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児童期における説明文の包括的読解力とそれに関わる要因
小学校5年生についての検討

＊

信州大学西垣順子＊＊
子どもは小学校入学と相前後して書き言葉の世界に入
る。しかし文章から知識・情報を獲得するために必要な

高度な読解力を獲得するまでには，長い時間と経験，教

に生成する読解を局所的読解（local

reading

comprehen−

sion）と呼ぶ。なお本稿では，ミクロ構造を統合して作
られるマクロ構造を一次的マクロ構造，一次的マクロ構

師や保護者からの教育的な関わりが必要である。

読解の際に読者は文章全体について一貫した文章表象
（text

hension）と呼ぶのに対して，ミクロ構造のみを断片的

representation）を生成しなくてはならない。児童は

造を統合して作られるマクロ構造を二次的マクロ構造と
して区別する。

文字を読み取ることから，文の意味を引き出すことへと

本研究のひとつめの目的は，5年生において包括的読

次第に読解力を発達させるが，低学年のうちは個々の文

解がどの程度可能であるのかを明らかにすることである。

の内容を断片的に理解するのみであったり，近接する文

さらに2つめの目的として，児童期後期における包括的

同士の関係のみを把握する読解であったりする。

読解の可能性を規定する要因について検討する。そのた

Van

D唾＆Kintsch（1983）およびKintsch（1998）が指摘

するように，文章には包括的構造（global
局所的構造（local

Shucture）と

structure）が備わっている。これらの

構造について読解を通じて生成される心的表象をそれぞ
れマクロ構造（macro

structure），ミクロ構造（血cro

ture）と呼ぶ。ミクロ構造は文章の複雑命題（complex

めに，本研究では包括的読解を測定する指標として，包

括的エラー検出課題，文章末選択課題，包括的解釈課題
の3課題を採用した。

エラー検出課題とは文章中の情報問の関係が整合的で

struc−

ない部分を被験者に検出させる課題だが，その非整合的

rep−

な部分が文章の要点情報に関する矛盾であるものを包括
的エラーの検出課題と呼ぶ。文章末選択課題は説明文の

resentation，単文の意味が表象されたもの）とその相互

関係から構成されており，文と文との局所的な関係を表

文章末に文章全体のまとめとなる文をいれることができ

象したものである。マクロ構造はミクロ構造を階層的に

るかを問うものである。包括的解釈課題は文章の前半の

組織化したものであり，要点情報に相当するマクロ命題

情報を元に，後半に書かれている事象を解釈できるかを

にミクロ構造が従属するという構造を持つ。マクロ構造

問うものである。それぞれの課題に正答するために必要

が複数生成された場合，それらはさらに階層的に組織化

な処理について，Figure1に示した。

されてより高次のマクロ構造が生成される。こうして生

これら3課題を解くためには，まず情報同士が互いに

成された高次のマクロ構造は，必然的に文章の多くの部

関連付けられ，かつ文章の要旨となる情報が上位に位置

分を包括的に捉えた文章表象となる。このようなマクロ

する階層性を備えた文章表象（Figure1の左側），つま

構造を生成する読解を包括的読解（global

りマクロ構造が生成されていなくてはならない。

reading

compre一

エラー検出課題の場合，エラー文はMと共有項（1〉を
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持っているため，エラー文を読むとMが検索され，矛盾

factors．

申NISHIGAlq，Junk・（ShinshuUnive聡ity）

が検出できる。それに対して文章末選択課題の場合，課
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括的エラーの検出成績が，非要点情報に関する矛盾であ
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る局所的エラーよりも高くなることを示して，児童期後

→聯」

期になると要点情報を中心とした読解が成立する可能性
が高くなると推測している。またBrown＆Smiley（1977）

lO宍i劃禦九鑑

やKintsch（1990）は，どの情報が文章の要点であるのか

の判断は，小学校高学年から高校生に至るまで少しずつ
正確になっていくことを報告している。

さらに文章構成の利用について，Dymock（1999）は11

i l鯛の提示→m2をMの具醐
1除二次的マク・構造口
として意臓する
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Figure

l

歳児は9歳児よりも文章全体の構成を理解し，それを利

→覇認車の…1

用した読解を行うこと，ただし11歳でも読解力が低い子
どもは文章の構成を把握できないことを報告している。

包括的読解課題に必要な処理

また綿井・岸（1990）は4年生から6年生を対象にした
題である空欄はどの先行情報を検索するかの手がかりと

研究を行い，学年があがるにしたがって文章の配列課題

はならない。そのため被験者は文章の終わりには全体の

で説明文の論理構造を利用できることを報告している。

まとめとなる要点情報が来るべきという文章構成につい

また，文章末選択課題で求められるような文章末にまと

ての知識にしたがって，文章末を選ばなくてはならない。

めがくるという構造の理解について，岩永（1993）は4

文章構成の知識を利用しなくてはならないという点が，

年生に部分呈示された説明文の全体を予測させたところ，

エラー検出法とは異なる。

終末部の記述は展開部ほどには精緻化されたものになら

包括的解釈課題で使用した文章では，前半で天気予報

ないこと，その一方で文章末におく表現には，文章全体

がはずれる場合には「大雨という予報がはずれる場合」

で提示された問題の解決となる表現を選べることを示し

と「雨は降らないという予報がはずれて大雨が降る場合」

ている。そのため本研究の対象である5年生でも，文章

の2種類があり，後者は防災対策がなされていないとこ

全体の情報を考慮したまとめ文を選べる可能性はある。

ろに大雨が降るので罪が重いが，前者の場合は被害は出

その一方で包括的解釈課題で求められるような，要点

ないという主旨の議論（m1）が展開されていた。後半

情報と具体例の関係の把握は6年生でも難しいことが報

では大雪が降るという天気予報がはずれたという場面

告されている（西垣，1997〉。

（並〉が記述されていた。被験児は読解終了後，「この

また先行研究の中には，読者が使用する読解方略を直

天気予報が良い予報であったか，悪い予報であったか」

接問うたものもある。Cote，Goldman＆Saul（1998）は

を質問された。この文章の場合m2はm1の具体例になっ

発話プロトコル法を用いた研究を行った。その結果，6

ており，全体の要点であるMはm1の内容に近くなる。

年生でも文章全体の包括的読解に必要な，文章の前半と

そのためこの課題文章ではm2がm1の具体例であること

後半の情報を統合する方略使用はほとんど見られないと

を意識的に理解しないと階層的な文章表象を生成するこ

報告している。一方で内田（1981）は5年生が読解中に

と自体が難しい。

とったメモを分析し，子どもによっては文章中の事象と

先行諸研究を概観すると，児童期後期は包括的読解が

事象を関連づけるメモが見られることを示した。

以上のことから，5年生は包括的読解が可能になって

可能になり始める時期だと言える。

西垣（2000a）はエラー検出課題を行い，5年生から

いく時期にあたること，また包括的読解に関わる3つの

6年生にかけて，文章の要点情報に関する矛盾である包

課題は，包括的エラー検出課題，文章末選択課題，包括
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文を解釈できなくてはならない。

的解釈課題の順に難しくなると予測できる。

一方，2つ目の目的にづいて検討するために本研究で

読解力が多くの要因から複合的な影響を受けているこ

は，包括的読解に関連すると予測できる要因として，文

とは問違いなく，また何の影響を特に強く受けるかは読

字の読みの効率性（黙読の速度で測定），作動記憶容量

者の年齢によっても異なると考えられる。本研究では5

（リーディング・スパン・テスト（RST）で測定），読
み返し，局所的読解力（空欄補充課題で測定）を取り上

年生の包括的読解力がどの要因からの影響をうけている
のかを検討する。

げる。

文字を効率的に処理することができなければ，文同士
の意味関係を捉えることなどに，処理容量を分配するこ

とができない。実際に低学年の児童ではこのような現象

方法
被験者

京都市内の公立小学校の5年生54人。うち男児28人，

はしばしば見られ，文字の読みや単語同定の効率性，そ

女児26人。平均年齢は11歳3ヶ月であった。

れらを支える音韻意識を読解力の個人差要因と位置付け

材料
文章末選択課題

る研究は数多くある（e．9．，Adams，1990）。その一方で，

「野生動物（336字）」と「シマフク

文字や単語の処理だけでは読解力の個人差を説明できな

ロウ（375字）」という2つの説明文（2）を用意した（資

いという研究もある（Goodm㎝，19961Undemlood＆Batt，

料1参照）。これらの文章は文章末の1文が抜けて空欄

1996）。また高橋（2001）は学年別に読解力を規定して

になっており，そこに当てはめる文を4つの選択肢から

いる要因について研究し，5年生では文字の読みの効率

選ぶ課題であった。正答となる選択肢は文章全体のまと

性は読解力と相関しないことを明らかにしている。

めとなる文であるが，誤答となる選択肢には，文章の前

読解過程において作動記憶が重要な位置をしめている

であろうことは明らかである。実際に，RSTと読解力の
間には相関関係が見られることが多い（e．9．，Daneman＆

半のみのまとめ，文章の後半のみのまとめ，文章の内容
と一致しない選択肢が含まれていた。

包括的解釈課題

「天気予報」という説明文（内容の

Ca【penter，198010a㎞il1，1994；高橋，1996）。しかし作

概略は問題で示したとおり，672字）（2）を用意した。読解

動記憶容量が読解過程のどの段階で読解の成否に影響を

終了後，被験児は「この日の天気予報があたりかはずれ

与えるのかは十分に明らかになってはいない。

か」（事実質問）と「この日の天気予報が良い予報であっ

読み返しは読者が読解過程を調整する方略のひとつで

たか，悪い予報であったか。さらにその理由」（解釈質

ある。長い文章を読む場合，読者が自らの読解をモニタ

問）に回答した。なお文章はパソコン画面で呈示し，被

リングし，適時修正行動を取れるかどうかが，どのよう

験児の黙読速度と読み返しを同時に記録した。

空欄補充課題

な読解が成立するかに影響を与えると予測できる。

また局所的読解は包括的読解の前提となる。先述した
ように局所的読解は連接する単文どうしの相互関係を表
象したものであるので，局所的読解を測定するためには，

2，3文の文章が呈示され，選択肢か

ら文脈に合うように空欄に補充する一語を選ぶもの。16
問。（資料2参照）（3）

リーディング・スパン・テスト

本試行には苧阪

読者が直前の1，2文に含まれる情報をもとに新しい文

（1998）の課題を用いた。ただし漢字にはすべてルビを

を理解することができるかを問えばよい。そこで本研究

ふった。本試行の課題は2文条件から5文条件まで用意

では指標として空欄補充課題を用いた。これは2，3文

した（最も課題成績のよかった被験児でも4文条件まで

程度の短い文章中にある空欄に単語を補うもので，適切

しか進まなかった）。

な回答をするためには前後の文脈に合わせて空欄を含む

包括的エラー検出課題
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西垣（2000a）で用いた文章

読書科学第46巻第1号
と同じものを5課題用意した。ただし1つはエラーを含

行った。所要時間は8分。その後，包括的エラー検出課

まない文章とした。

題を行った。被験児は

手続き

意味の通っていないところがあるかもしれません。おか

リーディングスパン，黙読速度，読み返し，包括的解

これから読んでもらう文章には

しいところがあればその部分に線を引いて，訂正をして

釈の測定は個別実験で行った。それ以外の課題は集団法

ください。なければ最後の

で行った。

つけてください

個別実験は被験児が通う小学校の視聴覚教室において
放課後に行った。実験者は筆者がつとめた。集団法によ

る実験は，被験児が所属する教室で行った。実験者は筆
者がつとめた。なお集団実験実施当日に欠席の被験児は，

ト（Power

に○を

という教示をうけた。所要時間は15分

であった。最後に文章末選択課題を実施した。所要時間
は5分であった。

結果
得点化

後日の放課後に実験に参加してもらった。

個別実験

直すところはない

①RST。刺激文はプレゼンテーションソフ
Point）を使用して，一文ずつ横書きで呈示さ

黙読速度

それぞれの文について1秒間あたりに読ま

れた音節数を計算し，文章全体での平均を算出して，各

れた。被験児は刺激文を音読し，各文に一語ずつある下

被験児の黙読速度とした。

線のひいてある語を記憶するようにと，そして刺激文は

リーディングスパン

各条件の3試行中2試行通過し

複数あるので，画面が白くなったら記憶した単語を再生

た場合は得点を与え，1試行のみ通過した場合は0．5点

するようにと教示された。実験者は被験児が各文を読み

とした。

終わると直ちに次の文を呈示した。練習試行として刺激

包括的解釈課題事実質問に正答した上で文章後半の

文が1文の試行と2文の試行を2試行ずつ行った。本試

天気予報について，「良い予報。大雪が降らないと言っ

行は2文条件からはじめ，その条件の3試行のうち2試

て降ったら大変だから」という主旨の回答は包括的解釈，

行で失敗した時点で試行を打ち切った。

「悪い予報。ハズレだったから」という主旨の回答は局

②包括的解釈課題及び黙読速度と読み返しの測定。包
括的解釈課題用の文章を，筆者がVisual

所的解釈とした。事実質問に誤答したものと理由付けが
明らかに不適切なもの（Ex．「雪が降ったらスキーがで

Basicで作成し

たプログラムで一文ずつパソコン画面に呈示するという

方法で行った。画面には文が呈示されるウィンドウの右
側に，「すすむ」「もどる」とラベルのついたボタンがあ

り，被験児はマウスを使用して，ボタンを押しながら文

きる」〉は不適切な解釈として分類した。

空欄補充課題，文章末選択課題，エラー検出課題

正

答1問につき1点を与えた。

章の読解を進めた。各文が呈示されていた時間と，呈示

分析

された文の順序が自動的に記録された。なお，すべての

Table1に各指標で得られた成績を示した。包括的エ

被験児はマウスの操作に習熟していた。パソコン画面で

ラー検出課題の成績はかなり高かった。文章末選択課題

の読解終了後，事実質問と解釈質問，および解釈理由の

では全体の半数強の被験児が完全に正答していた。また

質問が書かれた用紙を被験児にわたした。回答終了後，

包括的解釈課題でも3分の1の被験児が包括的な解釈を

実験の内容を他言しないように依頼して，実験を終了し

行っていた。

た。所要時間は①と②をあわせて，一人当たり約15分で

集団実験

Table2に測定された指標どうしの相関関係をそれぞ
れ示した。黙読速度，読み返しの回数，RST，空欄補充

あった。

問題冊子を配布し，最初に空欄補充課題を

課題，エラー検出課題間の相関についてはピアソンの相
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Table1

