題をあらかじめ呈示することは，後の閲読行動を方向づ

サるであろう。換言すれば，事前に呈示された主題は，

物語理解の枠組となるスキーマに気づかせる等の働きを

もつ。したがって，物語文の閲読に先だって主題を呈示

す・ることは，理解を促進するであろう。さらに，呈示さ

れた主題に基づき物語の内容などを予想する活動を行な

わせる場合には，主題に対する注意がより喚起される・

このため，物語の理解は単に主題のみが呈示されるより

も一層促進されるであろう。以上の仮説を検証すること

を目的とする。

　　方法

1．材料

第25巻第1号

　〈物語文＞物語文は「ティル・オイレンシュピーゲル

の愉快ないたずら（作者不詳，藤代幸一訳，法政大学出

版局，1979）」全96話中の第1話全部と第2話の一部を

用いた。この物語は96話総てに対し，1文からなる主題

をつけるという工夫がなされている。これは本研究の問

題を検討していくのに最適な材料であると判断して採用

した。実験においては，主題は作者の設定したものをそ

のまま用いたが，物語文は一部改翻してある。これは，ひ

とつは散文材料として邦文タイプする際の活字の都合に

よる。また，材料構成上原文中の（）囲みの文を（）

からだす必要があり，これにより生じた不整合をただす

という理由にもよる。したがって意味内容は原文と全く

かわっていない。この物語を1頁に1文印刷し計20頁の

小冊子として呈示した。これをTable1に示す。なお，

原文では後述の理解テスト1の解答が第1話の最後に書

かれている。しかしこれを理解の測度としたため本実験

で用いた物語文からは削除してある。

Table1主題および物語文

ノ

頁 物　　　　　語　　　　文

表紙
（主題〉

「テル・オイレンシュピーゲルは生まれ落ち
ると日に三度洗礼を受けたこと，そしてだれ
が洗礼に立会ったかの物語」

1
ザクセンの国はメルベの森のはずれ，クナイ
トリンゲン村でオイレンシュピーゲルは生ま
れまし，た。

2
父はクラウス・オイレンシュピーゲル，母は
アン・ビプケンといいました。

3

彼女が生み落とした赤ん坊は，洗礼を受けに
アンプレーベン村の教会へ連れていかれ，テ
ル・オイレンシュピーゲルと名づけられまし
た。

4
アンプレーベンの館の主テル・ユッテンが，
彼の名づけ親です。

5
アンプレーベンの館というのは，かつては，
いかがわしい盗賊の巣となっていました。

6
そこで50年ほど前にマクデブルクの市民が，
ほかの町の助けをかりて，それを一度とり壊
しました。

7
そこの教会も村もいまでは，聖エギデウス修
道院長のやんごとなきアルノルト・マイエル
様のご領地となっています。
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頁

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

物 語 文

さて，オイレンシュピーゲルの洗礼が終り，
一同ビアホールにくりこみました。

それというのも，洗礼が終ると子供の健康を
祝し，赤ん坊の父親のおごりで飲んで，どん
ちゃん騒ぎをするのが当地の習わしでしたか
ら。

それも終り，みな赤ん坊を連れて村へ戻りま
した。

赤ん坊を抱いた取上げ婆さんも，クナイトリ
ンゲン村とアンプレーベン村の境にかかって、
いる小橋を渡ろうとしました。

急いでいたうえに，ビー一ルを浴びるほど飲ん
でいましたρ

そのために取上げ婆さんは沼にはまり，自分
も赤ん坊もしたたか泥水まみれになりました。

赤ん坊は，あわやオダブッというていたらく
でした。

おかみさん連中が，子供を抱えた産婆を救い
あげ，村にかえりました。

そして，湯がまのなかで赤ん坊を洗い，また
きれいな身体にしてやりました。

やがてオイレンシュピーゲルが立ったり歩い
たりする年ごろになると，彼は小さな子供た
ちを相手にさんざんいたずらをしました。

彼はおどけものでした。

敷き物のうえや草のなかを，サルのように駆
けずりまわっているうちに三歳となりました。

彼はいたずらの限りをつくしたので，近所の
人びとは，いっせいにオイレンシュピーゲル
の小せがれは悪太郎だと不平を鳴らしまし
た。

　＜テスト＞理解テスト1～皿および主題再生テストか

らなる。それぞれの質問を以下に記す。理解テスト1－

rこの物語の主人公は，結局一日に三度洗礼をうけたこ

とになります。それぞれどこでうけたでしょうか。（）

のなかに書いて下さい。」理解テスト■一rこの物語の主

人公は，一日に三度洗礼をうけました。洗礼のたびごと

に両親以外にだれかが立会っていたことになります。そ

れぞれだれが立会っていたことになりますか。（）のな

かに書いて下さい。」理解テスト皿一「テル・オイレン

シュピーゲルは，なぜテルという名前をつけられたのだ

と思いますか。簡単に書いて下さい。」このうち理解テ

スト1，1【は主題に直接関連しており，IHは無関連であ

る。理解テスト1の最初の答以外は，物語文中で解答が

記述されていない。被験者は，物語の内容から解答を推

測しなければならない。これは文章の単純記憶に基づく

ものではないため理解の指標となりうる。主題再生テス

トーrいま読んでもらった物語の表紙に，物語のテーマ

が書いてありました。そのテーマをできるだけ正確にお

もいだして書いて下さい。もし正確な語や語順などを忘

れたときは，だいたいでもよろしいです。」

Z　実験条件および手続

　条件は，主題なしで単に物語を読む主題非呈示条件，

物語閲読に先だって主題が呈示される主題呈示条件，さ

らにこの主題に基づき物語の内容等を予想させる予想条

件の3つ。

　各条件とも，実験に先だち以下を骨子とした教示が与

えられる。物語を普通に1回読んだとき内容をどのくら

い理解できるかを調べる実験である・読む速さは自由で

よい・次の頁に読みすすんだら前の頁は読みかえさない・

読み終えたらその旨報告する。このあと主題呈示条件に

は表紙に主題が印刷された物語を，非呈示条件には主題

なしの物語を配布し読ませる。このとき，主題呈示条件

にはr最初に，次に読んでもらう物語のテーマが書いて

あり，次から物語がはじまります。」という教示を与え

る。閲読が終り物語文を回収したら，計算問題（4分）・

テスト・内省報告の順で実施する。各テストとも記入時

間は4分。記入終了後，それぞれ回収する。時間内に記

入が終了した場合はそこで打ち切るが，時間内にrわか

らない」旨の発言があった場合は制限時間まで考えるよ

うに指示する。予想条件は，教示と物語文閲読の間に予

想活動を4分間おこなわせる以外は，他の2条件と全く

同じである。予想は次の教示が印刷された用紙を配布

し，・それに記入させる。「まず表紙をみて下さい。つぎ

に読んでもらう物語のテーマが書いてあります。そのテ

ーマから，物語ではどのようなことが書かれているの

か，どのような展開になっていくのか等，自分なりに予

想してみて下さい。かならずしも文章化しなくていいで
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す。箇条書きでもいいです。」

3。被験者・実験日時および場所

　被験者は，教育心理学専攻の北海道教育大学生33名。

各条件に男6名，女5名，計11名を割りつけた。実験は

1980年5月G～19日に同大学第2心理学実験室において

個別実施した。』

　　結果　　　　　’

　＜理解テスト1・■＞理解テスト1・Hは主題に直

接関連したテストであるため2つを一緒にして整理し

た。主人公が洗礼を受けた場所について問う理解テスト

1の解答は，順に①教会②どろ沼③湯がまである。これ

らが順序どおりに書かれていれば各1点，計3点与え

る。また①教会②湯がま③誤・無答という反応をした被

験者が幾人かみられた。これは，2番目の洗礼場所を見

いだすことができず，3番目の洗礼場所を繰り上げて解

答したと見倣される。この場合，2番目の洗礼場所を誤

・無答として扱い2点を与える。①教会②誤・無答③ど

ろ沼のような反応も同様に，3番目の洗礼場所が誤・無

答であるとして扱い2点を与える。また，たとえばr湯

がま」をrたらい」などに言い換えた反応も正答とす

る。さらにr家」などの漠然とした反応が得られた場合

には，内省報告時にrもう少し詳しく説明して下さい」

と質問し，それに対してr湯がまの中」等の適切な説明

を自発的にすれば正答とした。

　理解テスト■の解答は①名づけ親②取り上げ婆さん③

おかみさん連中である。この順で解答がなされており，

かつ理解テスト1の洗礼場所が正答のときのみ得点を与

える。したがって，洗礼場所が誤・無答で立会人のみが

正答の場合は0点となる。理解テストIIについても適切

な言い換え反応は正答とした。　　　　　　　　　　●

　以上の基準により，2つのテストを合計6点満点とし

て採点した。その結果，予想条件平均は2・727点（SDニ

1．958），主題呈示条件平均は2．909点（SD＝・2．234），主

題非呈示条件平均は2．273点（SD＝2．178）であった。－

主題非呈示条件より，主題を呈示される2つの条件が高

　い得点を示したが，有意な条件間の差はみられなかっ

第25巻第・1号

た。

　＜理解テスト皿＞このテストの模範解答はr名づけ親

テル・ユッテンにちなんで」である。正答者は予想・主

題呈示の各条件とも7名，主題非呈示条件4名であっ

た。条件間の差は有意ではない（¢2ニ1．636，p＞。20）。

　＜主題再生テスト＞主題には，主人公が生れおちた日

にr三度洗礼をうけたこと」およびrそれにだれが立会

ったか」という2つの要素が含まれている。このテスト

において，これらの要素が再生されていれば各1点を与

え2点満点として採点した。予想条件の平均は1・636点

（SD＝0．481），主題呈示条件の平均は1．091点（SD＝

0．668）であった。予想条件の主題再生は有意に高い（t

＝2．094，df＝20，P＜．025）。なお，このテストは当黒

のことながら主題非呈示条件には実施していない。

　＜閲読時間＞物語の全閲読時間平均は予想条件282・5

秒（SD＝97．0），主題呈示条件297．8秒（SD＝94．6），

主題非呈示条件206．7秒（SD＝51．0）であった。なお，

主題呈示条件だけは表紙につけられた主題の閲読時間も

含めて計時してある。

　　考察
　主題呈示条件は，予想条件に比して主題の再生がわる

かった。主題再生テストは理解テスト1・Hのあとに実

施した。理解テスト1・■の質問文の中で，主題に含ま

れている2つの要素が明示されている。それにもかかわ

らず，主題再生に関して顕著な条件間の差がみられたこ

　　　　　　　　　　　　　　ノ
とは注目に値する。これは単に呈示されているというだ

けでは，主題に対して払う注意は少なく，充分な理解手

掛りとはなりえないことを意味する。これは仮説を支持

する。

　しかしながら，理解テスト1・Hに関して条件間の差

がみられなかった。これは仮説を支持しない。この原因

として次のことが考えられる。本実験では，実験終了後

に被験者から内省報告をもとめた。この中でr物語を読

むときどのようなことを注意して，あるいは考えて読ん

でいきましたか。」という質問をした。これに対してr人

名・地名を覚えようとした。」等の報告をしたものが極

一4一
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めて多かった。このような報告をしたものは予想条件9

名，主題呈示条件8名，主題非呈示条件7名であっ売。

全体では73％の被験者が，人名・地名を記憶するという

セットをもって物語を読んだことになる。鹿内（1979b）

では。寒中で用いられているアンファミリア尽語は諦み

手の注意を喚起することが示されている。本実験で用い

、た物語では，ドイッの人名・地名が多くでてくる。これ

らは日本の読者にはアンファミリアである。このために

読者の注意を喚起し，結果的に地名・人名を記憶すると

いうセットが形成されたものと思われる。したがって主

潭の呈示などの効果がみられなかったのは物語理解に直

接関係のないセットが形成されていた牟めである≧考え

られる。本実験の仮説を検証するためには，人名等を記

憶するというセットを形成させないための操作を加えた

実験を行なう必要がある。

実　験II

　　　目　的

　　人名等を記憶するというセットを形成させないような

　操作を付加し，実験1の仮説を再検証する。

　　　方法

　1．実験条件および手続

　　実験1と全く同じ3条件を用いる。条件操作も基本的

　、には実験1と同じであるが，実験に先だってなされる実

　験の性格や諸注意に関する教示の中で次のことを明示す

　る6r読んでもらったあと物語の内容について幾つか質

　問しますが，人名や地名を正確に思いださせたり，文章

　をそ⑳まま思いださせるとかはしません。」この点が実

　験1と大きく異なる。また，実験1では物語閲読後，計

　算問題を行なわせたが実験nでは省略した。

　　使用した物語・テストおよびそれらの呈示法も実験1

じ。ただし理解テスト1【の質問文r…両親以外に…」

　の部分をr…両親・神父以外に…」と修正した。テスト

　の制限時間も実験1と同じである。実験1では制限時間

　内に被験者がrわからない」等の発言をした場合，制限

　碍間まで考えさせたが，このような発言があった時点で

打ち切りとしたσ

2・被験者・実験日時および場所一

　被験者け教育心理学以外の学科を専攻する北海道教育

大学生33名。各条件に男7名，女4名ずつ実験室に来た

順に割りつけた。実験は1980年5月221日～6月4日に個

別実施した。実験室は実験1と同じ。

　　結果

　く理解テスト1・■＞実験1と同じ基準により6点満

点で採点した。予想条件平均2．909点（SDニ1．881），主

題呈示条件平均2．909点（SD＝2．193），主題非呈示条件

平均1．636点（SD＝1．367）であった。予想条件と主題

呈示条件は，ともに主題非呈示条件より高い得点をとっ

た（それぞれt＝1，732，P＜．051婁＝1．558，P＜．10）。

　〈理解テスト皿＞正答者は予想条件5名，主題呈示条

件3名，主題非呈示条件2名，計10名であった。¢2検定

による有意な条件間の差はない。実験1の正答者は33名

中18名であった。実験Hの正答者は実験1より有意に少

なくなっている（¢2＝3・970，P＜・05）。「

　＜主題再生テスト＞実験1同様2点満点である。予想

条件平均は1．545点（SDニ（M98），』主題呈示条件平均は

0．818点（SD＝0．715）であった。実験1と同様に，予

想条件の再生が有意に高かった（t＝2。637，p＜．02，df

＝20）。

　＜閲読時間＞予想条件は平均242。2秒（SD＝67．6），一

・主題呈示条件は平均196．2秒（SD＝47。、8），主題非呈示

条件は平均190．0秒（SD＝74．2）の閲読時間を費やして

いたo

　　考察
　実験1では，人名等を記憶するというセットをもづて

物語を閲読したものが多かった。主題呈示などによる理

解促進効果がみられなかったのはこのためであると考

え，本実験ではこのようなセットの形成を防ぐための教

一示を付加した。考察にあたり，この教示の有効性を確認

　しておく必要がある。内省報告時の質問に対しr地名も

人名をおぼえよう’とした。」等の報告をしたものは，予

想・主題非呈示の各条件に1名ずっいたのみであった。1

・一5・一



　　　　　　　　　　　　　　　　　読書科学

また主人公の命名の由来を問う理解テスト田は，人名に

対し注意を払うことにより解答は容易になる。このテス

・トの正答者は実験1に比して有意に少なかった。以上か

ら，人名・地名を記憶するというセットの形成は，本実

験で用いた教示により防ぐことができたと見徹せる。

　理解テスト1・Hでは，主題を呈示された2つの条件の

得点が主題非呈示条件より高かった。これは，人名など

の要素を記憶するというセットを排除した場合，主題の

呈示は理解を促進することを意味し．仮説を支持する。

　呈示された主題に基づいて予想を行なわせる条件は，

単に主題が呈示されるだけの条件より，主題に対して払』

う注意も大きい（主題再生がよい）ことも示された。こ

れも仮説を支持する。しかしながら．これら2条件の間

に理解についての差ばみられなかった。これは仮説を支

持しない結果であり，次にこの原因について考察する。

　散文材料を構成するために様々な語旬が用いられる。

これらの語句の中で意味が不明確なものがあっても，散

文材料閲読中に，文脈などの関連であきらかになってく

る場合がある。しかし，物語を抽象した主題のみを読む

場合には，このようなことは生じにくいσ主題を手掛り

にして物語の内容を予想する場合，主題を表現するのに

用いられている語旬が読み手にとって明確になっていな

ければ予想の手掛りは減じる。加えて，主題が適切なス

キーマを明示する等の機能をもちうるとしても，充分に

，は機能しえないと思われる。本実験で用いた主題のキー

ワードはr洗礼」である。これはキリスト教の儀式であ

り，わが国の読み手にとってはなじみの少ないものであ

る。予想活動により，主題に対する注意がより喚起され

ても洗礼に関する既有知識が不明確であれば，適切なス

キーマを明示することにも限界が生じるであろう。予想

条件と主題呈示条件との間に理解についての差がみられ

なかったのはこのためかも知れない。

　したがって，主題呈示の効果をより大きくするために

は，予想活動により主題に対する注意を喚起するととも

に，主恵を表現するために用いられている語句に関する

知識を事前に整理ざせることが望まれる。・

第25巻第1号

実　験IH

　　目　的

　実験Hの考察より次の仮説が導びかれる。主題中のキ

ーワードについての知識を整理させた後に，『主題に基づ

く予想活動を行なわせれば，主題呈示による理解促進効

果はより増大するだろう。この仮説の検証を主目的とす

る。

　　方法

1．材料

　物語文・テストとも実験∬と同じものを用いる。実験

■では，地名等を記憶するというセットを排除すれば主

題が呈示される条件の理解は呈示されない条件よりすぐ

れることが示された。このため本実験では，総ての群に

主題を呈示した物語文を用いる。

2．実験デザイン

　操作する変数は，キーワードの意味呈示の有無および

主題に基づく予想活動の有無の2つ。したがって2x2

の要因計画であり，次の4群が構成される6キーワード

の意味呈示・予想活動いずれも有り（KA）群，キーワ

ードの意味呈示のみ有り（K）群，予想活動のみ有り

（A）群，いずれも無し（N）群。

3．手続

　条件操作に先だって，4群いずれにも実験の性格等に

つぴての教示を与える。これは実験且と同じ教示で，人

名・地名を記憶するというセットの形成を防いである。

　この後，次のような条件操作をするσまずKA群につ

いて述べる。はじめに，主題および物藷中にでてくる語

の意味を呈示する。呈示する語は順に「ザクセン1rやん

ごとなし」r洗礼」の3語である。この操作は，主題中の

キーワードr洗礼」の意味を明確にさせることを目的と

して行なったσしかし．洗礼についてのみ語の意味を呈　、

示することにより，主題および物語中の洗礼という語に

対して，特別な注意が払われることが予想される。洗礼

の意味を明確にさせるという効果以外の効果をもたせな

いために，物語中で用いられている語のうちrザクセ

一一一6一
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ンJ　rやんごとなし」についての説明も同時に呈示した。

