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　　　　点字触読シミュレーション体験が

視覚障害者の持つ能力の評価に及ぼす影響
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1．はじめに

　障害者に対する社会の関心は高く，テレビや新聞・雑

誌などのマスメディアに障害者に関する内容が取りあげ

られることが多くなってきている（望月，2005）。教育

現場では，道徳，総合的学習の時間，各教科において子

どもが障害や障害者について学ぶ機会が増えてきている

（堀尾・徳田・福田，2000；水野・石上・西館・徳田，

2003；西館，2004）。障害についての学習内容は多様で

あるが，そのなかでも手話，点字，盲導犬，車いすなど

が教材として取りあげられることが多い。

　点字に関しては，それらを指で実際にさわってみる

「点字触読シミュレーション体験」がしばしば行われて

いる。この体験は，点字について実感を持って学べるこ

とから，学校教育や地域のイベントなどにおいて積極的

に取り入れられており，障害理解教育の教材として欠か

すことができないものになっている（石上，2005）。同

時に，小学校や中学校で使用されている国語科教科書な

どのなかにもしばしば点字に関する教材が登場している

（水野ら，2003）。さらに，視覚障害者の社会参加が進ん

でいることから，街の中で点字を目にすることが多くなっ

てきた。駅の券売機や公共的建物のエレベータボタンに

つけられている点字がその例である。
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　このように，点字が身近なものになっている状況があ

るが，点字はどのように作られており，誰が使用してい

るのか，点字に関して一般市民は何を知っておけばよい

のかなどについては明確でなく，学校などにおける学習

の内容が定まっていないのが現状である。従来「視覚障

害者のことを理解するために点字を学ぶ」という発想が

あり，学校などでは体験の目標をはっきりと設定しない

で，児童生徒や一般市民に点字をさわらせる体験を行っ

てきている。しかし，障害に関する全てのシミュレーシ

ョン体験がそうであるように，点字触読シミュレー一ショ

ンも単に体験させさえすれば良いというものではない。

その中で，障害者としてのdisabilityとともに，disability

を補うための技術を学習によって獲得できることを体験

させる必要がある。

　点字をさわる体験によって何を学習できるのか。ただ

さわるだけでは点字の形状を理解するにとどまり，同時

に「これを指先で読むのはとても難しい」という触知性

の困難さが強調されることになる。そのような体験では，

視覚障害者の能力に関する適正な認識が形成されない

（徳田，1995）。しかし実際には，学校などにおける体験

では「障害者としてのdisability」やそれによる情緒的な

反応（つらさや悔しさなど）を体験させることに重きが

置かれている傾向がある。複雑な点字を短時間さわって

みるだけの体験は，点字学習の難しさや触読の困難さば

かりが強調されてしまい，結果的に子どもが「このよう

に難しい点字を使える視覚障害者は自分たちとは違う特
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殊な能力を持つ存在である」という誤った認識を形成す

ることになっている。

　点字触読の困難さが強調される体験を行うことによっ

て視覚障害者の持つ能力を高く評価してしまう傾向が生

じる。すなわち，その難易性に対する印象が視覚障害者

の能力の評価に影響を与えるためである。この点につい

て徳田（1993）は，被験者に点字の触読学習をさせ，そ

の成績によって点字触読の難易性に対する印象が異なる

であろうことを想定し，実験的検討を行っている。その

研究では，学習後のテストの成績によって，体験者を点

字触読の学習を難しいという印象を持った群と難しいと

いう印象を持たなかった群に分け，視覚障害者の能力の

評価について比較を行った。その結果，テストの成績が

悪く触読は難しいという印象を持った者では，視覚障害

者の能力を過大に評価する傾向があることが確認された。

　さらに徳田（1995）は，視覚障害者が点字を上手に読

む場面を観察する群と下手に読む場面を観察する群を設

定し，観察する触読場面の違いが視覚障害者の能力の評

価に与える影響について検討した。その結果，上手に読

む場面を観察した者の方が視覚障害者の触読能力をより

高く評価する傾向があることが確認されている。

　これらの結果から，点字触読の難易性に対する印象の

違いが視覚障害者の持つ能力の評価に影響を与えている

こと，すなわち点字触読が極めて困難なものであるとい

う印象を持った者は視覚障害者の持つ能力を特別視する

傾向があるということができよう。このような視覚障害

者の能力に関する誤った認識は，視覚障害者とのコミュ

ニケーションや視覚障害者の社会的自立の障壁となるた

め（徳田，1993），適正な認識を形成するための教育方

法に関する議論がなされる必要がある。しかし，どの程

度の難易度の触読を体験させれば，点字触読が困難であ

るという印象を持つことなく，視覚障害者の能力を適正

に評価できるようになるかは明らかにされておらず，そ

の解明は急務であるといえる。

　現在いろいろな場面で使用されており，今後も行われ

ていくことが予想される点字触読シミュレーション体験

について，用いる教材や体験の内容と方法がどのような

効果を及ぼすのかに関して，十分に検討しておく必要が

ある。そこで本研究では，それらに関する基礎的な資料

を得るために，点字触読シミュレーション体験の内容の

難易度の違いが体験者の視覚障害者に関する能力の評価

にどのような影響を与えるのかについて明らかにするこ

とを目的とした。

皿．方法

（1〉被験者

　本実験は2つの実験パタンによって構成されている。

1パタンにつき，17名（合計34名）の大学生を被験者と

した。被験者は，全員が点字の未学習者であった。

（2）調査手続き

　平成16年8月から10月にかけて，2パタンの点字触

読シミュレーションをそれぞれ異なる被験者に体験さ

せ，学習内容の難易度の違いが視覚障害者に関する能力

の評価に与える影響について質問紙を用いて測定した。

被験者は遮眼状態であったため，測定はすべて口頭で行っ

た。なお，被験者に実験の内容を事前に知らせなかった。

　被験者に対して，まず視覚障害者の持っている能力の

評価を測定するための尺度をプリテストとして行った。

次に，15分間アイマスクをした状態で利き手の人差し

指を使った触覚的な読みの学習を行った。学習が終わっ

た時点で，7問からなる点字触読テストを行った。その

後プリテストと同一の内容のポストテストを実施し，視

覚障害者に関する能力の評価の変容を測定した。2パタ

ンの詳細を以下に示す。また，2パタンの実験の流れを

表1に示した。

パタン1：簡単な点字の学習をさせた。このパタンの学

　　　　習の目的は，被験者に「点字の学習は簡単で

　　　　　あり，自分もやればできる」と感じさせるこ

　　　　　とである。そのため，学習の際に被験者が点

　　　　字を読めた場合には，おおげさに賞賛した。

　　　　　また実験の最後に行った点字触読テストで

　　　　　は，被験者が解答を問違えた場合でも正解で
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表1．パタン11パタン2の実験の流れ

実験内容

1 4文字の点字すべてについて，同じ点字が1列に4つ並んでいるものを触らせる

2 4文字の点字が1文字ずっ横1列に並んでいるものを2回触らせる

3 4文字の点字のうちの2文字が並んでいるもの（例：「あふ」，「れれ」）を触らせ，その

2つが同じものであるか，違うものであるかを回答させる（5種類の組み合わせを用

いた）

4 4文字中1文字だけ違うものが混ざっている組み合わせの点字（例：「ふふめふ」）を

触らせ，他の点字と違う点字はどれかを回答させる（4種類の組み合わせを用いた）

5 1文字の点字を触らせ，その後5文字の点字を触らせ（例：「ふ，あめあふれ」），その

5文字のうち，最初に触った1文字と同じ点字はどれかを回答させる（3種類の組み合

わせを用いた）

6 点字を1文字ずっ読ませる（4文字の点字を用いて10回読ませた）

7 4文字の点字を使い，言葉として意味を成しているものを読ませる（パタン1では

6種類，パタン2では5種類の言葉を読ませた）

8． 4文字の点字の中から1文字の点字触読テストを4問，2文字を組み合わせた綴りの

触読テストを3問行う

パタン2

あったことにし，正答率が80％以上になる

ようにした。テスト終了後，テストの正答率

を被験者に伝えた。

　学習内容として用いた点字は，「あ・ふ・

め・れ」の4つの点字であった（図1）。この

4つの点字を選んだ理由は，視覚的にはもち

ろんのこと，触覚的にも全体的なパタンが大

きく異なるために他の点字に比べ弁別がしや

すいことが先行研究（佐藤，1996；青柳，

2005）により明らかになっているためである。

弁別が難しい点字を学習させた。このパタン

の学習の目的は，「点字の学習はたいへん難

しく，自分にはとても習得できない」と感じ

させることである。そのため，学習の際に被

験者が点字を読み間違えた時には，問違えた

という事実のみを指摘した。また実験の最後

に行った点字触読テストでは，被験者が正解

した場合でも不正解であったことにし，正答

率が30％以下になるようにした。テスト終

了後，テストの正答率を被験者に伝えた。

　学習内容として用いた点字は，他の点字に

●　　　　　　　●●　　　　　　●●　　　　　　●●

　　　　　●●　　　　　　●●
　　●●　　　　　　●●

あ　　ふ　　め　　れ

　（簡単な点字）

●●　　　　　　●　　　　　　　●●　　　　　　　●
●●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　●●
●　　　　　　　●●　　　　　　●●　　　　　　●●

て　　ま　　む　　も

　（難しい点字）

図1．実験で使用した点字

　　　　　比べ弁別が難しいことが先行研究（佐藤，

　　　　　1996）により明らかになっている「て・ま・

　　　　　む・も」の4つの点字であった（図1）。

（3〉調査項目

　測定には視覚障害者に関する能力観を調べるための尺

度として標準化されている徳田（1991）の考案した「盲

人能力観尺度」を，本実験のために改変したものを用い

た（表2）。この尺度は視覚障害者の能力と対象者自身の

能力を対比して回答を求めるものであり，「視覚障害者

の能力が訓練や経験の結果である」と認識しているかど

うかがわかるように工夫されている。尺度は，点字触読

に直接関係する2項目とその他の能力に関する11項

目，計13項目により構成されている。視覚障害のシミュ

レーションでは，それにより体験したこと（本実験の場

合は点字触読）に関する正しい評価が可能になるととも
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表2．盲人能力観尺度の質問項目

①視覚障害者は普通の人が持っていないような特別な能力を持っている

②視覚障害者が点字を指先で読むには特別な能力が必要である

③あなたは訓練すれば、指先で点字を読むことができる

④視覚障害者は聴覚が普通の人に比べて良い

⑤あなたは訓練すれば、聴覚が良くなる

⑥視覚障害者は「かん」が鋭い

⑦あなたは訓練すれば、rかん」が鋭くなる

に，体験内容とは直接関係のない他の能力についてもあ

る程度客観的に評価できるようになるという，変容効果

の般化現象がみられることが先行研究によって指摘され

ている（徳田・佐藤，1991）。そこで今回は，点字触読

とは直接関係のない11項目のうち，点字触読からイメ

ージがしやすく，般化の可能性が高いと考えられる5項

目を選び使用した。そのため実験に用いた項目は点字に

関する2項目とその他の5項目の計7項目であった。

　まず，視覚障害者の能力に関する文章を口頭で提示し，

「全く思わない」を1、「どちらともいえない」を4、「非

常に思う」を7として，1，2，3，4，5，6，7のなかか

ら該当する番号を回答させた。高得点ほど，視覚障害者

の能力を特別視していると評価できる。また同じ内容の

能力について，対象者自身の能力に関する文章を口頭で

提示し，「全く思わない」を1，「どちらともいえない」

を4，「非常に思う」を7として，1，2，3，4，5，6，7

のなかから該当する番号を回答させた。高得点ほど，視

覚障害者の能力が訓練や経験の結果であると認識してい

ることになる。

皿．結果と考察

　点字触読学習の最後に行ったテストの結果，パタン1

では17名すべての被験者の正答率が80％以上であっ

た。パタン2では3名の被験者の正答率が50％以上で

表3．盲人能力観の平均尺度得点と分散分析の結果

項目
簡単な点字を学習した群

　　　（N＝17）

難しい点字を学習した群

　　　（Nニ17）

分散分析

　（F）

プリテスト　ポストテスト　プリテスト　ポストテスト　　難易度　　測定時点　　交互作用

第1項目

第2項目

第3項目

第4項目

第5項目

第6項目

第7項目

M
SD

M
3D

〃

SP

〃

SD

M
SD

M
SD

M
SD

4．35

1．66

3．47

1．59

5．88

0．99

5．41

1．37

4．18

1．70

4．94

1．64

3．94

1．68

3．35

1．37

2．53

1．23

5．94

1．14

4．94

1．35

4．35

1．46

4．47

1．70

3．94

1．78

4．35

1．12

3．18

1．51

5．76

1．25

5．18

1．43

4．29

1．57

4．59

1．42

3．53

1．46

4．41

1．12

4．06

1．56

4．53

1．63

5．41

1．62

4．12

1．54

4．59

1．33

3．76

1．52

1．79

2．01

4．55＊

0．07

0．01

0．06

0．34

4．23＊

0．13

5．54＊

0．40

0．00

1．30

0．27

5．36＊

12．44＊＊

6．70＊

3．63

0．92

1．30

0．27

＊＊ρ〈。01，＊ρく．05
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あったため正答率の操作を行ったが，それ以外の14名

