




絵本に関する母親の意識調査＊
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1　調査の目的

　昨今，日本においても絵本の出版が盛んになり，新聞

や雑誌などの書評でそれらの作品が紹介されるなど，絵

本への関心が高まってきている。また，幼児にとっても

絵本は，ごく身近なものになってきている。しかし，幼

児に絵本を手渡したり，読みきかせたりしている母親は

どうであろうか。母親の中には，絵本への関心がかなり

高い人もいる。しかし，全体から見ればそれはまだ一部

であり，ほとんどの母親の絵本への関心は，低いのでは

ないだろうかとの疑問がある。そこで，母親自身の絵本

に対する考え方，感じ方をとらえ，その意識をさぐるた

めに，絵本に関する母親の意識調査を実施した。

皿　調査の内容と方法

1。調査対象

　東京都内の以下の6つの幼稚園に依頼し，幼稚園を通

して5歳児の母親に調査票を配布した。

　　大田区立蒲田幼稚園

　　東京学芸大学附属小金井幼稚園

　　大田区立松仙幼稚園

　　板橋区立高島幼稚園

　　東京学芸大学附属竹早幼稚園

＊Mothers’concem　about　picture　books．

＊＊IZUMOJI，Takeshi（Karasuyama　Kita　Elementary

　School，Setagaya，Tokyo），TAKENOYA，Machiko

　（Sumiyoshi　Kindergarten，Kawasaki・city）and　MI

　TSUI，Kazuko．

　　荒川区立南千住幼稚園

2．調査期間

　昭和49年9月中旬から10月中旬にかけて調査を実施し

た。

3．回収率

　園によって回収率に高低があったが，総回収集は274

票，平均回収率は77．4％であった。

4．調査の整理

　項目ごとに単純集計をおこない，必要に応じて，ク・

ス集計をおこなった。有意差検定にはカイ自乗法を用い

た。回収人数を総度数とし，比率は百分率で表わした。

2つ以上○をつける項目においては，回収人数を総度数

とした。ひとつ○をつける項目において，2つ以上つけ

ている場合，そのまま結果にくみいれた。（第1問の2，

第7問の2）

皿　調査の結果と考察

　この調査に回答した母親の平均年令は34．1歳であっ

た。

　第1問　家庭での絵本の読みきかせについて該当する

　　　ものにひとつ○をおつけください。

1。お子さんに絵本を読んであげますか。

よく読んであげる

読んであげる

読んであげなし，・

34人

218人
22人

12．4％

79．6％

8．0％

計 274人 100．0％

この結果から・「よく読んであげる」と「読んであげ
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読書科学　（XIX，1。2）