B5版用紙1枚に3語とも邦文タイプして呈示する。洗

礼の説明はr広辞苑」より採用した。語の意味を印刷し

た用紙を一読させたあと，用紙を回収し語の意味を言わ

せる。正確な語や語順であ、ることは問わないが，呈示し

たものとほぼ同じ意味を答えれば次の手続にすすむ6正

しく答えられなかった語がある場合に．は，再び用紙を配

布し，その語についてのみ再読させる。その筏再度正

しく答えられなかった語の意味を問う。このようにして

3語総て正しく言えるまで続ける。以上がキーワードの

意昧呈示に関する操作であるdこのあと実験nと全く同

じ手続により，予想活動を4分間行なわせ，被験者ぺ一

スで物語を読ませる。終了筏理解テスト1～皿・主題

再生テスト・内省報告の順で行なう。これらについても

実施法等は実験Hと同じである。

　残り3群は，上述の手続中のキーワードの意味呈示・

予想活動のいずれか一方ないしはその両方の手続を欠い

ている以外はKA群と同一である。ただし，K群とN群

に対しては物語閲読の直前にrは．じめにこの物語のテー

マが書いてあり，次の頁から物語がはじまります。」と

いう注意を与える。他の2群では・予想活動を行なわせ

る教示の中にこれが含まれている。なお，本実験のA群

は実験IIの予想条件に，N群は実験Hの主題呈示条件に

それぞれ対応する。

4．　被験者・実験日時および場所

　被験者は，教育心理学以外の学科を専攻する北海道教

育大学生52名。各群に男10名・女3名ずつ，実験室に来

た順に割りつけた。実験は1980年6月4日～7月19日に

個別実雄した。実験室は実験Hと同じ。

　結果と考察

　く理解テスト1・H＞先の実験と同一基準，6点満点

で採点した。結果をTable2に示す。本実験の仮説か

ら，キーワードの意味呈示と予想活動の交互作用が期待

される。しかし，2×2の分散分析の結果，有意な交互

作用はみられなかった。予想活動の主効果（F＝4．194，

dfは1と48，P＜．05）のみが有意であっ・た。これは，

単に主題が呈示される場合よりも，主題に基づいて予想

を行なわせたほうが理解を促進することを意味する。

　＜理解テスト皿＞各群の正答者はKA群5名，K群4

名。A群0名．N群『4名であったα52名中正答者は13名

のみであり，実験1より有意に少なかった（¢2＝7．60G》

p〈．Q1）。また，人名等を記憶するというセットをもっ

て物語を読んだ旨の内省報告をしたものはKA群2名，

K群2名，A群1名，N群1名であり極めて少なかっ

た。以上の結果は，、実験皿と同様に本実験においても人

名等を記憶するというセットの形成を防ぐことができた

ことを意味する。

　＜主題再生テスト＞2点満点で採点した結果をTable

3に示す。2×2の分散分析の結果，予想活動の主効果

（Fニ40．17G　dfは1と48，P〈・01）のみ有意であった。

これは，予想活動を行なわせるほうが主題に対する注意

をより喚起することを意味するσ

　＜閲読時間＞各群の物語閲読に費やした時間を以下に

記す一（）内SD血：KA群260。2秒（66，8），K群330・1

秒（132．0），A群209．3秒（8〔』2），N群23α9秒（95。5）Q

　Table2　理解テスト1・H得点平均及びS　D

変

数

予

想

活

動

有

無

キーワードの意味呈示
有

　X＝3．923

SD＝1．591

　X＝3．QOO

SD＝1．664

無

　X＝3．308

SD＝1．202

　X＝2．385

SD＝1．734

Table3　主題再生テスト得点平均及ぴS：D

変

数

予

想

活

動

有

無

キーワードの意味呈示
有 1

X＝1．923

SDニ0．266

　X＝1．000

SD・＝0．555

無

　X＝・1．769

S　D．ニ0．421

　X＝0．92B

SD＝0．615
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読・書科学

　実験1～皿の結果について総括的考察を行なう。

　物語中に，とくにアンファミリアな地名・人名が多く

でてくるときには，被験者はこれらを記憶するというセ

ットを形成する。このセットが優勢であるため，物語に

先立って主題を呈示しても理解は促進されない（実験

1）。しかし，このようなセットを形成させなければ主

題の呈示は理解を促進する（実験1【・皿）。

　さ・らに，呈示された主題に基づき物語の内容などを予

想させた場合，単に主題のみを呈示した場合より，被験

者は主題に対して多くの注意を払う（主題再生がすぐれ

る）。これは実験1～皿にかけて一貫して認められた。

主題を呈示することにスキーマを明示する等の機能があ

るとしても，’単に呈示するのみでは充分に機能しない。

予想活動を行ない，主題に積極的に働きかけることによ

り，明示する等の機能はより高まるものと思われる。

Kuhara他（1980）は，先行オーガナイザーを呈示して

も，それに基づいた予想活動などを行なわせなければ，

学習者は，教材学習中に自発的にそれを役立てることは

少ないことを示す結果を報告している。本研究結果はこ

れと一致するものである。

　実験皿では，単に主題が呈示されるだけより，主題に

基づいて予想活動を行なわせたほうが理解は促進される

という結果がみられた。ただし実験Hでは，この両群の

理解について差はみられなかった。しかし実験nの結果

は，予想活動を行なわせるごとの無効性を意味するもの

ではない。わるくても単に主題が呈示される条件と同じ

であると解釈できよう。また実験Hより実験皿のほうが

被験者数が多かった。したがって，これらを考慮すれ

ば，予想活動を行なわせることが必ず理解を促進すると

は断定できないが，理解を促進する可能性は極めて高い

とは言えるであろう。

　主題呈示や予想活動が理解を促進することについて

は，次のような説明が可能である。主題の呈示は，理解

の枠組となるスキーマに気づかせる可能性をもつ。被験

第25巻第1号

者は閲読中に，、このスキーマに物語情報を同化したり，

スキーマ自体を調節したりする。このことにより理解が

達成される。予想活動により理解が促進されるのは，ス

キーマを明示する可能性をもつ主題に対して，より多く

の注意が喚起されるためである。

　このよう・に考えるなら，、理解は閲読中になされるであ

ろう，。しかしながら，実験終了後にもとめた内省報告で

は，この考え方と一致しないものがいくつか得られた。

理解テスト1で，教会以外の洗礼場所をひとつでも正答

したものに対しr物語閲読中に気づいたか，あるいはデ

スト時に思いついたか」に関する質問をした。実験nで

は，教会以外の洗礼場所をひとつでも正答したものは予

想条件8名，主題呈示条件7名，主題非呈示条件4名ぞ

あった。このうち物語閲読中に気づいていたと明言した

ものは，それぞれ2名，1名，1名であった。実験皿で

は，教会以外の洗礼場所をひとつでも正答したものはK

A群11名，K群10名，A群11名，N群8名であった。こ

のうち閲読中に理解していたものは，それぞれ2名，’1

名，4名，0名のみであった。これ以外の正答者の多く

はrテストの時，ああそういうことかと思った。」rテス

　トの時，水をあびるということからさがしていった。」等

の報告をしている。また理解テストが終って，主題再生

テストに反応している最中にrはじめの問題思いだした

　（洗礼場所がわかったということ）。」という発言をした

ものもいた。これらの報告は，1本研究で用いたような物

語文の理解が閲読中になされることは稀であることを示

す。それにもかかわらず，主題の呈示や予想活動が読後

の理解テストのパフォーマンスを向上させていた◎これ

は，閲読中に理解がなされなくとも，主題により明示さ

れたスキーマと物語中の情報との相互交渉が活性化さ

れ，それが持続していることが，テストという事態での

理解に役立つのではないかということを示唆する。この

ことが，本研究で用いた物語が比愉的構造をもっている

ためなのか，あるいは一般的傾向であるのかについて

は，今後の検討を必要とする。

　実験皿では，スキーマを明示するという視点から，主

一』一’B一
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題中のキーワ‘ドの意味整理を事前に行なわせた。キー

ワードの意味整理と予想活動が，物語理解に対して相乗

効果をもたらすことが期待された。しかしながら，キー

ワードの意味整理は顕著な理解促進効果をもたらさなか

った。主題の呈示とそれに基づく予想活動が物語の理解

を促進するとしても，理解テストの結果をみるかぎりで

は』完全な理解をもたらしていない。したがって，理解

をより促進するためには，予想活動以外の何らかの操作

を付加する必要があるであろう。いかなる操作をほどこ

すことが有効であるかについても今後検討していかなけ

ればならない。
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SUMMARY

A

t

Three　experiments　were　conducted　to　investigate

the　effects　of　a　presentation　of　the　theme　and　the

reader’s　anticipation　on　the　comprehension　of　a

story．　In　the五rst　experiment33college　students

were　assigned　to　three　groups　of　ll　each，identi五ed

as　Anticipation（A），Theme（T），and　Contro1（C）

groups．　Before　reading　the　story，　the　students　of

the丘rst　group　were　given　the　theme　of　the　story

and　instructed　to　anticipate　the　story　　from　　the

theme．The　students　of　the　second　group　read　the

theme　and　the　story，without　the　anticipation　in・

struction．The　students　of　the　third　group　read　the

story　without　the　theme　or　the　anticipation　instruc－

tion．All　students　read　the　story　at　their　own　pace．

After　reading，the　three　groups　were　administered

a　comprehension　test，and　the　A　and　T　groups　were

administered　a　theme・recall　test．The　A　group　ob－

tained　higher　theme－recall　test　scores　than　the　T

group．　It　is　concluded　that　anticipation　instruction

stimulate5the　students’attention　to　the　theme．

There　was血o　signi五cant　variation　among　the　means

of　the　comprehension　scores　for　the　three　groups．

It　was　observed　that　most　of　the　students　read　the

story　with　a　mental　set，to　memorize　the　names　of

characters　and　places．This　set　may　have　been

detrimental　to　comprehension．

　The　second　experiment　was　conducted　using　the

same　procedures，but　the　students　were　given　instruc・

tions　which　discouraged　the　forming　of　a　mindset，

to　memorize　the　names　of　characters　or　places．

Thirty・three　college　students　were　assigned　to　three

groupsoflleach．ThestudentsoftheAandT

一・一9一・
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groups　had　signi丘cantly　higher　comprehension　scores

than　the　students　of　the、C・group．　It　をs　concluded

that　presentation　of　the　theme　f㏄ihtates　c⑨mprehen－

sion．ThestudentsoftheAgroupr㏄a11edthetheme

more　correctly　than　the　st⑩ents　of　the　T　grQupl　but

the3e　groups　had　the　same　comprehension　scores．

　The　thi．rd　experimentutilizeda、2x2factorial　design。

Fifty・two　college　stud㎝ts　were　assigned　to　four

groups　of13each．　The　first　variable　wasちhe　Key・

・word　variable3the　students　were　presented（〉r　not

pres㎝ted　the　meaning　of　a　key　word　which　was

used　in　the　theme　and　story．The　second　variable

was　the　Anticipation　variable　l　the　students　were

instructed　or　not　instructed　to　anticipate　the　story

from　the　theme．A1正students　read　the　theme　and

the　story　at　their　owrLpace．．Varhmce　analyses　were

．computed　for　the　theme・reca1止test　mea：ns　and五〇r

第25巻第1号

th‘｝　comprehenβion；test　mea罰慮膨　1n　．both　analyses，

，on1夕the　anticipation　血s釦ru£蝕㎝・was　五〇und　to　be

・signi丘cant．

　The　results　of　the　exper｝瞭mts　are・summa並zed　as

follo鴨㍉Inthecoaαiti㎝sαfthe五五stex型eriment

the　pr㏄εn戯正on　of　the山㎝e　did　not　fad毒tate

comprehengion．　In　the　second　expe■血e郎　instruc・

“ons　were　given　to　htnder　the　m㎝｛㎞tion脅f

、names　and　places．Undeτthis　condtt沁n　the　th¢me

pres㎝tati6n　facilitated　comprehens正on．In　the　third

experiment　the　anticipation　instruction　contr五buted

favorably　to　the　theme　recall　an（1comprehension，

whereas　students’foreknow｝edge　of　a　key　word　in

the　theme　and　in　the　story　d匠d　not　facihtate　their

reca1L　and　compreh㎝sion　over　students　without　this

kn・wledεe・

》

一10一



The　Science　of　Reading，VoL25，No．1（1981）

AT　Iによる読み過程分析の試み

児童の読みに及ぼす挿入質問の効果＊

』／

京都大学

大井佳子＊＊

与

凶

　児童にとって，読みは書きことばという新しく獲得し

つつある交通手段を駆使する過程であり，読み能力の獲

得過程では児童の全能力が再構造化されていく。したが

って児童の読み研究は単に読みの効率が上がるかどうか

に目を向けるのではなく，読み能力の獲得過程で子ども

の中にどのような変化がひきおこされるのか，またそれ

は何を支えとしてなし遂げられるのかを解暁するもので

なければならない。本研究はATI（Aptitude・Tfeat卑ent

Inteτaction：適性一処遇交互作用）を枠組として，児童

の読み過程が外的支えによりどのように変化するかを分

析しようとするも のである。

　Cronbachによって提唱されたATIは，最適な学習

効果をひきおこす教授（処遇）は全学習者に一律ではな

く，学習者の個人差G薗性》によって異なり，うまく適

性次元を選ぶことによって処遇との有効な交互作用を作

りうる，という考え方である（Cronbach，1957，1967〉。

適当な適性を設定してFig。1のような交互作用を見出

し，High群には処遇Bで，Low群には処遇Aで教え

ようというのである。このようにATIは従来，教授の

個別化への心理学的アプローチであるが，個別化に利用

できるような有意な交互作用はなかなか見出されない。

Bracht（1970）はATI．分析が可能な90研究を再検討

し，有効な交互作用は5例しか見出されなかったと報告

している。しかし，個別化による教授法の改善という従

従

属

変

数

処遇A

処遇B

＊ATI　appfoac5to　the　analys茎s　of　reading

　process：　Effects　of　血serted　questions　on

　reading　achievement．

＊＊OHI，Yoshiko（Kyoto　University〉

Low’
適．

　　Hi3h

牲

Fig．1　適性一処遇交互作用

来のプラグマティックな機能の他に。ATIは，教授の

性質に関するより説明的な原理を発展させるという第2

の機能をもっている（Salomon，1971）。ATIにおいて変

数となる適性，処遇，課題の3要因は教授r学習過程研

究において総合的に分析する必要がくり返し指摘されて

おり，ATIはこれらの要因を交互作用として同時に分

析することができる。したがってこの交互作用の視点は

教授一学習過程の分析に有効な枠組を与えうると考えら

れる。

　AT1研究は3つの要因のどこに強調をおくかによっ
’
て
明 らかになるものが異なる。適性の強謁は能力構成概

念を明らかにするものであ砂，処遇に重きをおく研究は

処遇開発をめざしている。一一方，課題から出発する研究

一一11一・
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は処遇が限定して与えられる時に成功を規定する能力が