については実際の正答率が30％以下であった。

　各項目別に尺度得点の平均の差を調べるために，点字

の難易度と測定時点を要因とする2（簡単な点字，難し

い点字）×2（プリテスト，ポストテスト）の分散分析を

行った。平均尺度得点と分散分析の結果を表3に示す。

（1）点字に関する能力の評価への効果

　第2項目の「視覚障害者が点字を指先で読むには特別

な能力が必要である」（図2）は交互作用が有意であり

（F（1，32）＝12．44，ρく．01），簡単な点字を学習した群で

は視覚障害者の特別な能力を認めない方向に，難しい点

字を学習した群では特別な能力を認める方向に平均尺度

得点が変化する傾向がみられた。学習材料の難易度，測

定時点については有意な差はみられなかった。

7

6

5

尺4

度

得
点3

2

　1

0

■。
臼　嫡　　隔

鴨　　軸

　　■ ■　軸陶■

プリテスト

測定時点

ポストテスト

・暑・・簡単な点字

一■一難しい点字

図2．第2項目「視覚障害者が点字を指先で読むには特

　　別な能力が必要である」の尺度得点の変化

　第3項目の「あなたは訓練すれば指先で点字を読むこ

とができる」（図3）では，交互作用が有意であった

（F（1，32）＝6．70，ρ＜．05）。また，学習材料の難易度に

有意差が認められ（F（1，32）＝4．45，ρ＜．05），難易度が

低いほうが「訓練によって自分も指先で点字を読むこと

ができる」と評価する結果になっていた。測定時点につ

いても，有意な差がみられた（F（1，32）＝5．54，ρ＜．05〉。

特に難しい点字を学習した群では，「訓練によって自分

も指先で点字を読むことができるというわけではない」

と評価するようになっていた。

（2）点字以外の能力の評価への効果

　第1項目の「視覚障害者は普通の人が持っていないよ

うな特別な能力を持っている」（図4）では，交互作用

が有意であった（F（1，32）＝5．36，ρ＜．05）。また，測定

時点についても有意な差がみられており（F（1，32）＝

4．23，ρ＜．05），特に簡単な点字を学習した群では視覚

障害者の特別な能力を認めない方向に平均尺度得点が変

化していた。学習材料の難易度について有意差は認めら

れなかった。

　第4項目から第7項目については，交互作用，学習

材料の難易度，測定時点のいずれにおいても有意な差は

みられなかった。

　本実験の体験は，視覚障害者の点字に関する能力やそ

れに対比した自分の能力，視覚障害者の「特別な能力」

の評価に影響を与えていたが，それ以外の能力について

　7

　6

　5

尺4

度・尋一簡単な点字得
点3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋難しい点字

　2

　1

　0
　　　　プリテスト　　　　　　　ポストテスト

　　　　　　　　測定時点

図3．第3項目「あなたは訓練すれば指先で点字を読む

　　ことができる」の尺度得点の変化

－　　一　　■　　－　　■　　－　　■　　－　　－　　■　　－

　7

　6

　5

尺4

度・層・・簡単な点字得
点3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋難しい点字

　2

　1

　0
　　　　プリテスト　　　　　　ポストテスト

　　　　　　　　測定時点

図4．第1項目「視覚障害者は普通の人が持っていないよ

　　うな特別な能力を持っている」の尺度得点の変化

陶　隔
陶

一
噛
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馳
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は影響を与えていなかった。先行研究によりシミュレー

ションによる効果の般化が指摘されているが（徳田・佐

藤，1991），今回の結果からは「特別な能力」以外につ

いては般化が認められなかった。これは，今回の体験か

らは「特別な能力」という抽象的なものについてはイメ

ージすることができたが，聴覚や「かん」という，体験

内容とは別の具体的な能力についてはイメージすること

ができなかったためであると考えることができる。先行

研究を見ると，点字触読シミュレーションに関するもの

の中でもその般化は一定ではなく（佐島・徳田，1991；

徳田，1993；徳田，1995），触読以外のどの能力の評価

に般化するかは体験内容の違いや事前指導が影響を及ぼ

していると考えることができる。このことは，点字触読

は般化の可能性はあるが，それは常に一定の効果がある

表4．点字の学習を通して感じたこと（簡単な点字を学習した群）

A 目で見るだけの時と触ってみた後では点字に対するイメージが変わった
自分でも学習すれば点字を触って読むことができるようになると感じた

点字を読むことは、目が見えない人が特別なのではなく、自分にも読めることがわか
った

視覚障害者との距離が縮まった

B マンツーマンで丁寧に教えてもらえば短時間で理解できると思った
生まれた時から目が見えない人は子どものときから点字の学習ができるため大丈夫だ
が、年をとってから視覚障害者になる人は点字の学習に時間がかかりそうだ

C 点字は複雑で細かいものだと思っていたが、触覚でわかり、誰にでも読めるようにわ

かりやすく作られているのだと知り、感動した
時問をかけて訓練すれば自分でも覚えられると思った

D 点字の学習をしても、今後の日常生活に役に立っとは思えない

E 点字の学習をする前は全くわからないだろうと思っていたが、学習してみたら、自分

にもできそうだと思った
点字の学習をする前と学習した後では点字に対するイメージが変わった

楽しかった
視覚障害者の気持ちを少しでも理解することにつながると思うので中学校などで点字

の学習をしたら良いのではないかと思った

F 今回学習した点字は区別が簡単なものだったが、50音すべてを習得するには訓練が必

要だと思った
学習をする前は点字は非常に難しいものだと思っていたが、点字を学習してみたら訓

練すればできると思うようになった
点字を学習すると視覚障害者のことを少しでも理解できるのではないかと思った

G 50音すべてを習得するには訓練が必要だと思った

H 読む前は自分には絶対にわからないと思っていたがやってみたら点字に対するイメー
ジが変わった

訓練すれば自分にも読めるようになるだろうと思った
目の見えない人にとっては気持ちを伝える道具であり、言葉なんだなと実感した

1 学習をする前は点字は非常に難しいものだと思っていたが、点字を学習してみたら訓

練すればできると思うようになった

J 50音すべてを習得するには訓練が必要だと思った

K 学習をする前は点字は非常に難しいものだと思っていたが、点字を学習してみたら訓

練すればできると思うようになった

L 学習をする前は点字は非常に難しいものだと思っていたが、点字を学習してみたら訓

練すればできると思うようになった
点字は視覚障害者にとって情報を得る便利な手段だと思った

M 学習をする前は点字は非常に難しいものだと思っていたが、点字を学習してみたら訓

練すればできると思うようになった
点字を学習すると点字が難しいというイメージが変わり、点字や視覚障害者との距離
が縮まるので良いと思う

N 50音すべてを習得するには訓練が必要だと思った
学習をする前は点字は非常に難しいものだと思っていたが、点字を学習してみたら訓

練すればできると思うようになった
点字との距離が縮まった

0 50音すべてを習得するには訓練が必要だと思った

P 学習をする前は点字は非常に難しいものだと思っていたが、点字を学習してみたら訓

練すればできると思うようになった
ピアノやパソコンと同じように訓練すればできるようになるものなんだと思った

Q 点字は自分には全くわからないものだと思っていたがやってみるとそんなことはな
く、点字との距離が縮まった
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ものではないことを示唆している。そのため，点字触読

の実験内容や，事前指導，事後指導を通して点字以外の

能力についても具体的に考えが及ぶような，般化を意図

した体験計画について検討する必要があろう。

（3）体験後の内省

　簡単な点字を学習した群，難しい点字を学習した群に

対して，点字の学習を通して感じたことを尋ねた結果を

表4，表5に示した。簡単な点字を学習した群（表4）で

は，「点字は難しいと思っていたが訓練すれば自分にも

読めると思うようになった」などのように，点字に対す

るイメージが変化し親近性が上がったという内容の回答

が多かった（17名中11名《A，E，F，H，1，K，L，M，N，P，Q》，

全体の65％）。さらに点字の学習が視覚障害者に関する

理解につながるとした回答もみられた（4名《A，E，F，M》，

24％）。つまり「あ・ふ・め・れ」の学習は，「点字は

視覚障害者が特別な能力を使って読んでいるのではなく

訓練による結果であり，自分も訓練すれば点字を読める

ようになる」という，点字や視覚障害者に対する適正な

認識につながっているのである。青柳（2005〉は障害理

解教育の題材として点字を用いる際に「視覚障害者には

できて自分にはできないことはない」と認識させる工夫

が必要であることを指摘している。この点について

「あ・ふ・め・れ」は，視覚障害者は自分たちと同じ能

力を持っていると感じることのできる学習材料としてふ

さわしいということができる。

　一方，難しい点字を学習した群（表5）では，「難しい」

という回答が2名（G，L）を除くすべての被験者から出

されている。また「自分には習得できそうもない」など

のように，体験を通して点字に対する親近性が下がった

という内容の回答（17名中2名《1，J》，12％）や「点字

が読める視覚障害者はすごい」などのように視覚障害者

の能力を特別視するようになったという内容の回答（2

名《K，0》，12％）もみられた。西館（2005）は体験によっ

て点字の難しさや視覚障害者の能力が強調されると学習

者の障害観を歪めることを指摘している。つまり「て・

ま・む・も」はこうした可能性の高い学習材料であると

表5．点字の学習を通して感じたこと（難しい点字を学習した群）

A 思っていた以上に複雑で難しい
視覚障害者の生活を知るために健常者が点字の学習をすることは必要だと思う

B 思っていた以上に複雑で難しい

C 難しくて混乱した

D 思っていた以上に点字を覚えるのは難しかった

E 50音をすべて覚えるのはとても難しいと思った

F 難しいだろうと思ってはいたが想像していた以上に難しく読めなかった

G 無効回答

H 思っていた以上に複雑で難しい

1 訓練すれば読めるのではないかと思っていたがとても難しく訓練しても読めなそうだ

と思った

設備等を作るのは健常者だから視覚障害者の立場を理解する上で点字を学習すること

は良いことなのではないかと思った

J 訓練すれば読めるのではないかと思っていたがとても難しく訓練しても読めなそうだ
と思った

K こんなに難しいものを読めるようになる視覚障害者はすごいと思った

L 点字を読めるようになるにはものすごい訓練が必要だと思った
視覚障害者の立場を理解する上で点字を学習することは良いことなのではないかと思っ
た

M とても難しかった

N 難しくて混乱した

0 とても難しかった

点字をスラスラよめる視覚障害者はすごい

P とても難しかった

スラスラ読めるためには手先が敏感ではなくてはならないと思った

Q とても難しかった

文章を読めるようになるには大変な訓練が必要だと思った

（回答Gは質問に対する回答としてふさわしくなかったため無効回答とした）
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判断される。

　2群の感想を比較すると，簡単な点字を学習した群で

は点字触読に対する親近性が上がり，難しい点字を学習

した群はその難易性を強く感じ親近性が下がるという，

全く逆の効果がみられている。このことから，学習材料

の難易度の違いが体験後の触読に対する印象に大きな影

響を与えていることは明らかである。また，難しい点字

を学習した群は感想が「難しい」という内容のみにとど

まることが多いのに対し，簡単な点字を学習した群では

自分の能力との対比や，視覚障害者の理解におけるシミュ

レーションの役割など，体験内容以外の事柄の記述があ

ったことは特筆に価する点である。

V．まとめ

　実際に，視覚障害者は目が見えない代わりに特殊な能

力があるということはなく，また健常者に比べ触覚，聴

覚が鋭敏であるということもない。ただし，視覚を用い

なければならない場面において，健常者と同じストラテ

ジーで情報を得ることが不可能であることから，それを

視覚以外の感覚により代替するための訓練を行い，その

技術を身につけていたり，他の感覚を使うことを習慣づ

けているのである。この点は視覚障害および視覚障害者

を理解するうえで特に重要であり，教育場面においては

強調される必要がある。さらにいえば，「視覚障害者は

目が見えない代わりに聴覚が鋭い」「視覚障害者は第六

感が働く」などのような誤った認識を与える教育は避け

られなければならない。

　本研究の結果から，難易度が低い点字（「あ・ふ・

め・れ」）の学習を体験した被験者は視覚障害者の点字

触読能力や特別な能力を認めなくなる傾向がみられた

が，難易度が高い点字（「て・ま・む・も」）の学習では

その逆に，視覚障害者の能力を特別視する傾向が強いこ

とが確認できた。

　「視覚障害者は特殊な能力を持っており，自分たちと

は異なる存在である」という視覚障害者の能力に関する

誤った認識は，視覚障害者と健常者との間のコミュニケ

一ションや視覚障害者の社会的自立の障壁となる可能性

があることを徳田（1993）は指摘している。そのため，

学校現場等で点字触読の体験をする場合には，「て・

ま・む・も」のような難易度の高い学習材料ではなく，

点字触読は訓練によって可能であることを理解し，視覚

障害者は自分たちと同じ能力を持っていると感じること

ができる，「あ・ふ・め・れ」のような難易度の低い，

つまり触知弁別性の高い学習材料を用意する必要がある

ということができる。

　本研究の結果は，学校現場における福祉教育やさまざ

まな場面で行われている啓発活動での障害シミュレーショ

ン体験のあり方に大きな方向性を与えるものである。教

育現場では総合的学習の時間が本格的にスタートしたこ

とに伴い，子どもたちが障害者について学ぶ機会が急増

している（小野，2005）。しかし，実際に教育を行って

いる教師は障害理解教育を行うための十分な知識がある

者ばかりではないために，障害者についてどのような内

容をいかなる方法で教育すればよいかがわからず，とま

どっているという声も多い。その結果，「体験すること

が最も重要であり，体験することによって本質を心で感

じることができる」といった安易な考えで体験が行われ

ていたり，シミュレーション体験や障害者による講話な

ど，体験的でインパクトのある活動を行うこと自体が目

的となっている傾向がある（徳田・新井・松村・喜美侯

部・鵜木・水野，2004）。

　確かに障害や障害者について教えるうえで，シミュレ

ーション体験は有効な手段の一つである（Goddard＆

Jordan，1998；徳田，1993）。しかし，効果的なシミュ

レーションとは，現在教育現場で頻繁に行われているよ

うな，単なる思いつきの体験を指すのではない。障害理

解の視点を元に，体験が体験者にどのような効果と影響

を与えるのかを十分に検討したうえで計画的に行われる

ものを指すのである。障害理解の発達段階や体験者への

影響を無視した安易なシミュレーションは，障害者への

理解を深めるどころか，逆に体験者の障害観を歪める，

すなわち害となり得るものであるという事実を，現場の
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実践者である教師は知る必要がある。そのうえで知識を

身につけ実践に携わるべきなのであるが，現実的には，

障害に関する十分な知識がなく，また日々の業務に，多忙

を極める教師が，新たな知識を身につけ，体験の内容を

障害理解の視点から的確に選定していくことは困難を極

める作業である。そこで現時点では，どのような内容を，

どの程度の時間，いかなる手続きで行えばよいのかなど

に関する具体的なシミュレーション体験の内容と方法を

この分野の研究者が教師に示すことが必要となる。

　本研究では，点字触読シミュレーション体験の内容に

ついて，具体的な提案をする資料が得られたが，しかし

本研究から明らかになったのは学習材料についてのみで

ある。今後，その内容を用いた体験の教示方法や触読体

験の時間，事前指導，事後指導の内容や授業を行ううえ

で指導者側が理解しておくべき事柄などについてさらな

る検討が必要である。
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EffectsofBrai皿e　Rea“ing　Simulation　onViewsTbwardthe　B亘inα