る」をあわせると92．0％となり，ほとんどの家庭で，程

度の差はあるにしても，なんらかのかたちで絵本を読み

きかせていることがわかる。

2・おもに，だれがお子さんに絵本を読んであげますか。

要求する
要求しない

無　　回　答

156人

34人

　3人

56．9％

12．4％

1．1％

母　　　　親

父　　　　親

夫　　　　婦

祖　　父　　母

兄　　　　姉

そ　の　他

190人

12人

45人

　6人

29人

15人

69．3％

4．4％

16．4％

2．2％

10．6％

5．5％

計 274人

計 297人

　やはり，読みきかせをするのは，「母親」が69．3％と

一番多い。r夫婦」の中には母親も含まれる。そこで，

「夫婦」の16．4％とr母親」の69．3％をあわせると95．7

％となり，ほとんどの母親が，子どもに絵本を読みきか

せていると考えてよいであろう。

　「父親」だけでは，4．4％と少ない。r夫婦」の中には

父親も含まれることから，r父親」の4．4％とr夫婦」の

16．4％をあわせても，20．8％であり，「母親」の85．7％

と比べると，まだまだ少ないといえる。一般に，子ども

の教育は母親にまかせられ，父親の関与する割合が少な

いといわれている。絵本の読みきかせについても，この

ような傾向がみられるとすれば，父親と子どもの触れあ

いの重要さが問われた場合に，これは問題になる。

　r祖父母」が，2．2％（6人）と非常に少ない。これは

現代の核家族化にともない，祖父母がいつしょに住んで

いないということも大きいであろうが，一方，いる場合

でも，家庭の中で，祖父母が絵本を読みきかせる機会そ

のものが少なくなっているとも考えられる。

　このようにみてくると，絵本だけではなく，祖父母に

ょる語り聞かせの場そのものが，失われているというこ

とを表わしているのであろう。

3．お子さんは絵本を読むことを要求しますか。

100　％

　「よく要求する」と「要求する」をあわせると，86．5

％となり，ほとんどの母親が，子どもは絵本を読んでも

らうことを要求していると，答えている。

　ところで，母親の読みきかせと，子どもの要求とのあ

いだに，どのような関係が見られるのだろうか。・第1問

の1の結果とク・スさせて見てみると表1のようにな

り，母親が「読んであげるか」ということと，子どもが

r読んでもらうことを要求するか」ということの間には，

関係があるといえる。（P＜O．01）

　　　　表1　読みきかせとこどもの要求
　　　　　　　　　（単位＝人，カッコ内は％，以下同様）

康霧霧 署諮 無回答　　計

島く酔馨26（7α5）8（235）1・1・34（1・・）

　　　　　　　　　　　l　l読んであげない　1（4．5）4（18．2）・16（72．8）11（4．5）22（100）

　　　　　　　　　　　I　　　　F

4．幼稚園時代にお子さんをどのようにして絵本に親し

　ませたいと思いますか。

ひとりで見たり読んだりして親し
ませたい

幼児のあいだは，読みきかせをし
て親しませたい

ひとりで絵本を見たりするととも
に読みきかせをして親しませたい

わか　ら　な　い

そ　　の　　他

51人　18．6％

49人17。9％

166人　60．5％

　4人　1．5％

　4人　1．5％

29．6％

　　一2一

計

よく要求する 81人

274人100．0％

　このような結果となったが，はたして母親は，それら

の考え方にもとづいて，実際に読みぎかせをしているの

だろうか。そこで，第1問の1の結果とク・スさせ，

「ひとりで見たり読んだりして親しませたい」と考えて

いる母親と，r幼児のあいだは読みきかせをして親しま

せたい」と考えている母親とで，実際の読みきかせにち

’