何なのかを探究するこ≧ができる一（sり◎pirq，1975）。本残

研究はこの第3の方向に注目し，Rothkopfらによって

読みの促進効果が報告されている挿入質問を処遇として

その効果を分析する。適性として，因子理論に基づいて

作られた知能検査の下位項目を用いる。このATI分析

により，読み過程に関与する知的能力が挿入質問によっ

てどのように変化するかを見ることができよう。

　挿入質問，すなわち，一定の文章の後に周期的に入れ

られた教材内容に関する質問が読みを促進することが認

められている（e．9．Frase，1967，19701耳othkopf＆

Bisbicos，1967）。効果は挿入質問とは異なる事後テスト

によって確かめらむておりジ偶発的な（incidenta1）促

進効果である6促進効果は教材1こ対する活動（阻athe

magenic活動とよばれる）が質問によって活発化されて

生じると考えられている（Rothkopf，1965）。しかし，

mathemagenic活動が活発化すると体読みの過程で何が

変化するのか，そのメカニズムは明らかで腐く，付随的

な考察にとどまっている。例えば，Frase（1967）は質

問の役割と弊2？の仮蹴提出している・一つは・質

問により自分の読み方が効果的であるかどうかをチェッ

クし後に続く文章への読み活動牽最適化しようとする前

向き効果であり，また一つは，今読んだばかりの内容を

見返すよう暗に要求する後向き効果である。この2仮説

についてWatts＆Anderson（1971）は教材の後の部

分で促進効果が大きい事実から，質問は前向きに形成的

に機能すると考察している。また，いくつかの研究は読

み時間から分析を試みている。例えばReynolds，et．al．

一（1979）は，挿入質問と同カテゴリーの教材内容がよく保

持される，例えば質問が名詞を答えさせる場合には教材

中の名詞一般がよく保持される（e．9．Rothkopf＆Bis・，

bicos，1967）事実から，mathemagenic活動とは教材の

どこに定位すぺきかを知らせる選択的注意のようなもの

『だと仮説し．て読みに要する時間を分析した。結果は仮説

・を支持し・質問は読遜全体の所要時間には変化をもたら

・さないが教材各部分への読み時商の分配の仕方を変化さ

第25巻第1号

せた。本実験では，質問による読み過程の変化のメカニ

1ズムを明らかにする一つの方法としてATIからのアプ

ローチを試みた◎

実験

　　目　的

　児童が文章教材を読む過程に関与する知的能力が挿入

質問によってどのように変化するかをATI分析によっ

て明らかにする。

　方、法

　実験は2セクションから成り，1976年10月19日，11月

2、日にそれぞれ2校時を用いてクラス毎の集団検査形式

で行なった。第1セクションは適性の測定，第2セクシ

ョン億読みの実験である。

被験児：京都市内のF小学校5年生6クラス256名（男

子140名，女子116名）。

実験計画：

　適性として，文法能カテスト及び京大NX8－12　知

能検査下位検査（9検査）で測定される10の能力を用い

た。京大NXは因子を想定した知能検査である。文法

能力は読解との相関が高く（国立国語研究所，1969），知

能テストでは測定できない独立した要因であると考えて

適性測度に加えた。文法テストは国立国語研究所編r小

学生の言語能力の発達」のr文法の習得」を参考にして

筆者が作成した。適性測度の検査内容はTable1に示

した5

　処遇は教材中の挿入質問のおかれ方であり以下の3処

遇群を設けた。

　F群：（frequent・questions）1ぺ一ジの教材毎にその

　　　ぺ一ジの内容に関する1質問が入る。

　1群1（infrequent－questions）教材の章毎に質問が入

　　　る。質問はF群と全く向じであるが挿入される

　　　箇所のみが異なる。5～6ぺ一ジの教材の後に

　　　それまでのぺ一ジの質問5～6個がまとめて入

　　　る。質問が入るのは3ヵ所である。

　N群＝（no・questions）質問はなく教材のみを読む。
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Table．1　適性測定に用いた検査

査危 検　査　内　容 躍 時間 測　定　因　子“

京
大
N
x
知
能
検
査
下
位
検
査

本
1
．
及 対語

團すくは（、・一β）鵬・鮒っ㊤㊥　ヒ苗㈱
加

紛，

口．5 舗畿杷握の誰邸

z日常記憶 2分間．日幣生テ舌を言黄しに文茸を翫みt事3検査壊に質問1こ，舌之5． 12 2 言己憶囚子（特殊ロ名語性）

3同図礫見
国
，
目
　 自曲　　【曲白・ 18 1．5 鯛祖亘的速洩因｝

4．異質発昆 回d｝とら師・おん榊鉤＠》のくま 20 1．5 盲語概亀把握のも語因｝

∫点．図形 　の口△：※⇒陣 12 2琶 空間剛

6数交換
〈ろ2個⇔カ・き隅等　もτ季勘　　瞬と65う己の

4）　く轡囮轍圃回食＠㊥由6㊥⑳6 15 25一 数的論理橡偏鵡とす5鴎

7単語舷 おか固さん 30． 暑 吉語の疵暢性爵

＆数計算
　⑤　　　（加えてOの⑳数‘嚇3よ弧．
1　21ヌ（2r　　　　下の数を1つ三肖▽．）・

21 1．5 数的膿縢的計耳能肋因子

9鞭ク又 回識客　う備・㊥鋤④可く・・
20 25 関係杷楓梱子

文　三去 二閃のねじ刀嘱根の上巨］離ご・こをして味す． 17 1∫ （禦濡惣蝦轟轟齢国

＊被験児はこの順序で各検査を遂行した。

＊＊宮嶋（1970）に基づいて筆者がまとめた。

卜

　以上の適性及び処遇が独立変数である，従属変数は，

教材中の知識的情報の記憶，及び教材内容全体の理解の

2点であり，読後テストによって測定された。

材料：

　＜教材＞板倉聖宣著rジャガイモの花と実」（福音館

書店1小学校中級～高校むき）2章から4章までの3章

を用いた。さし絵を除き，1ぺ一ジ2段落となるよう16

ぺ一ジ分に編集した。

　＜挿入質問＞教材1ぺ一ジにつき1問，計16問を作成

した。質問はそのぺ一ジ中のトピックである。教材を読

まねば解答できない具体的なトピックを選んだが，教材

全体のテーマに沿う系統的なものにはなっていない。解

答は2肢ないし3肢の選択法で，正誤はフィードバック

されない。

　　　挿入質問の例

ジャガイモをたくさんとるためにどんなことをするの？

　ア．花をつぽみのうちにつんでしまう6

　イ．花がさいたら肥料（ひりょう）をやる。

　ウ。つぽみができたら花にふくろをつける。

　＜テスト＞テスト項目は内容が挿入質問と一切重なら

ないよう注意した。問題1から4までが知識記憶テス

ト，問題5から7までが内容理解テストで，2テストは

独立に扱われた。

　知識記憶テストは教材中あ知識的項目に関するもの

で，名前及び数を答える再生法と組合わせ法で22点満点

である。

　　　知識記憶テストの例

　（1）ジャガイモの仲間の植物を2つ書いてください。

　（2）再生するものにはどんなものがありますか。今読

　　んだ話の中からできるだけたくさん思い出して書い

　　てください。

　内容理解テストは教材全体の理解にとって重要な事項

に関するもので，記述式で12点満点である。

　　　　内容理解テストの例

花について考えてください。

　（1）植物はなんのために花をさかせるのでしょうか。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　読書科学

　（2）ジャガイモの花はなぜさくのでしょうか。

手続1
　第1セクションで京大NX知能検査及び文法テスト

を施行した。

　第2セクショジでは，F群・1群・N群の3処遇群に各

2クラスを割りあてた。被験児は実験開始時に教材ペン

フレットとテストパンフレットの2冊を配布された。教

材パンフレットは処遇群によって異なり，F群は教材の

ぺ一ジと質問のぺ一ジが交互に入った32ぺ一ジのもの，

1群は教材中の3ヵ所に5～6個の質問が印刷されたぺ

一ジが2～3ページ入る24ぺ一ジのもの，N群は教材の

み16ぺ一ジのものをそれぞれ与えられた。教材とそれに’

対応する質問とは同時に見ることができないよう編集さ

れている。テストパンフレットは3処遇群に共通で，感

想を求ある数項目の後に知識記憶テスト，内容理解テス

トが続く。

　被験児は教示後，各自任意の速さで教材パンフレット

を遂行し，その後直ちにテストパンフレットを遂行し

た。両パンフレットとも時間制限はなかった。教示で，

課題が学校の成績とは関係がないこと，5年生の読みに

ついて調べるのが目的だからふだん自分で本を読む時と

同じように読んでほしいこと，教材パンフレットは前ぺ

一ジを見返してはいけないことを強調した・各被験児が

教材パンフレットを遂行するのに要した時間は10分から

40分の範囲であった。

　　結果

第．25巻第1号

1．挿入質問の主効果

　各処遇群の知識記憶テストと内容理解テストの平均得

点及びSDをTable2に示した。両テストとも処遇群

間に有意な差は認められなかった。F群・1群の挿入質

問の正答数を同時にTable2に示した。挿入質問でも

処遇群による差は認められなかった。

　　　　Table2　挿入質問の主効果　平均値（SD）

知識記憶 内容理解 挿入質問

F　N＝83

1　N＝85

N　N－88

名72
（3．56）

7．92
（3．59）

8．05
（3．69）

2．73
（1．93）

2．57
（1．96）

2．53
（1．98）

13．42
（2．75）

12．95
（2。65）

（満　点） 　　22一

12 16

2．交互作用における挿入質問の効果

　交互作用は，知識記憶，内容理解め各得点を目的変量

とし，適性10測度を説明変量とする各処遇群の重回帰分

析を用いて検討した。本実験のように適性測度を多くと

った場合の交互作用は，n個の適性測度と目的変量とが

作る（n＋1）次元空間において，各処遇群を表わすn

次元超平面がどのように交わるかを示すことになる。

　知識記憶，内容理解のそれぞれに対する各処遇群の重

回帰式はTable3，Table4のとおりである。

　処遇群問の比較のために，各重回帰式への有意な寄与

が認められた適性測度を寄与の高い順に整理し，Table

Table3知識記憶に対する重回帰分析

処　遇　群

　　偏回帰係数
F
　　寄　　与　　率

　’偏回帰係数
1
　　寄　　与　　率

　　偏回帰係数
N
　　寄　　与　　率

文　　法

a1

　　　　
．550

19．20

　＊＊
．494

10．73

．342

3．84

N　X　言　語　的

反対語

　a2

．004

．01

．066

1．73

．023

。22

単語マト
リックス

　a3

　＊69

6．69

．015

．31

．044

1．88

単語完成

　a4

．036

1．42

．036

．87

．007

．03

異質発見

　a5
．07◎

3．87

．018

．16

　ホ05

4．29

日常記憶

　a6

．07

4．20

＊

004

．01

．017

．18

N　X数的

数計算

　a7

5

1．20

．019

．14

．87冒

　1■

数交換

　a8

．01

．028

．65

．077

3．16

NX空間的

点図形

　ag

．025

．87

．025

．81

．003

．01

同図形
発　　見

　a10
．013

．17

．04

．032

．46

b
一1．455

一3．192

L740

重回帰式の

有意水準

Pく．001

（F＝6．09）

P＜．001

（F＝＝4。55）

P〈．001

（F＝3。70）

Y＝alx・1＋a2x2＋…一・…一・＋aloxlo＋b ＊＊＊P＜．001　　＊＊P＜．01　　＊P＜．05　　－P＜．1

一工4一
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内容理癬に対する重回帰分析

処　遇　群

　　偏回帰係数
F
　　寄　　与　　率

　　偏回帰係数
1
　　寄　　与　　率

　　偏回帰係数
N
　　寄　　与　　率

文　法

a1

　　ホ
．230

9．24

。096

1．04

．16◎

3．35

N　X　言　語的
反対語単語マト
　　、リックス
　a2　　　　a3

．019

．62

．07『

5．53，

．013

．26，

．016

．’97

．015．

．73

．022

1．63

単領多『異讐見

一一．00「

　．0

o　

』70，

．01

．，69、

、

．028

1。35

一
． 011

．17

2
2．43

目常記憶

　a6

．020

．84

18

．48

．014

．46

N　X数．的

数計算

　a7

16

．70

．037

1．29

23

．77

数交換

　a8

7
．08

12

．30

　　．046

3．98

N．X空問的

点図形

　ag

17

1．15

．015

．75

6
．16

同図形
発　　見

　a10
．020

1．03

一
． 026

．74

7
．07

b

786

重回帰式の

有意水準

P＜．005

（F＝3．51）

P＜．1

（F菖1．70）

F〈．001

（F＝3。98）

Y昌司』xユ＋a2x2＋……………・一…＋alo1【10＋b　　　　＊＊＊P＜・001　＊ホP＜・01

　　　　　　Table5　各重回帰式に有意に寄与する適性測度

　　　　　　ノ＊Pく．05　　－P＜．1

処遇群

F

I

N

知 識 記 憶

プ　ラ　ス　寄　与

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

文　法　日常記憶　異質発見

　　　ホ
文法

文法数交換

マイナス寄与

　　　　　　
マトリックス

　　　　
異質発見

内 容 理 解

プ　ラ　ス　寄　与

　　ヰ　
文法
　　　
反対語

　　　　　　　　　

数交換文法

マイナス寄与

＊＊＊P〈．001 ＊＊P＜．01 ＊P＜．05

5に示した。重回帰式からの情報をできるだけ多く用い

るために結果は有意な傾向をもつもの（p＜．1）を含め

て検討した。

　読み過程へのプラスの寄与が認められるのは，日常記

憶・異質発見・反対語の3つの言語性検査及び文法，数

交換である。文法がすべての群で寄与が認められるのに

対して，数交換は質問を受けないN群でのみ寄与が認め

られ，また，言語性検査は質問を受けたF群と1群での

み寄与が認められた。

　N群では知識記憶と内容理解の両方で文法，数交換が

寄与し，両テストで共通の結果を示しているのに対し

て，F群と1群では2テスト間で結果が異なる。

　それぞれのテストについて見るならば，知識記憶では

文法の寄与がN群＜1群＜F群と増大する。異質発見は

N群でマイナスに，F群ではプラスに寄与する。各群に

独自に寄与が認められるのはN群の数交換，F群の日常

記憶及びF群の単語マトリックスのマイナスの寄与であ

る。一方，内容理解では，1群で文法が寄与せず独自に

一P＜．1

反対語の寄与が認あられた。また，各重回帰式は十分に

有意であるが，内容理解の1群だけは10％水準の有意性

にとどまっている。F群とN群を比較すればF群で文法

の寄与が大きくなり，数交換の寄与が認められなくな

る。これは知識記憶の結果と同様である。

　　考察

　主効果では挿入質問の読みに及ぼす効果は認められな

かった。主効果がなかったのは本実験で用いられた挿入

質問の性格によると考えられる。従来の研究で挿入質問

が読みに対する促進効果を示しているのは次の2つの場

合である。一つは，挿入質問とテスト項目とが同カテゴリ

ーの再生を求める問題である場合である（e．9．Rothkopf

＆Bisbicos，1967）。一一つは，Watts＆Anderson（1971）

のように挿入質問が逐語的再生以上のものを要求する難

しい課題である場合である。トピックについて少数選択

肢で問う本実験の質問はテストに比べて形式も内容もは

るかに易しく，また，質問自身も決して難解な課題では

ないので，上記のどちらの場合にもあてはまらない。

一15一
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　しかし，この種の質問が読みに影響しないわけではな