ONO，Satoko　　　（University　ofTsukuba）

TOKUDA，Katsumi（University　ofTsukuba）

SUMMARY

　　　　The　non－disabled　community　often　harbors

misconceptions　about　the　blind．For　example，it　is　not

unusual　for　a　person　with　no　disabilities　to　believe　that　the

blind　develop　other　senses　to　compensate　for　their　lack　of

sight，i．e。better　hearing，heightened　sense　of　smell，etc．This

study　was　designed　to　gain　insight　into　the　nature　of　beliefs

toward　the　blind　and　to　gauge　how　perceptions　of　the　relative

difficulty　ofbraille　reading　affect　attitudes　toward　the　blind．

　　　　Su切ects　were34university　students　with　no　disabilities，

divided　into　two　groups．All　members　of　both　groups　were

blindfolded　and　given　seven　pre－test　statements　designed　to

gauge　their　attitudes　toward　the　abilities　of　the　blind　in

relation　to　their　own　abilities：1）Blind　people　have　special

abilities　that　non－handicapPed　people　do　not　have；2）Bhnd

people　need　special　abilities　to　read　braille　by　touch；3）You

will　be　able　to　read　braille　by　touch　if　you　are　trainedl4）Blind

people　have　better　hearing　abilities　than　non－handicapPed

peoplel5）You　will　have　better　heahng　ab皿ties　if　you　are

trained；6）Blind　people　have　a　stronger　sense　of　intuitionl　and

7）You　will　get　a　sharper　sense　of　intuition　if　you　are　trained．

Subjects　were　asked　to　rate　their　degree　of　agreement　or

disagreement　with　these　statements　on　a7－point　Likert　scale

（1ニstrongly　disagreel7＝strongly　agree）．Next，still

blindfolded，each　group　was　taught　braille　reading．Group　l

suhiects　were　taught　four　braille　hiragana　characters，which

previous　research　had　shov》n　to　be　relatively　easy．　Group2

suhlects　were　taught　four　relatively　difficult　braille　hiragana

characters．Immediately　following　the　study　session，subjects

were　quizzed。Group　l　subjects　were　given　positive

feedback．Even　if　they　answered　incoITectly，they血ght　have

been　told　that　they　were　correct　in　order　to　instill　self－

confidence．Percentage　of　coπect　answers　was　thus

artificially　maintained　at80％．Group2su切ects　were　given

negative　feedback　to　instill　the　notion　that　leaming　braille　is

very　difficult．Correct　answers　were　artificially　maintained　at

30％。Following　the　quiz，and　still　blindfolded，suhiects　again

responded　to　the　same　seven　statements　used　in　the　pre－test．

　　　　Responses　to　the　pre－and　post－test　were　subjected　to

ξmalysis　of　variance．Significant　changes　f士om　pre－to　post－

test　were　found　in　t㎞ee　of　the　seven　statements。In　response

to　the　statement“Blind　people　need　special　abilities　to　read

braille　by　touch，”Group　l　members　tended　to　change　their

views　ffom　neutral　in　the　pre－test　to　positive　in　the　post－test，

while　Group2members　moved　in　the　opposite　direction．In

the　pre－test，both　groups　demonstrated　the　same　degree　of

agreement　in　response　to　the　statement“You　will　be　able　to

read　braille　if　you　are　trained．”　However，in　the　post－test，

Group2subjects　showed　a　significantly　lower　degree　of

agreement。Both　groups　expressed　the　same　degree　of

agreement　with　the　statement“Blind　people　have　special

abilities　that　non－handicapPed　people　do　not　have”in　the　pre－

test。However，Group　l　subjects　changed　their　attitude　in　the

post－test，expressing　a　lower　degree　of　agreement．These

findings　suggest　some　possibility　that　attitudes　toward　the

blind　may　be　affected　by　exposure　to　braille，and　the　nature　of

those　attitudes　may　be　detemined　by　the　perceived　degree　of

difficulty　associated　with　braille　reading。
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児童における物語のイメージと理解に及ぼす

　　　　　　　　　　　　朗読聴取の効果

黙読との比較から
＊

聖徳大学短期大学部藪中征代＊＊

問題と目的

　子どもの読書離れはここ30年間指摘されている（毎

日新聞社，2004）が，今求められている問題は読書離れ

といっても読まない層をどのように指導していくかであ

る。読書離れ対策として，朝の読書が急激な勢いで普及

しており，読書冊数の増加が認められるため，読書離れ

の解消に繋がっているといえる。それにもかかわらず，

依然として子どもの読書離れが繰り返し指摘されている

状況がある。「朝の読書」の実施により本を読む子ども

の読書冊数が増加したことは事実であるが，以前にも増

して本を読む子どもと読まない子どもの二極化の問題が

顕在化している。活字に抵抗を示し本を読まない子ども

に対する指導方法を，ここで考えていく必要がある。本

を読まない子どもの多くは活字に対して抵抗感を持って

おり，活字を読むという読書よりもテレビなどへ関心が

移行している。そして，活字から離れた状態の読書であ

る朗読聴取に対しては肯定的な評価をしている（藪中，

2005）という状況がある。

　そこで，本を読まない子どもに対して読書の楽しみと

読書興味を培う「動機づけ」と「成就感」をキーワード

にした読書指導が求められる。そのためにも現在の活字

中心の読書指導では限界がある（福沢，1995；2000）

と考える。．この活字から離れた状態で行う読書として朗

＊Effects　of　listening　and　silent　reading　on　children’s　imaging　and

　understanding．
＊零YABUNAKA，Masayo（Seito㎞UniversityJuniorCollege）

読聴取を推進し，その効用について実証的に検討するこ

とは，心理学的に興味深いテーマであるだけでなく，朗

読聴取を利用した読書教育法の開発という近年の読書教

育で議論されている読書離れに対する基礎的資料を提供

することにもなるものである。

　朗読聴取の効用については，藪中（2001，2002a，

2002b，2003，2004，2005）によって研究が進められて

おり，本を読まない子どもにとって読書興味，読書態度

を促進させ，物語のイメージや登場人物のイメージの促

進が示唆されている。蔵元（1997）は，朗読聴取を継続

することで本に対する興味・関心・意欲が育ち，言葉か

らイメージをっくっていくという想像力が身につくと論

じている。本を読まない子どもの多くはイメージを喚起

することが苦手だ（関，2002）という報告もある。すな

わち，物語文の読みを取り上げる場合，まずイメージに

注目することが大切であると指摘している。物語文の読

みでは「情緒性」をどのようにとらえるかが重要であり

（福沢，1995），物語文でのイメージの重要性を指摘して

いるのである。

　朗読聴取に関する実証的研究は少ない中で，Briggs

（1997）は，テキストを見ながら朗読テープを聴く場合

とテキストのみを黙読する場合の学業成績，読解力、読

みに対する態度について検討した。その結果、学業成績

には差は認められなかったが，読解力においては，学業

成績が平均以下の児童においてテキストを見ながら朗読

を聴くグループに効果が認められた。Walsh，Raffe丘y，＆

Tumer（1992）は，97人の小学生（9歳～10歳）を対象と
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して，朗読聴取による語彙獲得能力について検討した。

その結果，読書が苦手な児童や語彙能力の低い児童にとっ

て，物語の朗読聴取は語彙獲得のための有効な手段であ

ると示唆している。また，児童にとって未習得語彙を含

んでいる物語を短期間聴くことで語彙知識が著しく増加

したという報告もある（Eller，Pappas，＆Brown，1998；

Elley，1989；Leung＆Pikulski，1990；Stahls，Richek，＆

Vandevier，1991）。これら一連の研究によって，朗読聴

取は語彙能力の発達に直接的に影響があり，リテラシー

の発達を促進させるということが示唆された。しかし、，

これらの研究で検討されているのはテキストを見ながら

の朗読聴取における理解であり，本論文で定義している

活字から離れた状態で行う朗読聴取の理解に焦点を当て

て検討されていないために，実証的研究の必要性が認め

られる。

　また，学校現場に目を向けると「朝の読書」にみられ

るように依然として活字中心の読書指導が中心に行われ

ている状況がある。前にも述べたが，不読者の多くは活

字に対する抵抗感を持っているために，活字から離れた

状態で行える朗読聴取を読書指導の一つとして推進して

いきたいと考える。そのためにも，朗読聴取の効果につ

いて学校現場で行われている活字中心の読書指導である

「黙読」と比較をするという，さらに踏み込んだ朗読聴

取の効果に関する実証的研究の必要性が求められる。そ

こで，本研究において，活字中心の黙読と活字から離れ

た状態で行う朗読聴取の文章の理解過程を比較検討する

ことが必要であると考える。

　ここで黙読と朗読聴取について定義しておく。黙読

は，読み手が活字を見ながら音声を伴わないで読む行動

であり，フィードバックを含む読みである（田中，1995）。

朗読聴取は，読み手が声を出して読む行動と聞き手がそ

の読んだ内容を聴くという行動とが同時進行形でなされ

る方法で，聞き手は活字を見ないで耳からのみ言葉を聴

くことであり，フィードバックを含まない読みであると

定義した。従って，朗読聴取は本来のテキストを用いた

読みとは違ったメカニズムを持った読みである。

　音読と黙読の文章の理解過程を比較した多くの先行研

究が相当の実験結果を蓄積している（Collins，1961；内

田，1975；森，1980；田中・小熊，1984）。しかし，朗

読聴取と黙読の理解過程を比較したものは向後（1996）

及び高橋（1990）の研究以外に見られない。

　向後（1996）は，大学生を対象にパソコン上で朗読聴

取者に朗読音声をフィードバックさせ，対話的に朗読聴

取することが物語の理解や興味にどのような影響を及ぼ

すかについて検証している。その結果，理解テストにお

いては朗読聴取条件や黙読条件より対話聴き条件の方が

成績がよく，また，集中しやすくわかりやすく主観的な

疲労も少ないことを明らかにした。黙読条件と朗読聴取

条件では、差が認められないことが示唆された。しかし，

対話聴き条件の場合，被験者の約半数は朗読を順番通り

に1回聴いているに過ぎないが，朗読のペースを被験者

自身が握っているため，理解度を上げ疲労感を少なくす

ることが推察された。また，向後（1996）の実験では個

人的にパソコンに向かって朗読を聴取する行動で，集団

での朗読聴取と黙読との比較ではない。また，物語文を

読書材にしているにもかかわらず，ここではイメージに

ついての検討がなされていないという問題がある。

　高橋（1990）は，中学生を対象に小説教材を導入す為

際，教師が朗読して聴かせるグループと黙読のみさせる

グループで，読後の印象に残る表現の回答数を比較検討

した。その結果，朗読グループの方が読後の印象に残る

表現の回答数が多く，また作品の表現に関する記憶の正

確度が高いことを明らかとした。しかし，この研究は記

憶について検討しているが，イメージ，理解について検

討するに至っていない。

　そこで，本研究において，テキストを用いた読みとし

て「黙読」，フィードバックを含まず，テキストも用い

ない読みとして「朗読聴取」を設定し，黙読と朗読聴取

における物語のイメージ，内容の理解，語彙理解に及ぼ

す影響について比較検討する。
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児童における物語のイメージと理解に及ぼす朗読聴取の効果

実　験

目的

　黙読と朗読聴取が物語のイメージ，内容の理解，語彙

理解に及ぼす影響を比較検討することを本実験では目的

としている。

方法

　実験計画　1要因2水準（黙読・朗読聴取）の被験者

間計画。

　被験者　埼玉県内公立小学校6年生の2クラス76名

（男子36名，女子40名）を対象とした。各クラスを読

書形態によって，黙読群36名，朗読聴取群40名にそ

れぞれ割りあてた。

　物語材料　提示物語は，大川悦生作『お母さんの木』

（ポプラ社，1969）である。本作品選定の理由は，①調

査対象になった小学校で使用している教科書に載ってい

ないため，ほとんどの被験者が初めて聞くことになると

考えられたこと，②『お母さんの木』の総字数は5，216

字，センテンス数は131，朗読時間は約10分であり，

小学校6年生の認知活動において適当な長さの文章であ

ると判断されたこと，③物語はお母さんの気持ちの変化

を中心に描かれており，登場人物の気持ちが被験者に鮮

やかな印象を与える文章であると判断されたことに依っ

ている。この物語の概略をTABLE1に示した。黙読群

のテキストは，文字のみを教科書の書式で作成した。朗

読聴取群の物語材料は，あらかじめ男性の音声でCDに

録音したものを使用した。男性の音声で朗読したのは以

下の理由に依っている。朗読音声の違いが物語のイメー

ジや朗読者の評価に及ぼす影響について検討した結果，

読書材の感情価の明るさと一致した成人音声の朗読が物

語のイメージを促進し，朗読者の評価も高いことが示唆

された。特に、読書材によって性差が顕著であり、本実

験で使用する『お母さんの木』の場合は，成人の男性の

音声の方がより効果があったという知見を基に決定した

（藪中，2003；2004）。

　質問紙　以下の22項目のイメージ評定と予備調査で

作成した理解テスト及び語彙理解テストに回答を求め

た。

（1）物語のイメージ　物語全体のイメージについては，

「今聴いた（読んだ）物語は全体を通してどんな感じの物

語だと思いましたか」という教示文に従って，SD法に

よる5段階評定を求めた。この際のイメージ評定項目は

藪中（2002a）で用いられた物語のイメージ尺度項目12

項目を採用した。これら12項目は，因子分析の結果か

ら物語の「明るさ」「好ましさ」の2因子に区別される。

具体的項目としては，「明るさ」では「かなしい一たの

しい」「さびしい一ゆかいな」「かわいそうな一げんきな」

などであり、物語の明暗を捉えている。「好ましさ」は，

「きらい一すき」「つまらない一おもしろい」「かんどう

しない一かんどうする」などであり，物語の面白さや感

TABLE1　『お母さんの木』の概要

　7人の息子を兵隊にとられ，そのたびにきりの木を植え，大事に大事

に育てていたお母さんは，息子の戦死を機会に母としての本音に目覚め

た。戦争への疑問，親としての責任，息子たちへの申し訳なさを背負い

ながら，お母さんはいちずにいとおしい息子たちの帰りを待ち続け，息

をひきとるその時まで，息子の木の葉を拾い続けた。

　生きて帰ることのできた五郎は，そんなお母さんの思い出を毎年，お

母さんの思い出のくるみの木の実を媒介に，自分の子どもたちに話して

やり，二度とこのような戦争を味わいたくないと，話をするのであった。

　兵隊に子どもたちをとられた母の子どもたちへのいちずな愛。そして，

その悲しい母の愛を語り継がずにはいられない五郎の姿。これらが主題

である。
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動を捉えている。

（2）登場人物のイメージ　登場人物のイメージについて

はお母さんの気持ちについて尋ねたもので，SD法によ

る5段階評定を求めた。この際のイメージ評定項目は藪

中（2002a）で用いられた登場人物のイメージ尺度項目10

項目を採用した。これら10項目は，因子分析の結果か

ら登場人物の「活動性」「柔和性」の2因子に区別され

る。具体的項目としては，「活動性」では「くらい一あ

かるい」「さみしい一たのしい」などであり，登場人物

の外見的な明るさを捉えている。「柔和性」は「こわい

一やさしい」「つめたい一こころあたたかい」などであ

り，内面的な人問味を捉えている。

（3）理解テスト

　①物語の主題の理解：「このお話を通して，作者はど

んなことを皆さんに伝えたかったのだと思いますか」と

いう設問で自由記述を求めた。

　②登場人物の気持ちの理解：「お母さんはきりの木を

植えた時，どんな気持ちだったでしょうか」という設問

で自由記述による回答を求めた。

　③感想：「このお話を読んで（聴いて）心に残ったこ

とを自由に書いてください」という設問で自由記述によ

る回答を求めた。

（4）語彙理解テスト：小学校6年生程度の語彙理解テス

トとして語彙理解力テスト（語彙テスト）と漢字読み取

りテスト（漢字テスト）を作成した。本実験で使用する

読書材『お母さんの木』の中から語彙項目10項目，漢

字40項目を作成し，語彙理解テストとした。語彙テス

トの項目は，福沢（1991）の分類を参考に，語彙力把握

の方法の一つである多肢選択法と定義法を組み合わせた

方法を用いた三肢選択形式である。なお，語彙の項目に
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FIGURE1－1語彙テスト項目の例
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児童における物語のイメージと理解に及ぼす朗読聴取の効果