、



つ

A

A

がいがあるかを見たのが表2である

　　　　　　表2　母親の意識と実際

絵本に関する母親の意識

ひとりで見たり読んだり
して親しませたい

幼児のあいだは，読みき
かせをして親しませたい

計

読んで
あげる

読んで
あげない

274人　100．0％

よく読ん
であげる

5（9．8）

3（6．1）

35（68．6）

44（89．8）

11（21．6）

2（4．1）

計

51（100）

49（100）

　表2によれば，rひとりで見たり読んだりして親しま

せたい」と考えている母親でも，78．4％が，実際は多か

れ少かれ読みきかせていることになる。また，r読みきか

せをして親しませたい」と考えているにもかかわらず，

実際は，読み聞かせていない母親が4．1％（2人）いる。

ただし，r読んであげない」というよgは，事情により，

「読んであげられない」とも考えられる。また，r読み

きかせをして親しませたい」とする母親のうち，実際に

rよく読んであげる」者は6．1％（3人）である。彼女

等が読みきかせを大切と考えていると解釈するなら，6．1

％という数値は，少ないといっていいだろう。

第2問　家庭でのお子さんの絵本の見方について該当す

　　　るものにひとつOをおつけください。

1．　お子さんは絵本を好んで見ますか。

　子どもが絵本を注意深く見るということを考えた場

合，rどのぺ一ジも細部にわたって注意深く見る」とい

うこどは，それだけ，絵本の世界をさぐろうとする子ど

もの積極的な姿勢とみることができる。このことは，文

字が読めるということとはべつに，絵本の世界を楽しん

でいるといえるのではないだろうか。

3．お子さんは，絵本の文字をどのように見ていますか。

いつも文字を読んだり，読もうと
　　　　　　　　　　　　　130人して注意をはらっている

文字を読もうとしていることもあ
　　　　　　　　　　　　　121人るがまったく見ないこともある

文字にはまったく注意をはらわず，
絵だけ見ている

わか　ら　な　い

23人

0人

47．4％

44．2％

8．4％

O．0％

27．4％

70．8％

1．8％

計

とくに好む

普　　　　通

見　　な　　い

75人

194人

　5人

100．0％

274人　100．O％

計 274人

　ここで，r見ない」という子どもが身わずか1．8％（5

人）であるということは，それだけどの子どもにとって

も，絵本が身近な存在になってきている，といっていい

のではないだろうか。

12．お子さんは，絵本をどのように見ていますか。

絵の見方についてわからない母親は2人いたが，子ど

もの文字の見方についてわからない母親は，全くいな

い。ということから，5歳児をもつ母親は，文字につい

てはかなり関心をはらっている，といえるのではないだ

ろうか。

第3問　お子さんに絵本を与える理由について，いくづ

　　でも結構ですから○をおつけください，また，と

　　くに強いものには◎をおつけ下さい

想像力ゆたかな子にしたい　　　　180人

文字を覚えさせたい　　　　　　　69人

読書の楽しみを知らせ読書に興味　221人
をもたせたい

どのぺ一ジも細部にわたって注意　63人
深く見ている

ぺ一ジにょってこまかく見たり・・199人
パラパラ見たり，している

こまかいところは注意をはらわず・10人
バラパラ見ている

わ　か　ら　な　い　　　　　　　　2人

23．0％

72．7％

3．6％

O．7％・

絵に親しませたい

いろいろな知識を身につけさせた
し・

しつけに役立てたい

絵本を通して親子の関係を深めた
い

自分自身が絵本を好きで子どもに
も読んであげたい

子どもが読むことを要求するから

その他（　　　　）

一一3一

56人

141人

54人

50人

21人

48人

2人

65．7％

25．2％

80．7％

20．4％

51．5％

19．7％

18．2％

7．7％

17．5％

0．7％
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無回答 1人　　0．4％

計 　　　　　843人

注……数字は◎と○をあわせたもの

　上位，3つの理由の順位は，どの園においてもかわら

ない（表省略……編集部）ということから，一般的に，母親

は，r読書の楽しみを知らせ，読書に興味をもたせたい」

「想像力ゆたかな子にしたい」「いろいろな知識を身に

つけさせたい」と考えて，子どもに絵本を与えていると

トいってよいだろう。特に，r読書の楽しみを知らせ，読

書に興味をもたせたい」が80．7％であるということか

ら，絵本を読書の入口と考えている母親がかなり多いと

いっていい。

　r文字を覚えさせたい」が25．2％である。一般に，小

学校就学前における母親は，文字への関心が高いといわ

れる。子どもは，絵本を読んでもらっているあいだに文

字に興味をもてば，自然に覚えていくであろう。しか

し，親の側から絵本で文字を覚えさせたいという願いが

強調されてはならない。なぜなら，本来，絵本は幼児の

遊びの場として楽しいものであるはずであるのに，文字

を覚えさせたいという母親の願いが強く出た場合には，

子どもからその楽しい遊びの場をうばってしまう危険が

あるからである。’