い。ATIからの分析は質問が読みを変化させているこ

とを示している。これは，読みに対する外的支えの効果

を検討する際にATIから分析することの有効性を示す

ものである。質問頻度の効果を語彙力と記憶力の2適性

についてATI分析したKoran＆Koran（1975）でも

交互作用が認められたのは処遇による主効果のなかった

無関連項目テストにおいてであり，主効果のあった関連

項目テストでは交互作用は認められていない。

　以下，交互作用に見られた挿入質問の効果について考

察する。京大NX各下位検査の因子の性格づけは宮嶋

（1970〉の因子分析研究に拠った（Table1参照）。

　読み過程への関わりが認められた3言語性検査のうち

反対語と異質発見はともに言語概念把握因子と呼ばれ，

ことばが概念のネットワークを形成して機能しているか

どうかを示す。数交換は数的論理操作を必要とする関係

把握の因子で理系の能力である。したがって，本教材の

読みに必要な能力として文法，記憶，語め概念把握，関

係把握の4つが抽出できる。

　これらの能力の読み過程への関与の仕方は挿入質問に

よって変化する。挿入質問を受けない場合，すなわち本

教材に対するr普通の読み」は文法及び数交換に規定さ

れている。文法が1群内容理解以外のすべての重回帰式

で高い寄与を示していることを考えれば，このr普通の

読み」は数交換に特徴づけられると言えよう。本教材の

普通の読みは関係把握能力に依拠しているのである。N

群は知識記憶と内容理解で類似した結果を示しており，

教材全体の理解だけでなく，教材から個々の情報を得，

記憶しておくためにも関係把握能力が必要なことを示し

ている。質問を受けた読みでは，関係把握能力に代わっ

て，語概念把握能力，記憶といった言語性能力が関与す

るようになる。ただし，言語性諸能力の寄与の仕方は知

識記憶と内容理解で異なっており，質問が記憶と理解の

読みの2側面に対して独自な効果をもつことが示唆され

る。

　次に，記憶，理解のそれぞれに対する効果について検

第25巻第1号

討する。知識記憶においては，質問のない場合から頻繁

でない質問，そして頻繁な質問へと質問頻度による効果

の直線的な推移がうかがわれる。文法が質問頻度によっ

て寄与を順次増大させるのが典型的であるが，さらに異

質発見もマイナスの寄与から寄与なし，そしてプラスの

寄与へと変化する。また，頻繁な質問によってマイナス

の寄与を示す単語｝トリックスは言語課題でありながら

rむしろ理系的能力に近い関係把握の因子」であり，数

交換と類似の因子である。したがって，質問がない場合

の数交換のプラスの寄与，頻繁でない質問の場合の両検

査の寄与なし，及び頻繁な質問の場合の単語マトリック

スのマイナスの寄与の一連の結果は，関係把握能力が質

問頻度によって寄与を低下させることを示すと考えられ

る。関係把握能力は文法，異質発見と逆方向に変化する

のである。これらの質問頻度による直線的な変化は，挿

入質問が読みの一区切りの単位を規定するために生じる

と思われる。本来，本教材の読みは理系的な関係把握能

力を必要とするが，質問によって一区切りの単位が小さ

くなれば文法や語句の能力，あるいは記憶能力によって

教材からの情報を獲得できるようになるのである。

　一方，内容理解においては知識記憶に見られるような

質問頻度による直線的な変化は認められない。内容理解

においては質問によって作られる区切りの大きさが読み

に影響するのではなく，質問め位置が効果をもつためで

あると考えられる。頻繁でない質問は内容的まとまりの

ある各章の後に置かれており，この位置が1群内容理解

の結果を特異にしていると思われる。頻繁な質問の場合

と質問がない場合を比較した差異が内容理解と知識記憶

で同様の傾向を示すのは，頻繁な質問は内容理解におい

ても単に読みの区切りをつけ単位を小さくする機能を果

たしているからであろう。

要　約

　児童の読み過程に及ぽす挿入質問の効果をATIから

分析した。5年生256名を1ぺ一ジの後に1質問，1章

の後に数質問，質問なしの3処遇群にわりあて，知能検

一16一
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査下位検査及び文法能力の10適性による処遇群毎の重回

帰分析を教材の知識記憶及び内容理解のそれぞれ1こ対し

て行なった。結果は読みに関与する知的能力が質問によ

って変化することを示し，ATIアプローチの有効性が

認められた。質問は知識記憶と内容理解に独自に影響し

た。

＜付記＞

／　本稿は，京都大学教育学部に昭和51年度卒業論文とし

て提出したものを加筆修正したものである。論文作成に

あたり御指導下さいました梅本発夫教授，坂野登助教授

に厚く感謝いたします。
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a　test　battery，consisting　of　a　grammar　test　and　the

9aりtitude　subtests　of　the　Kyodai　NX8－12intelli。

菖ence　test．

　　In　the　second　session　the　students　performed　a

士eading　task．　They　were　assigned　to　one　of　three

treatment　groups，in　which　all　students　read　three

chapters　of　a　scienti丘c　text　for　children．　The　first

treatment　group，identified　as　the　frequent・question

group，received　one　question　following　every　passage

of　one　pa言e．The　second　group，identified　as　the

infrequent・question　group，received　four　or　five　ques・

tions　following　each　chapter　of　four　or　five　pages．

The　third　group，identi丘ed　as　the　no－question　group，

received　no　questions．　The　position　of　the　questions

was　different　for　the　first　two　groups，though　they

were　the　same　questions．

　　After　completing　the　reading　task，the　students

proceeded　to　the　criterion　tests．These　were　a　memo・

ry　test　on　factual　information　in　the　text　and　a

comprehension　test　of　the・text．The　students　per－

formed　the　reading　task　and　the　criterion　tests　at

their　own　rate，without　spec孟c　time　limits．

　The　criterion　test　analysis　of　the　main　effects

showed　no　differences　among　the　three　treatment

groups．　The　inserted　questions　used　in　this　experi・

ment，were　possibly　too　easy　to　facilitate　the　hypoth・

esized　mヒmoryI　and　comprehension　effects．Previous

investigations　which　found　facilitative　effects　used

questions　in　the　same　category　as　the　criterion　test

items，or　used　more　di伍cult　questions　requiring

deeper　processing　of　the　text．

　　Effects　of　the　inserted　questions　were　found　in　the

interaction　analysis　of　the　ATI．This五nding　demon．

strated　the　emcacy　of　the　ATI　approach　in　investi・

gating　the　effects　of　extemal　aids　on　reading．　To

evaluate　the　ATI，a　multiple・regression　analysis　was

第25巻第1号

used。　The　partial　regression　coemcients　of　the10

aptitude　meas皿es　on　the　two　criterion　test　scores

were　calculated，and　compared　among　the　three　treat－

ment　groups・

　The　main　results　of　the　regression　analysis　are　as

follows．

　　1．　Four　separate　aptitudes　entered　into　the　re・

　　　gression　equatiops　for　the　reading　cτiteria．These

　　　were：grammatical　ability，memory，conceptual

　　　grasp　of　words，and　understanding　of　relations．

一18一

2．　Grammatic　aptitude　was　predictive　of　memory

　and　comprehension　in　all　conditions，except　for

　　the　comprehension　criterion　in　the　infrequent・

　question　group．　Its　contribution　was　included

　in’the　regression　equations　regardless　of　the　pre－

　sence　or　absence　of　questions．Memory　and

　conceptual　grasp　were　signi丘cant　predictors　in

　the　two　question　groups，while　understanding

　of　relations　was　most　influential　in　the　no・ques－

　tion　group．The　result　in　the　no－question　group

　demonstrated　that　th6aptitude　for　understand・

　ing・of・relations　is　predictive　of　both　memory

　and　comprehension　of　this　text．With　ques・

　tions　inserted　during　the　reading　process，memo・

　ry　and　conceptual　abilities　hold　more　predictive

　valuel

3．　Inserted　questions　influenced　the　memory　of

　factual　information　and　the　comprehension　of

　the　text　in　different　ways．　Signi且cant　aptitude

　measures　in　the　regression　equation　on　the

　memory　criterion　showed　linear　transitions　with

　question　pacing，from　a　no・question　condition

　to　an　infrequent・question　condition，and　then　to

　a　frequent－question　condition．This　may　indi－

　cate　that　the　length　of　the　reading　unit，separated

　by　inserted　questions，influences　the　acquisition

虞
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of　factual　information．On　the　other　hand，the

predicti・n・fthe一己・mp士eムensi・爺・criteri・nfailed．．・

to　show　a　similar　linear　transition．An　analysis

・ftheinfrequent・questi・nrc・nditi・h　sh・ψed

idlosyncratic　results．Unlike　the　other　groups，

grammatic　aptitud“was　not　predictive　of　the

　　　　　comprehension　criterion．The　ap砒ude　predictors

，　　were　not　so　effective　in　predicting　the　compre。

　　　　　hension　criterion　for　the　　infrequent－question

l　　　　group．　It　is　concluded　that　the　position　of　the

　　　　　questions　has　an　effect　on　comprehension，

　　　　　whereas　the　pacing　does　not．

ρ
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視点の言語心理学的研究
文の述部に焦点をおいて

＊

筑波大学

鈴木情 一
＊＊

　視点（Point　of　view，Perspective，Empathy）とは，

本来，対象との関係で規定される観察者の位置のことで

あり，空間的なものである。しかし，それは，主体と客

体という認識一般（知識とその獲得）に関わる問題であ

るがゆえに，あらゆる方面に隠喩的な拡張がなされ，複

雑な様相をもつにいたった。

　文学では，視点が主に文体創出の一一技法，すなわち，

作者が対象とする事象についてどのような知識を有して

いるか，又は，どのような知識を有しているとして，物語

を展開レていくかの技法，として追求されてきた。もっ

ぱら，物語の構成に関わる概念として利用されてきた。

それに対して，最近，言語学の領域で，話者の視点が文

内における語イの選択や変形の選択の仕方に直接反映さ

れているとの知見が明らかにされた。代表的著作として

久野障の一連の著作（久野1976，1978，1979，Kuno＆

Kaburaki1977）と大江三郎（1975）があげられる。久

野は，視点の問題が言語のもつ基本的な構造に直接関わ

るものであるとし，その基礎には，話者の文内で表現さ

れる人物に対する共感（Empathy）があるとした。そし

て，その共感の対象人物（視点人物）を表現している様

々な言語的手段について論じ，いくつかの原理や規則を．

提案している。対して，大江の研究の焦点は，話者が他

者の主観に属するとされる感情や判断を表現するときに

なされる，視点の移行の仕方におかれている。両者が共

＊The　ef琵cts　of　viewing　perspectives　on　the

　verbch・icesf・rsentensepredicates．

＊＊SUZUKI，Seiichi．（University　of　Tsukuba）

通に取りあげている言語表現としては，“あげる”，“も

らう”，“くれる”，そして，“いく”，“くる”，そして代

名詞類などがあげられる。これらは直示表現（Deictic

expression）として従来分類されてきたものをも含んで

いる。

　さて，この実験で視点人物を表現する文表現上の手段

が，主に，文の主語（係助詞“ハ”によって表示される

主格主題）の指示する人物であるとの仮定をふまえ，絵

の構造との関わりで話し手の視点の移行（Perspective

taking）の特徴をとりあげる。

　言語心理学の領域で，主語（Subject）が発話生産に

おいて係留点となる人物を表現する言語的装置であると

し孝のがErte1（1975）である。久野も，最も一般的に

視点人物を表現するのは主語であると提案をおこなって

いる（表層構造の視点ハイアラーキー規則）。同様の考え

は毛利可信（1979）にもある。毛利は話者対主語という表

現上の対立をふまえているのであるが，実は，視点の問

題は，言語（文）表現における主観的表現（話者より）

と客観的表現（主語の指示する人物より）の対立を含む

統一という観点から追求されなければならない問題であ

る。さらにChafe（1976）も，主語の一機能として久野

のいう視点を考えている。

　この実験では，話し手が直接言語表現形式（ここでは

動詞）の選択に関わりをもってくる，いわゆる，直示表

現（Deicticexpression）の代表である“いく”と“く

る”を取りあげる。“いく”と“くる”はその選択に発

話時点の発話者のとる視点（視野）が表面にでてくる動

一・20一一
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詞である。

　文型としては単文と複文の2種をもうけた。単文（猫

がにげてくる（又は，いく））では動作者である猫が主

格表示の格助詞“が” によって表現されている。発話者

（話し手）の位置，又はその依拠する視点人物の位置に

よって，“いく”又は“くる”の選択がなされる。照応

される絵の中には文によっては指示されないが，この事

態（全体としては，犬が猫を追いかけている，又は猫が

犬に追いかけられているともとれる）を見ている観察者

的人物が1人又は2人描いてある。被験者のとれる可能

な視点（人物）の候補者としては発話者（絵に向う位置

にいると考えられる），又は㌧絵内人物があげられる。

　複文は，この単文を埋め込み文としている。母文の主

語は絵内の人物を主格主題として係助詞“は”によって

表現している。動詞としては“見る”，“言う”，又は“思

う”の3種類を用い，それらに承接する助動詞として過

去時制を表わす“だ又は進行態を表わす“ている”を

選んだ。

　動詞は各動詞がその動作者（経験者）に対する発話者

の関与の度合いが異なると考える筆者の考えにもとづい

て選んである。“見る”は見る主体の視線の方向とそれ

に対する発話者の位置が問題とされる。“思う”はいわ

一A髄

ゆる主観述語の一種で，動詞の示す思うという主観的経

験には，発話者が入りこまないと表現が不可能である。

この意味で発話者の関与の度合が強い。　“言う”は勤作

者の客観的行為として認識されやすい動作であり，その

内容も含めてそのまま報告されやすい。

　助動詞“ダ’は文の内容を過ぎ去った過去の事柄とし

て現在の時点から反省的に呈示するものである。それに

対して“ている”は文の内容を対象化し，それを進行態

として把握するもめで臨場感をあおぐことにより発話者

の存在をも浮きぼりにする。

　注．課題は限定作文法とでもいうべき事態を作り出す

ので話し手の観点に立つ生産事態である。　（以下，実施

した実験の一部を報告する）。

実験

舞

姻

　目　的

　絵を見ている小学生は自分の視点ではなく，文の主格

主題（主語）によって言及する人物の視点（視野）をと

って文を理解し，それにあうように文の産出をおこな

う。このζとを絵の構造（描き方）との関係で追求す

る。

　方法
　　　　　　　蓼　　　一B一　　　　　　　　　　　　　。C一

◎⑦案・

魍

18　　　1
　　　　　　、l

　K　　けんじ
　」　　じろう
　冊　　たろう

　c　　ね　こ

趣
・萎暫

A：文の主語で指示する人物が奥にいて，被験者と視点く野）が対立。

B 〃 手前にいて， 〃

C3　　　　”　　　　　　　奥にいて，　　　　　〃

　　（もう1人一蛍する人物が描いてある。）

　図1　実験材料の略図

一21一
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　1．被験者：当初は小学校の3年生と6年生とを対象

としたが，後に比較のため1年生も加えた。3年生と6

年生各3クラス，1年生は20人ずつを教師に選んでもら

った（国語の学力によって，担任の教師に上位20人を選

択してもらった）。

　2．材料：文材料と絵材料とがある。④絵材料（図

1）：犬が猫を追いかけている様子とそれを見ている人

物の絵。その人物が1人で，その視野（視点）が被験者

のそれに一致する絵（B）と対立する絵（A），加えて互

いに対立する視野をもつ2人の人物の描いてある絵（C）

あ計3種類。注．絵には，文の主語で指示する人物には

名前が記入してある。◎文材料：横18㎝，縦7㎝の紙片

に横がきで次のような文がタイプ印刷してある。例：た

ろうはねこがにげて〔掬とおもった・文型としては

単文と複文の2種類ある。単文は1文で，　“ねこがにげ

ていく（くる）。”複文は6種類ある。埋め込み文として

単文をもつもので，母文の主語は絵内の人物を指示して

いる。その母文の動詞として“見る”，“言う”，“思う”

の3種類。承接させる助動詞に“た”，“ている”の2種

、類，計3×2＝6種類となる。文型は従って7種類とな

る。呈示順序はランダムにしたが，被験者をとおして同

一である。又，“いく”と“くる”の上下の位置は文毎

に入れか零た。7種類の文型は左とじの小冊子とした。

＊各学年各クラス毎に・絵のA・…B・Cのし’ずれかと

　　　　　　　　　　　　　　　　！7種類の文型を組合せて与えた。1
　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　　　サ
　リ　　　

　1手続き
　1　＼
　‡人の教師が全クラスを実施した。まず・絵と文材料

をくばり，絵の上下を確認させう机の前方正面の位置に

おかせ，最後までその位置を動かさないよう指示した。

教示は，基本的には，以下のようである。r絵と文，2

種類の材料があります。絵には犬が猫を追いかけている

様子と』それを見てし、う男の子が（1人又は2人）描いて

あります。文のほうには，例えば“犬が猫をおいかけて

いく（ぐる）。”などの文がかいてあります。みなさんに

は，“いく”と“くる”のうちでどちらの方を選んで文

をつくると，絵に描いてある内容が正しく伝えられるか

第25巻第1号
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4
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－