Table3

各指標の成績

RSTとエラー検出課題の成績

標準偏差

平均

黙読速度

8．13

3．14

読み返しの回数

1．06

4．76

回答

リーディングスパン

1．98

0．60

包括的

空欄補充課題

空欄補充課題

局所的

1．09

14．93

（蘭巫＝16〉

不適切

エラー検出課題

平均』（SD）
15．5（0．7）

14．9（L

l）

14．2（1．1）

RST

エラー検出課題

平均（SD）
L9（0．6）
2．0（0．6）

平均（SD）
4．8（0．4）

2．2（0．6）

4．5（0．9）
3．9（1．0）

0．88

4．5

（瓢AX＝5）

包括的解釈課題回答別の空欄補充課題，

■●9●●●O●●●■■9●●・●●OOO●O■■●●●●●0●O●9●●●●●■O●00●0●●000■0090900■09●●09●■●O●■■0000●0●●0●●●0900■

包括的解釈課題a》

包括的＝16

Table4

局所的＝28

RSTとエラー検出課題の成績

不適切・＝10

文章末選択課題8》

2点＝31

空欄補充課題

1点＝12

回答

0点＝U
a）包括的解釈課題と文章末選択課題は名義尺度なので回答別

の人数を示した

測定指標間の相関

読み返しの回数

ン

0．13
0．07

0．00

4．5（0．7）

1点

14．0（0．8）

1．7（0．5）

4．3（0．8）

14．5（1．2）

1．6（0．4）

4．5（0．9）

工ラー検出謀題

0．2置

ラー検出課題，包括的解釈課題，文章末選択課題につい

一
0．38●．o

一〇．04

0．00

一

038

てさらに分析を行った。

一

包括的癖聰課題b》F呂0．21F80，29F＝0・98F＝5．13●●F33．65●
F80．M

2．2（0．6）

一

空柵補充際口

文章末選択課口b》

平均（SD）

15．5（0．8）

かった。有意な連関の見られたRST，空欄補充課題，エ

0．04

0．㎝

エラー検出課題

読解，包括的読解のいずれの指標とも相関が見られな

ン
一

リーディングスパ

RST
平均（SD）

黙読速度および読み返しの回数（4）については，局所的

黙饒遼度甥誤孫空貯認脚釈課略認
黙饒遼庄

平均（SD）

2点

0点

Table2

文章末選択課題回答別の空欄補充課題，

F・0．28

F37．33●●F輔2．81．・F30・27

一

包括的解釈課題の回答別と文章末選択課題の成績別の

Z2（4》310。730c，

RST，空欄補充課題，エラー検出課題の成績をそれぞれ

a）＊，＊＊…検定の結果，それぞれ危険率5％，1％以下

Table3とTable4に示した。Table2での分散分析の結果，

で有意であったことを示す
b〉包括的解釈課題と文章末選択課題については，被験者を

有意な連関が見られていたものについてはTukeyのHSD

回答によって3群に分け，黙読速度からエラー検出課題

法による多重比較を行った（有意水準は5％）。包括的

までの得点について1要因分散分析を行い，そのF値を

解釈課題で回答が包括的であった被験児群は，局所的な

示した。なお，自由度はすべてF（2，51）であった。
c）包括的解釈課題と文章末選択課題の連関については独立

回答と不適切な回答を示した被験児群よりも空欄補充課

性のz2検定を行い，z2値を示した

題の成績が有意に高かった。また不適切な回答を行った

関係数を求めた。包括的解釈課題と文章末選択課題は名

被験児群は局所的回答，包括的回答を行った被験児群よ

義尺度として扱うので，包括的解釈課題では被験児を

りもエラー検出成績が有意に低かった。一方，文章末選

「包括的」「局所的」「不適切」の回答をした3グループ

択課題で2点をとった被験児群は1点と0点の被験児よ

に分け，速度，読み返し，RST，空欄補充，エラー検出

りもRSTの成績が有意に高かったが，空欄補充課題の成

成績それぞれについて1要因分散分析を行い，F値を

績は0点の被験児よりは有意に高かったが，2点と1

Table2に記述した。文章末選択課題についても同様の

点，1点と0点の被験児群間での成績差は有意ではな

分析を行い，それぞれのF値をTable2に示した。名義

かった。

尺度同士である包括的解釈課題と文章末選択課題の連関

については3×3の独立性のZ2検定を行った。

さらに包括的解釈課題と文章末選択課題の成績のクロ
ス表をTable5に示した。

一5一

読書科学第46巻第1号
Table5

文章末選択課題×包括的解釈課題のクロス表

完全正答できない者が多かった。不適切解釈という回答

包括的解釈課題
文章末選択課題
2点
1点

0点

包括的
13

2
1

局所的

はエラー検出成績が有意に低く，また文章末選択課題に

は文章の後半のはずれの天気予報のエピソードを適切に

不適切

16

把握できていないということであり，包括的課題の基礎

5
7

となっている階層性のある文章表象が生成できていない
ためと考えられる。

Table2で示したように，3×3のZ2検定で有意な連

ただし本研究の結果は，Cote，etal．（1998）のような発

関が見られていたので，文章末選択課題2点と1点，1

話プロトコル法を用いた研究で包括的な読解方略の使用

点とO点の間に，包括的解釈課題での回答の仕方に違い

は6年生でもほとんど見られないとされていることと比

があるかを包括的解釈課題（3）×文章末選択課題（2〉のZ2

べると，5年生が比較的高い包括的読解力を持っている

検定で分析した。1点と0点の間には有意な違いが見ら

ことを示唆している。小学校高学年は包括的読解力が発

れなかったので，1点と0点のセルを合併した上で，包

達していく時期であるため，用いる指標によづて成績が

括的解釈課題（3）×文章末選択課題（2）のZ2検定を行った。

異なってしまうことは十分にありうる。本研究では3課

有意差が見られた（κ2ニ9．44，df＝2，p＜．Ol）ので

題を取り扱ったが，他の先行研究で使用されている課題

残差分析を行った。調整化残差が2以上あった（そのセ

も含めて，各課題で必要とされる認知技能を整理するこ

ルの度数が有意に多かった）のは包括的解釈を行い文章

とが，今後必要と考えられる。そうすることで児童の読

末選択課題が2点のセルと，不適切な解釈を行い文章末

解力の発達過程を詳細に記述することができるであろう。

選択課題が1点以下のセルであった。逆に調整化残差が

黙読速度と読解に関わる指標との問に有意な相関は見

一2以下であったのは，包括的解釈を行い文章末選択課

られなかったことから，5年生では文字の処理の効率性

題が1点以下であったセルと，不適切な解釈を行い文章

は読解力と関連しないことが確認された（5）。

末選択課題が2点のセルであった。局所的解釈のセルに
関しては有意な度数の偏りは見られなかった。

エラー検出課題，包括的解釈課題，文章末選択課題が
ともに空欄補充課題の成績と相関していたことから，局

所的な読解力が包括的読解の基礎になっていると思われ

考察

る。ただし空欄補充課題の成績がかなり高いため，結果

包括的読解の3指標では包括的エラー検出課題，文章

の解釈には注意が必要である。局所的読解が包括的読解

末選択課題，包括的解釈課題の順に回答成績が良く，エ

のベースであるとしても，さらに他の要因（文章構成の

ラー検出課題の平均点が満点に近かったのに対して，文

理解や要点と具体例の関係）が包括的読解を支えている

章末選択課題に完全正答したのは全体の半数強であった。

と考えるほうが妥当であろう。

この結果から，5年生はFigure

lの左側に示したような，

空欄補充課題について，西垣（2000a）では4年生か

情報同士が関連付けられた階層性のある文章表象を生成

ら6年生の問で成績の向上が見られており，局所的読解

すること自体は可能だが，読解の際に文章構成の知識の

力は小学校中学年以降でも更に向上すると示唆されてい

利用に関しては，まだ十分に習熟していないな子どもも

る。一方で西垣（2000b）では被験児に十分な回答時間

存在することが伺える。さらに要点情報と具体例情報の

を与えたところ，4，5年生では空欄補充課題の成績に

関連を捉えて，要点情報から具体例情報を包括的に解釈

違いが見られなかったことが報告されている。本研究に

して読解する能力に関しては，まだ不十分な子どもが多

おいても被験児は回答に十分な時間を与えられていた。

い。また包括的解釈課題で不適切な解釈を行った被験児

これらをあわせて考えると，小学校中学年以降の局所的
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児童期における説明文の包括的読解力とそれに関わる要因

読解は，その正確さにおいてはほぼ完成しているが，回

情報が同一の事柄に関する記述をしているということ

答速度にはまだ改善の余地があるといえる。回答に時問

であるので，それらの情報を結合することができる。

がかかるということは局所的読解処理の際に，大きな負

（2）これらの文章は日能研ブックス発行の問題集「ウイ

荷がかかっているということである。空欄補充課題成績

ニングステップ小学4年

とRSTの間には相関関係が見られたことからも，局所的

たわる」に取り上げられている文章を参考に作成した。

読解が作動記憶に負荷をかける処理であることが伺える。

（3）課題の選定については3年生から5年生を対象とし

これらのことから5年生では文字の処理に関する負荷か
らは解放されているが，局所的な読解処理に負荷がかか

国語①説明文

ことばはつ

た予備調査を行い，難易度を調整した。
（4）読み返しについては，回数の他に読み返しの有無や

るため包括的読解を行う余裕が生じにくいと考えられる。

読み返しの距離（後半から前半への読み返しが起こる

なお文章末選択課題とRSTとの間には有意な連関が

かどうか）についても同様の分析を行ったが，有意な

あった。文章末を適切に選択するためには，文章中の2
つのトピックを同時に考慮する必要があるため，それを

相関関係は見られなかった。
（5）ただし難読症や学習障害がある場合など，高学年児

可能にするだけの作動記憶容量が必要なのだと考えられ

の中に文字の読みに関する負荷のために読解が成立し

る。一方，包括的解釈課題とRSTは相関がなかったが，

ない児童が存在することを否定するものではない。

これは包括的解釈には要点情報と具体例情報の関係の把

握といった，文章読解に関わるより高次の知識が必要に
なるために，作動記憶容量が十分でも包括的解釈が可能
とは限らなかったためであろう。
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近年、動物を大切にしようと思う人が多く、

ペットを飼う人もたくさんいます。中にはペ

空欄補充課題の例

ットをかわいがる気持ちと同じ気持ちで、野

今度の旅行にはたくさんの荷物をもって
いかなくてはなりません。だから（ ）か

生の動物にもえさをやったりする人もいます。

ばんを買いました。

①四角い②茶色の③ちいさな④大きな

野生の動物に人間がえさを与えると、動物
たちは人間を恐がらなくなります。すると、

それまでは人間の住んでいるところには近づ

資料3

包括的エラー検出課題の例

かなかった動物たちが、平気で町までやって

君代さんは夏休みに家族で北海道へ旅行

きます。例えぱ、今までは山の中だけで生活
していたサルたちが人間の住んでいる町や村

に行くことになりました。君代さんはかばん

にやって来たりしています。サルたちが畑の

の中にカーディガンを入れました。君代さん

作物をあらしたり、人をおそったりする被害

のお兄さんは、真夏なのにカーディガンなん

があちこちで起こっています。

てと、君代さんを笑いました。お兄さんは荷
物は少ないほうがいいと思って、上から着る

また、人間からえさをもらうことに慣れて

服は持っていきませんでした。

しまった動物たちは、自分の力でえさを探す
ことができなくなってしまいます。そして自

北海道についた君代さんたちは、きれいな

然の山や森の中では生きていけなくなってし

景色やおいしい食事を楽しみました。君代さ

まいます。このような動物たちを元に戻すた

んはおなかいっぱいになるまで料理を食べま
した。けれど二日目から天気が悪くなって気

めには、何十年もかかります。

温が下がり、とても寒くなりました。君代さ
んはカーディガンを着ました。お兄さんはう

（）人間からえさをもらうと、動物は人問

すぎだったのでひどい風邪をひいてしまいま

を恐がらなくなります。

した。お兄さんは旅行から帰ってから、夏休

（）野生の動物にもえさをやる人は、動物

み中、家で寝ていなくてはなりませんでした．

にやさしい人です。

（）野生の動物にえさをやるのは、問題の

旅行に行くときは、荷物が少なくなるように
して、着るものはあまりもっていかないほう

多いことなのです。

（）人間からえさをもらうと、動物は自分

がいいです。

で食べ物をさがせなくなります。

（下線部がエラーである）
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高校生・大学生は児童文学をどう読むか
物語の再読にみられる読書感想の諸相

＊

信州大学藤森裕治＊＊
最近，小学生の時に読んだ「エルマーの冒険」を

1．問題関心

再読する機会があった。当時は主人公に感情移入し
読者の発達段階が異なると，物語の読み方はどのよう

て読んだが，今再び読み直してみると，作品の虚構

に変化するだろうか。柴田直峰（1993〉は，小学3年生

世界にひたることができない自分に気付いた（5）。

と5年生を被験者にして，著者による視点の相違が物語

彼は思い出の物語を再読するにあたり，かつての読書

理解に与える影響を調査した（1）。この研究を通して，

感想を思い出し，現在のそれと比較している。前述した

柴田はBdtton（1979）が提起した言語使用のモードと同

物語理解のモードを変数として，読者としての自己の在

様に，物語理解にも参加者的理解のモード（登場人物に

り方を内省しているのである。これは，一定の成長過程

なりきって読む態勢）と観察者的理解のモード（物語か

を経て再読される物語が，読み手の精神的な発達・変容

ら距離をとって読む態勢）とがあることを指摘している。

過程を映す「鏡」となることを示唆していると思われる。

柴田の実験結果をみると，3年生より5年生の方が観察

このように推論するなら，物語の再読という活動は，

者的理解のモードを発達させており，物語を構成や主題

特に生涯読書人としての自我を確立すべき青年期の読者

の面から理解しやすくなっていることが示唆される（2）。

にとって，有為なものであるに違いない。

堀井謙一（2000）は『ごんぎつね』をテクストにして，

2．研究の課題と方法

小学4年生と中学1年生とで物語理解にどのような傾向
差が現れるか調査した。それによれば，小学4年生には

2．1

物語人物の表面的な行為のみに注目してその善悪を判断

以上の問題意識に立ち，小稿では次の課題を設定する。

する「単純道徳読み」の傾向が，中学1年生には行為の

①青年期の読者が児童文学を再読する際，彼らは過去

善悪判断にとどまらずに人物形象を読みとる「人物読み」

と現在の読書感想をどのように比較し内省するか。

課題

②児童文学の再読という活動は，読書に対する学習者

の傾向が，それぞれ有意に多く現れている（3）。

このように，読者の発達段階によって物語の読み方に

の態度・意欲形成にいかなる意義と課題をもつか。

は質的な変化が現れる。それでは同一人物が時を隔てて

ここでテクストを児童文学に限定した理由は，特定の

同じ物語を読んだ場合，当人にはどのような読書感

年代層を読者対象にした作品の方が，読者における物語

想（4）が生まれるだろうか。以下に示す学習者（18歳）

理解の経年変化がより鮮明になると考えたからである。

2．2

の言葉をもとに推論してみよう。

方法

上記の課題を解明するため，小稿ではまず，高校生に
対する実践研究として，児童文学を再読する学習活動を
寧How

high−school＆university

Impressions
school

when

reading

students

a story

reread

they

had

juvenile
read

when

literature＝
elementary

実施した。ここでは仮説検証の立場を保留し，実際の活

pupils．

躰FUJIMORl，Yuji

（Shinshu

University）

動記録から，課題①に関する読者の実態を推論すること
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③現在の読書感想が当時気付かなかった内容であり，