　r自分自身絵本が好きで，子ごもに読んであげたい」、

が7．7％（21人）である。．われわれは，母親自身が絵本

が好きであることを，大切なことと考える。なぜなら，

読み手である母親の感動や心は子どもに伝わるものであ

　り，子どもへの影響が大きいと思うからである。このこ

　とから，母親自身が絵本を好きになってほしいし，好き

　な人がふえてほしいものである。

　第4問　最初に，お子さんに絵本を与えたのはいつごろ

　　　ですか。該当するものにひとつOをおつけ下さい。

　　　また，覚えている方は（）の中に，その絵本の

　　　名まえやシリーズ名などをお書き下さい。

1　　歳

2　　歳

3　　一歳

4　　歳

無　回答

138人

58人

17人

　5人

　2人

50．4％

21．2％

6．2％

1．8％

0．7％

19．7％

　　一4

計 274人 100．0％

0 歳 54人

　以上の結果から，無回答を除いた99．3％の母親が，最

初に絵本を与えた時期を，覚えていることになる。

　r1歳」で与えることが一番多く，50．4％である。何

歳までに，どのくらいの子どもが絵本を与えられている

のかを見るために，累積してみると，0歳で19．7％，1

歳までに70．1％，2歳までに91．3％，3歳までに97．5％，

4歳までに99．3％の子どもが絵本を与えられていること

がわかる。

　最初に与えた絵本の名まえ，およびシリーズ名などを

書いた人の割合は，51．1％であった。このことから，

99．3％の母親は，絵本を最初に与えた時期を覚えてい

る。しかし，その絵本の名まえやシリーズ名などについ

て覚えている母親は，51．1％であることがわかる。とい

うことは，半数近い母親は，どんな絵本を子どもに与え

たかということを，ほとんど意識することなく，子ども

に与えているというていい。

　一般に，絵本研究者たちのあいだで，《更円筒絵本”は

低俗視されているが，まだまだそれらの絵本を選ぶ母親

が多いといわれる。ここでいう円筒絵本とは，おもちゃ

屋や本屋の店先の回転塔に入って売られていて，150円

～200円ぐらいのボール紙の厚さの絵本のことで，内容

は，動物絵本，乗物絵本，童謡絵本などである。絵本名

を書いた母親140名のうち，円筒絵本と思われるものを

書いた母親は，102名（72．9％）である。ここ数年，各

出版社から《《赤ちゃん絵本”といわれるものが，数多く

出版されてきているが，これほど，円筒絵本が買われて

いくのはなぜだろうか。いろいろ理由はあろうが，昔か

ら同じでなんとなく安心感があり，しかも，安価で手軽

なためであろう。

e
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第5問　おかあさんご自身，子どものころ，絵本を見た

　　　り読んでもらったりした経験がおありですか。

経験がある

経験がない

覚えていない

126人

49人

99人

46．0％

17．9％

36．1％

計 274人 一100．0％

　母親が絵本に親しんだ経験のある場合とない場合とで

は，子どもへの読みきかせに，差がでてくるのではない

か。つまり，自分に経験があれば，それだけ子どもに読

みきかせることが自然にできる。しかも，母親自身が読

みきかせることが多くなるのではないだろうか。そこで

第1問の1および2の結果とク・スさせて表3を得た。

　　　　表3　母親自身の経験と読みきかせ

お子さんに絵本を読んであげ
ますか

おもにだれ
が読んであ
げますか

よく読ん
であげる

読んで
あげる

読んで
あげない

母　　親
（含夫婦）

経験がある　14（11．1）103（81．8）　9（7．1）109（82．2）

経　験　カミ　な　㌧、　　　8（16．3）　　35（71．5）　　　6（12．2）　　38（74．5）

　r経験がある」と答えた母親について見てみると，rよ

く読んであげる」が11．1％，r読んであげる」が81．8％

であり，両者をあわせると92．9％となる。また，r母親