1年生　3年生 6年生　平　均

図2　学年別，絵別の平均値

を考えてもらいます。“いく”と“くる”を両方つかっ

て文をつくり，自分でょいと思った方に○印をつけて下

さい。」なお，文材料は教師の指示によってめくらせた。

実施時間は5～6分であった。

　結果
　1．測度：母文の主語の言及する人物の視点（視野）

にたって猫の動きを表現する方の補助動詞を選んだ数。

即ち，絵Aでは“くる”，Bでは“いぐ’，又Cでは“い

く”を選択した場合を各1点とする。なお，単文の場合

も各絵の登場人物の視点（視野）からみての表現をとっ

た。注．Cla士k＆Gamica（1974）の研究では，9才以

後，“come”、と“gb”1の理解に差がなくなる。
　　　　る　　　　　セ　　　　！F　　　l
　2・分析1注・要因として，学年，絵，文の種類（文

　　　　　　　イ
畢）め3？があげられるカ㍉統計処理郷合上2要因

ずつの組合せとしで分析した。

　（i）複文：α）学年と絵について。人物を主語にもた

ない単文を除いた残り6文の平均値を学年，絵毎にプロ

ットしたのが図2である。まず，学年×絵について分散

分析をおこなった（表1）。その結果，学年，絵，両者の

交互作用あすべてに有意な差がえられた。学年について

は，反応率の高い順に6年生（96．3％），　1年生（84．4

％），そして3年生（75．3男）であった。1年生と3年

一22一
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表1学年と絵の分散分析「

視点の言語心理学的研究

　　　　　については，3年と6年で（to’＝2．748，df〒33（37），

要因

学　　年

　絵

交互作用

誤　　差

全　　体

平方和

69．013

34．481

22・ユ51

435．71

561．355

自由度

　2

　2

　4

270

278

平均平方

34．5065

17．2405

5．538

1．614

F

21．379

10．682

3．431

P

P＜．01

P＜．01

P＜．01

生の反応率が逆転してし～るのは，1年生が教師の評価に

よって言語的にすぐれているとされる児童であるからで

ある。絵の種類では，B（91．8％），C（86。5％），A

（79．0％）の順序であった。Bは被験者の視点（視野）

と文の主語によって指示する絵内人物の視点とが一一致す

る絵。Aは対立する視点をもつ人物の描かれている絵で

あり，CはA同様，主語によって指示する人物は対立す

る視点をもつが，さらにもう1人の人物が描かれている

絵である。Aについてさらに学年別に反応率を調べる

と，1年生71．7％，3年生62．3％，6年生97。8％，平均

79％であった。交互作用は，Aが1，3年生では最低で

あったのに，6年生では最高の反応率を示していること

にもとづいている。

　次に，学年別，絵別に詳しい分析をおこなう。まず，

学年間での比較のために各絵毎に分散分析をおこなっ

た。すべての絵について3つの学年間で有意な差がえら

れた（A：Foニ23．324，df・＝2，89，P＜．01，B：Foニ

4．376，　df＝2，89，　P〈．05，C：Fo＝4．628，df＝2，92，P

＜．05）。次に対にして比較した。すると，同様にすべての

組合せについて有意な差がえられた　（1年と3年：toニ

2．086，df＝164，P＜．05，1年と6年：toニ3。334，df＝

59（112），P＜．01，3年と6年：to＝7．169，df＝105

（112），p＜．001）。最後に各絵毎に対比較をおこなっ

た。ここでは有意差のあったものだけをあげる。Aで

は，1年と6年（to’ニ3．867，dfニ19（37），P＜．01），3

年と6年（to’＝5，279，dfニ19（37），P＜．001）。Bの絵

　　　　　　　　　　　　　　　亀

p＜．05》そして，Cでも3年と6年の間に（toニ3。078，

df＝73，P＜・01）。以上をまとめる。全体を通じて，6

年，1年，3年生の順序で主語の指示する人物の視点を
　　　　　　　　　ヌ
とる割合が高いといえるざ絵との関係では，3年生と6

年生との間にはすべての絵虐通じて有意な差が見られた

が，1年生と6年生の間ではAについてだけ差がえられ

たにすぎない・　　、
　（ロ）絵の種類について検討する。まず，各学年別にA，

B，C，の差を検定比較した。1年生と3年生とで有意

な差がえられた（1年生：Fo＝37．803，df＝2，57，P＜

・01，3年生：Fo＝6・96，df＝2，103，P＜・011）が，6年

生ではえられなかった（Fo＝0．637，df＝2，110）。次に

対比較をt検定によっておこなった。すると，，AとBの

間の差は有意なものであった（to’＝3．968，df＝91，P＜

．001）が，AとC，BとCの差は有意ではなかった（A

とC：to＝1．953，df＝185，　BとC：to，＝・1．736，df＝

91（94））。A，B，C間で有意塗差のえられた1年生と

3年生とについて対比較をおこなうと，1年生ではAと

Bの間で（to’ニ2．928，dfニ19，P＜．01），3年生ではA

とB，AとCの間にそれぞれ有意な差がえられた（Aと

B：toニ3．653，df＝66，P＜．001，AとC：toニ2．352，df

＝70，p＜．05）。以上をまとめると次のようにいえよう。

全体的にみると，B，C，Aの順序で主語の指示する人

物の視点をとりやすいといえる。しかし，6年生では絵

の種類に関して差はなく，1年生と3年生にみられた差

も基本的にはAとBとの間の差に依存するものである。

　（ii）単文：仔）これまで6種類の複文についてのべて

きたが，次に単文の結果を整理する。結果は図3にみら

れる。各群の人数が異なるので，人数nのかわりに調和

平均をとり，角変換して分散分析を適用した（表2）。

複文と同じく，学年，絵の種類，および両者の交互作用

とすべてに有意な差がえられた。絵の種類は平均でみる

と，B，A，cの順序となっており，複文の結果（B，

C，A）と異なっている。又，学年別でみると，1年

生，3年生では，B，A，Cの順序で一致しているが，

一23一
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図3　単文の反応率

衰2絵と学年の分散分析

要因 平方和，自由度（XニSS／62．W
平均平方

　絵　　F1287．86「

学年186．221
交互作用　435．365

全群間1909・453

21

2…

4

8

45．046

6．514

15．228

66．787

P

P＜．001

P＜．05

P＜．001

P〈．001／

群　内 ・一　　　　〇c62・W＝＝28．59

第25巻第1号

かるとおり，1年生と3年生とではBが特に高い反応率

を示しているが，AとCの間の差は大きいものではな

い。 6年生ではCが特に低いがAとBの間には差がない

ように思える。学年別の絵の対比較でも獄上の事が確め

られた。まとめると，1年生と3年生ではBが高い反応

率を示して絵の間の差が生じ，6年生ではCが低いこと

により生じている。

　㊦学年間の比較をおこなう。絵別の比較では，図から

もわかる通り，Aにだけ有意な差がえられた（A：¢02ニ

12．453，df＝2，P＜．01，B：¢02＝2．489，df＝2，C：

¢02〒0．311，df＝2）。そこでAについてだけ，学年対の

差を検定すると，1年生と3年生との間に有意な差はな

かったが，6年生と1，3年生との間の差は有意な水準

にあった（1年生と3年生二が＝0．057，6年生と1年

生：¢2＝8．839，p＜．01，6年生と3年生二¢2＝11．828，

p＜．001）。しかし，絵の種類を無視した学年対の比較で

は3年生と6年生の圃でしか有意な差はなかった（がニ

5．998，p＜．05）。以上からいえることは，　6年生が1

年，3年とは対照的に，絵のAで高い反応率を示してい

ることが学年間の差をつくりだしている一要因であると

10

％

9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86年生だけAがBをこえる高い割合を示している。これ

が交互作用の意味である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7
㈲絵の比較をおこなった。まず，学年別に検討する

と，全学年とも有意な差がえられた（1年生：¢02＝10。　　i

133，dfニ2，P＜．01，3年生：∬♂ニ10．904，df＝2，Pく

．01，6年生：¢02：＝22482，df＝：2，、Pく．001）。対にして

比較しても同様にすべて差は有意なものになった（A対

B：がニ9，210，p＜．◎1，A対C：¢2＝8．554，p＜．01，

B対C：がニ32・384，pく。001）。しかしながら図からわ

一24一一
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視点の言語心理学的研究

いうことである。，

　（岱）　7文型（単文と複文）の比較（述部の比較）：

単文を含む7種の文型を相互に比較する。学年，絵を無

視して文型別の反応率をプロットしたのが図4である。

・単文の反応率が他の複文と比較して特に低いことがわか

る。単文は74．6％，複文は最低の“言った”文でも83。5

％でその差は10％近い。複文どうしでの差は小さいが反

応率の高い順に並べると，“見ている”，“見た”，“言っ

ている”，“思った”，同率で“思っている㌘，4‘言った”

となる。

　動詞と助動詞の組合せによる分析はあとにまわして，

まず7種類の文型間の差をがテスド宅検定すると，有

意な差がえられた（が＝38．594，df＝6，p＜．001）。し

かし，単文を除く複文6種類について比較すると有意な

差はえられなかった（が＝5．710，df＝5）。

　ついで，学年別に文型差を調べた。7種類の文型すべ

てにわたって，6年生＞1年生＞3年生の順序が保たれ

ているので交互作用はない。その結果は6年生が7文型

で有意な差に達しただけで，他の学年では7文型，複文

ともに有意な差はな・かった。6年生：、がニ50．827，《1fニ

6，　pく．0010

　絵別に文型差を比較した。各文型から絵の順序を比較

すると，単文ではB＞A＞Cになっているのを除いて，

すべてB＞C＞Aとなっている。交互作用が予想される

がここでは無視する。有意な差がえられたのは，絵のC

で，7文型の場合だけであった（¢2＝77．660，df・＝6，

p＜．001）。、以土をまとめると，単文と複文の間にははっ

きりとした差があること。又，複文6種類の間には有意

な差はない。単文を含めた7文型でえられた差は主に単

文と複文の間の違いを反映していることがあげられる。

　単文が複文と比較して絵内人物の視点をとりにくいこ

とがわかった。このことを含めて文型間の違いを他の側

面から調べてみる。表3は，反応が“いく”か“くる”

かの2値的な強制選択法である点を考慮し，7種類の文

型の各々について，その反応率が一方向に有意にかたよ

っているかどうかをCRテスト（賄界比テスト）で検定

表3述部の有意差の有無による分類

学年

1年生

3年生”

6年生

A

B

C・

．A・

B

C

A

B『

C

有意差あり

見た，思った，言

っている

全文型

見た，言った，思

った，見ている，一

言っている，思っ

ている

見た，言っている

全文型

見た，言った，思

った，見ている，

言っている，思っ

ている

全文型

全文型

見た，言った，思

った，見ている，

言っている，思っ

ている

有意差なし

単文，言った，見て

いる，思っている

単文

単文，言った，思

った，見ている，／

思っている

単文

単文

した結果である。まず，BとCの絵の結果が3学年を通

じて同一であることがわかる。ここから2つの特徴が引

き出せる。1つは，Bでは単文を含む全文型とも有意な

差があることである。これな被験者の視野と絵内人物の

視野が一致するかち当然の結果である。2つめは，Cの

絵で単文と複文が有意差の有無によって明確に区別され
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　　　　　　　　　　　　　　　　　読書科学

ることである。Cでは，複文の車語によって指示される

人物が被験者と対立する視野をもっているが，同時に一

，致する人物も描かれている。このことによって，絵の中

には1種の多義的状態において主語によって視点となる

人物を指示しているか，いないかの差を意味している。

Aでは学年差が見られる。6年生は全文とも有意な差を

示している。6年生は絵の描き方によって影響されない

ことが再確認される，と同時に，6年生では単文も有意

な差がある点に注目すべきである。1，3年生では文型

によって有意差の有無がわかれる。つまり，Aでは学年

差，文型差ともに現われる。さて，Aの1，3年生で有

意差のある文型は“見た”，“言っている”，“思った”の

3文型であり，前2文型は両学年に共通である。有意差

のないものとしては，単文のほかに，“言った”，“思っ

た”，“見ている”，“思っている”がある。“思った”以

外は両学年に共通である。すでに触れた文型の反応率の

順序と比較すると，第1位の“見ている”が有意差のな

いほうに含まれているが，2，3位の“見た”と“言っ

ている”は有意差があるほうである。又，5，6位の

．“言った”と“思っている”が有意差のないほうに含ま

れている。これらの結果はここで採用したような実験課

題では区別することの難しい差異が複文の間（動詞と助

動詞の組合せ）にあることを示している。このことは次

にのべる動詞と助動詞別の反応率の比較からもわかる。

第25巻第1号

なお，学年別に文型の反応率をCRテストで検定すると

すべての文型で有意な差があり，絵別ぞは，Cの単文で

は有意差はないが，他は有意な差があった。

　文型比較の結果，6種類の文型の間に有意な差はみら

れなかった。ここでは動詞と助動詞別の反応率を提出す

る（図5）。差はすべてほんのわずかなものであり，動

詞，助動詞ともに有意な差のないことをふまえた上での

議論である。動詞を比較すると，“見る”が両方の助動

詞を通じて最も高い反応率を示している。　“言う”と

“思う”は助動詞によって逆転している。これは主に，

“思う”は助動詞によって差がゼロに近いので，　“言

う”が“テイル”の場合に“ダ’と比べてわずかではあ

っても増加していることによる。同様の分析を学年別，

絵別にやってみると，絵のBとC，学年では3年生に同

一一のパターンが見られた。微妙な差が一貫して存在して

いることがうかがわれる。

　（iv）以下，3種類の動詞と学年，絵との関係を交互

作用に焦点をあてて報告する．（図6）。

　仔）動詞と学年：分散分析表が表4にみられる。動詞間

には，文型差同様，有意な差はない。学年と交互作用に

有意差がえられた。まず，交互作用は動詞毎の反応率が

学年によって異なっていることを反映している。その順

序は以下の通りである。1年生：“見る”，“思う”，“言

う”。3年生：“見る”，“言う”，“思う”。6年生：“言

ぐ

100

go

80

％

7

ひ一一．見る
ひ　　　のまヨつ

◆．＿→思う

タ テイル

図5　動詞，助動詞別の反応率

2

1．5

1

●一一→　　見る

0一一一〇　　置ヨつ

一　　思う

1年生　3年生　6年生　　　A

図6動詞と学年，絵

B　　　C
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表4・動詞と学年の分散分析

視点の言語心理学的研究

　　　　“見る”と，“思う”では有意差がえられた（それぞれ，

要因

動　詞

学　年

交互作用

誤　差

全　体

平方和

0．518

29．161

30．787

234．289

294．289

自由度

2

2

4
828

836

平均平方

0．25

14．581

7．697

0．283

，F

0．915

51．523

27．198

P

P＜．01

P＜．01

表5一動詞と絵の分散分析

要因

動　、詞

　絵

交互作用

誤　差

全　体

平方和

0．518

9．193

10．783

274．261

294．755

自由度

2

2

4
828

836

平均平方

0．259

4．597

2．696

0．331

F

0．782

13．888

8．145

P

P〈．01

P＜．01

　　　　　　　　　ンう「”，“思う”，“見る”。、1，3年生では“見る”が第1

位であるのに6年生では最下位となっている。勿論，有

意な差はないが。次に，各動詞別に学年間の差を検討し

た。すべての動詞について，6年生＞1年生＞3年生の

順序を示しているが，これは複文の結果と同じ。すべて

の動詞について有意な学年差がえられた（見る：Fo＝

9．858，df＝2，276，P＜．01，言う：Fo＝19。553，dfニ

2，276，　P＜．01，　’、思う：Fo＝15．063，　df＝2，276，　P＜

．01）。

（ロ）動詞と絵：表5が分散分析の結果である。主要因の

うち絵，そして交互作用が有意であった。まず，交互作

用についてふれる。これは絵によって動詞の反応率の順

位が異なることを反映している。AとB，Cで異なり，

Aでは“言う”が最高で“具る”と“思う”が同率で続

く。BとCでは，“見る”，“思う”，“言う”の順位にな

っている。動詞別に絵の間の差を検定比較してみると，

Foニ1α325，df＝2，276，P＜．01，Fo＝4，420，dfニ2，276，

p＜．05）が，“言う象ではえられなかった（Foニ1．702，

df＝2，276）。“見る”のFoの値が“言う”のそれと比

べて大きいことに注意する必要がある。“見る”につい

て，絵の対の差をt検定で比較すると，A，BとA，C

には有意な差がえられたがBとCではえられなかった

（A対B：to’＝4，190，df＝9L　P＜．001，A対C：to’＝

2。831，df＝91（94），P＜。01，B対C：to’＝1．493，df＝

91（94）。“見る”の文がAで低得点を示しているのであ

る。“思う”につし・ての絵の対比較でもAとBとの間に

は有意な差がえられた（to’ニ3．096，df＝91，、P＜．01）。

しかし，AとC，BとCの間には有意な水準に達するほ

どの差はなかった（それぞれ，toニ1・q5，df＝・185，to，

＝1．529，df＝91．（94））。“見る”のAとCの間の差を学

年別，付加する助動詞別に分析すると，1年生では“見

ている”（¢2＝7．025，p＜・01），3年生でも“見ている”