がねらいである。

次に，上記の推論内容を仮説として，これが青年期の

当時より優れているとしているもの：現在支持型

読者一般に適用できるか検証するために，100名以上の

エッセイに対する稿者の読みとりでは①に属するもの

大学生を対象としたアンケート調査を行った。この結果

が2編，②が6編，③が7編認められた。また，『ごん

を分析することにより，課題①に関する仮説の妥当性と

ぎつね』に対する感想発表記録では①に該当すると思わ

再読によって生まれる読書感想の具体相を検証する（6）。

れる発言が3名，②が3名，③が5名，直ちに判別でき

最後に，以上を踏まえて課題②を考察する。

ないもの3名となった。以下，それぞれのタイプに属す
る典型的なエッセイと感想発表を要約して引用する。

3．実践研究の経過
3．1

①過去・現在支持型（下線引用者・以下同じ）

エッセイ：心に残っている作品で一番最初に思い出し

学習指導の展開

教室：都立新宿山吹高等学校（単位制）「国語1」

たのは，『めっきらもっきら

学習者：普通科・情報科の生徒25名（平均年齢16．8歳）

本であった。読んでみると，昔の幼かった頃のように，

時

わくわくする気持ちが起こった。よく，大きくなってか

期：平成10年6月

どおんどん』．という絵

ら読むと違う感動があると聞くが，私の場合はあのころ

単元構成：以下に記すとおり。

［第1次］個別学習として，学習者に下記の条件を満

と同じ気持ちになれたという感動の方が大きかった。

感想発表：前に『ごんぎつね』を読んだときも感動が

たす作品を任意に選定させ，再読してどのような感想を

ありましたが，今またこれを読んで，やっぱりあの頃と

抱いたかについて，自由にエッセイを書かせる。

同じように感動しました。（「特に感動したのはどこか」

①過去の読書体験から現在までの間に，4年以上の隔

の問いに対して〉六の場面（引用者注・ごんが兵十に撃

たりがあるもの（7）。

②過去の読書体験時に，物語に対する何らかの感想を

たれる場面）です。

②過去支持型

抱いたり表明したりした記憶があるもの。

エッセイ：宮沢賢治『やまなし』を初めて読んだとき，

［第2次］一斉学習として，過去に読書体験のある児
童文学作品のうち最も多くの学習者が指摘した作品を教

「この話，すごく好きだな」と直感的に思った。きれい

材化して，当時の読書感想と現在のそれとを比較し発表

な話だと思った。しかし，今，この話を読んだときの感

させる。本実践では，新美南吉の『ごんぎつね』が選ば

想は「意味が分からない」だ。きれいだとは思う。けれ

れた（25名中21名が指摘）。

どもそれ以上に「クラムボンとは何か」「結局何が言い

3．2

たかったのか」という現実的な疑問が頭に浮かんでしま

実践結果

第1次に書かせたエッセイのうち，過去と現在の読書

う。昔の自分は雰囲気や自分の感性で物語の意味などを

感想について比較した内容を明示したものは15編であっ

理解していただろうが，今の自分は現実的な固定観念で

た。また，第2次の『ごんぎつね』に対する感想発表で

読んでいるので，意味を深く考えすぎているのだと思う。

は，14名の学習者が当時と現在の読書感想を比較してい

感想発表：今『ごんぎつね』を読んでみると，「ごん」

の気持ちも兵十の気持ちも分かります。しかし，当の

る。これらは以下のタイプに分かれていた（8）。

①当時の読書感想が現在も同様に認められるとしてい

ん。前は「ごん」に感情移入して泣けたはずなのに，今

るもの：過去・現在支持型
②どちらかといえば当時の読書感想が現在よりも望ま

しい，よかったとしているもの：過去支持型

「ごん」も兵十も，互いの気持ちが分かり合えていませ

は自分がなぜこんなふうに読んでしまうのだろう，どう
してこんな結末なのだろうと，もどかしさを感じます。

一11一
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③現在支持型

4．調査研究の経過

エッセイ：私がかつて読んだ本の中に『やまなし』が
ある。当時の感想は，情景がきれいだとか不思議だとか，

4．1

大学生へのアンケート

感覚的に読んでいたと思う。感じたままの素直な思いを

上記の傾向は，青年期の読者に一般的にみられるもの

抱いていた。それと同時にもう一つ，「あまりよく分か

であろうか。また，そうだとすると読者はどのような価

らない話だ」という感想を持っていたのを覚えている。

値規準で自らが関心や重点をおくモードを支持・選択す

今，この作品を読むと，言葉がすごく新鮮に自分の中に

るのであろうか。これらの問題を解明するため，以下の

入ってくる。そして，漠然ときれいだと思っていた情景

要領で大学生を対象にしたアンケート調査を行った。

も，水の「底」と「天井」という空間に限定して想像す

対

るようになった。谷川の底から見た情景を自分もその場

被験者：学部2〜4年生

で見ているような気持ちになり，「純粋」という言葉が

時

久しぶりに浮かんだ。

調査の方法：以下に記すとおり。

初等国語科教育法受講生

129名（平均年齢2L3歳〉

期：平成11年11月

被験者は実践研究で取り上げた『ごんぎつね』（9）の本

感想発表：あの頃は物語を粗筋だけでとらえていたん
ですが，今回読み直してみて，擬声語が効果的に使われ

象：信州大学教育学部

文を黙読した後に，下記のアンケート項目に回答する。

ていることに気がつきました。（「具体例を挙げてほし

（問1）

以前この作品を読んだ時期はいつですか。

い」という発言に対し）「ごん」の描写の部分で，「ぴょ

（問2）

当時の感想をどの程度記憶していますかか。

い」とか「びくっと」とか，いかにもこぎつねらしい雰

（問3）

現在の感想を自由に記述して下さい。

囲気が出ていると思います。

（問4）この作品を過去に読んだことのある人へ。今

3．3

回再読した感想と当時のそれを比較すると，あなたは以

分析と考察

児童文学の再読における高校生の感想をみると，当時

下の項目のいずれに該当しますか。最も当てはまるもの

と現在のそれを善し悪しの観点から自己評価する傾向が

を一つ選んで○印をして下さい。（とらえ方によって複

目立つ。その際，素直な感情移入という点からは過去を，

数該当する人もより強く感じる方を示して下さい）

A：感想の善し悪しに関係なく，現在も当時も変わら

文章表現の精密な読みとりという点からは現在を支持し

ないと感じる

ているように思われる。これらは感想の視点も異なり，

単純に善し悪しで比較できないはずであるが，学習者の

B：当時の方がよかったと感じる

多くは一種の価値規準をもって，過去と現在の感想を比

C：現在の方がよいと感じる

較している。

（問5）上のように感じるのは下記のいずれによりま

この背景には，当の学習者が柴田（1993）のいう物語
理解における二つのモードのいずれに関心を寄せている

すか。最も当てはまるものを一つ選んで，○印をして下
さい。「その他」を選んだ人は内容を記して下さい。

か，あるいはいずれに重点をおいているかという問題が

ア：登場人物に対する感情移入

かかわっているのではなかろうか。つまり，かつて読ん

イ：物語の叙述や構成，主題等の読みとり

だ物語を再読する際に，参加者的理解のモードを強く意

ウ：物語の展開への感情移入

識する読者は感情移入の程度を重視するため，過去支持

工：作者や語りの特徴についての関心・理解

型となり，逆に観察者的理解のモードに関心を寄せる読

オ：その他（

者は緻密な内容理解に重点をおくため，現在支持型とな

4．2

ることが推測されるのである。

アンケートのうち，過去の読書体験が小学校時代で，

一12一

）

アンケートの結果

高校生・大学生は児童文学をどう読むか

当時の記憶を「よく覚えている」若しくは「やや覚えて

果，xl2）＝34．63，P＜．01となり，1％水準で有意であ

いる」と答えた学生は105名であった。この回答者を対

る。また，残差分析の結果，表2に記した有意差が認め

象に，（問4）（問5）の結果を集計し，マトリックスを

られた。

作成したところ，表1のようになった。

4．3

次に，表1のうち，ア・ウを柴田（1993）のいう参加

考察

大学生による自由記述をみると，過去に読書経験のあ

者的理解，イ・エを同じく観察者的理解に該当するもの

る者はほぼ全員が当時と現在の感想を比較しており，そ

として分類し，これらの回答者がA〜Cのタイプによっ

のうち自己の物語理解の傾向について言及したものが28

て偏りをみせているかz2検定によって調べた。その結

例認められた。ここでは表2の結果から示唆される知見

表1

を，自由記述の内容と照らし合わせて考察する。

アンケート結果（数値は人数）

①過去・現在支持型：過去も現在も参加者的理解の

A
ア

イ

ウ
工

計

B

C
3

16

17

5
3
1

4
2
2

26

32

5
8
48

24

モードによって児童文学を読む傾向がある。このタイプ

計

の読者は自分に一貫した読み方のあることを自覚し，そ

36

れを基本的に肯定しているように思われる。該当者の自

41

由記述における次の文章は，このことをよく示している。

10

自由記述1：小学生の時も今も「白いものがきらきら

11

する」というところに引きつけられている。私は（引

98

用者注：物語を読んで）聴覚的なイメージより視覚
的な想像をする傾向が強いのではないかと感じた。

注「その他」を支持した7名を除く

自由記述2：当時はなぜこんな結末になるのか，他の

凡例
ア：登場人物への感情移入
イ：叙述・構成・主題等の読みとり

結末ではいけなかったのかという思いが強かった。

今回も，読んでいる最中に他の結末が生まれてほし

ウ：物語の展開への感情移入

工：作者や語りについての関心・理解

いと無意識に願っている自分に気が付いた。どうや

A：過去・現在支持型

ら私には小学生の時から一貫した読み方があるよう

B：過去支持型
C：現在支持型

だ。

表2

過去・現在支持型
参加者的理解

観察者的理解

現在支持型

過去支持型

人数

20

、18

8

期待値

12204

11265

22．530

残差

3．574＊＊

3．169紳

−5．883＊＊

人数

6

6

40

期待値

13．795

12．734

25，469

残差

−3．574紳

・3．169＊＊

5．883榊
†P＜．10零P＜．05零申P＜．01
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②過去支持型：①同様に過去も現在も参加者的理解の

れにしても救いようがない物語だという認識を持っ

モードを支持して児童文学を読もうとする傾向にあるが，

たのである。現在，再びこの作品を読んでみると，

現在の自分は以前のような物語への感情移入ができない

五の場面の「神様」という表現が気になっている。

ことを自覚しているようである。以下に示す自由記述を

日本古来の神観念に興味がある今は，「ごん」は間

みると，この原因は，現在の自分が観察者的理解のモー

違いなく「神様」なのだと思った。不可解な出来事

ドによって物語を読んでしまうためと思われる。

は狐や河童の類のせいにされ，それはこうした存在

自由記述3：当時はごんを撃ってしまった兵十が許せ

に対する一種の神格化である。興味のある分野との

なかったが，今はどうしようもないことだったと感

関係から，孤独な存在でしかなかった「ごん」に対

じている。これには「ごん」・を実在するきつねとい

する認識がこのように変化したのは驚きである。

う考えから，物語のなかのきつねというようにとら

え方が変わったことが影響している。やはり大学生

一方，この型に属する大学生の自由記述のうち29例は，

新たに兵十の形象に注目している。一例を引く。

自由記述6：今回読んでみるとごんはもちろんだが兵

になると現実的な考え方をしてしまうな，と思った。

十の気持ちも理解できて，この話の結末はこういう

自由記述4：ごんを人間的存在として考えていた自分

が「動物」という概念にとらわれて感情移入できな

形で仕方ないのだと思った。言葉にしにくいが，両

いためか，当時より深い感慨のない自分に驚いてい

者の気持ちが分かる世代になった今だからこそ，
「せつない」気持ちが増したように思う。

る。当時の私は，自分の境遇をごんにおきかえ，他

このように，当時は「ごん」に対する感情移入が大き

人との意志疎通の難しさを肌で感じていた。現在，

そのような自覚はないが，それは今が幸せというこ

く，兵十の心情や行動に対す「る関心は希薄であったとす

とではなく素直に自分の感情を表現できなくなった

る記述が目立つ。兵十の形象に言及する回答者の半数程

のだと感じている。

度は，現在の物語理解として「ごん」を擬人化された狐

こうした変化は，ある意味では読者の成長過程におい

としてとらえ，物語から「寄り添って生きることを求め

て当然の成り行きと考えることもできる。だが問題は，

ても決して通じ合うことのできない孤独な存在」という

高校生のエッセイでも大学生の自由記述でも，このこと

テーマを見出している。

このほか，自由記述では「当時は挿し絵に大きく影響

が否定的な事実として自覚されている点にある。

③現在支持型：現在は基本的に観察者的理解のモード
で物語を読み，それによって生じた読書感想を支持する

されていた」という指摘が7例あり，視覚的イメージに
影響されやすい児童期の読書感想傾向が示されていた。

傾向がある。次の文章には，再読を通して内省した自己

5．現在支持型の読書感想が生成されるプロセス

の成長過程が，読書感想の変化として示されている。

自由記述5：『ごんぎつね』は，小学校低学年時に，

5．1

読書感想の傾向における疑問

寝床で母が読んでくれたのが最初だった。当時は

実践と調査の結果をみると，現在支持型に属する読者

「青い煙が，まだ筒口から…」の印象が強烈で，ひ

は，基本的に観察者的理解のモードによって物語の再読

たすら泣いたのを覚えている。「ごん」がかわいそ

を行っている。このことは，過去支持型に属する読者に

うで，兵十を憎らしく思った。小学4年時にはこれ

とってもおそらく同様である。ただしこうした読み方に

を教材として読んだが，その時は「かわいそうなの

対する自己評価において，両者は対照的である。過去支

は，『ごん』も兵十も一緒だ」という感想を持った。

持型の読者にとっては，観察者的モードで物語を読んで

「ひとりぼっち」というキーワードに着目し，いず

しまうことが本意ではない。同一の物語を読んでも，な

一14一
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ぜこのような違いが出てしまうのだろうか。特に，現在