が読んであげる」場合が，82．2％である。r経験がない」

母親について見てみると，rよく読んであげる」が16．3

％，「読んであげる」が71．5％であり，両者をあわせる

と87．8％となる。また，r母親が読んであげる」場合が

74．5％である。つまり，なんらかの形で子どもに絵本を

読んであげている母親は，自分自身が絵本に親しんだ経

験がある場合の方が数字の上では5．1％多く，母親が読

んであげることも，7．7％多い。しかし，そこには，統

計的な有意差は見られない。つまり，母親が子どもへの

読みきかせをするということと，母親が自分の子どもの

ころ絵本に親しんだ経験とか，その影響をうけたという

こととは，あまり関係がないということがわかる。

　　　　　　　　　　　　　絵本に関する母親の意識

第6問　（1）お子さんのとくに好きな絵本がありましたら

　　　その絵本の名まえをお書き下さい。

　　　　（2）おかあさんご自身，好きな絵本がありました

　　　らお書き下さい。また，その理由について（）

　　　の中に簡単で結構ですからお書き下さい。

　　　　（3）おかあさんご自身好きになれない絵本があり

　　　ましたらお書きください。またその理由について

　　　（）の中に簡単で結構ですからお書き下さい。

　この設問に対して，子ども．の好きな絵本名を書いたも

のは156人（56．9％），母親の好きな絵本名を書いたもの

は106名（38．7％），母親の好きになれない絵本名を書

いたものは22人（8．0％）であった。

　つぎに，r子どもの好きな絵本」とr母親の好きな絵

本」と「母親の好きになれない絵本」について，まとめ

　てみたが，母親が好み，そして選んだ絵本が，子どもの

好みと一致するということは，一家庭の母子間では，な

かなかむずかしいことがわかった。しかし，「ふたりは

　ともだち」，「ぐりとぐら」，「ヤンヤンムウくん」，「イソ

　ップ物語」，「ちびくろさんぽ」，「けんはへっちゃら」，

　「とこちゃんはどこ」「ももいろのぎりん」「ひとまねこ

　ざる」等で，事例は少いが母子間の一致がみられた。ま

　た，子どもと母親の好きな本として挙げられた頻数の高

　いものは，「ちびくろさんぼ」と「ひとまねこざるシリ

　ーズ」で，前者は，子ども11名と母親1名，後者は子ど

　も8名と母親2名が挙げていた。

　　名作絵本・デイズニー絵本と思われるものが，どのく

　らい子どもと母親に好まれているかを見ると，名作絵本

　は子ども49名と母親20名，デイズニー絵本は子ども25名

　と母親9名に挙げられていた。これらは，かなり好まれ

　ているとみてよいであろう。

　　母親が好きだと答えた絵本について，その理由を自由

　に記述したものを総括すると次のようになる。

　（1）絵本の絵について

　　ア．単純明快で夢のある絵

　　イ．主題と絵がぴったりしているもの

　　ウ．絵本の絵に可憐さがあること
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　読書科学　（XIX，1・2）

　エ．絵そのものが美しいこと

　オ．絵が，子どもの心をとらえるもの、

（2）絵本のことばにつし．・て

　ア．字の大きさ，形が，子どもにとって読みとりやす

　　いこと

　イ．ことばの使い方で話の運びがたくみでおもしろい

　　こと

　ウ．文節は短く，わかりやすいこと

　エ．読みやすさが，現代っ子に通じることばになって

　　いるもの

　オ．リズム感のあることばのひびきがあるもの

　カ．ことばに楽しい遊びのあるもの

（3）’絵本のおもしろさ，楽しさについて

　ア．発想がユニークであるもの

　イ．ユーそアがあるもの

　ウ．固有名詞に特徴のあるもの

　エ．話のすじに，読み手の期待や好奇心を持たせるも

　　，の

　オ．声に出して読んで楽しいもの

　カ．子どもの日常茶飯事をあらためて気づかせるよう

　　なもの（子どもの身近な生活と関係のあるもの）

　キ．お話の印象の鮮烈なもの．

（4）教育的教訓的であることについて　　　　　　　’