ついては，漢字の読み取り能力の影響を排除するために

漢字にふりがなをふった。漢字テストは，問題文中の一

部の漢字にふりがなをふる形式で項目を作成した。語彙

テストをFIGURE1－1，漢字テストをFIGURE1－2にそ

れぞれの項目の例を示す。作成した語彙理解テストが小

学6年生に適当であるかどうかについて検討するため

に，本実験とは別の被験者である埼玉県内公立小学校6

年生の1クラス30名（男子14名，女子16名）を対象に，

通常の授業時間内にクラス担任の指示のもとに，集団で

テストを実施した。実施の際，語彙テスト，漢字テスト

の提示順序はカウンターバランスされた。テストに取り

組む時間は20分という制限時問が課せられた。語彙テ

スト，漢字テストの信頼性を検討するために，Guttman

の折半法を用いて検討した結果，信頼性係数は，語彙テ

スト．78，漢字テスト．87であり，どちらのテストも信頼

できる値であり，どの項目もテストとして適切な項目群

であることが示唆された。

　手続き　実験はすべてクラスごとに集団で実施され

た。実験の順番は，2001年10月下旬に語彙理解テスト

の事前テスト，2001年12月に黙読および朗読聴取によ

る読書，読書終了後，イメージ評定，理解テスト，語彙

理解テストの事後テストであった。黙読群は，各自のペ

ースで黙読を行い，朗読聴取群はCDによる朗読聴取を

行った。各クラスとも実験に要した時間は約45分で，

黙読群および朗読聴取群の読書時問は約10分，イメー

ジ評定，理解テスト，語彙理解テストに要した時間は約

35分であった。

結果と考察

1．黙読群と朗読聴取群の等質性の検討

　漢字テスト（40問），語彙テスト（10問）を合計した語
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⑳
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FIGURE1－2漢字テスト項目の例
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彙理解テスト（50問）の事前テストの平均正答数と標準

偏差を求めると，黙読群（M＝37．11，SZ）＝8．42），朗読

聴取群（〃＝39．75，SD＝7．76）であった。黙読群と朗読

聴取群において各群の語彙能力の差を検定するために，

∫検定を行った結果，両群の正答数の差は有意でなかった

（’（74）ニ0．16，ns）。従って，黙読群と朗読聴取群の語彙

理解能力について差はなく等質である。

2．イメージの検討

　黙読と朗読聴取の物語のイメージ及び登場人物のイメ

ージの差を明らかにするために，下位尺度ごとに∫検定

を行った。結果はTABLE2に示す通りである。

　これをみると，物語のイメージ及び登場人物のイメー

ジにおいて黙読群と朗読聴取群の間に有意な差が認めら

れた。物語のイメージにおいては，朗読聴取群の方が黙

読群に比べて物語の内容の明るさをより低く捉え，物語

の好ましさをより高く捉えていることがわかる。登場人

物のイメージにおいては，朗読聴取群の方が黙読群に比

べて登場人物の活動性を低く捉え，登場人物の柔和性を

高く捉えていることがわかる。本実験で使用した読書材

『お母さんの木』の主題は「息子ゐ戦死を契機として，

親としての責任，息子への申し訳なさから，自貢の念を

抱き戦争を否定しながら，それでも息子の帰りを待ち続

ける悲しいまでに一途な息子への愛」を表したものであ

る。従って，物語は全体的に「くらく，かなしい」イメ

ージであるが，登場人物の母親に対しては，外面的に

「くらく，さみしい」，内面的には「やさしい，こころあ

たたかい」母として捉えており，これにより物語の面白

さや感動が高くなったと考えられる。すなわち，朗読聴

取による物語及び登場人物のイメージは，黙読時のイメ

ージよりTABLE1に示した主題のイメージの方向へ動

いたものと解釈できるであろう。

3．内容の理解の検討

（1）主題の理解

　小学校教師7名に「このお話を通して，作者はどのよ

うなことを皆さんに伝えたかったのだと思いますか」と

いう設問に自由記述による回答を求め，その回答をK　J

法により分類した結果，主題としてあげた内容は，次に

示す7つのタイプにまとめられた（TABLE3）。具体的

には，内容1：親が子どもを思う気持ち，内容2：戦争

の悲惨さを伝える，内容3：家族の絆の大切さを伝え

る，内容4：戦争は絶対にしてはいけないことを伝え

る，内容5：問違ったことを正していく勇気ある行動が

平和をもたらすということ，内容6：命の大切さ，内容

7：その他，である。主題の内容の分類については，2

名の評定者が独立に評定を行った結果，評定の一致率は，

86．19％であった。不一致箇所は評定者間で検討を行い，

協議により解決した。誤答，無答の記述をした者は，黙

読群8名，朗読聴取群1名であり，これらの者は分析か

ら除外した。

　主題内容について，全体的にみると内容2（戦争の悲

惨さを伝える）の人数が多く，黙読群と朗読聴取群の間

で主題内容の理解に人数の偏りは認められなかった。以

TABLE2　物語および登場人物のイメージのf検定結果と平均（標準偏差）

黙読群 朗読聴取群　　ご検定結果 下位検定

物語のイメージ

明るさ

好ましさ

2．32（0．35）

3．55（0．66）

1．95（0．38）

3．87（0．38）

　　　　一4．44　　　黙読＞朗読聴取

　　　　2．61　　　黙読く朗読聴取

登場人物のイメージ

活動性　　　　　　　2．37（0、2g）

柔和性　　　　　　　4．09（0．52）

2．10（0．35）

4．38（0．41）

　　　　一3．58　　　黙読＞朗読聴取

　　　　2．69　　　黙読く朗読聴取

＊＊ρく。01
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児童における物語のイメージと理解に及ぼす朗読聴取の効果

TABLE3　主題内容の群別人数

主題の内容 黙読群　　朗読聴取群

内容1（親が子どもを思う気持ち）　　　　6

内容2（戦争の悲惨さ）　　　　　　　　　17

内容3（家族の絆）　　　　　　　　　　　1

内容4（戦争はしない）　　　　　　　　　5

内容5（勇気ある行動が平和をもたらす）　0

内容6（命の大切さ）　　　　　　　　　　6

内容7（その他）　　　　　　　　　　　　0

9

15

0

9

0

0

0

上の結果から，物語の主題内容の理解に関しては，黙読

群と朗読聴取群とは同等であるといえよう。

（2）登場人物の気持ちの理解

　気持ちの理解　気持ちの理解に関する設問は，「息子

たちが兵隊にとられるたびに，きりの木の苗を植えて一

郎・二郎と子どもの名前を付け，お国のために手柄を立

てておくれと願いながらきりの木を育てている」という

場面のお母さんがきりの木を植えた時の気持ちを尋ねた

もので，きりの木を息子たちの身代わりに大事に育て，

無事を祈る気持ちが軸になっている。評定に際しては，

お母さんの息子たちの無事を祈る気持ちが理解できてい

る記述は3点，不充分な記述は2点，不適切な記述は1

点，無答，誤答は0点とした。

　記述の分析は，実験者と実験の内容を知らない大学院

生1名が独立に評定した結果，評定の一致率は90．23％

であり，不一致箇所については協議によって一致した評

定を求めた。登場人物の気持ちの理解得点は，黙読群

（Mニ1．92，SD＝1．04），朗読聴取群（M＝2．57，SD＝

0．73）であった。

　登場人物の気持ちの理解得点において読書形態の差の

効果を検定するために夢検定を行った結果，黙読群と朗

読聴取群の問に有意な差が認められた［君（65）ニー2．89，

ρ＜．01］。これは、登場人物の理解得点において朗読聴

取群が黙読群よりも優れた成績をあげたといえる。

　気持ちの内容　小学校教師7名による回答を求め，そ

の回答をK　J法により分類した。その結果，登場人物の

気持ちをどのような内容の気持ちとして記述したかを次

のように5つにまとめられた。

1）共感的記述：お母さんと同じ気持ちを自分の気持ち

　として記述（みんなで五郎の幸せを願ってください）

2）同情的記述：お母さんに対する同情的な記述（さぞ、

　子どもに会いたかったことだろう）

3）肯定的人物評価：お母さんに対する肯定的評価とし

　ての記述（お母さんはえらいなあ）

4）否定的人物評価：お母さんに対する否定的な人物評

　価としての記述（お母さんは弱い人間だ）

5）その他の反応：その他の記述内容（希望を持とう、

　感謝の気持ち，楽観視する，励ましの言葉）

　分類の結果はTABLE4に示す通りである。記述内容

別に記述人数について群別のx2検定を行った結果、共

感的記述で群間に有意な差があった（x2d937，4＝1，

ρ＜．01）。登場人物に対する読者及び聴取者の気持ちの

内容において，朗読聴取群の方が登場人物に対する共感

的内容の記述が多いことが明らかとなった。

TABLE4　登場人物に対する気持ちの理解の内容（人数）

黙読群　　朗読聴取群

1）共感的記述

2）同情的記述

3）肯定的人物評価

4）否定的人物評価

5）その他

　楽観視する

　希望をもとう

　励ましの言葉

感謝の気持ち

3
16

2

1

4
10

6

1

25

12

3

0

1
11

6

3

（3）感想文の分析

　感想文の記述量（命題数），記述内容に分類して分析

し，その結果をTABLE5に示した。本実験においての

命題とは，知識の基本単位で，「なにがどうである」の

ような文の基本的意味内容を指し，1個の述語と複数の
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項からなっているものである（Fillmore，1968）。この定

義に従って，感想文の命題数を算出した。

　記述量　命題数の分析については，実験者と実験の内

容を知らない大学院生1名が独立に評定した結果，評定

の一致率は98．00％であった。不一致箇所については，

再度検討し一致した評定を求めた。

　黙読群と朗読聴取群との平均命題数の差を検討するた

めに’検定を行った結果，2群の間に差は見られなかっ

た。

　記述内容　小学校教師7名による回答を求め，その回

答をK　J法により分類した。その結果，感想文の記述内

容は以下に示す3つにまとめられた。すなわち，筋や場

面への反応（筋反応），登場人物への反応（人反応），主

題や文章全体への評価的記述（主題反応）の3つのカテ

ゴリーであり，これは秋田（1992）の分析とも一致して

いるQ

　筋反応とは「五郎が生きて帰ったことも知らないで死

TABLE5　感想文の平均命題数（標準偏差）と記述内容の人数

黙読群 朗読聴取群

平均命題数　　1．24（0．55） 1．40（0，56）

筋反応

人反応

主題反応

31

7

2

14

15

7

注）筋反応，人反応，主題反応は人数である。

んでしまった母のこと」のような場面や筋への反応であ

る。人反応とは「お母さんはすごくたくましい人だ」と

いうような登場人物への情動的反応と「どんな気持ちで

お母さんは息子たちを戦争へ送り出したのだろう」とい

うような登場人物の行動や感情の推理，「もし私がお母

さんだったら，絶対に息子を死なせるようなことは望ま

なかっただろう」といった登場人物への同一化反応を含

んでいる。主題反応とは「戦争の悲惨さを伝えるために

作者はこのお話を書いたのであろう」といった主題への

反応である。各反応の群別人数はTABLE5に示す通り

である。

　各反応に対する黙読群と朗読聴取群の人数の差を検討

するためにx2検定を行った結果，黙読群と朗読聴取群

との間に反応の仕方に人数の偏りが認められた（x2＝

10．83，ガニ2，ρ＜．01）。残差分析の結果，筋反応におい

て黙読群の方が有意に多く，人反応においては朗読聴取

群の方が有意に多いことが示された。

　黙読群では物語の場面や筋について記述した感想が多

く，朗読聴取群では登場人物への情動的な感想が多いこ

とから，朗読聴取群の方がより具体的に登場人物の気持

ちの理解を促したのではないかと推察される。

4．語彙理解テストの検討

　漢字読み取りテスト（40問），語彙テスト（10問）の事

前・事後テスト，これらを合計した語彙理解テスト（50

問）における平均正答数と標準偏差をTABLE6に示した。

　語彙理解テスト（50問）の正答数について，事前テス

TABLE6　語彙理解テストの平均正答数と標準偏差

黙読群　　　朗読聴取群

漢字読み取りテスト（40問）

語彙テスト（10問）

事前テスト

事後テスト

事前テスト

事後テスト

31．00（6．82）

36．13（4．00）

6．27（2．91）

8．27（2．21）

33．35（6．20）

34．85（5．39）

6．35（2．75）

7．10（1．97）

合計

語彙理解テスト（50問） 事前テスト

事後テスト

37．11（8．42）

44．17（4．98）

39．75（7．76）

41．95（6．49）

（　）内は標準偏差
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児童における物語のイメージと理解に及ぼす朗読聴取の効果