でも，今読んでみると，それは虚構の設定だという前

支持型の読者は，参加者的理解によって得られたであろ

提で，さめた目でこの物語を見つめているんですね。

うかつての感情移入を，観察者的理解を主軸とする現時

それで，あらためてこの物語を読んでみると，狐はあ

点の物語理解においていかに処理しているのだろうか。

くまでも狐なんだということが感じられて。そこに新
しく「人問の残酷さ」という感想が浮かんできました。

この問題をとらえるための一つのアプローチとして，

現在支持型の読書感想がどのように形成され支持されて

教師

た。それには挿し絵の影響もあるようですが。現在で

いるか，事例研究によって考察してみたい。

5．2

かつては物語の主人公をごく自然に擬人化してい

は，やや距離をおいてこの物語を見つめるようになっ

新宿山吹高等学校における感想発表

た。そうしたら，兵十にとって「ごん」はあくまでも

高校実践の第2次では，共通の読書材として『ごんぎ
つね』（教育出版『小学校国語四年』所収）を全員で読

「ぬすっとぎつね」にすぎないことが浮かび上がって

んだ。その際『ごんぎつね』を小学校時代に読んだこと

きたと，こういうことですか。

のある者は，当時の感想と比較しながら読むように指示

1

そうですが，ただ，兵十はこの狐が「ごん」だって
ことが分かってますよね。だから，彼が殺したのは獲

した。ついで，各自の読書感想を発表させている。

物としての狐じゃなくて，「ごん」っていう名前があ

ここでは現在支持型の読書感想を表明していると思わ

れる者のうち，最も発言回数の多かった1（女子）を抽

る存在だったと思うんですけど。

（中略）

出して彼女の発言内容を引用しながら読書感想の在り方
を解釈的に考察する。なお，問題分析の項で言及する発

教師

それでは，こんな質問をしたい。みなさんが今の

言については記録中にアンダーラインを付す。

自分としてこの場面を読んだとき，さっき1さんが

1

言った「人間の残酷さ」を最も強く感じる部分として，

私は，この場面（引用者注六の場面）を読んで，「人

どんな表現を指摘できるか。しばらく時間をおくので

間の残酷さ」というのを感じました。
教師

1

考えてみて下さい。（3分ほど間をおく）

ちょっと詳しく説明して下さい。

（中略）

この場面で，兵十は撃った相手が「ごん」だったと
分かってますよね。これは，兵十が撃った相手がただ

教師

の狐じゃなくて，「ごん」という存在を撃ったことに

1

なると思うんです。

教師

う一ん難しくなってきたぞ。（「人間の残酷さ」と

教師

1

狙う前に，相手を「ごんぎつね」と固有名詞で呼んで

小学校時代の自分の感想と比較して，もう一度説

いるところなんです。
教師

明してくれますか。

1

先生はさっき，兵十が「ごん」を撃った後で言った

解説しましたが，そうじゃないんです。兵十が鉄砲で

1さん。今の感想は現時点のものですか。

はい。

教師

意外なところを指摘しますね。どうしてここが。

「ごん，おまえだったのか」を取り上げて私の感想を

一般→固有の存在としてのごん」と付記）

1

私はここです。「あのぬすっとぎつねのごんぎつね
めが」。

板書。脇に「ごんおまえだったのか」と書き添え，「狐

教師

1さん，当のあなたに聞いてなかった。

小学校の頃は，この作品に出てくる「ごん」は狐と

1

と，いうと。

だから，兵十は獲物としての狐を狙ったんじゃなく

いうより，物語の主人公なんだと，自然に受け止めて

て，ほかのだれでもない「ごんぎつね」という存在を

いました。人間の子どものような存在として「ごん」

殺そうとしているわけですよね。たまたま狙った狐が

が描かれていることをそのまま受け止めていました。

「ごん」だったんじゃなくて，最初から「ごん」とい

一15一
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う存在を撃ち殺そうとしているわけで。

教師

獲得しているのである。

そうか。あなたの言いたいことが分かってきまし

このことから，1が現在支持型の読書感想を形成した

た。兵十はこの場面の最初から「ごん」という存在そ

経緯は次のようにとらえることができる。すなわち，彼

のものを狙っているんだよね。それは，こういうこと

女は『ごんぎつね』の再読にあたり，過去の物語理解の

になるのかな。僕ら読み手にとっては同情すべきキャ

在り方と現在のそれとを対比し，両者の格差と共通点を

ラクターである「ごん」が，兵十にとっては殺すべき

自覚した。その上で彼女は関連するジャンルの読書体験

「ごん」という名の，あくまでも狐であるという残酷

で得たイメージをこの物語に適用し，過去と現在の対比

な事実……。

から新たな物語理解を発見するに至ったのである。

1（うなずく）

5．3

6．大学生における自己省察型物語理解の様相

問題分析

1は現在の立場から『ごんぎつね』を読んだとき，結

大学生のアンケートにおける自由記述をみると，上記

末部分で「人問の残酷さ」を感じたという。この理由に

の自己省察型物語理解にはいくつかの様相若しくは階梯

ついて彼女は，兵十が殺したのは狐一般ではなく「ごん」

があるように思われる。

その第1は，自己の読書感想に世代を超えて一貫した

という固有存在だったから，と説明する。1によると，
兵十は獲物としての狐を撃ったのではない。憎しみを抱

傾向のあることを自覚しつつ，対象となる物語を読むと

いていた固有の存在を殺そうとしたのである。ここで彼

いうもので，前掲（4．3）の自由記述1，2がこれにあた

女は「ごん」を擬人化してとらえていた過去の自分を踏

る。過去・現在支持型の読者は，基本的にこのタイプで

まえつつ，現在の物語理解の在り方を吟味する。その上

あると考えられる。

第2は，自分が児童文学における虚構性を受け入れら

で新たな解釈と読後感を導き出している。

両者が「ごん」を固有の存在とみる点に変化はない。

れない精神年齢に達していることを自覚しつつ，対象と

だが，このことが過去と現在における主人公の形象把握

なる物語を読むというもので，自由記述の3，4がこれ

に溝を発生させる。1が「残酷さ」を覚えるのはこの位

にあたる。その際，当時と同様の感情移入を試みたもの

相にある。物語理解における過去と現在の自分の反応傾

の期待通りにならなかった読者は，現在の自己から失わ

向を対比しながら，テクストに対する新しい「読み」を

れてしまった感受性を反省的にとらえている。ただし，

創出しているのである。そのいとなみは，自己省察型物

それがどの程度期待された場合にこのタイプとなるか，

語理解と言ってよいかもしれない（10）。

また，第1のタイプとの差異はどのような要因によるも

それでは，1が新たな物語理解のキーワードに据えた
「残酷さ」とは，彼女にとってどのような脈絡をもって

のかについては明らかでない。この点については中学生
をも対象にした調査・研究が必要となろう。

第3は，過去の物語理解を現在のそれと比較した際の

いるのだろうか。この点について質問したところ，1は
『グリム童話集』の読書体験を指摘した。彼女によれば，

変化や一貫性を吟味しながら，テクストの叙述や主題を

小学生時代に読んだ『グリム童話集』が原作をかなり翻

精緻に読みとった結果，新しい物語理解が形成されたこ

案していると聞き，最近原作にそくして邦訳された同書

とを自覚するもので，前掲の自由記述5，6がこれにあ

を読んだという。その際，残酷な描写が多いことに驚い

たる。ここで自覚される物語理解は，自己の成長過程を

たが，同時に原作の方が主題の重さや読者へのインパク

実感させるものになろう。特に5の筆者は1同様，現在

トに優ることを感じたと述べている。この体験が契機と

の自分が関心を寄せる事柄にそくしてテクストをとらえ

なって，1は『ごんぎつね』に対する新たな読書感想を

ており，それは彼の読書生活における一つのテーマと
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高校生・大学生は児童文学をどう読むか

い左テクストが一つに絞られていたため，考察によって

なっていると思われる。

自己省察型物語理解に階梯があるとすれば，第3のよ

得られた知見の一般化について課題を残している。

うな読書感想に至ることが，児童文学の再読という活動

今後は中学生を対象に加え，統一的で継時的な研究を

における一つの到達目標と言ってよいかもしれない。ま

行う必要がある。また，説明的文章や小説といった他の

たそれは，読書を通して自己の成長過程を振り返らせ，

ジャンルのテクストを素材とした場合，再読という活動

生涯読書人としての態度形成に資するものとなろう。

がどのような実相となって現れるかという問題を追究す
る必要もある。これらについては稿をあらためてさらに

7、結語
7．1

検討したい。

児童文学の再読がもたらす意義

〔注〕

児童文学を再読した高校生・大学生の多くは，過去の

読書体験における自己の姿を参照・吟味している。実践

（1）柴田直峰1993「著者における視点が物語理解に与え

及び調査の結果をみると，この活動は，物語をどのよう

る影響」（『読書科学』Vo137，No2，pp．61−67，日

に理解するかということよりも，読者自身が自らの成長

本読書学会〉

過程という「物語」をいかにとらえるかという問題に関

（2）前掲書・p．64による。

心が集中していることが示唆される。そのため，このよ

（3）堀井謙一他2000「文学教材における読み傾向の学年

差について」（『信州大学教育学部紀要』第100号，pp．

うな活動では感想の「善し悪し」が強く意識されるので

はないかと思われる。しかし，一方ではそれが読書と人

1−9）

（4〉「読書行為によって生起する感情・思考のうち，当

問形成とのかかわりを自覚させる契機となっている。

該テクストにおける表現内容との関連性を明確に有す

その意味で，児童文学の再読という読書活動では，物

るもの」と定義する。

語理解の構成要素をテクストと読者の二元的な関係に限
定してとらえることは適切でないと思われる。テクスト

（5）1998年5月に行った対象学習者との教育相談による。

に対する過去と現在の「自己」を比較することによって

（6）本来であれば，アンケート調査は実践研究校にも適

成立する，自己省察的な物語理解に注目すべきと考える。

用すべきだが，単位制高校という環境的制約により果

このような知見を踏まえれば，今後は学習者に読者と

たせなかった。ただし小稿では，高校生・大学生は青

しての成長過程を意識させるような読書指導の在り方を

年期として一連の発達段階にあるものという立場を

工夫する必要がある。例えば学習者の読書生活歴を振り

とっている。

返らせ，各自の視点・観点に基づいて分類整理した読書

（7〉ここで4年以上としたのは，物語の再読に際して学

案内を作成させることも一つの方策であろう。あるいは

習者が中学校期における発達段階をはさんでいること

他者の読書感想に傾聴して物語理解の特性を考察させ，

を意図したものである。

自己のそれと比較させることも意義あるものと思われる。

（8）理論的には過去・現在不支持型もあり得るが，エッ

こうした活動により，読書が学習者それぞれの人間形成

（9）当該作品を取り上げた理由は，①実践研究で多様な

と密接にかかわることが自覚されよう。

7．2

セイからは見出されなかった。

読書感想が示されたこと，②被験者のほぼ全員に読書

今後の課題

経験があることによる。

今回の研究では，環境及び方法の異なる資料を用いて
議論した。基本的には高校での実践から得られた仮説を

（1①

大学生に照応したつもりであるが，大学生への調査で用

一17一

読書における自己の変化や傾向特性を吟味する行為

によって生じる物語理解のモードととらえる。
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児童における朗読聴取に及ぼす音楽の影響（H）
部分的音楽提示の場合

＊

聖徳大学藪中征代＊＊
問

理解を促進させる効果を期待していると考えられている。

題

しかし，これまでの背景音楽の研究において，内容の理

児童の読書行動についてNe11（1988）は，読書によっ

解という観点からの音楽の効果についてはほとんど明ら

て知識や理解を得るという側面だけでなく，楽しみや面

かにされてこなかった。ただし，音楽を意識的に聞かせ

白さを得るというような文章理解に伴う情動が，読書行

た場合の音楽の効果についての研究は，音楽を使って気

動を動機づけ，読書過程の進行を支えていると説明して

分を誘導するという実験を谷口（1991，1995）が行って

いる。ここでいう情動とは，「情緒性」と呼ぶこともで

いる。その結果，聴取した音楽の種類によって一定の方

きる。「情緒性」とは，一般意味論での感化的内包であ

向に気分が導かれるだけでなく，ことばの記憶や人物に

り，ある言葉を聞いて人々が心の中に浮かべるイメージ

対する評価などに音楽が影響を与えていることが報告さ

や感情的雰囲気のことである。福沢（1995）は，物語文

れている。

の読みでは「情緒性」をどのようにとらえるかが重要で

こうした観点から，音楽の効果は物語文の読みによっ

あると物語文でのイメージの重要性を指摘している。さ

てとらえられるイメージをより活性化することが期待さ

らにIser（1976／1982）は，物語文の読みを取り上げる場

れ，それによって物語の楽しさ・面白さをより促進させ

合，物語の場面ごとに喚起されるイメージを読み手が総

るのではないかと考えられる。すなわち，物語文の朗読

合することによって，物語の全体像の理解がなされると

聴取を推進させるためには，音楽を利用するという方法

読書行動について述ベイメージ形成の重要性を論じてい

はきわめて有効な方法だと言えよう。そこで藪中（2001）

る。Iserのいうイメージは，単なる視覚的映像以上の概

は，朗読聴取を行う場合に背景音楽を連続的に提示する

念的意味表象がこめられたものである。したがって，物

ことによって，背景音楽と物語文のイメージとの関係を

語文の読みを取り上げる場合，まずイメージに注目する

実証的に検討した。

ことが重要であろう。そしてこのことが物語の楽しさ，

その結果，朗読聴取後の物語全体のイメージと主人公

面白さを喚起させる条件として考えられ，結果的に読む

のイメージにおいて背景音楽の影響が認められた。ただ

楽しさが保証されるものと予想される。

し，背景音楽はすべてのイメージに影響を及ぼすのでは

ところで，テレビやラジオ等で流される背景音楽は，

なく，ある特定の音楽がある特定のイメージに影響を及

感情を誘発させることによって，そのドラマでの内容の

ぼすという，物語の内容と背景音楽がマッチすることが
重要であるということが示唆された。また提示音楽によ

申The

effect

aloud

to

of

inte㎝ittent

elementary−school

樽YABUNAKA，Masayo（Seitoku

music

on

impressions

of

a

stoly

read

る差が認められたイメージは，特に「物語の明るさ」と

children。

Universiり

）

「主人公の活動性」をとらえる側面に関与していた。
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藪中（2001）の4条件と同じである。①物語文に運動会

すでにlser（1976／1982）も言及しているように，物語

はさまざまな場面・局面から成立しており，当然のこと

の気分を誘発させる音楽（オッフェンバック作曲，天国

ながらその場面の雰囲気や主人公の振る舞いは違ってく

と地獄）が付随した「朗読＋天国と地獄条件」，②物語

る。そうした局面ごとのイメージの違いを上手に総合し

文に暗い気分を誘発させる音楽（ショパン作曲，夜想曲）

ていくことが物語を理解することである。

が付随した「朗読＋ノクターン条件」（以下，夜想曲を

したがって，音楽の種類と物語の内容との関係を考え

ノクターンと呼ぶ），③物語文に明るい気分を誘発させ

ていくと，ある特定の音楽がすべて等質に効果があると

る音楽（ショパン作曲，ポロネーズ「軍隊」）が付随し

いうことは必ずしも言えないだろう。ある特定の音楽の

た「朗読＋ポロネーズ条件」，④物語文に音楽がまった

イメージと個々の場面のもつイメージが一致した場合に

く付随しない「朗読条件」。

調査対象

物語から受け取るイメージに強く影響を及ぼし，それが

栃木県足利市内小学校6年生4学級122名

（男子62名，女子60名）。1学級につき1条件を割当て

最終的なイメージの全体に影響するものと考えられる。

そこで本研究では上記の作業仮説にのっとり，藪中

た。各条件別の人数の内訳は，「朗読＋天国と地獄条件」

（2001）の研究と同じ材料を使って，各音楽のもつ特性

30名，「朗読＋ノクターン条件」32名，「朗読＋ポロネー

にあった物語の場面だけに音楽を提示した場合の影響に

ズ条件」29名，「朗読条件」31名である。

ついて実証的に検討することとした。すなわち本研究の

調査実施日

1999年5月

目的は，物語の場面のイメージにマッチした音楽を部分

物語材料

提示物語は「走れ」（『国語4上』村中李衣

的に提示する場合と，音楽を提示しないで朗読のみ聴取

教育出版

1998）であり，藪中（2001〉で使用した物

語材料と同一のものである。

させた場合とでは，物語全体のイメージと主人公のイ

音楽材料

メージにどのような相違がみられるかを明らかにするこ

物語材料に藪中（2001）で使用した3種類

の音楽（①オッフェンバック作曲，天国と地獄②ショ

とである。

パン作曲，ノクターン，③ショパン作曲，ポロネーズ）

方

法

調査計画

を次のように付随させた。各音楽の提示部分については

FIGU㎜1に示す。音楽は，朗読のはじまる約40秒前にス

1要因4水準の被験者間計画。朗読の型は

摘

4

3

2

1

けんじの短距離走

運動会の朝

のぶよの短距離走

昼休み（弁当の

麓韻

時間）

①

④

③

②

⑤

⑥

⑦

ノ

ポ

跳
ノ1ノクターン条件，

ポ：ポロネーズ条件

天地：天国と地獄条件

時問：←一レ40秒間提示

●一一●20秒間提示

内容①：足の遅いのぶよの憂欝な気持ち②：運動会の様子，けんじを応援するのぶよの気持ち③：のぶよのいらだちと悲しみのいり
まじった気持ち④：けんじや母の気持ちを考えると，だんだん辛くなってくるのぶよ⑤：けんじや母の励ましをうけて走るのぶよ
⑥：嫌な気持ちがほどけ，誇らしく，すがすがしい気持ちになるのぶよ⑦：3人の気持ちが一つになり，走り続けるのぶよとけんじ

FIGURE1物語の構成と音楽を提示する位置
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タートし，朗読終了後約40秒問流した後に止まるように

変えた2種類を用意し，各学級の半数ずつをこれに当て

して提示した。また，朗読がはじまってからは音楽は部

た。

手続き

分的に提示し，提示回数は3種類とも3回とし，1回の

各学級単位の集団調査。次の手順で調査は進

提示時間は約20秒間で，朗読と音楽が交互に流れるよう

められた。①対象者は配布された物語の文章を見ながら，

にした。提示音楽は物語の場面の感情を考慮して，3種

その朗読テープを聴く。録音テープはカセットデッキに

類で提示場所が異なる。すなわち「ノクターン」の曲は，

よって再生された。文章を見ながらという条件にしたの

物語の特に悲しい3場面の最後にそれぞれ提示した。

は，あくまでも朗読聴取後の回答の参考とするためであ

「天国と地獄」「ポロネーズ」の2曲は物語の特に楽しい

る。②朗読終了後，対象者は物語全体のイメージについ

3場面の最後にそれぞれ提示した。この場合，音楽提示

ては「このお話を聞いてあなたが受けた感じに一番近い

場所については大学院生4名の合議により決定した。

と思われるところに○をつけてください」，また主人公

質問紙

質問紙は藪中（2001）で使用したものと同様

のイメージについては「このお話を聞いてのぶよの気持

であり，物語全体のSD評定項目（20項目，FIGU既2参照），

ちで一番ぴったりするところに○をつけてください」と

主人公のSD評定項目（23項目，FIGU既3参照）の順序を

いう教示文に従って，SD法による4段階評定を各自の
ペースで行った。なお，この際には文章を見直してよい

一一・（∋H朗読＋天国と地獄条件

ことを教示した。実施に要した時間は4条件とも40分程

一一−一一朗読＋ノクターン条件

度であった。

一r←一朗饒ゆポ回ネーズ条件

一→←一朗読条件

1

おもしろい

3

2
5
9

すき

TABLE1物語全体のSD評価値の分散分析と多重比較の

4
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結果

きらい

牌
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うきうきした
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項

虚
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●●

ゆめがある

つよい
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せまい

o

し
軸

たのしい

馬
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うつくしい
ρ

林
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みにくい
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一
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■
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かっぱつな一おとなしい
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はげしい
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∂

おとなしい

隔

天く朗
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多重比較（LSD法）により，条件間に見られる有意差は不等号，