の方だけ有意な差がえられた（¢2ニ8．991，p＜．01）。6

年生は有意差なし。同様に，AとBの間では有意差のあ

ったのは次の通り。1年生の“見ている”（¢2＝10，p＜

．01），3年生の“見ている”（がニ9。49，p＜．01），“見

た”（〆＝・4．191，P＜。05）。6年生は有意差なし。“思

う”について同様の分析をする。A，Bの間に差のあっ

たのは以下の通り。1年生の“思っている”（劣2・＝4．329，

p＜．05），3年生の“思った”（¢2ニ13．883，p＜．001）。

ただし“思っている”もCRテストではCR＝1．654，

p＜．05。6年生は差なし。

　上記の結果をまとめると，・動詞間には学年の時と同

様，有意な差はなかった。絵の種類と交互作用に有意な

差がえられ，それを詳しく分析すると“言う”では絵に

差はなく，“見る”と“思う”で差があった。それらの

差はAの低率にもとづくBとの差に主な理由が見い出さ

れる。，ただ，“言う”がAで最高の反応率を示している

ことが注目される。助動詞を考慮した分析では，1，3

年生に共通に有意な差がえられたものとして，A，B間

の差では“見ている”と“思っている”，A，C間では
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裏6　（r君った」文一r単文）の割合（％）

学　一第25巻第1号

　　加する。

A
B
　
　
l C

　　　；1年生
　　　i3年生
6年生　一

0
2

．g　l

5．3　1

一5

－11．7　1

　2．6　：

25＊

18．5＊

37．8＊＊＊

平　　均 2．7 一4．7 27．1＊＊＊

　　　　l
r見た」文 44　1 1．1 32．6＊＊＊

“見ている”に絵の悶の差がみられた。

　（v）　最後に，各絵別に単文と複文とを比較し，絵内

人物に文の主語によって言及する場合（複文）としない

場合（単文）との量的比較をおこなってみる。

　表6は，統計処理上，平均値を使用するのが困難なの

で，複文の代表として“言った”文を取りあげ，この文

と単文との反応率の差を学年別，絵別に表示したもので

ある。なお，最も下の行には平均反応率が最も高い“見

た”文と単文との差を示した。“言った刀文は平均反応率

が最低なので，両文型の結果を比較することによって範

囲（レンジ）がわかる。3学年を通じての絵別の単文の反

応率はAが75。1鰯，Bが924％，Cが55．8％である。6種

類の複文の平均値はAが79．0％，Bが91．8％，Cが86．5

％であり，Cの差が最も大きい。表からわかるとおり，

AとBは全学年を通じて有意な差はない。Cは最低が3

年生の18．5％から最高は6年生の37。8％にまでひろがる

が，全て有意な差があり，Cの絵でだけ主語による人物

指示の有・無の差が出ている。Bは被験者の視点と絵内

人物の視野が一致するので差がなくて当然である。しか

し，Aの絵でも差がないのは単文，複文ともに80％程度

対立する絵内人物の視点をとって反応していることから

みて，絵の内容によるものと思える。しかし，単文を擾

文の中にまぜて呈示しているので，そうした複文からの

汎化的効果によるものとも考えられる。ともあれ，Cの

絵の場合，主語によって視座とでも名づけるべき人物を

指示する効果は指示しない場合と比べて25～30％程度増

考察と結論

　学年，稔文型という羊な要因毎に考察を加えてい

く。

（i）学年：絵内人物が被験者と対立する視点をもつ

Aの絵と複文の組合せにおける反応率をみてみると・1

年生71．7％，3年生62。3％，6年生97。8％であった。最

低の3年生では62．3％程度であるが言語的にすぐれた児

童の選んだとはいえ，1年生で71・7％が文の主語の指示

する人物の視点（視野）をとって反応していることがわ

かる。6年生では完成している。さて，学年差について

は，複文によって確認された6年生＞1年生＞3年生の

順序が動詞と学年の関係の分析，絵の種類別の分析でも

支持されている。各学年間の差については，複文の結果

から6年生＞3年生は有意な差がえられたが，1年生と

3年生の間には有意な差はなかった。即ち，絵の種類や

文型によって変化するのである。こうした結果から，6

年生は絵の種類や文型による影響をうけないで主語の指

示する人物の視点をとるといえよう。それに対して，

1，・3年生は絵の種類（特に，AとBの差異を反映し

て）や動詞（助動詞を含めて）によって順序が逆転しや

すい。この結論はおおむね単文やCRテストの結果によ

っても支持されているっ

　（髄）絵：6種類の複文の結果から，B＞C＞Aが確

認された。しかし，基本的にはAとBとの対立が底にあ

り，AとC，BとCの差は学年や文型によって変動する

ことがわかった。しかも，1．，3年生に限って。このこ

とは動詞と絵の分析結果からも支持されている。しか

し，単文の結果ではB＞C＞Aは確認されたが，対比較

はすべて有意な差があらわれた．これら複文と単文の違

いは視点となるべき人物を言語的に指示する場合としな

い場合との差を反映している。絵別の特徴として，Aは

学年差（特に1，3年生），文型差を反映しやすい絵であ

る．被験者の視点（視野）と絵内人物（唯1人）の視野

とが一致するので当然の帰結である。Cの絵は全学年を
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視点の言語心理学的研究

通して単文と複文の差の出る絵であった。これは，Cで

は対立する視点をもつ2人の人物が描いてあるため被験

者のとるべき視点が選択肢として明示され，、同時にそれ

らの間の視野上の対立が自覚されることによるものと考

’えられる。被験者は選択の判断基準を文に求めるのであ

る。

　（岱）文型：学年では1年生と3年生の相違が，又，

絵の種類ではAとC，BとCの違いが文という要因に依

存して変化することがわかった。ここでは，これらの交

互作用にふれる。

　仔）単文と複文：絵内人物の視点をとる割合は単文が平

均74…6％，複文が85．8％であった。Bの絵を除いたAと

Cの平均ではそれぞれ66．8％，82．8％であり，その差は

16％になる。絵別にみてみると，表6より，AとBはほ

とんど差はなく（単文一Aの6年生を除く），Cに差が

みられるだけである。Cの平均反応率の差は3学年を通

してみると27・，1％と％以上にも及ぶσこの差は絵内人

物を文の主語によって指示する場合としない場合との

Perspective・takingの差を意味している。Cの絵の特徴

についてはすでにふれた。それに対してAでは，1，3

年生では単文と複文の差はまったくみられなかった。さ

らに単文のCRテストでも有意な差がなかった。ただ6

年生だけに単文のCRテストで有意な差がえられた。こ

れらの結果から次のような学年別の特徴がひき出せる。

　1，3年生の場合，絵の中に対立する視点（視野ンをも

つ選択肢的人物が明示され，かつ，その一方の人物が文

によって指示的に言及される場合にはじめて自己と対立

する視野をもつ絵内人物の視点をとれるのである。対し

て6年生ではAのように自己に対立する視点をとっては

いてもそれが絵の中で唯一的人物なら容易に自己の視点

を放棄してその対立する人物の位置に立つことができる

のである。しかも，Cのような絵内人物間の視点の対立

にも適切に反応している（単文と複文の違いに応じて〉。

　（ロ）複文の比較から動詞の特徴：6種類の複文，動詞，

助動詞，それぞれ，有意な差はなかった。しかし，絵お

よび学年との相互作用があり，相互に微妙な差異の存在

することがわかった。ここではこうした差異を取りあげ

てみたい。各動詞別に結果を整理してみる。

　・“言う”は3つの動詞の中で唯一3種類の絵の間に有

意差のなかった動詞である。ただし，Aでは最高の反応

率を示していたが，学年との相互関係では6年で最高，

1年生で最低であり，　“見る”とは対照的である。助動

詞との組合せ（“た”→“ている”）での反応率の増加（わ

ずかだが）を示した唯一の動詞でもある。“言う”は話

し手の主観が内容に関わり難い動詞であり，動作者の発

話内容をそのまま忠実に表現しやすいという傾向があ

る。この特徴を反映していると思われる。従って，6年

生のように1，3年生と比べて自己中心的な視点を比較

的容易に脱出できる被験者において．自己と対立する人

物の視点を容易にとれるのであろう。助動詞“ている”

での反応率の増加は“ている”のもつ臨場感増大の効果

によると考えられるが，「太郎は一言っている。」が非文

法的な文であることも何らかの影響を与えているのかも

知れない。

　“見る”の結果が多くの点で“言う”と対照的であっ

たことはすでにふれた。まず，“見る”では絵の種類間

の変化が著しいαA，B．Cの間ではもとより，A，B

間，A，C闘でも有意な差がえられた（ただし，“見て

いる”だけについて）。学年との関係では，1，3年生で

最高の反応率を示したが，6年生では最低であった。助

動詞との組合せではともに最高の反応率を示していたが

助動詞による変化はなかった。これらの結果は“見る”

という動詞がこの実験課題事態に最もふさわしい動詞で

あったことを意味していると考えられるα“言う”の場

合，　“言っている”が非文法的であることに加えて，課

題が被験者に不自然な事態を要求している。それに対し

て“見る”の場合被験者の絵に対する動作も絵内人物

の事件に対する動作も表現上“見る”が最もふさわしい

と考えられるσふさわしいがゆえに，被験者にとって自

己の視点（視野）と絵内人物の視野との一致・対立も明

確になり，スムーズに心理的な定位がなされたと思え

る。従って，絵のもつ構造上の差異にも充分な反応がで
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きたのであろう。

　“思う”の場合は主観述語として話し手の絵の内容に

対すう支配力を感じざるをえない。絵の中の人物の視点

に立って事態を客観的に描こうとする態度といったんそ

のようにして対照的にとらえた内容をもって，それが主

観的判断宅あったと表明する効果をもつ文末の動詞“思

う”（特に，“ている”）にあらわれる話者の態度の矛盾

（対立）一いったん絵内人物の視点をとり，すぐさま話

者自身の視点にもどるこの視点の流れ（移行），これを

小学生がどれほど把握しているのかは結果からはわから

ない。しかし，A，B，Cの絵にみられた有意な差，特

にAとBの絵の間の有意な差，それに加えて，CRテス

ト（“思った”）の差はそうした彼らの能力によるとも考

えられる。学年との関係では1，6年生で“見る”につ

いて第2位の反応率を示していた。動詞“思う”の課題

への表現適性の度合いを反映していると思われる。

要約

　児童を被験者として，絵内人物への視点の移行を絵の

内容記述課題（Picture・description　task）によって検討

した。絵の変数は，人物の数（1人又2人）と人物の位

置（奥又は手前）であり，文は，人物への言及の有・無

と述部の種類であった。被験者は小学校の1，3，そし

て6年生とした。学年別に結果をまとめると，ロ6年生の

場合，文によって絵内人物に言及すると，その人物の視

点にたって事件を記述することがわかった。その際，絵

の種類によって反応率が変化することはなかった。1，

3年生の場合は，児童自身と絵内人物の視野（位置）の

一致・対立関係を反映した反応をしていることがわかっ

た。絵内人物に文で指示しない場合にも学年差がみられ

た。1，3年生では，自分の視野と絵内人物の視野が対

立する場合，，自分の視点からの記述が比較的多かった。

対して，6年生では絵内人物の視点にたつ反応が95％以

上をしめていた。絵内人物が2人いて，互いに対立する

第25巻第1号

視野をもつ絵では，一方の人物が文によって言及されれ

ばその人物の視点にたった反応をみせるが，言及しない

と，ランダムな反応水準となった。述部の比較でも学年

差はみられたが，3学年を通した比較では，ほとんど差

はなかった。

4．

5．
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視点の言語心理学的研究

SUMMARY
　　The　purpose　of　this　study　was　to　investigate　the

e狂ects・fperspective・shifting・nthech・ices・fverb

predicates　made　by　lst，3rd　and6th　grade　students

in　a　modi五ed　picture・description　task．　The　test

stimuli　were6picture／sentence　combinations，and

the　students　were　asked　to－choose　one　of　two　similar

verbs　for　the　sentence　to　apPropriately　describe　the

picture．　Depicted　in　each　of　three　pictures　were　a

cat，a　dog　running　after　it，and　one　or　two　persons

looking　at　the　action．　The　pictured　event　was

described　from　two　different　perspectives：as　viewed

by　a　person　in　the　picture　or　as　viewed　by　the

person　looking　at　the　picture．　Two　different　types

of　sentences　we士e　used，i．e．，a　simple　sentence

which　did　not　refer　to　the　pictured　person，and　a

more　complex　sentence，which　contained　the　simple

sentence　and　referred　to　the　pictured　person　in　the

subject　position　of　the　sentence。

　　The　results　are　summarized　as　follows．　For　the

complex　sentences：（1）6th・grade　students　selected

predicate　verbs　for　the　referent　person　in　the　subject

position　of　the　sentence；（2）there　were　no　signifi・

cant　variations　in　the　response　choices　among　the

three　pictures；（3）　1st　and　　3rd　　grade　students

showed　signi且cant　variations　for　the　predicate　verb

choices　among　the　three　pictures．When　the　referent

person　was　opposite　the　subjects’view，the　percentage

of　perspective－shifting　to　the　referent　person　was　at

a　chance　level．

　　For　the　simple　sentences：（1）1st　and3rd　grade

students　shifted　to　the　perspective　of　the　pictured

person　only　when　he　was　pict皿ed　on　the　side

toward　the　student3（2）for　the6th　grade　students，

the　difference　in　the　response　choices，　referring　to

either　of　the　two　persons　who　were　depicted　facing

each　other，were　at　a　chance　level．When　presented

with　pictures　which　depicted　only　one　person，

however，they　provided　signi五cantly　more　perspec・

tive・shifting　responses　to　that　person。

，

一31一



The　Science　of　Reading，VoL25，No．1（1981）

「歴史読みもの」の読書指導

二つの実践例、から＊

東京都小金井市立小金井第三小学校

　　　　　　　水野寿美子＊＊

序

　私は小学6年生の年間読書指導計画の中で特にr歴史

読みもΦ」とr戦争児童文学」の指導に重点をおきたい

と考える。それは6年生の社会科では日本史を学習する

ことになっており，また小学校の最高学年である6年生

は当然太平洋戦争や第二次大戦とのかかわり合いについ

て触れるべき年代で茜ると考えるからである。今回は歴

史読みものについてだけその実践例を述べることにする

が，ここでいう歴史読みものとは主として江戸末期まで

の年代を舞台とした作品でフィクションが中心であるが

伝記や記録なども若干とりあげているので歴史文学とせ

ずにあえて歴史読みものとしたものである。したがっ

て，百科事典，歴史事典，学習参考書，その他資料とし

て使うことを目的とするような書物は含まれないα

　r歴史読みもの」に関する単元をどの時期にとり上げ

るかについては様々な観点から考えることができる。例

えば初期の段階において指導することによって歴史読み

もの一般の読み方を理解させ，年間を通して随時読みた

して行く方法と社会科の歴吏学習が終了した時期に集中

的に読ませるやり方と，歴史単元に並行しながら適宜指

導して行くという方法とがある。私の過去の経験からす

れば第一の方法が最も効果的であり，児童の読書意欲も

高まり，読書量もふえるようである6そこで単元の位置

づけを明確にするために下に年間計画の一覧を載せるこ

とにする。

読書指導計画一覧表
第6学年

目

標

○よい読みものを選んで読む習慣をつける

○読書生活に対する意見や読後の感想をまとめ

　る。

○目的に応じた適切な読み方ができる。

○読書をすることによって自己を高め生活を向上

　させる。

○自己の読書生活について反省し，さらによい読

　書態度を確立する。

○図書資料から適切な情報を獲得する。

読

書

傾

向

○読書力が著しく伸びるとともに・高度なもので

　もかなり意欲的に読みこなして行く，ことに，

　作中の人物と自分の考えを比較したり，自分の

　生き方や，現実に社会に起こるさまざまな問題

　と作中のできごとを比べて批判を加えることが

　できる。

○すぐれた文章表現を味わったり，作者に対する

　感想をもったりすることができるようになる。

　全体的に見て個々の読書態度の確立する時期で

　ある。

＊Reading　guidance　for　historical　works．

＊＊MIZUNO，Sumiko（Public　Elementary　School　No。3，Koganei・city，Tokyo）
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昌