トと事後テスト間の変化（事後テスト正答数一事前テス

ト正答数〉の平均と標準偏差を求めると，黙読群（M＝

7．06，3P＝7．58），朗読聴取群（〃＝2．20，SP＝3．23）で

あった。次に，事前テストと事後テスト問に変化がある

かどうかをみるために∫検定を行った結果，黙読群と朗

読聴取群との間に有意な差が認められた（1（74）＝3．70，

ρ＜．01）。すなわち，黙読群における事前テストと事後

テスト間の変化が，朗読聴取群のそれより著しく大きい

ことを示している。これより語彙理解能力においては，

物語を黙読する方が有効であることが明らかとなった。

総合的考察

　本研究では，これまで読書研究においてほとんど取り

上げられなかった朗読聴取行動を取り上げ，朗読聴取に

おける物語のイメージ，理解，語彙理解について黙読と

比較することによって実証的に検討した。その結果，朗

読聴取と黙読の行動がそれぞれ持っている特徴について

明らかにすることができた。

　まず，物語のイメージについては，朗読聴取群の方が

黙読群に比べて物語の「明るさ」をより主題に沿った暗

く，悲しいイメージの方向へ高め，それによって物語の

「好ましさ」をさらに高めていることが示唆された。ま

た，登場人物のイメージについては，朗読聴取群の方が

黙読群と比べて登場人物を「くらく，さみしい」と外面

的な活動性を低く捉え，また，「やさしく，こころあた

たかい」登場人物であると内面的な柔和性をより高く捉

えているということが示唆された。これらのことから，

物語のイメージ及び登場人物のイメージにおいては，朗

読聴取群の方が黙読群に比べて物語の主題に沿ったイメ

ージの方向へ，より促進させるという効果が認められ

た。

　朗読聴取行動は情動面を刺激する行動であるために，

朗読聴取を経験することによって物語について「想像性」

を働かせる（蔵元，1997；藪中，2001；2002a；2002b）。

このことから，物語のイメージ及び登場人物に対するイ

メージを促進させる結果になったと推察される。このこ

とは見方によっては，イメージを限定してしまうという

批判に繋がることも考えられる。しかし，活字に対する

抵抗感を持っている児童に対して，物語のイメージを主

題に沿った方向へより促進させ，物語の好ましさを向上

させるためには，朗読聴取は黙読に比べて，より効果の

ある読書方法の一つであるといえよう。

　次に，物語の主題の理解については，黙読群と朗読聴

取群との読書形態による差は認められず，戦争の悲惨さ

を伝えるという主題内容をどちらの群も捉えていること

が明らかとなった。

　登場人物の気持ちの理解については，朗読聴取群の方

が黙読群に比べて理解得点が高かった。すなわち，登場

人物の気持ちの理解においては朗読聴取群の方がより効

果があることが示唆された。また，その気持ちの内容に

ついては，朗読聴取群の方が登場人物に対する共感的な

内容の記述が多く，朗読聴取群の方がより登場人物へ共

感することが明らかとなった。

　物語に対する感想文の記述をみると，記述量は黙読群

と朗読聴取群の差は認められなかったが，記述内容につ

いては黙読群と朗読聴取群の問に有意な差が認められ

た。朗読聴取群は登場人物に対する情動的な感想が多く

みられ，黙読群では物語の場面や筋に対する感想が多く

みられた。フィードバックを含む黙読の方が，物語の筋

をより詳細に伝達することに適しているといえる。また，

フィードバックを含まない朗読聴取は，話の筋を記憶す

るということより物語を全体的に捉え，黙読に比べて感

情的側面がより刺激されたということが窺える。

　以上のことから考えて，朗読聴取を経験することで物

語に対するイメージ喚起がしやすくなり，その物語に対

する「想像性」が促進され，それによって登場人物に対

する「理解」が促進された（藪中，2005）と推察される。

すなわち，物語文はイメージが重要な役割を持っており，

朗読聴取の方が物語の情緒性をより助長し，登場人物に

対する共感的理解の促進に繋がったと考えられる。

　語彙理解については，黙読群の方が朗読聴取群に比べ

て語彙理解テストの成績が上昇し，語彙理解においては，
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黙読群の方がより効果があることが示唆された。語彙理

解については，テキストを使用して語彙を確認すること

ができる黙読群の方が語彙理解を促進させるということ

が本実験より示唆された。これは，フィードバックを含

む黙読の特徴的な効果であると考える。しかし，Walsh

ら（1992）の研究結果では，特に語彙理解能力の低い児

童にとって効果があるという報告であるが，本実験にお

いては，この点についての詳細な検討は行っていない。

今後は，児童の語彙能力や読書力との関係についても検

討していく必要があろう。

　以上の結果を総合すると，黙読行動と朗読聴取行動で

は，一般意味論の立場からみると，物語の通達的内包は

同じであるが，感化的内包において差がみられ，物語の

イメージ及び登場人物のイメージ，登場人物の気持ちの

理解を促進させるには，朗読聴取行動はとても望ましい

読書行動であることが示唆された。
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E聯ects　ofListening　and　Silent　Reading　on

Chi且dren’slmaginga皿dUnderstanding

YABUNAKA，Masayo（SeitokuUniversityJmiorCollege）

SUMMARY

　　　　This　study　attempted　to　demonstrate　the　different　effects

of‘hstening’and‘silent　reading．’　In‘listening，’the　stoてy　is

co㎜unicatedaurallylchildren肛enotexposedtothewntten

text．In　‘silent　reading，’　children　read　quietly　and

independently，without　interacting　with　others。Specifically，

this　study　aimed　to　understand　how　these　different　methods　of

communicating　a　story　effect　understanding　of　the　story’s

meaning　and　imagery。

　　　　Tomeas皿ethesedifferences，theauthorco㎜unicated

the　story“Mother’s　Trees”to76elementary　schoo16th

graders。This　is　the　story　of　a　mother　whose　seven　sons　are

drafted　into　the　military。As　each　one　is　drafted，the　mother

plants　a　tree，which　she　nurtures　as　if　it　were　her　own　child。

The　death　of　her　sons　in　battle　causes　her　to　reflect　on　war

ξmd　responsibility．Gradually　her　feeling　changes，ffom　pride

Imd　patriotism　to　sorrow　and　anti－militarism．She　continues

cadng　forthetrees，waitinginvainforher　sonstoretum，until

she　dies．

　　　　Subjects　were　divided　into　two　groups。Group　A，

comprising36children，read　the　story　silently　to　themselves。

Group　B，comprising40children，1istened　to　a　recording　of

the　story．Before　reading，a　pre－test　was　administered　to　both

groups　to　measure　vocabulary　and　Kanji　reading　ability．

After　reading，a　questionnaire　was　administered　to　both

groups．Subjects　were　given　a　list　of12paired　adjectives，

such　as‘1ight／dark，’‘interesting／du11，’to　measure　their　images

of　the　story．A5－point　scale　was　used　to　meas皿e　response．

A　list　of10paired　adjectives，such　as‘broad／na皿ow，’

‘strong／weak，’was　used　in　a　si血1ar　way　to　measure　images

of　the　mother。Free　description　was　used　to　check

comprehension：Subjects　were　asked　to　write　the　author’s

intended　meaning　or　message　of　the　story．They　were　also

asked　to　describe　what　the　mother　fblt　when　she　planted　the

trees．Fimlly，a　post－test　was　administered　to　measure

improvementin　vocabulary　and　Ka両i　reading　ab皿ty．

　　　　Results　suggested　that　suhiects　who　listened　to　the　story

had　a　darker　but　more　positive　image　of　the　story　than

subjects　who　read　silently。Furthermore，subjects　who

listened　to　the　story　thought　the　mother　was　less　active　but

gentler　than　the　subjects　who　read　the　story　silently．These

findings　indicate　that　listening，rather　than　reading，evokes　the

images　intended　by　the　writer．There　was　no　significant

difference　between　the　two　groups　in　terms　of　theme

comprehension，as　members　of　both　groups　typically

suggested　that　th¢theme　was　related　to　the　misery　of　war．

However，the　listening　group　more　accurately　indicated　that

the　mother’s　feeling　was　concem　for　her　sons。When

subjects’impressions　of　the　story　were　classified，the

listening　group　proved　to　have　more　empathetic　feelings　than

the　reading　group．The　post－test　revealed　improvement　in

vocabulary　and　Kar噸i　reading　among　reading　group　members．

Listening　group　members　did　not　improve．Overa11，these

results　revealed　that　listening　to　a　story　is　more　effective　in

promoting　an　understanding　of　the　story’s　imagery　and

feelings　of　the　characters．
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資料論文

　　歩道上のバリアとなっている携帯メール利用者の存在

駅や道で携帯メールを読む人たちに対する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学生の意識について ＊

茨城キリスト教大学

　　　　　筑波大学

ゐ呂

徳

樫美奈子
田　克己＊＊

1．はじめに

　わが国の携帯電話の世帯保有率は2004年末で91．1％

となっている（総務省，2005）。このことからも現在，

携帯電話は日常生活において欠かすことのできないコミ

ュニケーション手段になっているといえる。2004年11

月からは，道路交通法改正により運転中に携帯電話を手

に持つなどして会話をした場合や，メールの送受信など

で画面を注視した場合の罰則が強化された。また，交通

機関を利用する際や病院，映画館など多くの人が集まる

場所での利用については携帯電話所有者のマナーが求め

られるようになっている。

　小野・原田（2003）は，大学生の携帯電話によるメー

ル（以下，「携帯メール」とする）の利用について，調査

対象となった390名のうちの約6割の者が「電話の着

信やメールの受信に拘わらず，メールが来ていないかど

うかを確かめている」こと，そして約3割の者が「メー

ルのやりとりをしていて自分からメールをやめることが

できない」，「メールが来ないと友達に忘れられたような

気になって不安を感じている」ことを明らかにし，大学

生の中には「携帯メールが来ることや携帯メールを誰か

とやりとりしているということに人とのつながりを感じ

申Cellulare－mail　users　as　walkway　impediments：University　students’

　atdtudes．

牌TOGASHI，Minako（lbaraki　Chhstian　University）＆TOKUDA
　Katsumi，（University　ofTsukuba）

る者がいる」ことを指摘している。また，小野・徳田

（2005）は高校生・大学生・主婦のメール使用について

報告している。

　携帯メールを歩行中に送受信する者も多く，そのため

急に立ち止まったり，歩行速度を急に落としたりして，

衝突しそうになることを体験することも多い。まさに

「移動する，歩道上のバリア」である。

　そこで本研究では，大学生の携帯メールの利用実態を

把握した上で，携帯メールを歩行しながら読む人に対す

る他の歩行者の意識を明らかにすることを目的とした。

皿．方法

1．調査対象者

　茨城県，東京都，大阪府の大学3校に在学する大学生

608名から回答を得た。周囲に多くの人がいる状況にお

ける歩行中の携帯メールの利用実態について明らかにす

るため，このなかからJRや私鉄を「ほぼ毎日利用する」

と回答した407名を分析対象とした。407名のうち，男

子学生は118名，女子学生は289名であった。

2．調査手続き

　授業時問内に学生に調査協力を依頼し，調査を実施し

た。調査は回答者無記名方式で，2005年5月から6月

にかけて実施された。

3．調査項目

　調査項目は以下の通りである。

　1．回答者の属性
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（1）性別（男性　女性）

（2）JRや私鉄の利用頻度

　　（）ほぼ毎日利用する

　　（）週に1，2回程度利用する

　　（）月に1，2回程度利用する

　　（）ほとんど利用しない

2．携帯メールについて

読書科学第49巻第4号

（1）携帯メール（以下メールとする）を一日平均何件

　　ほど受信しますか。

　（）10件以下　　（）11～20件

　（）21～30件　（）31件以上

　（）携帯メールを利用していない

（2）メールを一日平均何件ほど送信しますか。

　（）10件以下　（）11～20件

　（）21～30件　（）31件以上

　（）携帯メールを利用していない

（3）歩行中にメールを受信したときを思い出してく

　　ださい。

①このような場面において，あなたはどのように対

　応しますか。

　　（）歩きながらメールを読むことが多い

　　（）その場で立ち止まりメールを読むことが多い

　　（）周囲の人の迷惑にならない場所に移動して

　　　　からメールを読むことが多い

　　（）メールを読める状況になってから読むこと

　　　　が多い

　　（）その他（　　　　　　　　　　　）

　　（）携帯メールを利用していない

②受信したメールヘの返信は，どのようにしていま

　すか。

　　（）歩きながらメールを書くことが多い

　　（〉その場で立ち止まりメールを書くことが多い

　　（）周囲の人の迷惑にならない場所に移動して

　　　　からメールを書くことが多い

　　（）メールを書ける状況になってから書くこと

　　　　が多い

　（　）その他（　　　　　　　　　　　　　　）

　（）携帯メールを利用していない

③あなたがメールを送受信している時に誰かとぶつ

　かった経験やぶつかりそうになった経験がありま

　すか。あてはまるものにすべて○をつけてくださ

　いo

）よくぶつかる

）ときどきぶつかる

）めったにぶつからない

）ぶつかったことはない

）よくぶつかりそうになる

）ときどきぶつかりそうになる

）めったにぶつかりそうにならない

）ぶつかりそうになったことはない

）携帯メールを利用していない

④ぶつかった経験がある方にうかがいます。ぶつか

　った相手にどのように対応していますか。

　　（）謝罪する　　　（）何もいわない

　　（）その他（　　　　　　　　　　　）

　　（）携帯メールを利用していない

（4〉あなたが移動しているときにメールを読んでい

　　る人や書いている人とぶつかった経験，あるい

　　はぶつかりそうになった経験がありますか。あ

　　てはまるものにすべて○をつけてください。

）よくぶつかる

）ときどきぶつかる

）めったにぶつからない

）ぶつかったことはない

）よくぶつかりそうになる

〉ときどきぶつかりそうになる

）めったにぶつかりそうにならない

）ぶつかりそうになったことはない

（5）ぶつかったことのある人，ぶつかりそうになっ

　　たことのある人にうかがいます。相手をどのよ

　　うに感じましたか。

　　（）じゃまだなあと思う
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　　（）メールを読んでいたのだから仕方がないと