■

おだやかな

天朗くノ
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躰ρ〈．01

あきらめる

●

天ポ，朗くノ

ポくノ

たよりない

おちついた

ポく朗

あかるい一くらい

＊＊

∂

∂

ポ，天くノ
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天ポくノ

■

たのもしい
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やさしい＿きびしい

馳

あんしん
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うつくしい一一みにくい

げんきな一しょんぼりした27σ

■

あかるい

励

朗，天ポくノ
天ポ，朗くノ

ポ，天くノ

ρ

やさしい

3．12巾

5．82齢
うきうきした一しずんだ 2．9げ
たのしい一かなしい
620 の

おくびょうな
ヨ

軸

多重比較

F値
碓3118

すき一きらい

■

ゆうきがある

目

有意差がないことは「，」を用いて示した。有意水準は5％である。
＊

ポ＝「朗読＋ポロネーズ条件」，天二「朗読＋天国と地獄条件」，

■

亀

ホの

ρく．01

ふくざつ
ゆ

ρ〈．05

ノ＝「朗読＋ノクターン条件」，朗二「朗読条件」

FIGURE2物語全体のイメージ
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これら3つの因子に対する負荷量が．40未満の項目と他

結果と考察

の因子と当該因子との負荷量の差が．10未満の項目を削

物語全体のイメージの検討

除し，最終的に残った11項目に対して再び主因子法，バ

音楽によるイメージの項目レベルでの検討

各条件の

リマックス回転による因子分析を行った。その結果を

項目ごとの平均値を算出し，FIGU既2に物語全体のイ

TABLE2に示す。第1因子に負荷の高い項目は，「すき一

メージのプロフィールを示した。各項目ごとに条件間の

きらい」，「おもしろい一つまらない」などであり，物語

差の違いを検討するために1要因分散分析を行ったとこ

の内容の好ましさをとらえる項目を多く含んでいること

ろ，TABLE1に示す10項目で有意差が認められた。そこ

から，「物語の好ましさ」と命名した。第2因子に負荷

で，各項目ごとにLSD法による多重比較を行ったところ，

の高い項目は，「げんきな一しょんぼりした」，「あかる

TABLE1に示すような結果が得られた。

い一くらい」などであり，快活さや明るさ，気分の高揚
といった項目が多く含まれていることから，「物語の明

以上の結果から，「朗読＋ノクターン条件」は他の2
背景音楽条件，あるいは「朗読条件」に比べて「つまら

るさ」と命名した。第3因子に負荷の高い項目は，「おだ

ない」，「きらい」，「みにくい」，「きびしい」イメージを

やかな一はげしい」，「おちついた一らんぼうな」であり，

より強く喚起している。これは藪中（2001）の提示音楽

物語の活動性をとらえる項目が含まれていることから，
「物語の力強さ」と命名した。

のイメージプロフィールの傾向とほぼ同様のイメージを

喚起していることを示しており，「ノクターン」の音楽

TABLE2

の影響であると解釈できる。次に「朗読＋ポロネーズ条

物語全体のイメージの因子分析結果

件」は「朗読条件」に比べて，「たのしい」，「かるい」

項目

イメージをより強く喚起している。さらに「朗読＋天国

すき一きらい
おもしろい一つまらない
つよい一よわい

と地獄条件」は「朗読条件」に比べて，「かるい」，「かっ

因子1

ゆめがある一ゆめがない
ひろい一せまい

ぱつな」イメージをより強く喚起している。これらも藪

．124

．114

．565

．737
。508
．486

．108

．034

．537

．182

一．107

．298

．318

一．037

．332

．476
．445

．091

．283

．274

．194

．241

国と地獄」や「ポロネーズ」の音楽の影響であると解釈

げんきな一しょんぽりした

327

あかるい一くらい
かるい一おもい

．318

まず，物語

有値1以上の3因子を抽出した。項目を精選するために，

19

2．696

寄与率

2α742

α係数

．764

ノクターン条件

ポロネーズ条件

朗読条件

F値
dr＝3，118

2．089（．541）

明るさ

力強さ

2．100（．562）

2．517（．663）

申＊ρ＜．01

2．542（．612）
2．678（．716）

2．391（．759）

2．092（ ．530）

1919

1．042

14．763

8．019

．737

．528

2．058（ ．841）
2．086（

．682）

多重比較
LSD

．469）

5．04紳天，ポ，朗くノ

2．527（

．698）

5．79軸

2．177（

．640）

2．156（

ポ，天くノ

o．s．

串P＜．05

ポニ「朗読＋ポロネーズ条件」，天二「朗読＋天国と地獄条件」，ノ＝「朗読＋ノクターン条件」，朗＝「朗読条件」
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．590

。573
．221

物語全体のイメージの尺度得点の平均（標準偏差）と分散分析の結果

天国と地獄条件
好ましさ

團欝

．356

2乗和

度20項目について，主因子法による因子分析を行い，固

．106

4 ：鵬團

おだやかな一はげしい
おちついた一らんぼうな

全体のイメージの意味構造を明らかにするためにSD尺

TABLE3

︒．0

うつくしい一みにくい

音楽によるイメージの尺度得点での検討

因子3共通性

．770

中（2001〉の提示音楽の結果からも明らかなように，「天

できる。

因子2

．231

．293
5β57
43．524
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次に，物語全体のイメージの条件別による3つの下位

公のイメージの意味構造を明らかにするために，SD尺

尺度得点を求めた。下位尺度得点は，その尺度に含まれ

度23項目について主因子法による因子分析を行い，固有

る項目の得点を合計し，項目数で割ったものである。そ

値1以上の2因子を抽出した。項目を精選するために，

の際の各尺度のα係数はTABLE2に示すとおりである。

これら2つの因子に対する負荷量が．40未満の項目と他

TABLE3には物語全体のイメージの条件別による3つの

の因子と当該因子との負荷量の差が．10未満の項目を削

下位尺度得点を示した。物語全体のイメージの3つの下

除し，最終的に残った14項目に対して再び主因子法，バ

位尺度得点について，条件間の差の検討を行うために1

リマックス回転による因子分析を行った。その結果を

要因分散分析を行い，有意差が認められた「物語の好ま

TABLE4に示す。第1因子に負荷の高い項目は，，「あかる

しさ」「物語の明るさ」の尺度においてLSD法による多

い一くらい」，「ゆうきがある一おくびょうな」，「ひろい

重比較を行ったところ，TABLE3に示すような結果が得

一せまい」などであり，主人公の外見的な明るさをとら

られた。

えている項目が多く含まれていることから「主人公の活

以上の結果から，これは「ノクターン」の音楽が「物

動性」と命名した。第2因子に負荷の高い項目は，「す

語の好ましさ」に影響を及ぼし，物語の内容の好ましさ

なお一わがまま」，「あたたかい一つめたい」，「おだやか

をより低くとらえることによって，朗読聴取による物語

な一はげしい」などであり，主人公の内面的な人間味を

全体のイメージをネガティブな方向に促進させたものと
一一￠r一，コ璽か翼国と地馴頃瞠1辱

解釈できるであろう。

一一■9

主人公（のぷよ〉のイメージの検討
音楽によるイメージの項目レベルでの検討

畠傷腔》クターン集件

一r醒ロー一r嘲暁φポロネーズ集件

各項目ご

との平均値を算出し，FIGU既3に主人公のイメージのプ
ロフィールを示した。全体的にみると，4条件ともほと
んど同じイメージプロフィールを示していることがわか
る。次に各条件間の違いを検討するために，各項目ごと

に1要因分散分析を行ったところ，「たのしい一かなし
い」（F（3，118）＝2．70，p＜．05），「すがすがしい一ゆ

ううつな」（F（3，118）＝3．00，p＜．05）の2項目で有

意差が認められた。そこで，各項目ごとにLSD法による
多重比較を行ったところ，以下のような結果が得られた。
①「たのしい一かなしい」：「天」＜「ノ」（MSe＝．68〉，

②「すがすがしい一ゆううつな」：「天」＝「朗」＜「ノ」
（MSeニ．66）

以上の結果から，「朗読＋ノクターン条件」は「朗読

一→e一一朗腕豪伴
量

2

3

ひろい

4

せまい

たのもしい

たよりない

あかるい

くらい

ゆうきがある

おくびょうな

がんばる
つよい

あきらめる
よわい

おおきい
おもしろい

ちいさい

っまらない
おそい

はやい
あんしん

しんぱい

たのしい
やさしい

きびしい

かなしい＊

かんたん
かるい

ふくざつ

おもい

ほこらしい

はずかしい
わがまま

すなお
あたたかい
おんならしい
かっぱっな

条件」に比べて，「ゆううつな」イメージを強く喚起し

おもいやりがある

ている。また，「朗読＋ノクターン条件」は「朗読＋天

きんちょうした

国と地獄条件」に比べて，rかなしい」イメージを強く

すがすがしい

つめたい
おとこらしい

おとなしい

おもいやりがない
はげしい

おだやかな

ゆるんだ
ゆううつな串
ゆ

ρ＜．05

喚起している。

音楽によるイメージの尺度得点での検討

まず，主人

一23一

FIGURE3主人公のイメージ

読書科学第46巻第1号
TABLE4

主人公のイメージの因子分析結果

おいては，物語文に暗い気分を誘発させる音楽を背景音
楽として付随させた「朗読＋ノクターン条件」において

因子1

項目

因子2

共通性

あかるい一くらい
ゆうきがある一おくびょうな

．601

．585

ρ37

．389

ひろい一せまい
がんぱる一あきらめる

．567

．167

，372

．552

081

．316

たのもしい一・たよりない

．551

．106

．341

つよい一よわい
おおきい一ちいさい
おもしろい一つまらない

．539
f502

r359
−076

．378

．452

．128

．240

すなお一わがまま
あたたかし』っめたい
おだやかな一はげしい

．154

．625

．382

．450

．593

．469

9

．283

13

．514
．513

．345

．499

．353

おんならしい一おとこらしい
おもいやりがある一おもいやりがない
かっぱつな一おとなしい

2乗和

化させるという影響が認められた。これは，もともと提
示音楽が持っていたネガティブな要素が反映した結果で
あると解釈できる。しかし，物語文に運動会の気分や明
るい気分を誘発させる音楽を背景音楽として付随させた

．303

「朗読＋天国と地獄条件」，「朗読＋ポロネーズ条件」で

は朗読条件とのイメージの差はほとんどみられず，背景

音楽の影響は認められなかった。この結果から，物語文

．260

．273
2．801

のみ，物語全体のイメージをよりネガティブな方向に変

．331

に運動会の気分や明るい気分を誘発させる音楽を背景音

．247
1．912

4．713

寄与率

20．008

13，656

33．665

α係数

．767

．522

楽として提示しても，背景音楽を提示しない朗読条件と

ほとんど変わらないイメージを喚起したということが示
された。

とらえている項目が多く含まれていることから「主人公

それではなぜ，暗い気分を誘発させる音楽だけが朗読
聴取による物語全体のイメージに影響を及ぼしたのであ

の柔和性」と命名した。

次に，主人公のイメージの条件別による2つの下位尺

ろうか。これは，本調査で使用した物語「走れ」の場面

度得点を求めた。下位尺度得点は，その尺度に含まれる

ごとのイメージの構成が大いに関係していると考えられ

項目の得点を合計し，項目数で割ったものである。その

る。すなわち，この「走れ」の物語はFIGU麗1にも示し

際の各尺度のα係数はTABLE4に示すとおりである。主

たとおり，憂欝な気分の場面から始まり，この重苦しい

人公のイメージの2つの下位尺度得点について，条件間

気分がずっと続き，最後に，明るく，さわやかな気分に

の差の検討を行うために1要因分散分析を行った結果，

なるように構成された物語である。そのために，場面の

主人公の活動性，柔和性の両尺度とも有意差は認められ

はじめから中盤にかけての暗い気分が強く印象に残った

なかった。このことから，物語に背景音楽を提示するこ

り，印象づけられたりしたからではないだろうか。そう

とによる主人公の印象に対する影響は，どの条件におい

だとすると，今回の物語文は，物語材料としては感情の

てもほとんど認められないということが示された。

変化が複雑であったように考えられる。今後は，この点
に関して感情の種類を一定に保った物語材料の選定を考

総合的考察

慮することが必要であろう。

第2に，背景音楽の影響が認められた物語全体のイ

本研究は，朗読聴取時の各音楽のもつ特性にあった場

面だけに部分的に音楽を付随させることによって，朗読

メージの中では，特に「物語の好ましさ」をとらえる側

のみ提示した場合の物語全体のイメージと主人公のイ

面が関与していることが示された。

メージがどのように変化するかをSD法を用いて検討し

本研究では，物語の内容の展開に沿ってその背景音楽
の特性にあった場面に音楽を提示した場合，場面ごとに

てきた。

その結果，第1に，背景音楽は朗読聴取による物語全

物語の内容の好ましさをより深く洞察することによって，

体のイメージに影響を及ぼし，そのイメージを変化させ

物語全体のイメージの促進につながったものと推測され

るという促進効果が明らかとなった。ただし，本研究に

る。しかし，この結果は，物語の朗読聴取時に連続的に

一24一

児童における朗読聴取に及ぼす音楽の影響（H）

背景音楽を流した場合（藪中，2001）とは異なった結果

特性と物語の内容とがあった場面に部分的に音楽を提示

であった。すなわち，背景音楽を朗読全体にわたって連

した場合，その音楽によって物語全体のイメージに促進

続的に流した場合は，物語全体のイメージを「物語の明

効果が認められたと考えられる。すなわち，同じ物語で

るさ」の側面においてとらえているのに対して，部分的

も背景音楽をその物語場面の特性にあった音楽を部分的

に流した場合は，「物語の内容の好ましさ」の側面にお

に提示した場合，朗読聴取後により具体的に場面ごとの

いてとらえており，背景音楽の提示の仕方によってイ

イメージを形成し，それによって物語全体のイメージを

メージのとらえ方が異なることを示唆している。今後，

より深く喚起するということである。しかもそれは，朗

背景音楽の提示の仕方によるイメージ喚起の要因を解明

読による物語全体のイメージを背景音楽によって変化さ

していくことが，背景音楽利用の研究を進めていく上で

せるという点において，背景音楽を物語の朗読のあいだ

重要なことであろう。現段階としては，物語を場面ごと

連続して流した場合の結果（藪中，2001〉と同様の効果

に詳細にその好ましさをとらえていく場合，部分的に音

が認められたのである。

以上のことから，たとえ背景音楽が部分的であっても，

楽を提示する方法は有効な方法であるといえよう。

第3に，主人公のイメージに対しては，背景音楽を提

物語のイメージの変化に影響をもたらすことが示唆され

示した条件が背景音楽を提示しない朗読条件とほぼ同様

た。そして，イメージを促進させ，物語の内容を深くと

のイメージを喚起していることが明らかとなった。すな

らえるためには，背景音楽を部分的に利用するという方

わち，主人公のイメージには背景音楽の影響はほとんど

法は有効な方法であると言えよう。すなわち，物語への

みられなかったということである。

深い洞察を促す方法として背景音楽を利用する場合，物

では，主人公のイメージにはなぜ背景音楽の影響が少

語の朗読聴取を極力阻害しないという点では，部分的音

なかったのであろうか。本研究では，音楽を部分的に提

楽提示は有望な方法であるということが，本研究から実

示することによって，各場面ごとでそこに登場する主人

証されたものと考えている。

公の感情の変化を総合した形として最終的な主人公のイ
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カタカナ4文字表記語504語の発音容易性調査＊