ぐ

r歴史読みもの」の読書指導

月

4

5

6

7

8

9

10

単 元

オリエンテーショ

ン

同級の人たち

日本史の窓’

文字という記号

読書感想文
　　　その1

夏休みの読書計画

楽しい読書

夏休みの読書の反

省

悲しみと怒りの文

学

読書の秋

目 標

06年生の読書について，各自に

　計画をたてる。

○作中人物を通して級友を認識す

　る。

○歴史読みものを読むことによっ・

　て，それぞれの時代の特色をと

　らえる。

○読書の領域を広げる。

○資料を読んで情報を得る方法を

　知る。

○事実を客観的に正確に読みと

　る。

○感想文のじょうずな書き方につ

　いて知る。

○夏休みの読書生活の設計をす

　る。

○充実した読書生活をおくる。

○すすんで本を沢山読む。

○夏休みの読書について全体で話

　し合い個人で反省する。

○戦争をとり上げた作品を読んで

　戦争について考える。

○内外のすぐれた文学作品を読む

○読書週間行事に積極的に参加さ

　せる。

指 導 の 要 点

○年間計画について理解させ，どのような読書生活を

　おくるようにすればよいかについて指導する。

○平素気づかない友だちの長所をみつけたり，個々の

　存在の重要性について考えさせたりする。

　クオレの同級の人たちを参考にして自分たちのクヲ

　スの友だちについて書くようにする。

○歴史読みものにはどんなものがあるかを知らせる。

○歴史読みものの性格と，読み方について。とくに史

　実との関連を考えさせるようにする。

○社会科の指導計画に合わせて読ませるようにする。

○文学書以外にもおもしろい読みものや生活に役立つ

　書物があることを知らせノンフィクションに親しむ

　ようにする。

○図書以外の印刷物にも目を向け，読んで情報を得る

　ことになれる。新聞，パンフレットなどの読み方に

　も触れる。

○同一の素材を使って感想を書かせる。

○他の人の感想文と比較して受けとめ方や表現のちが

　いに着目させる。

○夏休みの読書の仕方について学級で話し合い，その

　後に各自で計画をたてるようにする。

○読書時間のとり方，本の選び方については個別指導

　をすることに読書力のある者については量質の両面

　で十分な配慮をするように心がける。

○各自の計画にしたがって主体的な読書ができるよう

　におりにふれて示唆を与えるようにする。

○夏休みの自由研究などに図書資料を積極的に活用さ

　せるようにする。

○夏休みの読書の実態について話し合わせる。

○計画表に基づいて各自に反省記録を書かせる。

○戦争を描いた作品にどんなものがあるか調べさせ

　る。

○いろいろな戦争児童文学を読む。

○各自に読後感を発表させる。

○一つの作品をとり上げて集団で話し合いをさせる。

○母と子で読書し，話し合う機会をもたせてもよい。

○リアルな作品，ファンタジックな作品，長編，短編

　日本の作品，外国の作品など幅広く文学作品に触れ

　させるo
Oたくさん読んだ中で特に好きな作品・作家などを考

　えて行くようにする。

○学級学年などで読書会をもつようにする。
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月 単　　　　元 目　　　　　標 指　　　導　　　の　　　要　　　点

読書感想文 ○各自に好きな本について読後感 ○文学書に限らず，感想文の対象となる領域を広げる

11 その2 をまとめる。 ようにする。

○感想文を相互に読み合って批評し合うようにする。

喧 民話と伝説 ○伝承文学のおもしろさを味わう ○内外の民話をたくさん読ませる。

とともに生活の中にそうした楽 ○民話特有のすじ運びのおもしろさやリズミカルな語

12 しさを生かす。 り調の楽しさを十分に味わわせる。

冬休みの読書計画 ○冬休みの読書を楽しくするため ○読書かるた，すごろく，年賀状などを作らせる。

のくふうをする。 ○むかし話の研究をさせる。

冬休みの読書の反 ○冬休みの読書について反省す ○読書すごろく，かるたをもちよってクラスで遊ぶ，

1 省 る。 クイズなどを入れてもよし》。

○むかし話の研究について発表させる。

人の生き方 ○いろいろな人の生き方を知るこ ○どんな伝記があるかを調べさせる。

2
とによって，自己の生き方に役 ○伝記をいろいろと読んで被伝者について理解させ

立てる る

○同一の被伝者の伝記を何さつか読んで比較させる。

私と読書 ○自己の読書生活に関する意見を ○読書について日ごろから考えていること，読書の仕

3 まとめる。 方，自己の読書生活の反省などをまとめさせる。

○卒業記念の文集にしてもよい。

1．　実践例　その一

　一学校図書館での指導一

　　　　　（歴史読みもの一般を通して）

　（1）単元「日本史のまど」

　（2）単元設定の理由

　社会科で日本史を学習する場合，参考書や百科事典な

どはよく活用するが歴史読みものに対する関心は薄く，

その存在さえも知らない場合が多い。勿論虚構化された

ものと史実との違いは明確に認識されなければならない

が，初めて歴史を学習する者にとって教科書や参考書な

どに記された史実だけでは興味をもてない場合が多く，

むしろ文学的に書かれたものの方が子どもの心情への訴

えも大きく，内容もとらえやすい。また読みものによっ

て歴史の背景やその裏面を知ることは逆に史実をより正

確に認識することにもなる。以上のような理由で本単元

を設定した。なお序にも述べたように，これは比較的早

い時期にオリエンテーションとしての役割をもたすよう

に計画されたものであり，年間を通して随時社会科や国

語科（実践例その二）の学習時に指導を加えて行くもの

である。

　（3）目標

　歴史読みものを読み，それぞれの時代に生きた人々の

姿をとらえ，社会の断面をのぞくことによって日本史へ

の興味を深める。

　（4）指導計画

○歴史読みものにはどんな作品があるか。

○歴史読みものをさがして読む

○（必要なことがらはメモする）

○読後におもな内容をまとめる

○歴史読みもののまとめ

　　（1）

　　（2）

（課外）

　　1

　　2
O　r歴史のまど」を参考にしながら社会科の学習にあわ

せて本を読む。　　　　　　　　　　　　　（継続）

（5）展開例
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r歴史読みもの」の読書指導

指　導　の　要　点

1・本時の学習目標を理解させ

　る。

2．－友だちの記録の中から特に興

　味をもって読みたいと思うよう

　な作品があったら発表させる。

3．年代のちらばり，作品の背景

　となっている地方のちらばりに

　着目させる。

4．児童にとって興味のありそう

　な作品や，時代の特色を代表す

　るような作品をとり上げて紹介

　させる。

　　江戸時代　白いにぎりめし

奈良時代　天平の虹

　　　　大仏建立物語

鎌倉時代　馬ぬす人

縄文・弥生　狩人村の勇者

児童の活動記録
1・　資料r歴史のまど」を用意する

2．各自に資料から選んで発表する

　　丁　歴史のまどを読んで，その中から特に自分でも読ん

　　　でみたいと思うものがあったらあげなさい。

　　CI　r東国の兄弟」一社会科の時間に先生から話を聞い

　　　　　　　　　　　たから

　　C2　r天平の虹」　一鑑真について聞いたことがあるか

　　　　　　　　　　　ら

　　C3　r狩人村の勇者」一米作りについて学習したから

　　C4　r白いにぎりめし」一かわいそうな話だから

　　C5　「馬ぬすびと」一おもしろそうだから

　　C6　r安政五年七月十一日」一ひどい時代がわかるから

3．年表にはすでに各自に読んだ作品が記入してあるのでそ

　れを見て，どの年代の話が多いかをさぐる。

　　日本の白地図に記入された○印の数を数えてどこの地方

　に多いかを調べる。

　　丁　年代的には江戸時代が非常に多いが，なぜだろう

　　　か。

　　C7江戸時代のものを読んでみると農民がひどいめにあ

　　　っている話が多い，作品として書きやすかったのだと

　　　思う。

　　C8一揆やなんか
　　↑　一揆ってどんなこと

　　C8農民が領主やなんかに苦しめられているので，反抗

　　’する。旗なんかたてて

　　T　そう，くわしいことはまた社会科の時間に勉強する

　　　ことにしよう。

　　Cgわたしは江戸時代は現代に近いし，いろいろなでき

　　　ごとも多いので書くことが沢山あったのだと思う。

4．各自の記録などをもとにして紹介する。

　　T　みなさんが一番興味をもったr白いにぎりめし」を

　　　Nさんに発表してもらいます。歴史のまどを参考にす

　　　るように。

　　N　これは，江戸時代の話で所は加賀今の石川県です。

　　　まずこの話のあらすじを紹介します。

　　　　　　　　（省略）

　　　　つぎにこの本を読んでの感想を発表します。

　　　　　　　　（省略）

　　T　ではこの作品に対する質問なり感想なりを自由に発

　　　言しなさい。

　Cloぼくが読んだr安政五年七月十一日」という本も同

資 料

「歴史のまど」

　　（資料1）

作品を記入した

年表（資料2）

日本地図

r歴史のまど」

r白いにぎりめ
し」かつおきん

や作アリス館
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読書科学　第25巻第1号

指　導　の　要　点

土笛

’戦国時代　　平六ものがたり

5．　r日本史のまど」を学習して

　どんなことを感じたか。またこ

　れから歴史読みものをどのよう

児童の活動記録 t　じように金沢の話でやっぱり農民や町の人がひどいめ

　にあっている。これはリーダーになった人がみな殺さ

　れてしまうが，白いにぎりめしの方はうまく助かって

　よかった。

C11，白いにぎりめしを食べている子どもをつけて行って

　つかまえるなんてひどい。

C、2みんな口がかたかったからそんなやり方をしたのだ

　と思う。

C、3うらぎる者なんかいなかったのですか。

N　みんなカを合わせてやらなければ生きて行かれない

　のだからそんな人はいません。

C14武士はなぜいい伝えをすなおに聞いたのですか。ぼ

　くが武士だったらそんなデマみたいの信じない。

C15それはわるい武士でも良心があったからだと思う。

　いつも年貢のとりたてをして苦しめているから。

C16そのころはテレビも何もないからデマだかどうかわ

　からないので簡単に信じたのだと思う。

C、7本とうは農民たちのカをおそれていたのだと思う。

　みんなが力を合わせてだんだんすごい力になって行く

　から。それでこれ以上ひどいめに合わせるともっと反

　抗してくるにちがいないから，このへんでやめておこ

　うと思って……

T　Nさんの考えはどうですか。

N　私もC17と同じように農民のカがつよくなったから

　だと思います。それに神様は恐ろしいと思っているの

　で，神様にさからうことはできないと思ったのでしょ

　う。そんな人の気持ちをうまく利用してうまく武士た

　ちをだましたのだと思います。

丁本とうにおふだがふったのですか。

N　本には白いおふだがふったと書いてあります。一

C18だれかがまいたんだよ。

C、gそのころいろいろな地方で，おふだがふったという

　のを聞いたけれど。

C20もう自分たち（武士）がおされているからうわさで

　も何でもこわかったんだね。

N　それにこのおふだをふらせた神社が有名な神社だっ

　たからみんなおどろいたんだと思います。

T　みんながおふだを信じないではいられない時代にな

　っていたわけで，それから15年後には世の中が変わ

　る。変わった世の中がどうかはほかの資料を使って考

　えることにしよう。

　　　　　　（後略）

5．今まで本を読みながら感じたこと。ノートに記録された

　ことがらなどをもとに発表する。

　C211ぼくは歴史のまどを読んでずい分たぐさんの歴史読

資 料

読書ノート
　　　（資料3）

読書　日　記

一36一
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r歴史読みもの」の読書指導

ひ

指　導　の　要　点

に読んで行ったらよいか考えて

みよう。

　あわせて読みもの年表の活
用，歴史のまどの発展について

も考えさせる。

児童の活動記録
　みものがあることを知った。それから友だちの感想な

　どを読んで，ぼくももっといろいろ読んでみたくなっ

　た。

C22私は昔はずいぶん残酷だと思いました。でも悪い人

　にだって少しはよいところもあったのでしょうが少し

　もよいことについては書かれていませんでした。

C23ぼくは歴史の本は好きで．はないが，たった一さつ

　r東国の兄弟」だけはよかった。

C24わたしも歴史の本は読んでもあまり頭に入らない

　し，おもしろくもないからすきではありません，ふつ

　うの文学の方が好きです。

C25昔はずい分身分のちがいがあるので，びっくりしま

　した。でも今はそういうことはありません。今に生き

　ていてよかったと思います。’

C26ぼくが読んだ歴史の本は百姓の子が中心人物でし

　た。どの本にも百姓が年貢に追われることが書いてあ

　るのでとてもかわいそうに思いました。

C27わたしは初めはあんまり気のりがしませんでしたが

　一さつ一さつ読んで行くうちにその時代にどんなこと

　があったかがわかってとてもおもしろくなりました。

　歴史読みものを知って本とうによかったと思います。

　これからもいっぱい読んで行きたいと思います。

C28ぼくは千本松原を読んだのですが，ぼくのいなかの

　近くなので行ってみたいと思います。今まで知らなか

　ったけれど，初めてわかってうれしくなりました。ま

　だまだいろいろなことを知りたいと思います。

　　　　　　（後略）

資 料

　（6）考察

①まず導入段階の調査ではr歴史読みもの」を読んだ

　経験はほとんどなく，従って内容についてもわずかに

　テレビドラマなどで放映されている事がらについての

　み反応を示すに過ぎずいわばr歴史読みもの」は子ど

　もたちにとって未知のジャンルであったようである。

②　学校図書館ではr歴史読みもの」のコーナーを設け，

　一部伝記ふうな作品も含めて色ラベルをつけみつけや

　すいようにした。その結果本の選択が容易になったた

　めか読書量も急にふえたようである。他の文学書と一

　緒に〔9〕のところへ並べておいたのでは中々自分か

　ら見つけ出して読むことは困難である。

③指導計画の第二次の段階で一冊の本をとり上げてス

　トーリーテリングをすると歴史読み物への興味が増

　す。それはどんな作品をとり上げてもよいが効果的な

　のはその時点で歴史学習をしているものを選ぶことで

　ある。私はr東国の兄弟」をとり上げたがあまり読書

　をしないような子どもでもこの本だけは喜んで読んで

　いた。

④　r天平の虹」はこれだけただ読ませても中々読みき

　れないが丁度社会科の学習と合わせて指導したので案

．外興味をもって読んだようである。テレビで放映して

　いるとか新聞記事に載っていたとか，何等か他からの

　刺激があると読みつける。従って社会科学習の機会を

　うまくとらえてr歴史のまど」（資料1）などを参考に

　して子ども自身に紹介させるようにすると意欲的な読

　書をするようになる。

⑤　フィクションでありながら，史実との関連が強いこ
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、

読書科学　第25巻第1号

とから男子の中に興味を示す者が多く，全体として

r歴史読みもの」の学習をしてよか・ったと感想を述べ

る者が多い。また，本を読むことが好きでながったよ

うな児童が歴史読みものに誘発されてすっかり本好き

になり，それが他の教科学習や生活態度にまで影響を

及ぼした例もある。これはとくに文学書に対する抵抗

感をもつ者について著しい変容がみられた。

（7）資料

資料1 r歴史のまど」

5月18日（金） （N。T）

書 名

時 代

白いにぎりめし 陪者矧かつおきんや
江　戸時代

内 容

　今年は水が出て米がみのならず，農民は，さむらいにわたす年貢がとれず困っていた，そこでぶぎょう所へ年

貢を少なくしてくれとたのみに行ったけれどもてんで相手にしてくれない。

　おこった農民は買いしめをしてひとりでもうけている米屋をうちこわしに行く。米屋は同じ町の人がこまって

いても平気で自分が金もうけをすることばかり考えている。うちこわしでとってきた米をにぎりめしにして食べ

た，子どもはみやげに白いにぎり飯をもらった。食べたこともない白い米のにぎりめしがうれしかったので子ど

もはにぎりめしをもったまま外へ出た。それがみつかってその子の

禦隅，諺1雛轟繍膿を認　曜蜂．弩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロロ　　　　　グ　　　ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　　　　　　　　ひ　じヤ　　　　　ロそして・10日以内に事件でつかまえた者を許さないと町中に大きな　3盤，尊，1“．ぶ．二∫二