　　　　感じる

　　（）その他（　　　　　　　　　　　　　）

（6）現在，駅などの人ごみでメールの受信・送信を

　　する人が多く，急に立ち止まったり，歩く速度

　　が遅くなったりして，他の人に迷惑になること

　　が指摘されています。これについてあなたの考

　　えに合う項目すべてに○をつけてください。

　　（）携帯メールの送受信は他の人の迷惑ならな

　　　　い場所で行うべきである

　　（）歩きタバコを禁止するのと同様に「歩きメ

　　　　ール」を禁止すべきである

　　（）喫煙場所の設置のように，駅などでは「メ

　　　　ールポイント」などをつくるといい

　（）メールは通話に比べて声が聞こえないので，

　　　　他の人にはあまり迷惑にならない

　　（）ほとんどの人が携帯を持っているので，迷

　　　　惑防止の新たなルールを作る必要がある

（7）歩行中の携帯メールの使用について，あなたの

　　意見を聞かせてください。どんなことでも結構

　　ですので，率直なご意見をお願いします。

皿．結果と考察

1．携帯メールの1日平均受信件数・送信件数

携帯メールの1日平均受信件数と送信件数を尋ねたと

ころ，3割以上の者が「11～20件」と回答した（受信

件数：全体の35％（有効回答者数404名中142名），送

信件数：34％（138名））。男子学生と女子学生の回答を

比較すると，男子学生は受信件数，送信件数ともに「10

件以下」（受信件数：39％（118名中46名），送信件

数142％（50名））と回答した者が多かったのに対して，

女子学生はいずれの項目についても「11～20件」と回

答するものが多かった（受信件数：35％（286名中100

名），送信件数：35％（100名））。

2．歩行中の携帯メール送受信について

　歩行中にメールを受信したときの対応について尋ねた

結果を表1に示した。歩行中に受信したメールについて

は，「歩きながらメールを読むことが多い」者が全体の

7割以上であり，「メールを読める状況になってから読

むことが多い」者は約2割であった。また，「周囲の人

の迷惑にならない場所に移動してからメールを読むこと

が多い」と回答した者は全体の5％と少数であった。

　表2には，歩行中に受信した携帯メールヘの返信につ

いて尋ねた結果を示している。その結果，歩行しながら

メールを書いている者は56％（407名中227名）であっ

た。

　携帯メールは，利用者の都合には関係なく送られてく

るものである。携帯メー一ルは緊急時の連絡手段にもなっ

ていることから，歩行中であってもメールの受信に気が

ついたらまず確認する者が多いことが確かめられた。

　次に，歩行中に携帯メールを送受信しているときに誰

かとぶつかった経験があるかを尋ねた結果を表3に示し

表1．歩行中の携帯メール受信への対応

全体 男子学生 女子学生

歩きながらメールを読むことが多い 74％（302名） 67％（79名） 77％　　（223名）

メールを読める状況になってから読むことが多い 17％（69名） 20％（24名） 16％　（45名）

周囲の人の迷惑にならない場所に移動してからメ 5％（20名） 7％（8名） 4％　（12名）

一ルを読むことが多い

その場で立ち止まりメールを読むことが多い 2％（7名） 2％（2名） 1．7％（5名）

その他 1％（6名〉 4％（5名） 0．3％（1名）

携帯メールを利用していない 1％（3名） 0％（0名） 1％　（3名）

（有効回答：全体407名，男子学生118名，女子学生289名）
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た。それによると，全体の26％（405名中106名）の者

が「ときどきぶつかりそうになる」と回答した。男女別

にみると，これは女子学生において最も多い回答であっ

たが，男子学生1む「ぶつかりそうになったことはない」

と回答した者が約3割であり，最も多かった。誰かとぶ

つかった経験のある者の，ぶつかった相手への対応につ

いては，8割以上の者が謝罪していた（表4）。

　歩行中に携帯メールを利用した場合，携帯電話の画面

に意識が集中するため，周囲に対する注意が散漫になるb

また，本人の自覚はなくとも歩行速度がそれまでよりも

遅くなる者が多いため，混雑している場所において距離

をあけずに後ろを歩いている者がぶつかりそうになるこ

ともある。

3．他者の歩行中の携帯メール送受信について

　表5に携帯メールを利用せずに歩行しているときに，

携帯メールを読んでいる人や書いている人と衝突した経

験，あるいは衝突しそうになった経験があるかを尋ねた

結果を示した。それによると「ときどきぶつかりそうに

なる」と回答した者が全体の3割（401名中121名）い

ることが明らかになった。また，女子学生の中には「よ

表2．歩行中に受信した携帯メールヘの返信

全体 男子学生 女子学生

歩きながらメールを書くことが多い 56％（227名） 56％（66名〉 56％（161名）

メールを書ける状況になってから書くことが多い 34％（138名） 29％（34名） 36％（104名）

周囲の人の迷惑にならない場所に移動してからメ 4％（18名） 6％（7名） 4％（11名）

一ルを書くことが多い

その場で立ち止まりメールを書くことが多い 3％（12名） 3％（4名） 3％（8名）

その他 1％（5名） 3％（3名） 1％（2名）

携帯メールを利用していない 1％（3名） 0％（0名） 1％（3名）

（有効回答：全体407名，男子学生118名，女子学生289名）

表3．歩行中の携帯メール送受信の際に他者と衝突した（衝突しそうになった）経験

全体 男子学生 女子学生

ときどきぶつかりそうになる 26％（106名） 16％（19名） 30％（87名）

ぶつかりそうになったことはない 23％（93名） 31％（36名） 20％（57名）

めったにぶつかりそうにならない 22％（91名） 26％（30名） 21％（61名）

ぶつかったことはない 21％（86名） 29％（34名） 18％（52名）

めったにぶつからない 16％（63名） 12％（14名） 17％（49名）

ときどきぶつかる 5％（22名） 4％（5名） 6％（17名）

よくぶつかりそうになる 4％（15名） 3％（3名） 4％（12名）

携帯メールを利用していない 1％（3名） 0％（0名） 1％（3名）

（有効回答：全体405名，男子学生117名，女子学生288名複数回答）

表4．衝突した相手への対応

全体 男子学生 女子学生

謝罪する

何も言わない

メールを読んでいたのだから仕方がない

その他

84％（51名）

8％（5名）

5％（3名）

3％（2名）

87％（13名）

13％（2名）

0％（0名）

0％（0名）

83％（38名）

7％（3名）

7％（3名）

4％（2名）

（有効回答：全体61名，男子学生15名，女子学生46名　複数回答）
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くぶつかる」と回答した者もいた（1％（287名中3

名））。

　さらに，衝突した経験，衝突しそうになった経験のあ

る者が，相手に対してどのように感じたかについて尋ね

たところ，約7割の者が「じゃま」に思っており，「メ

ールを読んでいたのだから仕方がない」と感じる者は少

数であった（表6）。一方，表3に示された回答者自身

が歩行中に携帯メールを利用しているときの他者との衝

突をみると，26％（405名中106名）の者が「ときどき

ぶつかりそうになる」と回答している。そして，実際に

衝突してしまった場合には相手に謝罪をする者が多かっ

た。しかし，自分が携帯メールを利用していないときに，

携帯メールを利用している他者と衝突した場合は相手を

「じゃま」に思う者が多いということが今回の調査で確

認された。

4．携帯メールが他者の迷惑になることについて

　歩行中の携帯メールが他者の迷惑になることが世間で

指摘されていることに対する考えを表7に示した。それ

によると，メールは通話に比べて声が聞こえないという

理由による「他の人にはあまり迷惑にならない」（50％

表5．歩行中に携帯メールをしている他者と衝突した（衝突しそうになった）経験

全体 男子学生 女子学生

ときどきぶつかりそうになる 30％（121名） 25％（29名） 32％（92名）

ぶっかりそうになったことはない 24％（96名） 24％（27名） 24％（69名）

ぶっかったことはない 20％（80名） 25％（29名） 18％（51名）、

めったにぶつかりそうにならない 15％（62名） 19％（22名） 14％（40名）

ときどきぶつかる 10％（39名） 7％（8名） 11％（31名）

めったにぶつからない 9％（37名） 9％（10名） 9％（27名）

よくぶつかりそうになる 4％（17名） 4％（5名） 4％（12名）

よくぶつかる 1％（3名） 0％（0名） 1％（3名）

（有効回答：全体401名，男子学生114名，女子学生287名複数回答）

表6．衝突した相手をどのように感じたか

全体 男子学生 女子学生

じゃまだなあと思う

メールを読んでいたのだから仕方がない

その他

68％（154名）

12％（27名）

19％（44名）

72％（38名）

11％（6名）

17％（9名）

67％（116名）

12％（21名）

20％（35名）

（有効回答：全体226名，男子学生53名，女子学生173名複数回答）

表7．歩行中の携帯メールが迷惑であると指摘されていることについて

全体 男子学生 女子学生

他の人にはあまり迷惑にならない 50％（191名） 50％（55名） 50％（136名）

携帯メールの送受信は他者の迷惑にならない場所 49％（190名〉 47％（52名） 51％（138名）

で行うべきである

迷惑防止の新たなルールをつくる必要がある 28％（106名） 29％（32名） 27％（74名）

歩きタバコを禁止するのと同様に「歩きメール」 7％（27名） 14％（16名） 4％（11名）

を禁止すべきである

喫煙場所の設置のように，駅などでは「メールポ 3％（11名） 5％（6名） 2％（5名）

イント」などをつくるといい

（有効回答：全体384名，男子学生111名，女子学生273名複数回答）
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（384名中191名）），「携帯メールの送受信は他の人の迷

惑にならない場所で行うべきである」（49％（190名））と

いう対照的な項目をそれぞれ半数の者が回答していた。

そして「迷惑防止の新たなルールをつくる必要がある」

と回答したのは28％（106名）であった。

5．歩行中の携帯メール使用に関する意見

　歩行中の携帯メールの使用をどのように考えているか

についての回答者の意見を表8にまとめた。その結果，

「危険」と回答した者は76％（251名中190名）であり，

男子学生，女子学生それぞれにおいて最も回答が多い項

目であった。また，「利用者のマナーが必要」（31％（78

名）），「迷惑」（10％（26名））と回答した者がいるのに対

して，「迷惑だとは思わない」（12％（31名）），「歩行中

の携帯メールに関するルールを作ったとしても，やめさ

せるのはむずかしい」（6％（16名）），そして少数では

あるが「他人が歩行中に携帯メールを利用していると迷

惑に感じるが，自分のときは気にしていない」，「（携帯

メールを自由に利用できなくなると困るから）歩行中の

携帯メールに関するルールはいらない」のように，歩行

中の携帯メールの利用について大きな問題であると認識

していない者やその他の回答において「自分は周囲の様

子を確認しながら携帯メールを利用しているので大丈

夫」として，「よくぶつかったり，ぶつかりそうになる

人が自分で注意をすればよい」という自己中心的な意見

がみられた。

W．まとめ

　今回の調査から歩行中の携帯メールに関する大学生の

意識は，主に，その危険性や周囲への迷惑を理解し，今

後の利用について検討する必要があるというものであっ

た。確かに携帯メールを利用しているときや他者が利用

しているときに衝突したり，衝突しそうになった経験が

ある大学生であれば，それを予測しながら人ごみの中を

移動することができるのかもしれない。また，万が一衝

突しそうになったときも，それを避けることができるの

かもしれない。しかし，駅や道を歩いている歩行者は，

表8．歩行中の携帯メール使用について

全体 男子学生 女子学生

危険 76％（190名） 47％（52名） 51％（138名）

利用者のマナーが必要 31％（78名） 29％（23名） 32％（55名）

迷惑だとは思わない 12％（31名） 6％（5名） 15％（26名）

迷惑 10％（26名） 8％（6名） 12％（20名）

ルールを作ってもやめさせるのはむずかしい 6％（16名） 1％（1名） 9％（15名）

やめるべき 4％（11名） 10％（8名） 2％（3名）

仕方がない 4％（11名） 7％（4名〉 4％（7名）

緊急時以外はやめるべき 4％（10名） 4％（3名） 4％（7名）

他者の歩行中の携帯メールは迷惑であるが，自分 4％（9名） 3％（5名） 5％（4名）

のときは気にしたことはない

これからは気をつけたい 3％（8名） 0％（0名） 5％（8名）

歩行中の通話のほうが迷惑 3％（8名） 3％（2名） 3％（6名）

ルールは作ったほうがよい 2％（4名） 3％（2名） 1％（2名）

今まで迷惑になっていると思ったことがなかった 2％（4名） 1％（1名） 2％（3名）

携帯電話に依存しすぎている 2％（4名） 1％（1名） 2％（3名）

自動車に気をつければよい 1％（3名） 1％（1名） 1％（2名）

ルールはいらない 1％（3名） 0％（0名） 2％（3名）

その他 16％（39名） 17％（13名） 15％（26名）

（有効回答：全体251名，男子学生78名，女子学生173名　複数回答）
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幼児や高齢者，障害のある人などさまざまな人がいる。

目の前を歩いている人が急に立ち止まったり，歩行速度

を急に落とした際に，誰もが対処できるのであろうか。

徳田・新井・松村・長岡・望月（1999，2000）は「視覚

障害者の歩行中の交通安全」に関する調査を行い交通事

故を防止するための提言を発表している。この視点から

考察しても，携帯メール使用者の実態把握とその改善の

主張は，きわめて重要な意味をもつ。

　富樫・徳田・小宮・水野・松村（2001）が車いす使用

者を対象に実施した調査によると，車いす使用者が移動

中に歩行者と衝突した経験は全体の56％（216名中121

名）いることが確認されている。そして衝突した理由の

3割が「相手（自分）のよそ見」であった。車いす使用

者は背丈が低くなるため，混雑している場所を移動する

際には，他の歩行者から見えづらくなり，衝突すること

が多いのである。そして歩行者が車いす使用者と衝突し

た場合，歩行者がけがをするとともに車いす使用者は転

倒によって命の危険にさらされる可能性が増すというこ

とになる。

　現在わが国では，誰もが利用しやすいように建築物な

ど物理的な構造の改善が進められている。しかし，携帯

電話の世帯保有率が9割を超えている現在，その利用に

際してのマナーや対策を考えていかなければ，いくら物

理的なバリアが解消されようとも，携帯メールを利用す

る者の一人ひとりがバリアとして存在することになって

しまうのではないだろうか。

　今後，携帯メールを利用していない人たち，高齢者，

移動する上での障害がある人たち（肢体不自由者，視覚

障害者）に対して今回と同様の調査を行い，携帯メール

利用者が歩道上のバリアとならない方策を考えていきた

いo

　そして，携帯メール利用に関するマナーに問題意識を

もつ限られた人だけでなく，社会で生活するすべての

人々がその危険性を認識した上で携帯メールを利用する

社会が実現できるよう，主張を続けていきたい。
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Ce皿ulare・mallUsersasWalkwaylmpediments：