大阪樟蔭女子大学川上正浩申象
覚表象から直接的な語彙への接近が可能な場合にも，音

問題と目的

韻表象を媒介として語彙へ接近するルートが利用される

視覚呈示された単語の認知過程の解明は，人問の言語

とするならば，親近性の高い条件においても音韻特性で

情報処理の解明に向かう重要な問題である。多くの研究

ある発音容易性の効果が認められ，発音容易性が低い単

で視覚呈示された単語の処理に，その音韻的表象が果た

語の方が発音容易性が高い単語に較べて語彙判断に長い

す役割が検討されてきた（たとえばJared，1997；Perfetti，

時間を要すると予想される。

Orden，

実験の結果，表記の親近性にかかわらず語彙判断時問

1997）。こうした中で単語あるいは非単語の発音容易性

に発音容易性の効果が認められ，この発音容易性の効果

がその処理過程に及ぼす影響から音韻的表象の役割が吟

は表記の親近性が低い条件でより大きいことが示された。

味されることも多い（たとえばSaito，1995）。

川上（1998）の結果は表記の親近性にかかわらず音韻表

Bell，＆Delaney，1988；Stone，Vanhoy，＆Van

川上（1998）は，単語の音韻特性が語彙判断時間に及
ぼす影響が検討するため，

どの程度発音が容易か

の

象を媒介とした語彙への接近がなされていることを示唆
している。

主観的評定値である発音容易性を単語の音韻特性として

このように単語の発音容易性は，単語の重要な音韻的

操作した。川上（1998）の実験では，同時に正書法的特

特性であり，それ自身が単語の語彙判断時問等にも影響

性として表記の親近性も操作された。通常はカタカナで

を与えることが示唆されている。したがって単語の音韻

表記される単語が使用されたため，単語をカタカナで表

的特性がその認知過程に及ぼす影響を検討するためには

記した場合（たとえば

もちろんのこと，より一般的な文脈での単語認知過程研

アイロン

）は表記の親近性が

高い，単語をひらがなで表記した場合（たとえば
ろん

あい

究においても，刺激として用いられる単語の発音容易性
に注意を配る必要がある。

）は表記の親近性が低いと見なされた。

そこで本研究では，より多くのカタカナ4文字表記語

表記の親近性が低い場合には視覚表象からの直接的な
語彙への接近は不可能であり，音韻表象に基づく処理が

についてその主観的な発音容易性を調査し，刺激統制の

なされるため，発音容易性が語彙判断時間に影響を与え

ためのデータベースを作成することを目的とする。本研

ると予想された。表記の親近性が高い場合には視覚表象

究の目的が単語認知過程に関する心理学的実験の材料統

からの直接的な語彙への接近が可能であり，音韻表象が

制のためのデータベース作成にある以上，発音容易性以

語彙への接近に影響を与えないとするならば，発音容易

外の刺激特性についても明らかになっている材料が，調

性の効果は認められないと予想される。これに対して視

査対象として適していると思われる。今回は調査の対象

としてカタカナ4文字表記語の親近性及びカタカナ表記
ホA

pronounceability

rating

table

ffom

a

survey

of5（》4four−letter

㎞必㎞nαwords．

頼KAWAKAMI，Masah廿o（Osaka

Shoin

Women，s

University）

の親近性を調査した藤田（1998）の材料を用いる。藤田

（1998〉における親近性は5段階評定（数値が大きいほ
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ど親近性が高い）を用いて調査されており，760項目を

刷された冊子を配付された被験者は，最初に授業担当者

その対象としている。本研究ではこれら760項目のうち

から口頭で教示を受け，教示内容を理解したことを確認

親近性が1．65以上である5（》4項目を調査の対象とし，そ

された。被験者は各自のペースで各カタカチ4文字表記

の主観的な発音容易性を報告する。

語に対する発音容易性の評定を行った。被験者は，それ

ぞれのカタカナ4文字表記語について

方法

くい（1）

被験者

から

非常に発音しに

非常に発音しやすい（5）

までの5

段階のいずれかを○で示すよう求められた。

日本福祉大学に所属する大学生211名（男性93名，女
性118名）が調査に参加した。被験者の年齢は18歳から38

結果

歳までであり，その平均年齢は21．4歳（標準偏差4．07）

まず，リスト間で評定平均値に差異が認められるか否

であった。それぞれの被験者は後述する8種類のリスト

かを検討するために，8種類のリストそれぞれについて

のいずれかにランダムに割り当てられた。各リストに割

評定の平均値及び標準偏差を算出した。この結果を表1

り当てられた被験者数は表1の通りであった。

に示した。1要因8水準の分散分析の結果，リスト間で

質問紙の作成

評定平均値に差異は認められなかった（F（7，203）＜1，

カタカナ4文字表記語の親近性及びカタカナ表記の親

n．s．）。以上の結果は，8種類のリストヘのランダムな

近性を調査した藤田（1998）のデータベースより，その

項目の割り当てが妥当なものであったことを示す結果で

親近性が1．65以上であるカタカナ4文字表記語5（》4項目

ある。すなわち他のリストと較べて

を選択し，調査の対象とした。

高いリスト

や

より発音容易性の

より発音容易性の低いリスト

は存在

これら504項目のカタカナ4文字表記語を，126項目か

しなかったことになる。したがって以下ではいずれのリ

らなる4つのグループにランダムに分割した。そしてグ

ストに割り当てられた項目かを無視し，個々の項目の分

ループ内の項目を一通りのランダムな順番に並べた。こ

析を行っていくこととする。

5（夙語のカタカナ4文字表記語について，その発音容

れらをリスト1からリスト4とする。これら4つのリス
トのリスト内の並び順を逆転させてリスト1Xからリス

易性の平均値及び標準偏差を算出した。この結果を表2

ト4Xを作成した。したがってリスト1とリスト1Xと

に示した。504語のカタカナ4文字表記語のうち，もっ

は，同一の項目から構成されているが，その項目の並び

とも発音容易性が高いと評定されたのは

ミリオン

順については逆転されたものとなっている。

手続

トランプ

，

の2項目（いずれも発音容易性評定値は

4．69）であり，もっとも発音容易性が低いと評定された

各被験者は集団で，割り当てられた質問紙に対して回

のは

レシチン

（発音容易性評定値は2．38）であった。

答を行った。教示及びカタカナ4文字表記語リストが印

また

トランプ

，

表1

Mean

SD

は，同時にもっとも発音

質問紙ごとの被験者数（n）と平均発音容易性評定値（Mean）及び標準偏差（SD）

Listl
n

ミリオン

26
3．91
0．62

List2
27
4．12
0．60

List3

List4ListlX

List2X

List3X

List4X

Total

211

27

29

28

24

26

24

3．94

3．94

3．97

3．91

3．96

3．88

3．96

0．77

0．72

0．61

0．68

0．59

0．65

0．55
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容易性評定値の標準偏差が小さ い（いずれも0．61）項目

単語の親近性の判断に影響を及ぼしていることが挙げら

であり，逆にもっとも発音容易性評定値の標準偏差が大

れる。藤田（1998）で行われたような親近性の評定を行

きいのは

うに際して，当該単語の発音容易性が影響を及ぼしてい

ブギウギ

（1．56）であった。

次に，本研究で得られた発音容易性と藤田（1998）に

たとする考え方である。

おける単語の親近性との関係を検討するために両者の相

以上のどちらの可能性に妥当性があるのかについては，

関係数を算出した。算出された相関係数は7ニ．823（ρ

調査研究である本研究の結果のみからでは明らかになら

＜．01）であり，発音容易性と単語の親近性との問には

ない。今後こうした関係性についてもさらに詳細な吟味

高い相関関係があることが示された（図1参照）。

を行っていく必要があるだろう。たとえば実際に単語の

発音を行わせて，その反応潜時を測定することにより

考察

主観的な

本研究の目的はカタカナ4文字表記語の主観的な発音

発音容易性評定の妥当性について吟味する

ことなどが考えられる。

また今後カタカナ3文字表記語など，他の単語刺激に

容易性データベースを作成することにあった。カタカナ
4文字表記語5（》4語に対する発音容易性が表2に示され

対しても発音容易性調査を行い，日本語材料のデータ

ている。また調査の結果，単語の親近性と発音容易性の

ベースを整備していく必要がある。こうした調査は現在

間には高い正の相関があることも示された。この相関に

筆者によって続行中である。
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カタカナ4文字表記語の平均発音容易性評定値（Mean〉及び標準偏差（SD）（1／4）

四〇『

Mean

S．0．

m

四〇rd

MeaO

S．0．
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S．0．

m
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カタカナ4文字表記語の平均発音容易性評定値（Mean）及び標準偏差（SD）（2／4）

田o『d

団ean

S．0．

129クレソン3．851．18

10

田o『d

Mean

S．0．

161サフラン3．871．21

10

田Ord

Mea

S．0．

193スタミナ4．490．94

10

田ord

Mean

S．0．
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135ケミカル4．111．11 酒庶グ芝乞㌶Zユ1照一』陵三乏ヒ≧盆＝羅＿嶋≦＿一三乱と且器L三二鰹＿礁盆
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138ケロイド4．001．03 湘乱瓢L旦≧盆1％一1：鷺＿三鰭煮L旦丞三二盤漁9β＿一三乱ゑ託之意盤2＿照焦
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141コサイン3．941．32 湘惣之慧柔在14ヱ＿91％一一．三2ゑ器∠鮎名三1釜＿1：9在＿三鉱ゑ託セゑ三鍾一魚：2烹
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143コスモス4．331．04 潔三滋黛之在魚＿！1賂一＿三9二添滋征ゑ盈二盤一1：簗＿熊a業藍≧乞蕪z一照L
144コノ9レト3．961．22

潔ゑ滋怯三≧三：〜豆一！二19一一三鱒三盤と之三14至一9：2在一一煮憾z点工照杢＿照ヱ

145コマンド4．370．88 湘乳2ヒと三藷21＿！：篇…＿三盤三三征ゑ優9…9：％一一三乱棄之！上乙在二9焦上二92．

146コメコン3．271．44

潔且之只悉≧3：2旦一聡1＿一三…住三〜烹イ盈三：≦⊇一912互＿一三鷺ゑヒ≧L在＝杢皇一魚＝無

147コメント4．470．96 179ジンクス4．171．00 211スライド4．241．12 243タンデム3．601．27
148コロイド3．831．29 湘且烹≧魚ヒ在：黒一9122＿三｝乱三烹≧乞急二盤＿驚β＿滋櫨≧丞≧生賂』樵烹

149コロネル2．581．20 湘三と乞皇旦在：釜＿主1鱒＿三烹三烹之之三盤…皇：2胤一怨乱名≧蓋≧急＝黙』鳳＆
150コンソメ4．360．99 湘急と滋玉止在：鱒＿91β乳．漁三焦血≧磁銘一照ユ．．〜無乏之乏烹⊇二彊＿磁L
151コンテナ4．411．03 闇急記≧煮ヒ在黒＿1＝9⊇＿一三…三藍ヨ託z盆＝雛一Uz一一三全庶証器L4纒一鰹丘

152ゴンドラ4．470．92 湘三之≧煎』磁ヱ＿9：2豆．＿一三｝ゑ藍三≧磁灘一乱1至＿三鯨滋と巳烹三二9盆一1＝92．
153コンドル4．470．84 185スイング4．300．96 217セシウム3．041．25 249テアトル3．331．38
154コンパス4．650．79 湘ゑ淋庶L在1歪＿9：顯＿鴛ゼ悉ヨ之i盤＿憩2＿一三阻乏力客≧鎌璽＿嬢ヱ
155サイクル4．530．78 湘ヱ盈血≧之在：盈1＿912豆＿三総ゼ悉煮L鮭2＿1：盤＿三曼意患蒸L在＝鮎一1：99．

156サイホン3．781．26 188スクイズ4．041．19 220ゼネラル3．901．22 252デザイン4．520．74
157サイレン4．620．71 湘乳盈烈…Z…含：璽Ul簗＿一三書王豊…．Z旦盈IZ2＿112盆一一距三乏2烈輪盤ユ＝旦

158サウンド4．171．08

謡9息蓋之…ヒ吾．亀1豆1＿！：⊇β＿一ヱ茎撫蓋≧L在1豆1−9：z盈一一距止乏h旦≧照2＿上1鮭

159サバラン3．111．38 湘撚名ゑk三1互1L息2貧．一．観燈烹≧在1簾一119急＿輩鷺之≧L歪照ユ19ヱ

160サバンナ4．350．97 192スタウト2．471．24 224セレクト4．021．12 256デバイス3．181．38
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表2−3