災難がくる」といういい伝えが本とうになって町の者は助かった。　　　　●9’9一　一㌧。1・　』の

◎

各自に読んだ本のあらすじを書かせプリントしてクラスの全員に配布する。

資料3 読書ノートから

　r日本史のまど」を学習して

　私は本を読む前は歴史の本なんてたぶんおもしろくないと思っていました。でも読んでみると今まで知らなか

ったことがずいぶんたくさんわかりました。

　私はr安政五年七月十一日」を読んで，江戸時代がr士・農・工1・商」に分かれていて農民や商人がひどいめ

にあっていることを知りました。さむらいは本とうに自分勝手でひどいと思います。かつおきんやの本を三さつ

読みましたがどれをみてもそういうことがわかります。私はかつおきんやという人が歴史の話，それも金沢の話

を書く人だということを知りました。これからも，かつおきんや，の本をさがして読みたいと思います。かつお

きんや全集を全部読めたらおもしろいでしょう。そのほか，浜野卓也とか岸武雄とか来栖良夫とかいう作家もよ

く歴史のことを書いています。私は歴史読みものをみつけるあに，作家の名まえをみてさがし出すのも一つの方

法だということを知りました。

　わたしは，まだたくさん本を読んではいませんが，友だちの書いたr歴史のまど」を読むといろいろなことが

わかり，これからどんな本を選んだらよいかのけんとうをつけるのにもとても役立ちました。これからもずっと

いろいろな歴史の本を読んでむかしのことをもっともっと勉強したいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（M．H．）
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資料2

　　　r歴史読みもの」の読書指導

年表
　　歴史読みもの一覧 一読書記録から一

時代区分

国家のな

りたち

貴族の世

武士の世

弥生・縄文

古墳

奈

良

平

安

鎌

倉

戦

国

江

戸

著者
浜野卓也

たかし　よいち

神戸 淳吉

たかし　よいち

浜野卓也

中村新太郎

来栖良夫
小池章太郎
浜野卓也
平塚武二

真鍋和子
高野澄かつおきんや

浜野卓也
神戸淳吉．

岸武雄

書　　名
狩人村の勇者

〃

〃

狩人タロの冒険

一〃
〃

大仏建立物語
〃

〃

ク

天平のにせがねづくり
　

東国の兄弟
〃

〃

“　『
〃

〃

　

天平の虹’
〃

〃

〃

〃

の
　

平安の少女
　

山よ火をふけ
草原にさけぶ

　

馬ぬす人
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

　

鎌倉の尼将軍
天下とるのは一人だけ
天六ものがたり

ケ

堀のある村
　

いきている大仏
〃

〃

〃

　

千本松原
〃

〃

　　（以下省略）

読者
H・K、
N・H
T・Y
M・K
K・S
T．「T

J・S
Y・T
Y・YK・IM・OY・T・Y・M
T・TY・SY・TN・TJ・SH・YY・KN・YT・NN・YY・YT・HH・KA・MM・SH・KK・AY・TJ・SS・KJ・SH・KY・SK・HT・KH・YS・OM・HH・K、H・O
N・TH・KJ・SA・MK・AT・HY・TT・T，H・K・
H・WN・KY・H

所在
市立図書館

学校図書館

〃

〃

市図
市図〃

〃

学図〃
〃

ク

市図学図ク
市図水野〃

グ

学図Fか

市図学図〃
タ

市図　
学図〃

ク

市図〃
〃

　

学図〃
〃

〃

〃

〃

〃

〃

　

水野　
市図　
水野〃

〃

〃

タ

学図〃
〃
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2．実践例その二

読書　科　学　　第25巻第1号

　　　一国語科における指導一（作品を通して）

　（1）単元r歴史物語を読む」

・（2）素材とその選定

　社会科で鎌倉時代を学習する時期に合わせて，平塚武

二作r馬ぬすびと」を選んで読ませる。授業には学校図

書館協議会発行の集団テキストを使用する。

　（3）目　標

　物語の時代背景を把握しながら，その中に生きる人物

の人生観をさぐる。

課題

を

し

た

の

か

読　　書　　活　　動

　　する。

　　　さらに九郎次がさまざまな

　　経験を重ねながら，生きがい

　　を野馬に托すようになったこ

　　とについてP．31の5行めか

　　らの文章を読んで考える。

3．避けることのできない武士と

　の争いについて，九郎次の敗北

　と勝利を考える。

4．頼朝をぬすびとというわけを

　考える。

留意点

をはっきりと

らえさせるよ

うにする。

　頼朝は一体

何をぬすんだ

のか考えさせ

る。

（4）指導計画

〇九郎次の生いたちと九郎との出会い

o時代背景及び馬と人間の心の交流

○箱根丸との出会い

〇九郎次の生き方

〇九郎次の人間像

〇九郎次についての感想（事語物語）

（5）展開例　（九郎次の生き方のまとめと人間像）

　　　　　一2時間一

（2）

（3）

（3）

（1）

（1）

（1）

課題

九

郎

次

は

ど

ん

な

生

き

方

読　　書　　活　　動

1・前時までの学習を参考にしな

　がら，課題に対する解答を見つ

　ける。

　①金もうけをする一よいくらし

　②武士にとりたて一楽なくらし

　　てもらう

　③武士に反抗する一正しい世渡

　　　　　　　　　り

　④箱根丸のあとを一人々のしあ

　　つぐ　　　　　わせ

　⑤野馬をとき放す一夢をかなえ

　　　　　　　　　る
2．　なぜ⑤を選んだのかを説明す

　る

　　　こうした気持ちが強くなっ

　　て行く過程はどうであったか

　　　P．45の9行めの文に着目

留意点

　復習の意味

もかねて5つ

の選択肢をた

てる。

①②はほとん

ど問題になる

ことはない。

　夢に生きる

というのは理

解しにくいこ

とがらなので

関連のある文

課題

九

郎

次

と

は

ど

ん

な

人

物

な

の

だ

ろ

う

か

読　　書　　活　　動

i．九郎次の生涯について復習す

　る◎

2．・九郎次という人間をいろいろ

　な角度からながめてみる。

　　　生いたち

　　　馬との出あい

　　　当時の人々の生活

　　　箱根丸との出会い

　　　九郎を逃がす

　　　各場面における九郎次の姿

　　から人物像をうきぽりにして一

　　行く。

3．九郎次は「野馬をとき放して
　自由にしてやる。」という自分

　の夢に生命をかけたが，そうし

　た生き方をどう思うか各自に考

　えを表明する。

4．今までに読んだ本の中の主人

　公はどんな生き方をしていたろ

　うか。何かに自分の生命をか

　け，生きがいを求めてきた人物

　があったか思い出してみる。

5．むすびの一文から九郎次の人

　がらを読みとる。

留意点

　前時までの

学習の記録を

掲示する

　できるだけ

多面的にとら

えさせる。

　時代背景を

つねに頭にお

いて考えるよ

うにする。

　この文のも

つ重みをわか

らせる。

一40一

（6）素材の考察と指導上の問題点一歴史と文学の

　接点一

まず最初に当時勃興した武士階級とのかかわり合いで

〉



伊

ぐ

　　　　　　ノ

九郎次はどのように生き，生きようとし，そして死んで

行ったかを，文脈にそってさぐってみたい。これはこの

作品を指導する前に十分に研究しておく必要がある。そ

うしないと，九郎次の行動をただ現象面としてだけとら

えるようなことにもなりかねない。

　①九郎次の生いたち一水のみ百姓の末子

　死にそこない，いつもはだし，水運び，ひとりぼっち，

ふきのめやせりの塩ゆでだけを食べる，きのこさがし，

やまいもほり，草とり，しもやけ，あかぎれ，年貢，労役

　　　武士社会との隔絶　（階級社会）

　②　人間よりも馬が大事な世の中

　百姓は道具，道具は口がきけない，口をきいてはいけ

ない，馬は人をだまさない，人間不信

　　　武士社会への疑問

　③箱根丸との出会い

　馬は戦争をするための道具，馬は武士だけのものとい

う考え方，馬追いの日命がけで九郎を救う，箱根丸一党

の自由な社会の存在を知る

　　　武士社会への不満・抵抗

　④当時の人々のくらし一世に出るのはうそとごま

　かし，なれ合ってする悪だくみ武士は殺し合い

　武士の家来になるにはへつらって生きねぱならない。

　あとは水のみ百姓

　乞食法師

　いくさの道具をこしらえて売る職人，

　まずしい者には何の関係もない寺を建てる大工・番匠

　どれも人らしい人のくらしに役立たない。今の社会に

生きるすべはない。

　　　武士社会からの逃避

　⑤　敗北一武士との争いで傷つく

　武士への抵抗一正しい世渡りと考えるが，いろいろの

ことを知ってしまった今となってはそれが不可能である

ことがわかった。一ゆるぎない階級の確立とそれに対す

るあきらめ

　馬ぬす人箱根丸のあとをつぐ一人々のしあわせと結び

つく一馬のしあわせにはつながらない。馬を思う純粋な

r歴史読みもの」の読書指導

心が許さない。

　野馬をとき放す一長い間の夢であり，やっとみつけた

生きがいである。これこそあらがえきれない武士社会に

生きながら，その存在に抵抗し自分の夢（自由）を永遠

に失わない生き方である。野馬をとき放すことは自分自

身を開放することである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F
　　　武士社会の肯定一しかし自分はこの中に生きるこ

　とはできない。

　つぎに九郎次の生いたちや性格歴史的背景から浮かび

上がってくる人物像，人間像を実際の指導の場でどうと

らえさせたらよいかを考えてみたい。

∫饗し脚蔀；雛；蘇憩が／

／慧慮㈹崇高なものへ刺

　などがあげられるが，その中で特に注意したいのは

rやさしさ」である。児童の多くはこのやさしさを人間

像の第一にとり上げていたが，その主な理由は命がけで

野馬を開放するということについてであった。しかしそ

れと同時に何といっても見のがすことのできないのは結

びの一文rああ，また，ばらばらとふってきたな。おれ

の蓑をふきに着せかけてやればよかった。」である。ま

さに首を討たれようとするとき，雨にぬれて自分を待っ

ているであろう女の身を思いやる。馬をとき放そうとす

る心とこの思いやりとが重なり合って九郎次なる人物像

がうき上がってくるのである。彼のやさしさは崇高なも

のへの憧れとうらはらであり，あまりにも純粋であった

から箱根丸のあとをついで馬ぬす人の仲間入りをするこ

とを潔しとしなかったのである。勿論未だ機も熟してい

なかったからでもあるが一揆のように徒党を組むことも

しなかった。

　私はr九郎次は馬ぬす人（　　）やさしい」という

文を提示して（）の中に接続詞を入れさせてみたが，

その結果，〔だけど，だが，でも〕などのような逆接が

76％〔だから，なので〕というような順接が21％であっ

た。私は順接を期待したのだが，どちらかというと平素
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　読書科学

から本をよく読む者五分の一程度に留まってしまった。

rだから」と言えるためには九郎次という人物を的確に

≧らえていなければならず，この言葉が使われたという

ζとは，歴史的背景も彼の生いたちも，性格も十分に理

解されたことの確証ともいえる。

　また，児童の発言の中にr九郎次は馬なんかに命をか

けてばかだな」と言うのがあった。この子どもはrばか

だな」という言葉の中に実は沢山の感情を内包している

のであって，単に愚か者とか，つまらぬ人間という意味

で言っているのではない。それは純粋なものを志向しつ

づける主人公への思いやりの表れであり，どうにもなら

ないことへのいらだち，やりきれなさであり哀悼の言葉

なのである。このようにさまざまなとらえ方をしながら

各自の胸の中に九郎次なる人物像ができ上がって行くの

であり，それがこの物語の主人公を愛し，やがてこの作

品を愛する心へと育って行くのである。したがって子ど
　　　　　　●
もたちにできるだけ多く発言の機会を与え，話し合いを

深めるよう心すべきである。

　最後に爾後物語について述べてみたい。これを書かせ

たのは，その内容を見ることによらてこの作品をどう受

けとめていたかがはっきりわかるからである。形式的な

感想文を書かせるよりむしろ子どもめ本とうの気持ちが

理解できるのではないかと考えたのである。内容分析は

下記の通りである。

九郎次の死一野馬の解放　24　　岩手山で　15
　　　　27
　　　　　　　　　　　　　　一他の所で　9

　　　　　　一野馬の死　　2

　　　　　　一ふきの登場 16－1人で生きる　　1

　　　　　　　　　　　　　　一死

　　　　　　　　　　　　　　一野馬と生きる

　　　　　　　　　　　　　　一馬ぬす人になる

　　　　　　　　　　　　　　一消息不明

九郎次の生存一野馬とともに　　　　4

　　　　　　一ふきとともに　　　　2

　　　　　　一頼朝のもとを去って　2

6

4

2

2

この結果からまず第一に言えることは，九郎次の死が

一第25巻第1号　　　　　　　　　　　　、

圧倒的に多いことである，純粋に生きようとする九郎次

をここで助けることは子どもたちの望むところではなか

ったようである。第二に九郎次の死によって野馬は解放

されたというのが多いことであるがこれは九郎次への同

情の気持ちの表れといえるのかもしれない，第三にふき

の登場が多いことも九郎次を思いやってのことかもしれ

ない。その中で数の上ではあまり多くはないが九郎次の

意思をついで野馬を解放するために死んだというのがあ

る。武士階級はとうとうふきをも生かして置かなかった

というのである。

　私は子どもの心情としては九郎次の生存を願わずには

いられなかったはずだと思うが，それでも敢えて彼を生

きながらえさせなかったのはこの作品が何かおかしがた

い尊厳さを持っていたからだと考える。決して中途半端

な生き方を許さないぎりぎりのところを描いていたから

こそ子どもたちも自分の気持ちを甘やかすことはできな

かったのであろう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
　私はこの一つの作品を指導することによって随分と多

くのことを学んだ。そして子どもたちと同じようにこの

作品と出あったことを本とうに喜んでいる。歴史読みも

のを一冊だけとり上げて指導する場合，何を選んでもよ

いと思うが，歴史と文学の接点において，できるだけ多

くのことが考えられるようなものがよいと思う。その点

この作品は歴史的な背景とそこに生きる人々の心情が絡

み合って実に多くのことをさぐり出させてくれた。末だ

ほかにも適した素材はあると思うが比較的短い上に集団

指導用のテキストがあることからも教材としてとり上げ

　るに最適であると思う。

結　び

　本来r歴史読みもの」という領域はないというべきな

のかも知れないが，あえてこのような領域をたてて単元

に組んだことは，無意味ではなかったようである。それ

は，子どもたちが歴史読みもののおもしろさを知ったこ

とであり，歴史学習への興味を増したことであるといえ

るが，一番注目すべきことは，祖先の人々の暮らしを頭
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r歴史読みもの」の読書指導

で理解するだけでなく，心に感じることができたという

ことであろう。それぞれの時代に生きた数多くの登場人

物との出会いは，彼等をその時代に誘いこんでくれたし，

その中で客観的に現代をながめる機会を与えてくれたよ

うである。それはつぎのような児童の読後感想の一文か

らも読みとることができる。r私は“歴史読みもの”とい

うのはえらい人の話だと思っていましたが，私の読んだ

本に出てくる人たちはみな教科書や参考書なんかに名ま

えも出てこないような人ばかりでした。そしてその人た

ちはみんなひどいめにあいながらもいっしょうけんめい

に生きていました。だから私もいつの間にかその人々と

同じころに生きているような気になってrがんばって」

と声をかけたり，いっしょになっていばっている武士や

自分だけよいくらしをしている商人をこらしめてやろう

と必死になって考えたりしました。」（Y．T．）

　rぼくは，“歴史読みもの”をいろいろ読んで今の時

代に生まれて本とうによかったと思いました。年貢をと

りたてられたり，ひどくこきつかわれたりすることもあ

りません。白いお米だっておなかいっぱい食べられま

す。でも本とうに喜べるかどうかわかりません。今は昔

にはなかったような恐ろしい公害もあるし，自然もこわ

されてしまいました。くらしは楽になっても昔に比べて

しあわせとはいえないような気もします。」（N．W．）
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