U皿iversity　Students，Attitudes

TOGASHI，Minako（lbaraldC㎞stianUniversity）

TOKUDA，Katsu血（University　ofTsukuba）

SUMMARY

　　　　Recently，efforts　have　been　made　to　make　Japan“banier

free，”to　remove　walkway　impediments　in　order　to　make　life

more　convenient　and　co㎡ortable　for　all　people，including　the

handicapped．Great　strides　have　been　made　toward　removing

the　physical　barriers　that　may　hinder　free　movement，But

there　has　been　less　progress　on　the　human　aspect　of　a　banier

free　society．It　is　becoming．apparent　that　the　behavior　of

individuals　in　public　may　impede　the　free　movement　of

others。The　pmblem　has　been　exacerbated　recently　by

technological　advances　that　have　extended　e－mail　usage　to

cellular　phones．Pedestrian　use　of　e－mail　via　cellular　phone

while　walking　may　cause　the　pedestrians　themselves　to

become　walkway　ba∬iers．This　study　soughtto　detemine

university　students’attitudes　toward　this　phenomenon。

　　　　Atotalof407universi呼studentswhoco㎜utethough

cmwded　places（i。e．train　stations）daily　were　asked　to

complete　a　questiomaire　regarding　their　attitudes　toward

cellular　phone　e－mail　use　by　others　and　by　themselves．

Questions　included“How　often　do　you　use　cellular　phone　e－

mail？”“What　do　you　usually　do　when　you　receive　e－mail

while　walking？”“How　do　you　respond　to　an　e－mail　received

while　walking？”“Have　you　ever　had　an　accident　or　near

accident　caused　by　another　person　using　e－mail　while

walking？”“How　do　you　feel　about　other　people’s　use　of

cellular　phone　e－mail　while　walking？”“How　do　you　feel

about　using　cellular　e．mail　yourself　while　walking？”and

“What　is　yo皿opinion　about　using　cellular　e－mail　while

walking？”

　　　　Analysis　of　the407questionnaires　yielded　the　following

data．It　was　detemhned　that30％of　students　used　cellular　e－

mail　between　ll　and20times　per　dayl　female　students　used　it

more　oftenthan　male　students。About70％saidthatthey　read

e－mail　while　walkingl　only5％said　that　they　moved　out　of

walkways　to　avoidolhers．Morethanhalfrespondedthatthey

wlite　responses　to　received　e－mail　while　wa皿dng．More　than

30％claimed　that　they　had　hit　others，nearly　hit　others，or

often　nearly　hit　others　while　using　cellular　e－mai1．Si血1arly，

30％reported　that　they　had　been　hit　or　almost　hit　by　other

people　who　were　using　cellular　e－mail　while　walking。About

70％felt　that　such　people　were　obstructive；only7％felt　that

such　incidents　were　excusable　under　the　circumstances．A

total　of76％felt　that　it　is　dangerous　to　use　cellular　e－mail

while　walking，and　many　suggested　that　good　mamers　are

necessary．However，some　students　felt　that　it　would　be

difficult　to　stop　using　cellular　e－mail　while　walking　even　if

there　were　regulations　against　it．Furthermore，the　data

revealed　a　somewhathypocdtical　attitude：Many　felt　that　it　is

amoying　when　others　use　cellular　e－mail　while　walking，but

they　did　not　think　it　objectionable　when　they　do　so

themselves．These　results　suggest　that　it　w皿be　necessary　to

emphasize　good　mamers　in　the　future　ifhuman　impediments

to　a　banier　free　society　are　to　be　curbed。
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実践記録

　　　読者間コミュニケーションを活性化させるための

　　　　　ブックトレーディングによる読書指導の方法＊

筑波大学石塚 修＊＊

はじめに

　読書指導・読書教育が何を目的とするかについて，た

とえば笠井（2001）は，「①読書の態度と習慣の形成，②

読書力と技能の向上，③読書を通して認識を広げ，豊か

な心の形成」するという3点を挙げて，これらを基本に

した具体的な指導内容が構成されるべきだと主張してい

る。

　しかし，一方では有元（2003）のレポートに見られる

ように，日本の高校生で図書館の本をまったく手にしな

いか，またはほとんど手にしない人の割合は全体の

52％にのぼり，OECDの平均41％を11％も上回る。

ここに教師の指導意識は高くても，「世界一本を読まな

い日本の高校生」という学習者の実態がある。

　こうした教師と学習者の読書に対する意識の乖離は，

教室での読書指導がいかに困難であるかを想像させる。

たとえば田沼（2002〉の「本には興味はあっても，実際

に自分の手で本を選び取り，ページをめくるまでには至

らない一人ひとりの生徒に，まずは，一冊の本を手に取

らせたいと考えている」というような指摘も，そうした

困難な実態から出た発言の一つであろう。

　教師も含めた大人が，学習者である子供に対して「読

書をしてほしい」と願うとき，理想的な読書行為をどの

ように想定しているのだろうか。たとえば山元（2004）

寧Readingguid㎝ce：Encouragingreading㎝dco㎜u血cation㎝nong
　college　sUldents廿ぼough　exchange　of　books。

紳lSHIZUKA，Osamu（University　ofTsu㎞ba）

は，「子供を『自立した読者』にしていくことが読書指

導・読書教育の究極の目標である」と述べ，児童・生徒

の「一人読み」の完成を読書指導の目的と位置づけ，読

書指導の方策はあくまでその補助的手段としている。

　また，谷口（2004）の「読書は個人的な営みだと思う

が，本を真ん中にした時問や空間の共有は，この時期の

（筆者注：15歳）の子どもたちにとって欠かせない」と

する見解は，教師の持つきわめて常識的な考え方でもあ

る。ただし，ここでいう読書空間の共有という問題は，

これまで日本の読書指導ではあまり取り上げられてこな

かった。それに対して上谷（2004）が紹介するオースト

リアの読者養成プログラムにおける授業原則では，「ア．

コミュニケーション過程としての読書」の項目が設けら

れていて，「特に強調されているのはアで『読書教育は，

テクストの受容を通して過去や現在のさまざまな人間と

のコミュニケーション態勢やコミュニケーション能力を

育成するのに役立つ』と説明されている」という。こう

した読書のコミュニケーションを図る契機としての側面

は，我が国でももっと重視されるべき点であろう。

　近年日本での読書活動に大きな影響力を持つ齋藤孝は

「本をめぐるコミュニケーションの増幅。本を読むこと

で会話の質を上げるだけでなく，具体的に本の話をお互

いにしあう文化的土壌をつくっていきたい」と指摘して

いるが（齋藤，2002），これも読書のコミュニケーショ

ンヘの利用を促進しようとしたものであろう。「読書会」

「本の会話への引用」「マッピング・コミュニケーション」

「読書クイズ」「書き写し」「本の内容紹介」「読書トレー
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ナー」「本のプレゼント」などを，読書を介した人間関

係づくりの契機となる具体的活動として齋藤は紹介して

もいる。

　読書行為を個人の内面で完結する閉塞的営為とする呪

縛から，外部社会に開かれた営為として解放していくた

めの指導こそ，「世界一読書をしない高校生」が，ひい

ては「世界一読書をしない国民」となり，世界的に辱め

られないために，現在の学校教育で早急に求められてい

る問題といえるのではなかろうか。

1．「本の紹介」から「本の貸借」に向かう意義

　今回，筆者が提唱する「ブック・トレーディング」と

は，親子や友人などのような深い人間関係にはない者同

士が，自分の好きな本の内容を紹介し，所有している本

を直接に相互貸借することで，それを契機にお互いのコ

ミュニケーションの深化を図ろうとする読書行為である。

　「本の紹介」という活動自体は，従来の読書指導の中

でも盛んにとりいれられきており，実践例も多い。たと

えば文部科学省（1999a）『小学校学習指導要領解説国語

編』で，小学校1～2年における「話すこと・聞くこ

と」F＜言語活動＞に「読んだ本の中で興味をもったとこ

ろなどを紹介すること」が挙げられたり，『高等学校学

習指導要領』（文部科学省，1999b）でも「国語総合」＜

言語活動例＞に「本を読んでその紹介を書いたり，課題

について収集した情報を整理して記録や報告などを書い

たりすること」という例が挙げられていることからも，

国語教育での学習活動として定着していることが分かる。

　だが，「本を紹介する」活動では，これまでは発信者

の側の「書くこと」「話すこと」の能力の育成ばかりが

注目され，発信者と受信者相互間でどのようなコミュニ

ケーション活動が展開されているかについてまでは考慮

されてこなかったように思われる。

　我々が1冊の本を読もうとするとき，その動機は他人

の薦めによる場合が多いだろう。しかも，その紹介者は

友人や親「・兄弟，学校の教師といった身近かで互いに信

頼関係が成立している人たちがほとんどである。たまた

ま紹介文がすぐれていたり，紹介者のテレビでの話しぶ

りが巧みであったりしたため，見知らぬ1冊を手にする

場合も全くないとはいえないだろうが，基本的には「誰

から薦められたか」という要因が，我々の読書の動機づけ

において決定的な要素を担っていることは事実であろ

う。

　紹介する側と紹介される側に信頼関係が成立している

場合，紹介されて読みたいと感じた本を書店や図書館な

どに足を運んで購入したり閲覧したりする労力は惜しま

れまい。しかし，さほど人間関係が成立していない場合

にはどうだろうか。その場では読みたいと意欲を見せて

も，労力をかけて本を手にするに至らないままで終わっ

てしまう場合が多いのではなかろうか。

　このように読書の動機付けは，個人的な次元での知的

好奇心にのみとどまるものではなく，その個人を取り巻

く人問関係とも深く結びついているのである。積極的な

読書を促すためには，単に書いたり話したりすることで

の紹介にとどまらず，書物そのものを直接に貸し与えた

り，互いに交換したりすることも必要であると考える。

「書物」という「モノ」そのものを介在させた「紹介」

こそが，読書活動を活性化させるはずである。

　書物の情報面だけではなく，「モン」化して捉えるべ

きだという考え方に，シェルチェ（1992）の次の主張が

ある。

　　書物の秩序には，さらにもう一つの意味がある。手

　写本であれ，活字本であれ，書物はモノであり，書物

　のモノとしての形態は，この形態が担うテクストの意

　味を押し付けないまでも，少なくともテクストがどの

　ように用いられ，どのように領有されるべきかを指示

　する。

　シェルチェは書物の形態と読者層の密接な関係につい

て再確認し，読書とは単に書かれた「テキスト」を読む

ことにのみ意義があるのではなく，「何に」書かれてい

るかも重要であることを強調している。さらに，シェル

チェ（1994）は18世紀のヨーロッパで「書物は中世や

16世紀と同様，重宝がられた贈与の対象であり，熱心
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に求められた貸与の対象であった」とも指摘する。ドイ

ツの社会史学者エンゲルジング（1985）も，「読書の能力

はありながら，普段は全く本を読まなかった親たちが，

最初は子ども達や，子ども達が家庭に持ち込んできた書

物に触発されて，読書をするようになり，その時までは，

もう過ぎ去った昔のこととして打捨てておいた状態を，

思いもかけず再び活用したという例もある」との指摘を

している。さらに近年日本でもブームになっている「読

み聞かせ」においても，書物そのものに対する読み手の

扱い方が重要になるという。読み聞かせの研究家トレリ

ース（1987）は，アメリカ・コネチカット州の小学校教

師デボラ・マーフィーが，ある本を「尊敬すべき古い友

人に対するようにさわ」って扱っていた結果，子供たち

がその本を大切にするようになり，消防訓練の際に一人

の男の子が教室に再びもどってこの本をわざわざ持って

出てきたという挿話を紹介し，書かれている内容さえ同

じであれば，書物の形態はどうであっても差異はないと

いう存在ではないことを指摘する。

　これらの指摘を基に，現在のように活字情報の伝達媒

体が多様化している時代だからこそ，書物という「モノ」

としての形態そのものに注目し，その存在を人問の心と

心を結ぶ紐帯としての実態ある存在として再認識させる

ような読書指導が必要であると考えるに至った。

　書物は個人の大切な財産であるので，安易に貸借しな

いで図書館を利用させるべきであるという従来の読書指

導の傾向も，実はある意味でシェルチェのいう「文化的

実践」の一つとしての書物の歴史と深く関わっていたと

いえる。今回の試みもやり方は逆であるけれども，そう

した書物観に基盤を置いたものなのである。

　ただし，今回のブックトレーディングではそうした重

厚な書物観から離れて，軽便で廉価な文庫本の導入を試

みた。近年，各地に増加している大型古書店では，文庫

本のみならず単行本までが1冊100円均一で販売されて

いる。その実態を踏まえて，紹介文を読ませてからわざ

わざ図書館で借り出させたり，書店で購入，させたりする

よりも，むしろ紹介者が携帯に容易な文庫本そのものを

教室に持参して紹介文とともに貸与することで，紹介さ

れる側の読書への抵抗感がより和らげられると考えたか

らである。

2．ブックトレーディングの実際

　実践した講義内容

講義名：筑波大学共通科目等「国語1」

時期：2004年5～6月

対　象二筑波大学生1・2年次　約200名

　必修科目　看護・医療科学学類43名　医学類40名

　　　　　生物資源学類20名

　自由科目　国際総合学類・社会工学類ほか86名

内容　1時目　課題ワークシートの配布

＊皆さんが，自分がこれまで読んだ本のなかで，ぜひとも他

の人に読んでもらいたい本を1冊挙げて紹介文を書いてみて

ください。ただし，紹介した本をお互いに交換して読めるよ

うに，文庫本になっている本を選び，このワークシートとと

もに提出時に持参してください。

1．「私のお薦めの一冊」

　一この本をこんな時・こんな人に・ここを読ませたい一

書名『　　　　』　著者（　　　）

　出版社（　　　　）文庫　発行年（　）年

2．「すてきな本をありがとう」一この本のここが良かっ

　た・紹介文のここに惹かれた一

　このワークシートを配布して，一週間後の提出を求めた。

また紹介する本そのものを持参するようにも指示した。

　　　2時目ブックトレーディング①

　授業時に，それぞれ座席の前後する学生や他の学部

（筑波大では学類〉の学生といった，講義内での顔見知

り程度でさほど親しい人間関係にはない相手を選ばせ

て，ワークシートと持参した文庫本の交換を促す活動を

させた。その際に紹介された本を以前に読んだ経験があ

る場合は，その相手は避けるよう注意した。

　　　3時目ブックトレーディング②

　ブックトレーディング①から読書の時間的余裕を考え
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て2週間後の授業時に読後感を書いたワークシートと相