10

カタカナ4文字表記語の平均発音容易性評定値（Mean）及び標準偏差（SD）（3／4）

四〇『d

Mean

S．0．

257テフロン3．521．34

10

田o『d

Meao

S．0．

289ニコチン4．440．90

10

四〇『d

Mean

S．0．

10

田0『d

MeaO

S．0．

321パラソル4．300．97 353ブイヨン4．081．13

258デミタス3．301．30 2goネクスト3．891．21

322パラボラ3．171．41

259テレコム4．091．03 2g1ネクタイ4．610．73

323バラモン4．081．16 355プライス4．231．11

260ドアマン3．831．30

292ネクタル2．811．27

324パラレル3．671．29 356フライト4．470．82

293ノイマン3．041．51

325バランス4．590．76 357ブライド3．631．30

262トナカイ4．530．94 2g4ノウハウ3．551．34

326バリウム3。891．24 358プライド4．370．97

263ドライブ4．410．99 295ノンプロ3．871．20

327バリカン4．470．82

359ブラウス4．380．83

264ドラゴン4．510．94

296ノンポリ3．671．29

328バリトン3．511．41

360ブラウン4．430．90

265トラスト3．911．28

297バイアス3．691．34 329ハロゲン3．571．27

361フラスコ4．111．07

261ドクトノレ3．741．18

266ドラフト4．221．10 298ハイエナ4．061．22

354ブギウギ2．981．56

330ハンカチ4．470．94 362プラズマ3．811．26

267トラブル4．490．88

299ハイカラ4．261．05 331ハングル4．330．96 363プラチナ4．370．88

268トラベル4．131．17

300ハイテク4．540．83

332ハンサム4．400．92

364フランク4．380．92

269トランク4．570．71

301バイパス3．911．23

333ハンスト3．581．38

365ブランク4．440．84

270トランス4．190．97

302バイブル3．941．17

334バンタム3．431．41 366ブランチ3．941．09

271トランブ4．690．61

303ハイフン3．661．30 335パンドラ4．041．23

367ブランド4．570．72

272トリプル4．171．13

304ハイレグ4．450．88 336ハンドル4．560．81

368プラント4．071．14

273ドリブル4．121．02

305バウンド4．430．96 337パンプス4．161．00 369プリズム4．061．12

274ドリンク4．610．79

306パウンド3．401．20 338ピクルス3．801．31

370プリンス4．171．23

275トルエン3．471．28

307バカンス4．680．68 33gピザパィ3．871．22

371ブリント4．470．89

276トレパン4．111．04 308バジリコ3．471．28 340ビジネス4．470．88

372ブルゾン4．420．85

277トレモロ2．531．38

309パステル4．241．10 341ピストル4．351．03

373ブルペン4．061．19

278トレンチ4．101．07

310パソコン4．570．77 342ピストン4．171．08

374フレスコ3．491．22

279トレンド4．001．31

311バテレン3．211．39 343ビタミン4．660．67 375ブレスト3．531．35

280トロイカ4．131．01

312パテント3．161．39

281トンネル4．451．02

313パトロン4．061．16 345ビフテキ4。041．12

282ナイロン4．430．91

314パノラマ4．191．17 346ビブリオ2．791．20 378フレンチ4．620．66

344ビニロン2．961．30 376プレハブ4．151．04
377プレミァ4．340．87

283ナウマン3．361．26 315パパィァ3．401．36 347ピラニア4．131．07 379フレンド4．420．86
284ナチズム3．341．35

316ババロア3．891．30 348ピリオド4．241．12 380ブレンド4．530．77

285ナプキン4．250．95

317パピルス2．961．26 349ヒロイン4．360．89 381フロスト3．601．34

286ナルシス3．601．41

318パプリカ3．551．31

350ピロシキ3．391．47 382プロセス3．791．38

287ニアミス3．631．28 319ハミング4．450．88 351ヒロポン3．521．44

383プロトン3．301．40

288ニクロム3．781．23 320ハモニカ3。281．34 352ピンポン4。480．90

384プロパン4．490．87
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表2−4

10

田Ord

カタカナ4文字表記語の平均発音容易性評定値（Mean）及び標準偏差（SD）（4／4）

ト4ean

S．0．

385プロペラ4．231．09

10

田ord

Mean

S．0．

置0

417ボサノバ3．361．33

田ord

Mean

S．0．

量0

田ord

Mean

S．0．

449ミニコミ2．691．51

481リチウム3．321．48

2鷲烹旦k乙在1路一9二各2……．三羅丞記之∠k．盆：ヱ2．．．ll⊇盆…。…450ミニコン3．781．29

482リトマス3．731．27

387ブロンズ3．911．20

419ホステス3．831．30

451ミニマム3．391．53

483リビング4．431．00

2鰻Z旦≧h庄乏乏皇ヱ2．．…．』搬．悉る鷲盈集賂．．！乙1．1＿．

452ミネラル4．360．91

484リベラル3．171．42

389ブロンド4．221．02

421ボルシチ2．701．25

453ミラクル4．301．05

485リムジン4．211．03

390ヘアケア3．281．42

422ホルモン4．550．80

454ミリオン4．690．61

486リモコン4．510．96

391ヘアダイ3．491．38

423ホワイト4．431．01

455メガホン4．350．86

487リンクス3．941．23

392ヘアピン4．311．00

424ボンゴレ4．041．05

456メラニン4．330。90

488リンネル3．061．25

393ペイント4．450．92

425マイクロ4．430．87

457メラミン3．111．40

489ルンペン3．761．25

394ペクチン3．621．09

426マイコン3．961．24

458メリケン4．251．06

4goレシチン2．38L31

395ベクトル4．321．04

427マイナス4．570．81

459メリヤス3．691．42

4g1レトルト3．721．39

396ベゴニア2．921．34

428マイルド4．510．88

460メルヘン4．391．01

492レプリカ3．771．30

397ペダント2．521．30

429マウント3．701．21

461メレンゲ4．280．94

493レンタル4．570．69

398ベテラン4．420．99

430マウンド4．311．10

462モザイク4．300．94

494ロイヤル4．420．90

399ペナント4．131．15

431マガジン4．171．04

463モノラル3．571．39

495ロケハン3．381．29

400ペプシン3．801．17

432マカロニ4．380．98

．．．三魚乱〜黛上急篇．．⊥乙無……

4g6ロジウム3．191．24

401ペプチド2．571．18

433マスカラ4．021．25

465モルタル3．411．29

497ロジカル3．531．24

402ペプトン2．481．32

434マスコミ4．600．85

466モルヒネ4．131．06

498ロマンス4．500．81

403ペランダ4．570．74

435マズルカ2．471．24

467ユニオン3．941．14

499ロリコン4．420．88

404ヘリウム4．171．08

436マドンナ4．450．96

468ライオン4．560．94

500ワイルド4．420．96

405ペリカン4．510．80

437マヌカン2．961．49

469ライバル4．550．79

501ワクチン4．570．72

406，ペルソナ3．441．50

438マネキン4．231．06

470ラウンジ3．921．20

502ワセリン3．371．54

407ヘルニア4．061．19

439マラカス4．281．00

471ラウンド4．260．95

503ワンタン4．650．65

408ヘルペス3．281．23

440マラソン4．590．84

472ラジウム3．661．15

504ワンマン4．261．08

409ヘロイン4．131．08

441マラリア3．451．27

473ラジカセ4．490．82

410ペンギン4．620．76

442マリンバ3．721．39

474ラジカル3．471．27

411ペンシル4．151．10

443マロニエ3．101．32

475ラジコン4．560．85

412ベンジン3．701．28

444マントル3．621．40

476ララバイ4．071．12

413ベンゼン3．621．25

445マンネリ4．191．06

477ランダム4．230．98

414ペンパル3．441．41

446マンモス4．470．84

478ランタン3．721．26

415ボイルド3．901．21

447ミクロン4．281．03

479リウマチ3．381．39

416ポイント4．640．78

448ミサイル4．490．94

480リタイア4．091．12
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大正期高等小学読本の口語化＊

筑波大学島田康行＊＊
0．はじめに

1．ロ語文教材の増加

第二期尋常小学読本（明治43年使用開始〉は，それま

1．1

継承されたロ語文教材

での国定読本に比して大幅な口語化が進められた教科書

第二期から第三期への改訂で，高等小学読本（以後，

として知られている。それは口語文教材の量的な増加に

単に「読本」と称する。）における口語文教材は次のよ

とどまらず，質的にも第一期尋常小学読本（明治37年使

うに増加した。（韻文の教材は含めない。）

用開始）とは一線を画するものであった。例えば，この

第二期

22教材（全182教材，188課中）

読本に見られる口語文の文法的な特徴について考察した

第三期

66教材（全177教材，180課中）

塩沢和子（1991）は，その口語文を「言文一致体のほぼ

教材数で3倍，全教材に対する比率で見ると12．1％か
ら37．3％に増えている。

完成した姿を示している」と評価している。

同時期の高等小学読本（明治44年使用開始）では，文

第二期の22教材には，「象狩」（巻一一第二十一課）「望

語文教材に大量の「文法上許容スベキ事項」（明治38年

遠鏡と顕微鏡」（巻三第十四課）のように第一期と同題

告示）を適用し，衰退しつつある普通文に対して対応を

の口語文教材が含まれている。この二つの教材について

図っていたと言うことができる（1）。

みると内容や論の展開に大きな変更はないが，次に示す

その第二期尋常・高等小学読本の改訂によって，読本

ように表現にはよく手が入れられており，塩沢和子

の口語化はさらに推進されることになる。高等小学読本

（1991）の指摘を裏付けている。

においても口語文教材は増大し，新たな教材が数多く登

「象狩の話」（第一期，巻五第十一一課）

場している。その中には，既存の文語文教材の文語文を

いんどの東南の方に，せいろんといふ，わが九州の二

口語文に改めたものが少なからずある。

倍ほどある，大きな島がある。そこには，所々に，深

本稿は，第三期高等小学読本（大正15年使用開始）の

林があって，象が，多く住んでゐる。土人はそれを捕
へるに，よほどおもしろい方法を用ひる（2）…。

教材のうち，第二期読本の文語文教材を書き換えて生ま
れた口語文教材を対象に，その書き換えの具体的内容を

「象狩」（第二期，巻一第二十一課）

明らかにすることによって，この読本における口語文の

インドのセイロン島で，土人が象狩をする方法は頗る

性格について考究するものである。

面白い。先づ象の居る森林を選んで，其の近所の木立

をそのま・柱にして，大きな柵を造る。最も大きい柵
になると，周囲数哩にわたることもある…。
申A

comparative

modem

fbr

grammar

study

in

on

the

sentences

KOTO−SHOGAKKO（higher

increase

of

according

primary

teaching

to

materials

state−edited

schools）in

the

この教材は第三期読本にも，1表記等に若干の手直しを

using

revisions

Taisho

加えた以外，ほぼ同文で採録されている。

pe亘・d（1912−1925）．

掌申SHIMADA，Yasuyuki（University

of

Tsukuba〉

「象狩」（第三期，巻一第十八課）
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インドのセーロン島で，土人が象狩をする方法は頗る

植物と気象

面白い。先づ象の居る森林を選んで，其の近所の木立

峠の茶屋

鳩翁道話

をそのま・柱にして，大きな柵を造る。最も大きい柵

：三好学「植物生態美観」二拠ル
：夏目金之助「草枕」二拠ル

：「鳩翁道話」二拠ル

樺太の境界画定：志賀重昂ノ文二拠ル

になると，周囲数哩にわたることもある…。

このように出典がある場合には，採録にあたって大き

このように，この教材に関しては，文体の整備は第二

期を以って完了したといってよい。そしてもう一つの教

な手直しがなされないのは当然である。ただ，第二期読一

材「望遠鏡と顕微鏡」についてもまったく同じことが言

本の編集時期に至って，口語文そのものの洗練・確立が

える。

進み，評価の定まった口語文の文章が現れたという背景

実は，第一期から第二期へと引き継がれた口語文教材

は見逃すべきではない。

はこの二つのみである。一方，第二期から第三期へと引
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新しいロ語文教材

き継がれた口語文教材には，この二つのほか次のような

第三期で新たに提出された口語文教材にも，出典・著
者名の記されたものが計20教材ある。著者名を列記すれ

ものがある。

真の知己

（巻一第十三課，第三期）

ば，長谷川辰之助，丘浅次郎，鶴見祐輔，新渡戸稲造，

征衣上途

（巻一第十六課）

寺田寅彦，芳賀矢一，徳富健次郎，松本亦太郎，永田秀
次郎，三宅恒方，高浜清，杉村広太郎，谷津直秀，姉崎

護国の目と腕 （巻二第六課）
植物と気象

（巻二第十四課）

正治，嘉納治五郎など，当代一流の学者，文筆家が並ん

日本の風土

（巻三第二十五課〉

でおり，中でも寺田寅彦，徳富健次郎は複数の教材が取

読書

（巻四第一課）

り上げられている。

雪

（巻四第十三課）

出典・著者名の示されないものは，本読本のために書
き下ろされた教材ということになるだろう。理科・社会

手紙の認め方 （巻四第二十三課）

科的内容の説明文教材にこうした例が多い。

峠の茶屋

（巻四第二十九課）

生糸の取引

（三年用上第十九課）

顕著な対照

（三年用上第二十六課）

採録された文語文教材を口語文に改めたものが多数含ま

鳩翁道話

（三年用下第八課）

れていることである。第二期読本の口語文教材には，第

製鉄所

（三年用下第九課）

一期の文語文教材を口語文に改めたものは見当たらず，

注目すべきは，これらの口語文教材に，第二期読本に

これは第三期読本の特徴の一つに数えてよいと言える。

樺太の境界画定（三年用下第二十一課）

この読本の編集時期に当たる大正後期，口語文は完成

要するに，

第一期から第二期へ継承された口語文教材…2

の域に達し，文芸界で不動の地位をしめるばかりか新聞

第二期から第三期へ継承された口語文教材…16

の社説にまであまねく及んでいる（5）。

第二期読本で文語文教材に大量導入された「文法上許

となり，第二期の口語文教材には継承するに足る，洗練

容スベキ事項」も，第三期読本ではきわめて限定的な適

されたものが多くあったと言えるだろう（3）。

第三期読本においては，教材本文の末尾に出典，著者
名が記される場合がある。第三期に引き継がれた口語文

用に縮小し，一般に行われる実用的文章から文語文が消
える将来を見通した編集の跡がうかがえる（6）。

こうした背景の中，文語文教材の口語文への書き換え

教材のうち，これが示されているものは以下のとおりで

は，なされたわけである。第三期読本中，第二期読本の

ある（4）Q

征衣上途

：桜井忠温「肉弾」二拠ル

文語文教材と同題で，ほぼ同内容の教材を求めてみれば，
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巻二

保険（第十課）

本国民は，此の用意に於て，量欧米人の後に落つべ

巻三

文字（第三課）

けんや。

バクテリヤ（第十三課）

この年，明治44年，三好学らは史蹟名勝天然記念物保

租税（第十五課）

存に関する建議案を発議。後に「史蹟名勝天然記念物保

天然記念物（第十七課）

存法」として制定された（大正8年4月）。

会社（第二十二課）

したがって上に引いた「天然記念物」の内容は，第三

一地震（第二十四課）

期読本の編集の時点で，もはや現実にそぐわないものに

巻四

資本（第十課）

なっている。第三期読本の本文では，一部の内容に旧本

法律及び命令（第十七課）

文と類似の点を残すものの，

道徳と法律（第十八課〉

大正八年これが保存法令を発布し，…着々と保存の

世界の航路（第二十二課）

方法を講じてゐる。

欧米人の日本人観（第二十四課）

と新法に言及するほか，法によって保存の指定を受ける

関税（第二十七課）

例を，動物，植物，地質・鉱物に関するものに分けてそ

以上，第二学年で使用する巻三・四を中心に13教材が
見出せる。このように第三期読本の口語文66教材は，第

れぞれに頁を割くなど，大幅な増補・改定が行われてい
る。

この教材は，客観的事実の変化に伴って，内容・構成

二期から継承された16教材と，新たに採録された出典の
ある20教材，第二期の文語文教材を書き換えた13教材，

とも全面的に書き換えることが必要になった例と言うこ

そして出典のない新教材など，と分類することができる。

とができる。

このほか「保険」（巻二第十課），「地震」（巻三第二十

2．ロ語文教材への書き換え
2．1

四課），「世界の航路」（巻四第二十二課）なども，客観

的事実の変化に伴い教材の内容・構成が部分的に改変さ

内容の更新

ひとくちに書き換えといってもその中身はまちまちで

れた例である。

例えば，第二期読本「地震」（巻二第二十三課）では，

あり，内容・構成をほとんど変えずに文体だけを改めた
ものから，内容・構成も一部改めているもの，また大部

将来如何なる大地震ありとも，西洋の都市に於ける

分を改めているものもある。

が如き多数の死者を生ずることは無かるべく，

内容・構成を大きく改めた例に「天然記念物（巻三第

とあった個所は，第三期読本で

去る大正十二年の関東大地震は，東京市内の死亡者

十七課）」がある。

天然記念物という語がはじめて使用されたのは明治39

だけでも約六萬，実に空前の大惨事といはれてゐる

年，三好学（東京帝国大学教授）によるという。明治44

と改められ，地震の際の一般的な注意事項などが加えら

年，第二期読本（巻三）の刊行当時，「天然記念物」は

れている。

このように内容・構成が大きく改変されている教材で

真新しい概念であったに違いない。

あっても，第二期読本の教材と内容が重なる部分では，

一一節を引く。

今や英・米・独・仏等の文明諸国，何れも名勝・風

個々の文の構造が非常によく似ているという特徴がある。

景・史蹟等の保存会を起し，相競ひて記念物保護の

以下，例として第二・三期読本の「地震」から，内容

実行に務め，着々其の効を奏せり。国土の秀麗なる

の重複する部分を対照する形で示す。（文頭の番号①②

と，民性の趣味に富めるとを以って誇とせるわが日

は稿者による。）
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第6段重役の責任

①火山の破裂するときは，其の勢力の一部分，四囲の地

いささか欠点の目に付く構成である。第2段落で二つ

に激動を与へ，地震を生ずれども，其の震動は極めて

の分類を説明しているが，分類の観点の差異についての

微にして，震域も噴口より十里内外の距離に止る。

言及を欠いている点，やや分かりにくい。無限／有限責

②之に反して爆裂に伴なへる空気の波動は百里余の遠距

任社員という語も説明なしで使われている。また，合名
会社・合資会社の説明は独立した段落にすべきであり，

離にも達して，家屋を振動せしむることあり。

第4段落に株式合資会社の説明が入るのも，前後のつな

（第三期）

①火山が爆発する時も，其の勢力の一部分を以て四囲の

がりをぎこちないものにしている。

一方，第三期（巻三第二十二課）のそれは，全7段落

地に激動を与へ，地震を起すが，其の震動は極めて小

22文から成る。その構成は，

さい。

②之に反して，爆発に伴なふ空気の波動は，四百キロ
メートル余の遠距離までも達して，家屋を振動せしめ
ることがある。

この火山性地震に関する説明部分は，第二期が7文，

第三期は6文から成り，第三期で最後の1文が削られた

格好であるが，はじめの6つの文の構造はいずれもほぼ
等しく，論の進め方にも異同がない。

第1段 会社とは
第2段 会社の分類一合名・合資・株式・株式合資会社
第3段 合名会社とは（無限責任社員）
第4段 合資会社とは（有限責任社員）
第5段 合名・合資会社に共通の特徴
第6段 株式会社とは
第7段 株式会社の重役，その貢任
株式合資会社とは

このような例を集積・分析することで，口語文への書
き換えに際して，もとの文語文と同じ内容を述べる場合

と，まとめ得る。無限／有限責任会社という語は姿を消

の態度や方法を窺うことが可能になるはずである。本稿

し，分類の分かりにくさは解消されている。また，きわ

ではその具体的な検討を第3章に示す。

めて少数かつ特異な形態である株式合資会社については，

2．2

末尾に言及される形になり，第6，7段落のつながりは

構成の変更

文語文（第二期）から口語文（第三期）への書き換え

よくなっている。

ただ，株式合資会社の説明は段落を改めるべきであっ

に際しては，同じ内容を述べながら文章の段落構成を改

たろうし，無限／有限責任社員の説明についても，より

めている場合もある。

教材「会社」を例に挙げる。

分かりやすい構成を考え得るところではある。しかし，

第二期（巻二第十四課）の本教材は，全6段落29文か

この構成の変更によって，第二期の本教材に見られた構

ら成る。各段落の内容は次のように整理し得る。

成上の欠点は修正されていると言ってよいだろう。

教材「租税」もまた，部分的に構成の変更が見られる

第1段 近年の会社組織の隆盛

第2段会社の分類

例である。例えば，第二期（巻三第二十三課）の冒頭二

・無限責任会社・有限責任会社

段落の内容と第三期（巻三第十五課）の冒頭二段落の内

・合名・合資・株式・株式合資会社

容はほぼ完全に対応するが，構成には変更が加えられて

合名・合資会社とは

いる。以下にその対照を試みる。まず，第二期本文の該
当部分は次のようにまとめられる。

第3段

株式会社とは

第4段

株式合資会社とは

第1段＞①国利民福のため国家の為すべき事業は多い。

第5段 株式会社の重役

②その事業の遂行には多額の費用を要する。③この費用
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に充てる目的で国民に負担せしむる財貨を租税と言う。