　ア．ためになるもの（記述はばくぜんとしている。）

　イ．道義的なことが教えられるもの

　ウ．説明つきで，英語の勉強もできるもの

　エ．絵から字を連想して覚えられるもの

　オ．動物をいたわる心を教えているもの

　カ．精神的成長的向上に役立つもの

　キ．子どものしつけが自然に身につくもの

　この項については，選んだ絵本が共通しており，「イ

ソップのお話」がもっとも多い。これについで「はなさ

かじいさん」「みにくいあひるのこ」「アルプスの少女」

等，円筒絵本に類するものが挙げられている。また，教

育的な内容を理由として述べたものの多くは「あいうえ

おの本」と「A・B・C」を扱った初歩英語教育に関す

る絵本を挙げている。

（5）母親自身の心情的嗜好について

　ア．愛情が満ちあふれているもの

　イ．力強い生き方を表わしているもの

　ウ．人間の心の触れあいの豊かなもの

　エ。内容自体が，ほのぼのと心のあたたまるもの

　オ．小さくても平和で家庭的なもの

　カ．やさしさ，いたわり，思いやりの表われているも

　　の

　キ．子どもの感情が満ちあふれているもの

　ク．方言の美しさを生かしているもの

　全体的には，心情的な理由に心の温かみを求めるもの

が多く，絵については表現のきれいさを求めているもの

が多いようである。その内容を見ると，絵について，同

じ「美しい」rきれい」ということばを使っていても，そ

れぞれの母親の見方，感じ方はさまざまである。そのよ

うなさまざまな理由の中から，母親の傾向をとらえ，ひ

と口に述べることは容易でない。しかし，ひとりひとり

の母親の好きな絵本の理由を見ていくことは，非常に興

味深い。

　この母親の心情的嗜好にかなった絵本の主なものをあ

げると，．「ヤンヤンムウくん」rそりになったブナの木」

「かもさんおとおり」「小さいおうち」「ちびくろさんぼ」

「ぐるんばのようちえん」「スーホの白い馬」「101匹わん

ちゃん大行進」rあめのひのおるすばん」「花さき山」

「なつのあさ」「てぶくろをかいに」「げんきなマドレー

ヌ」rりゅうの目のなみだ」「泣いた赤おに」rモチモチ

の木」r少年とサクラ」r山の上のクリスマス」rマッチ

売りの少女」等である。，具体的に絵本をあげてみると，

母親の心情的嗜好と，好ましい絵本の内容とが，かなり

近接していることがわかる。

　次に，母親の好きになれない絵本についてみると，

（1〉名作ものについて

　ア．文がおそまつだから

　イ．ダイジェスト版は，原作の大事なところが浅薄に

　　なっているから
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（2）むかしばなしについて

　ア．仮空の人物に感覚的についていけないから

　イ．再話の方法が不愉快だから

　ウ．話しことばになじめないから

　エ，どぎつさが気になるから

　オ．子どもに恐怖感を与えるから

　ここで対象になった絵本は，「日本むかし話」rももた

ろう」「さるとかに」「うらしまたろう」等であった。

（3）わらべうたについて

　ア．絵が好きになれないから

　イ．読むための手引ぎがないと意味がわからないから

（4）TVり内容を扱ったものについて

　ア．絵が気もちの悪いものだから

　イ．殺伐としてロマンがないから

　ウ．変身シリーズのようなものはグ・テスクだから

無回答

　絵本に関する母親の意識

13人　　　　4．7％

　　計　　　　　274人　　　100．0％

　1か月に買う冊数と1か年に買う冊数を考えあわせる

と，月平均，1さつ買うか買わないくらいであり，多く

ても2さつぐらいである。また，年平均10さつ前後は買

っているといえよう。　　　　　　’

2．絵本はおもにだれが選びますか。

母　　　　親

父　　　　親

子ども自身
夫婦で相談して

親子で相談して

そ　　の　他

無　　回　答

125人

33人

84人

7人

84人

　6人

　2人

45．6％

12．0％

30．7％

2．6％

30．7％

2．2％

0．7％

以上についても，母親の情緒的な嗜好には，恐怖感，

どぎつさ，殺伐さ等の，感覚的嫌悪感によるような反応

が，どくに目立つようである。

第7問絵本の購入について該当するものにひとつOを

　　おつけください（幼稚園で月ぎめで買っている絵

　　本はのぞくものとします）

1．　月にどのくらい絵本を買いますか

0　　さつ

1～2さつ

3～4さつ

5～6さつ

無回答

78人

169人
17人

　1人
9人

28．5％

61．6％

6．2％

0．4％

3．3％

100．O％

　　　計　　　　　　341人

やはり母親が絵本を選ぶという回答が，45．6％と最も

多い。つまり，半分近くの子どもは母親の選んだ絵本を

見ていることになる。とすれば，母親が，どのような絵

本を選ぶか，すなわち，母親の絵本に対する見方，感じ

方が重要になってくる。r夫婦で相談して」は2。6％と，

非常に少ない。

3．絵本を選ぶときの資料や，参考にするものは何です

　か。（この項についてはいくつでもOをおつけくださ

　い。）

新聞や雑誌などの書評や紹介などで84人

　　計　　　　　　274人

2．年にどのくらい絵本を買いますか。

0　　さつ

1～10さつ

11～20さつ

21～30さつ

31～40さつ

6人

156人

81人

12人

　6人

2．2％

56．9％

29．6％

4．4％

2．2％

カタログなどで

研究者や専門家にすすめられて

幼稚園の先生にすすめられて

書店で直接みて

そ　　の　他

無　　回　答

22人

11人

7人

236人

7人

　8人

30．7％

8．0％

4．O％

2．6％

86．1％

2．6％

2．9％

　　　計　　　　　　　　　375人

　r書店で直接見て」が86．1％と最も多い。ということ

は，書店がどのような種類の絵本を，どのように並べて
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売っているかということによる影響が，かなり大きいと