手から借りた文庫本の回収とを行った。本についてはそ

れぞれの交換相手に直接返すようにさせた。次にその実

際の例を紹介する。

1．「私のお薦めの一冊」

　一この本をこんな時・こんな人に・ここを読ませたい一

　国際総合学類　1年　男子

　書名『沈　黙』　著者（遠藤周作）　出版社（新潮）文庫

　発行年（昭和56）年

　江戸前期，島原の乱が鎮圧され，依然としてキリシタン禁

制の厳しい日本に，主人公ポルトガル司祭ロドリゴが潜入し

た。彼は日本人のキリシタン達と山の中に隠れていたが，や

がて幕府の役人に見つかり，彼らは連行され，来る日も来る

日も役人によるひどい仕打ちに直面することとなった。そし

て多くの日本人信徒達に加えられる残酷な拷問と，彼らの悲

惨な殉教を目の当たりにしたロドリゴは，ついに背教の淵に

立たされる…。以上が『沈黙』のあらすじである。そして，

タイトルでもある「沈黙」とは，ここでは「我々キリシタン

がこんなに苦しんでいるのに，神は沈黙を破らず，我々に救

いの手をさしのべてくれない」ということを表している。し

かし小説の結末でロドリゴは，この「神の沈黙」に対して少

し違った考えを提示している。作者遠藤周作は自身がキリシ

タンであるゆえ，多かれ少なかれキリシタン擁護の立場で書

かれているという事実！？は否定できないだろう。しかし，多

くの信徒が残酷な拷問を受けて苦しむ姿は，想像するだけで

もやりきれない気持ちになり、涙が出そうになるものだ。涙

を誘うものといえば，小説中所々に挿入されている詩である。

じっくり味わってほしい。

2．「すてきな本をありがとう」一この本のここが良かっ

　た・紹介文のここに惹かれた一

　工学基礎学類　1年　男子

　正直な話，私は本を読むのが苦手だ。いや読まなかっただ

けなのかもしれない。そんな自分があきずに最後まで読める

だろうかという気持ちはあった。しかしどうだろう，読んで

いくうちに，時問も忘れこの本と向き合う自分がいた。高校

の時「沈黙」について学習したこともあったのだが，それは

ほんの一部であり，それだけで読んだ気になっていた自分が

恥ずかしくなった。しかし，今回は「沈黙を読んだ」といっ

ていいと思う。特にロドリゴの心の中での葛藤…自分は棄教

すべきかどうか…。拷問を受けている信者以上につらかった

に違いない。神か信徒か…。まさに究極の選択であった。最

後に踏絵を踏み，やがて朝が来る。苦しみからの解放，安堵

の気持ちでいっぱいだった。まさに紹介の通り，いや，それ

以上にすばらしい本であった。

　ここでは一例しか紹介できないが，この例からだけで

も活動の成果は推察が可能だと考える。

　全体としては3授業時間程度の簡単な活動内容であ

り，ワークシートを用いた自宅での活動を中心にして，

通常の「国語1」の授業とは並行して行った。そのため

学生にとってもさほど負担にならなかったようで，反応

も概ね良好であった。そのことはいくつかの学類の自由

記載の感想からも窺える＜（）は人数＞。

【医学専門・医学類】

・一となった。気分を変えたいときに
やってみたいと思った。・交換した人と仲良くなれそう。・知らな

い人と交換したかった。・すごくいい。（2〉・且一

一おもしろかった。・且一L杢
一は自分のためになるのでよい。・自分の感想を他の

人に読ませるのは嫌だ。・たまには本が読めてよかった。・他の人

が薦める本を読むのが楽しかった。

【看護・医療】

・一⊆よかった。・本を読むきっかけができて

よかった。（2）・とてもよい機会を得てよかった。（3）・忙しくて

深く読めなかったのが残念だった。・楽しかった。（2）・楽しかっ

た。他の人とも交換する機会があったら良いと思った。・読まなけ

ればならないと思うと読みたくなくなることがあった。半分強制の

ような形だと少しつらかった。・且分一
紹介者の本を読むことで，その人の心情を考える機会になった。

・これからいろいろな分野の本を読んでみたい。・本を読む楽しさ

を思い出せた。

【生物資源】

・授業でヱ三ム三ヶ』＝主三zがと盟至二盈は．と』⊆至珍L≦．，よかっ

た。・普段本を読まない人にはいい機会になると思う。・自分が読

まない本を強制的に読むので，一になっ

た。・普昼一から企画自体はおもしろいと
思う。しかし，普段読まない本というのは興味も薄いため，あたり

はずれが大きい。・　玉では韮むこと勤いよ’尤　　詰めて本当

によかった。（5）

左。しかし，

配。

・肪　　の　　誌め 書　｛ってよかっ

　　　　自分の紹介した本が相手の気に入るかどうかが心

・もっとたくさんの人に本を借りて読んでみたかった。
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・自ら進んでしないようなことをするきっかけを作ってもらえるの

はよい。・どんな本があたるかでやる気も変わってくると思った。

【社会工学】

・本を読むことの楽しさを知ることができ，とてもよかった。（2）

・自分で見つけた本ではない本を読んだことがよかった。（2〉・塾

一になった。（5）　・一亙
機会なのでよい6・読書の機会が得られてよかった。（6）・ほとん

ど本を読んでいないので紹介することが大変だった。（2）・今まで

自分から本を読もうとしなかったが，ブック・トレーディングをと

おして本を読むおもしろさを感じ，様々な考え方がみられてよかっ

た。・交換し合った後に，お互いの本について話をする時間をとっ

たほうが良いと思う。そのほうがしっかり本を読むはずだし，相手

が自分に薦めて本についてどんな感想を持ったのか興味があった。

・読書はおもしろくない。・大変だった。・他の人がどのような本

を読んでいるのか，どのような分野に興味があるのかなどがわかっ

てよかった。

【国際総合】

・おもしろい試みだが，忙しくてあまり時間をかけることができず

残念だった。・1対1の読書紹介は初めてで，知至生巴ム．と丞達盈

なれる．有効な壬段だと思った。・1対1の責任があり，しっかり取

り組むことができた。・新しい本との出会いができていい。趣

一。　・土見塁一と、思っ
た。特に私の場合は交換した相手が異性だったのでよい機会だっ

た。・自分じゃない人が選んだものを受け入れてみる，というのが

おもしろいと思った。・何かと忙しくて本を読む時間がとれないの

で，こういう機会を作っていただけてよかった。・今の自分には人

に自信を持って薦められるほどの愛読書が極めて少ないことに気づ

く。・自分で買ったり借りたりしない本に触れることのできるよい

w機会だと思う。・自分の興味の持っていなかった分野に目を向ける

チャンスを提供してくれたのでよいと思った。（4）　（下線部筆者）

　以上のようにさまざまな意見が出ているが，全体とし

てはブックトレーディングが新たな読書を促したり，自

身の読書生活を振り返る大きな契機になったのは事実の

ようである。

　一部のコメントはこの活動を通して自己の視野が広

がったこと歓迎しているコメントである。一部のコメ

ントはこれまでの自分の読書観を再認識できたとするコ

メントである。・一一部のコメントは当初の目的の読書に

よるコミュニケーションがなされたことへの評価であ

る。これらからブックトレーディングの活動は，個人的

営みの読書から人間相互関係をも取り込んだ読書へと発

展していくための大きな契機づくりに寄与したことが窺

えよう。

　また，この活動の終了時の全体のアンケート数値的結

果はく別表＞のとおりである。自由記載の意見からも窺

えたが，全体の97％が「普通」以上の評価をしている

ことから，この活動は学生たちに好意的に受け入れられ

たようである。

　また，「本」そのものを交換するという読書活動を過

去の学校教育では経験していないという学生が全体の

80％を超えていることもわかった。このことは学校で

の読書活動が本の紹介文を書くことの活動にとどまって

しまっていることを示しており，ブックトレーディング

が学校での読書指導の活性化につながる可能性を示唆す

る。

　この活動を良かったと評価する学生の約70％が，自

己の視野や価値観が拡大した点をメリットとしているこ

とからも，この活動によって読書行為の持つ人生的意義

に触れられたことが推察できる。

　しかしその反面，当然予想されたことではあるものの，

デメリットととして読書を強制されることへの反発も約

10％程度の学生に見られた。読書はあくまで個人的営

為であり，他からの強制や干渉を拒絶すべきものである

という従来の考え方も根強いことが分かった。

　最近の青年に見られる潔癖傾向から，一度他人がふれ

た古本に触ることへの反発を懸念したけれども，その点

には抵抗感がないことが今回のアンケートから判明した。

　さらに，ブックトレーディング後には約20％の学生

が以前より読書に時間をかけるようになったとしている

ことにも注目したい。この活動を契機として自己の読書

にたいする姿勢を再認識して，読書への意欲が喚起され

た結果と見られるからである。そのことは，活動後以前
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より読むように学生のうち42％が「毎週読むようにな

った」ことや，50％の学生が「読もうとしていて読ま

なかった本」をこの活動をきっかけとして読んだことか

らも窺えよう。

3．ブックトレーディングの問題点と今後の課題

　ブックトレーディングは本を媒体としたコミュニケー

ションの深化による人間関係の構築を目的とした活動で

ある。そのため，媒体となる本の選択が，その活動に大

きな影響をもたらす。選書のいかんによっては，きわめ

て平板な学習活動に陥りかねない危険性も孕んでいるこ

とを指導する側は意識しておく必要があろう。

　読書活動の主体となる人の年齢や興味関心を考慮した

うえで交換のペアを作ることはもちろん重要な点であ

る。本を交換する者同士があまりに似通った価値観では，

紹介する本の内容も似通ってしまい，内面の変化も乏し

くなる可能性があるからである。今回は大学生でもあり，

しかも多様な学部の学生から構成された集団での試行で

あったため，読者に心的変化が確認できたけれども，高

校生以下の均質化されやすい集団でも同様な変化が見ら

れるかどうかについては今後検討しなくてはなるまい。

また今回は年齢構成についての検証ができなかったが，

たとえば今回のように同年齢層であっても，生活・経

験・関心に多様性のある集団下での交換が行われれば，

年齢構成にはあまり留意する必要はなさそうである。も

ちろん，集団の価値観の均質が甚だしい場合には，価値

観の変化や自己認識の深化が生じない場合も当然予想さ

れるので，その点については指導者の細心の注意が求め

られよう。

　さらに，特定の思想・宗教などに傾倒する人は，選書

の際に意図的ではないにせよそれに関連した本を選んで

きてしまい，それを強く他人に薦める傾向があることも

否めない。今回もそうした選書を行っていた学生が実際

にみられた。指導者は，そのような行為への歯止めの工

夫もしておく必要がある。

　また，相手に本が返却されなかった例も1例発生して

しまった。これも意図的ではないにせよ，やはり大学の

ような学生の把握が難しい集団では，こうしたトラブル

の発生する可能性があることを認識して，弁済のきかな

い絶版の本などの扱いには十分注意させるなどしておく

必要があろう。

　低迷する日本の若者の読書意欲を喚起するためには，

新たな読書活動が必要であるとの考えから，ブックトレ

ーディングの試みを行った。その結果学習者には，他人

から直接書籍を借りることで読書への動機付けも強ま

り，自己の価値観の拡大と読書生活の再認識がなされた。

その点で今回の実践は概ね有効であったといえよう。
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附記

　本稿は日本読書学会第48回研究大会における口頭発

表をもとにした。発表に際して指導・助言をいただいた

各位に感謝申し上げる。

　　　　　＊読書課題「ブックトレーディング」について　〈別表＞

1．これまでにブックトレーディングと同じような一対一で本を紹介し合う試みを経験したことがありますか。

ある 34 18％

小学校 ア 24 71％

中学校 イ 16 47％

高校 ウ 6 18％

その他 工 0 0％

ない 155 82％

2．今回，ブックトレーディングをやってみてどう感じましたか。

①とてもよかった 51 27％

②まあまあよかった 94 50％

③普通 30 16％

④あまりよくなかった 9 5％

⑤まったくよくなかった 3 2％

3．2で①・②と回答した人はどういう点がよかったと感じましたか。

①いままで自分が知らなかった本を読むことができた 98 68％

②自分では読まない分野の本を読めて価値観が広がった 80 55％

③自分が新しい分野の本を読もうとするきっかけになった 37 26％

④ともかく一冊を読み通せた 29 20％

⑤本を読むことで貸してくれた人の知らなかった一面がわかった 20 14％

⑥交換した人とのコミュニケーションのきっかけになった 16 11％

⑦その他 9 6％

4．2で③・④と回答した人はどういう点がよくないと感じましたか。

①読みたくないのに強制的に本を読まされた 9 23％

②自分では読みたくない分野の本を読まされた 13 33％

③内容が自分に合っていなくてがっかりした 7 18％

④他人の触った本に触ることに抵抗があった 0 0％

⑤本を交換する相手を捜すのが面倒だった 3 8％

⑥他人と本を交換すると自分の内面をさらけ出すようで嫌だ 6 15％

⑦その他 7 18％

＊ブックトレーディングで読んだ本について’

5．その本についてどう感じましたか。

①とても興味を持って読めた 55 29％

②興味を持てた 94 50％

③どちらでもない 24 13％

④興味を持てなかった 10 5％

⑤まったく興味を持てなかった 3 2％
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6．5で①・②と答えた人はどういう点で興味を持てましたか。＜複数可＞

①内容が自分の興味・関心に合っていた 78 52％
②内容が今の自分のあり方について考えさせてくれた 50 34％
③内容が自分の悩みを和らげるのに役だった 14 9％

④内容よりも話の展開の仕方がおもしろかった 32 21％
⑤ある表現が自分の心に強く残った 33 22％
⑥その他 22 15％

7．5で③・④と答えた人はどういう点で興味を持てませんでしたか。＜複数可＞

①内容が自分の興味・関心に合っていなかった 19 56％
②内容が今の自分のあり方とかけ離れていた 3 9％

③内容が自分の悩みなどを解決するために役に立たなかった 2 6％

④話の展開の仕方がおもしろくなかった 5 15％
⑤自分の心に残る表現がなかった 9 26％
⑥その他 5 15％

＊ブックトレーディングの前後での読書生活について

8．これまでの読書のペースはどの程度でしたか。（レポートのためなどは除く）

①毎日かならず読書する 9 5％

②週に1・2回程度読書する 36 19％

③月に1・2回程度読書する 69 37％

④年に1・2回程度読書する 46 24％

⑤まったく本は読まない 30 16％

9．8で①～④と答えた人は，一回当たりどの程度の時間読みますか。

①10分程度 4 3％

②30分程度 25 16％

③1時問程度 85 53％

④半日程度 42 26％

⑤まる1日 3 2％

10．ブックトレーディングをした後で，本を読もうとするようになりましたか。

①積極的に読むようになった 10 5％

②以前より読書に時間をかけるようになった 35 19％

③変わらない 136 72％

④以前より読まなくなった 1 1％

⑤まったく読まなくなった 4 2％

11．10で①・②と答えた人は，どのくらい読むようになりましたか。

①毎日1冊 1 2％

②2・3日に1冊 4 9％

③週に1冊 19 42％

④月に1冊 28 62％一

12．10で読んだ本はブックトレーディングで読んだ本と何らかの関係がある本ですか。

はい 8 4％

①同じ作家の本 ① 1 13％

②同じような内容の本 ② 3 38％

③さらに紹介者に教えてもらった ③ 1 13％

④別の人が読んだ本を教えてもらった ④ 2 25％

　　hいいえ， 101 53％

①前から読むつもりだった ① 51 50％

②広告などでたまたま見て ② 5 5％

③書店でたまたま見つけて ③ 36 36％
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