つの段落に改められた。地方税が，国税同様，国民に

④政府の主な財源は租税である。⑤昔は現品，労働を賦

とって重要なものであることを強調した構成である。両

課したが，今日の文明諸国では貨幣を以て納める。⑥我

者とも平易かつ論理のよく通った文章構成であるが，力

が国でも明治維新以後，貨幣を以て納めることになった。

点の置き方が変わったということになるだろう。

第2段＞⑦府県市町村においても，所属する国民は自

第二・三期の「租税」は，第3段落以降も内容的に大

治体の繁栄のため応分の負担を要する。⑧中央政府に納

部分で一致するが，第三期への改編で削除された部分，

める租税を国税，府県・市町村に納める租税を，府県

添加された部分がわずかにある。・内容の附加をともなっ

税・市町村税と言う。

てはいるが，基本的には教材全体の論旨をより明確にす

第三期本文①〜⑦の内容は，第二期本文の①〜⑧の内
容を継承したものであり，個々の文の構造も次の例のよ

るための処置と考えられる。
削除された部分：

うに非常によく似ている。

此の一事を以て見るも，旭日昇天の勢を以て発展せ

（第二期）

る我が帝国の盛運を察すべく，此の聖世に生れたる

⑤昔は東西諸国何れも租税として現品を徴収し，労力を

賦課せしが，此の方法は政府にも人民にも共に種々の不

我等国民の幸福何物か之に加へん。
添加された部分：

便あるにより，今日の文明諸国にては皆貨幣を以て之に

租税は，課税標準を定め，之に一定の税率を乗じて

代ふるに至れり。

算出するのである。課税標準は租税の種類によつて
異なるのであつて，例へば，（中略）の如きものが，

（第三期）

⑤昔は東西何れの国でも，租税として現品を徴収したり，

課税標準となるのである。

これらの例からは，口語文への書き換えに際して，論

労力を賦課したりしてをつたが，此の方法は政府にもま
た人民にも種々不便があるので，今日の文明諸国では，

理展開の整備を目的とした文章構成の改変が，個々の文

皆貨幣を以て之を納めるやうになつた。

の書き換えと併せてなされていることが知られる。

その一方で，内容・構成をほとんど改変せずに，文体

一方，段落の構成は以下の如く改められている。
（第二期〉

第1段

を改めた教材がいくつかある。そうした教材からは，文

（第三期）

1

1

語文を同じ内容の口語文へと書き換えるために採られた

第1段

方法を，最も直接的に窺うことができるはずである。
3

2

4

3

5

4

6

第2段

前章に見たように，第二期文語文教材の口語文への書

第2段

き換えは，時に内容の更新をともない，あるいは構成を

5

7
8

3．第三期読本のロ語文

改めつつ行われている。しかし，そのような場合でも，

6

もとになった文語文の，個々の文の構造がそのまま引き

7

第二期「租税」の第2段落は，国税のほかに地方自治

継がれた例は多数残されている。

体の徴収する税があることと，その具体的な種類を述べ

ここでは，内容・構成をほとんど変えていない教材を

ており，それとしてまとまった構成である。それが第三

例に，口語文への書き換えがどのようになされているの

期では，国税のほかに地方自治体の徴収する税があるこ

かを具体的に検討する。その対象となる教材は以下のと

とを，段落の冒頭に述べ（④），租税の歴史と併せて一

おりである。
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③バクテリヤには球状のものあり，短き円柱状のものあ

「バクテリヤ」

第二期巻三第十五課／第三期巻三第十三課

り，螺旋状のものありて，形一様ならず。

④其の繁殖は大概自体の分裂によるものにして，外界の

「道徳と法律」

事情の最も之に適するときは，約二十分乃至三十分毎

第二期巻四第二十一課／第三期巻四第十八課
「欧米人の日本人観」

に一回の分裂をなるものとす。

⑤今一時間毎に一回の分裂をなすものと仮定すとも，一

第二期巻四第三十一課／第三期巻四第二十三課

3．1 教材「バクテリヤ」の場合

個のバクテリヤは一時間後に二個となり，二時問の後

まず第三期の本教材から冒頭部分を掲げる。

には四個となり，三時間の後には八個となり，一昼夜

①バクテリヤは極めて微細な生物で，顕微鏡を用ひなけ

の後には千六百七十七万七千二百十六個の大数となる

れば見ることが出来ない。

べし。

②其の最も微細なものに至つては，数千倍以上に拡大し

⑥かくて五日の後に至れば，其の容積は全世界の海洋を

ても，なほ之を見ることが出来ないものもある。

も填むるに足るべし。

③バクテリヤには，球状のもの，短い円柱状のもの，螺

⑦されど実際にはか・る大繁殖をなす余地なく，又栄養

分も之に伴なはざれば，終には其の分裂を止むるに至

旋状のものがあつて，形は一様ではない。

④其の繁殖は大概自体の分裂によるもので，外界の事情

るものなり。

が最もこれに適するときは，約二十分乃至三十分毎に

個々の文を比べてみると，

①バクテリヤは極めて微細な

一回の分裂をする。

⑤今一時間毎に一回の分裂をするものと仮定しても，一

個のバクテリヤは一時間の後に二個となり，二時間の

バクテリヤは極めて微細なる生物にして，
②其の最も微細な

③螺旋状のものがあつて，形は一様ではない。

螺旋状のもの

る。

⑥斯うして五日の後になると，其の容積は全世界の海洋

ものに至つては，

其の最も微細なるものに至りては

後には四個となり，三時間の後には八個となり，一昼
夜の後には千六百七十七万七千二百十六個の大数とな

生物で，

ありて，形

④分裂によるもので，

一様ならず。

外界の事情が最もこれに

分裂によるものにして，外界の事情の最も

をもうづめるくらゐになるであらう。

之に

⑦しかし実際にはこんな大繁殖をする余地もなく，亦栄

⑤今一時間毎に一回の分裂をするものと仮定しても，

養分も之に伴なはないから，終には其の分裂を止める

今一時間毎に一回の分裂をなすものと仮定すとも，
⑥斯うして五日の後になると，

やうになるのである。

かくて

表記をさておけば，現代の口語文とそれほど変わりの
ない文章にも見える。②④⑦の「之（これ）を／に」な

五日の後に至れば，

⑦しかし実際にはこんな大繁殖をする余地もなく，

どには文語の色合いを残しているが，全体に不自然な印

されど実際にはか・る大繁殖をなす余地

なく，

象を受けるほどではない。そしてこの口語文は，次の文

このように活用や，助詞・助動詞また接続詞などを単

語文を書き換えたものである。

純に改めただけの部分が大半を占めることが知られる。

①バクテリヤは極めて微細なる生物にして，顕微鏡を用

このことは，そのような操作のみで，さほど不自然でな

い口語文が創出可能なほど，第二期読本の文語文が平易

ふるにあらざれば見ることを得ず。

②其の最も微細なるものに至りては数千倍以上に拡大し

で実用的なものであったということをも示している。

本教材中ではさらに，〜ことを得→〜ことが出来る，

て，始めて之を見ることを得るものあり。
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③余財を有するもの公共の為に応分の義掲をなすが如き

然れども→けれども，なからしむる→ないようにする，

如何なる結果をか見るべき→どんな結果を見るであろう

は，法律之を命ずるにあらざれども，道徳は善事とし

か，など，言わば逐語訳的な書き換えの例を指摘し得る

て之を奨励す。

が，その一方で，漢文訓読体に特有な語彙や言い回しが

→余財の有る者が，公共の為に応分の義指をするといふ

やうな事は，法律が命ずる事ではないが，道徳は善事

そのままの形で口語文に持ち込まれている。

として之を奨励する。

一，二例を挙げる。

前節の「バクテリヤ」同様，第二期読本の教材文に基

⑫其の暴威を逞しうする余地なからしむるを肝要とす。

→其の暴威をたくましうする余地がないやうにすること

づきつつ，逐語訳的な語法レベルの言い換えをしていく

方法を基本としている。然れども→しかし，如き→やう

が肝要である。

⑰死滅したる生物の屍は，地球上到る処に累々として，

な，吾人→我々，などのほか，論を待たず→いふまでも

惨憺たる光景見るに堪へざるべし。

ない，のような言い換えが見られる。

また，②「法律は唯国利民福を増進し，社会公共の安

→死滅した生物の屍は，地球上到る処に累々として，惨
憺たる光景は実に見るに堪へないであらう。

寧秩序を保持するがために」や③「余財の有る者が，公

このように，文法的には確かに口語文法に則っている

共の為に応分の義据をするといふやうな事は」など，文

ものの，語彙や言い回しなど，表現のレベルでは依然と

法的には口語でも，語彙や言い回しについてはきわめて

して文語文のそれから抜け出るものではなく，口語文と

文語的な要素がそのまま残存していることも「バクテリ

しての独自のものはほとんど示されていない。要するに，

ヤ」同様である。

一方，言い回しを大きく変えた部分もある。

本教材の口語文への書き換えは，実用的な文章としての
成熟を見せる第二期読本の文語教材文に大きく依拠して

⑥法律の禁ずる所を行はざるのみにては，完全なる人と
いふべからざるや明らかなり

これを下敷きとし，主として語法レベルで行われたと言

→法律の禁ずる所を行はないだけでよいといふことの出

えそうである。

3．2

教材「道徳と法律」の場合

来ないのは，明らかである

しかしここは，文語口語を問わず「完全なる人」が文

第二・三期教材の冒頭から，個々の文を対照して示す。

①法律を遵奉するは国民の重大なる義務にして，法律の

意によく適合しない表現であるための変更であるとも考

命ずる所は道徳亦之を命じ，法律の禁ずる所は道徳亦

えられる。このような書き換えを全体に及ぼすならば，

之を禁ずるや論を待たず。

侯補となる個所は他にも多数あったはずであるが，そう

→法律を遵奉するといふことは，国民の重大な義務であ

した書き換えは，他の部分には見られないのである。

つて，法律の命ずる所は道徳も亦之を命じ，法律の禁

3．3

教材「欧米人の日本人観」の場合

ずる所は道徳も亦之を禁ずるのは，いふまでもないこ

前に挙げた二教材同様，この教材の口語文にも語彙や
言い回しなど，表現のレベルでは第二期読本教材の文語

とである。

②然れども法律は唯国利民福を増進し，安寧秩序を保持

文が色濃くその影を残している。

せんが為，国家の権利を以て干渉すべき事項を規定す

⑤君国の為には命を鴻毛の軽きに比す。

るに止り，道徳に比すればその範囲遥に狭し。

→君国の為には命を鴻毛の軽きに比するのである。

→しかし法律は唯国利民福を増進し，社会公共の安寧秩

⑥此の精神の発する所，義侠心となりては，身を挺して

序を保持するがために，国家が権力を以て定めたもの

他人の難に赴くを辞せず，栄辱の念となりては，一命

であつて，道徳に比べる・と，其の範囲は遥かに狭い。

を榔つとも其の面目を完うせんとす。
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→此の精神の表れる所，義侠心となつては，自ら進んで

4．まとめ

他人の難に赴き，栄辱の念となつては，一命を捨てて
も其の面目を完うしようとする。

第三期読本に新たに採録された口語文教材には，第二

⑦然れども之が為に・一時の客気に駆られて，前後の分別

を忘れ，軽挙事を誤るが如き事なきにあらず。

期読本の文語文教材を書き改めたものが少なからずある。

そして，それらはいずれも社会科的・理科的内容の説明

→しかしながらまた之がために一時の客気に駆られて，

的文章である。

前後の分別を忘れ，軽挙事を誤るが如きこともないで

その口語文への書き換えに際しては，段落構成を改め
るなど文章構造に手を加えて全体の文意を明確にしよう

はない。

⑭敏捷にして機知に富み，時に臨み変に応じて時宜を制

とした部分もあるが，個々の文について見ると，ほとん

するに妙を得，勇往適進勝を一挙に制するは其の最も

どが語法レベルの書き換えにとどまっている。結果，文

長ずる所なり。

法的には口語文であっても，文語文に特有の表現が随所

→敏捷で機知に富み，時に臨み変に応じて宜しきに処し，

に残っている。

かつて今泉忠義（1953）は，戦後の国語教科書におけ

勇往適進して勝を一挙に制するのは，其の最も得意と
する所である。

る口語文に「文語風の箇所が随分目につく」ことを嘆き，

上の引用部には「命を鴻毛の軽きに比する」「軽挙事

それとしての品格を備えた口語文の確立を提言した。そ

を誤るが如き」のような表現，「此の精神の表れる所，

の中である文章を指し，「結びの「なり」を「である」

義侠心となっては…，栄辱の念となっては…」のような

にでもすれば，もう口語文になつたつもりでゐるのでせ

言い回しがそのまま残っている。また，「時宜を制する

う。」と述べたが，国語教科書の口語化は実際にそのよ

に妙を得」から「宜しきに処し」への変更は，ある文語

うに始まった一面を持つのである。このことは，当時の

表現を別の文語表現に変えただけのように映る。

口語文に対する意識を知る上で示唆深い。結びの「なり」

唯一，大きく言い回しを変えた次の例があるが，全体

を「である」に変えたものが口語文ではない，という認

から見れば，これはむしろ例外と言える。

識が生まれるまでには，さらに長い歳月を要したのであ

②間其の正鵠を失へるものなきにあらざれども

る。

→中には当つてゐないものもあるが

注

以上，内容・構成をほとんど変えずに口語文に書き換
えられた三つの教材について検討した。いずれの教材に

（1）島田康行（1998）

おいてもその書き換えの実態は，逐語訳的に文語の語法

（2〉読本本文の引用は復刻版（大空社，1991）による。

を口語のそれに置き換える作業を中心としており，語彙

引用に際しては，旧字体を新字体に，漢字カタカナ交

や言い回しなど，表現のレベルについては，ほとんど手

じり文を漢字平仮名交じり文に改めるなど，表記を整

付かずであると言える。

えている。

また，逐語訳的な書き換えが可能であったということ

（3）このほか「西洋雑話」（第二期巻三）は「東西雑話」

は，文語文で述べられる内容なら，口語文でも確実に述

（第三期巻四）として全量の半分程度が継承されてい

べ得るという，当時の口語文の完成度を示すものである

る。

が，そのようにしてできあがった口語教材文に残る色濃

（4）「峠の茶屋」「鳩翁道話」は第二期読本中にも出典の

い文語文の影は，その時期における口語文の完成度を逆
の方向から示してもいる。

表示がある。

（5）山本正秀（1965）p．55
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（6）前掲（1）論文

スベキ事項」の適用状況」人文科教育学会『人文科教

育研究』25pp．69−79
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ルとする。

B）原稿の構成は次の通りとする。
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とする。
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E）2桁以上の数字は半角にする。
F）図・表はフロッピーディスクからそのまま印刷で
きない事が多いので，原稿の中に入れないで別に
作成し提出する。本文中には図・表を挿入すべき
位置を指定する。

G）図・表は写真製版するので鮮明な原版を提出する。
ゼロックスコピーなどは不可。

H）図・表の大きさは横辺が7センチになるものを基
準とする。その際縮小印刷された時に文字が読み
取れるように作成する。なお編集委員会が必要と
認めた時には横辺15センチとすることがある。

1〉提出するフロッピーディスクには論文以外のもの
を入れない。

」）提出すうフロッピーディスクには，ワープロの機
種名・ソフト名をできるだけ詳しく書く。

14．投稿の時は，印字された原稿とそのコピー2通・合
計3部を送付し，フロッピーディスクは編集委員会
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