考えられる。

　r新聞や雑誌などの書評や紹介などで」が30．7％であ

る。この数値は多いとはいえないが，絵本の出版が盛ん

になるなかで，これから書評や紹介を参考にする場合が

多くなることが予想される。

4．現在書店で売られている絵本の値段についてどう思

　いますか。

12．O％

74．1％

1．5％

12．0％

0．4％

くのを見ていると，子どもの身近にあるべき絵本が，再

び手もとから遠のいているように感じられる。

5．絵本の値段やつくりについてどう思いますか。

ちょうどてごろな値段

局　　　い

安　　い

わからない

無回答

33人

203人
4人

33人

　1人

多少ねだんが高くても・しっかり　85人　　31．0％
したつくりで長持ちする方がよい

多少りっぽでなくても安い値段で　162人　59．1％
手に入れやすい方がよい

値段はいくら高くてもいいから・　　1人　　O．4％
豪華でりっばな方がよい

わからない　　　　　　8人　2．9％

その他　　　15人5・5％
無回答　　　3人1・1％

　　計274人100。0％
　r高い」と答えている母親が，74．1％と非常に多い。

昨年来の諸物価の値あがりが絵本にも及び，以前は300

～400円だった絵本が，大部分500円以上になり，初版が

1000円前後のものも次々とでてきている現状である。過

去1年間の値上りの例をあげれば，r花さき山」（岩崎書

店，32ぺ）は480円が780円（値上率60％），rはけたよは

けたよ」（階成社，32ぺ）は450円が580円（30％），「か

もさんおとおり」（福音館，64ぺ）は450円が800円（78

％），「おやゆびちいちゃん」（同，76ぺ）は580円が980

円（69％）などである。絵本は，ほかの本と比べて印刷

費がかかるとはいえ，このようにだんだん高くなってい

計 274人　100．O％

絵本の値段が高くなっていく現状のなかでr多少りっ

ぱでなくても安い値段で手に入れやすい方がよい」と言

っている母親が59．1％もいる。このような要求に答え，

多くの子どもたちに安くていい絵本を手渡すために，ど

うしても，ぺ一パーパックのような絵本の廉価版の必要

性を感じる。アメリカなどでもすぐれた絵本のぺ一パー

バックの廉価版がでている4となどを考えた場合，日本

でも真剣に，この問題にとりくむ必要性があろう。

　一・方，r多少値段が高くても，しっかりしたつくりで，

長持ちする方がよい」が31．0％あり，しっかりしたつく

りへの要求もかなり強いといえる。

第8問
1．近くに絵本を借りられるところがありますか（表4）

表4　絵本1が借りられる施設

陣田 小金井 松仙塙 副竹 早陣千倒 計

公立の図書館や図書室

幼稚園にある文庫や図書室

地　域・家　庭　文　庫

近くに借りられるところはない

そ　　　　の　　　　他

わ　　か　　ら　　な　　い

33（55．0）

0

0
19　（31．7）

0
8（13．3）

14　（28．6）

46　（93．9）

14　（28．6）

0
1（2．0）

0

24（41．4）

0
1（1．7）

28（48．3）

1（1．7）

5（8．6）

6（16．2）

0
9（24．3）

16　（43．2）

1（2．7）

5（13．5）

13（56．5）　38（80，9）

2（8．7）・1（2．1）

1（4．3）　0

5（21．6）　6（12．8）

0　　　　　0

4（17．4）　2（4．3）

128（46．7）

49（17．9）

25（9．1）

74　（27．0）

3（1．1）

24（8．8）

回　収　　票　数 60 49 58 37 23 47 274
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2．その施設を利用しますか（表5）

　　　　　　　　　表5 施設の利用とその回数
蒲田　小金井　松仙　高島　竹早　南千住 計

利用する　16（26．7）　43（87．8）　10（17．3）

利用しない　 40（66．7）　5（10．2）　43（74．1）

無回答4（6、6）1（2．0）5（8．6）

8　　（21．6）　　　　9　　（39．2）

29　　（78．4）　　　　11　　（47．8）

0　　　　3（13．0）

24　　（51．0）

21　　（44．7）

2（4．3）

110（40．1）

149（54．4）

15（5．5）

計 60 （100．0） 49 （100．0） 58 （100．0） 37 （100．0） 23 （100．0） 47 （100．0） 274 （100．0）

月

月

月

月

月

1　回

2回

3回

4回

5回以上

3
11

10

7
12

5

3

0

1

0

4

1

0

1

1

6

9

5

2

1

22

31

18

16

17

計 14 43 9 8 7 23 104

表5　借りられる施設がある人が，それを利用する率

陣田 小金井 松仙隔 劇竹早 南千倒 計

借りられる施設がある　（人）

　　利用する（人）

　　利　用　率（％）

33

16

48．5

49

43

87．8

25

10

40．0

16

8
50．0

14

9
64．3

39

24

61．5

177

110

62．1

東京都は昭和45年東京都図書館振興対策がたてられ，

昭和47年までには都内23区で66館から78館へ，三多摩で

10館から24館へと図書館数が増加している。しかし，わ

れわれの調査結果を見ると，r公立の図書館や図書室（含

む児童館）があると答えている母親は，南千住で80．9％，

高島で16．2％と，その差が大きすぎる。また，r借りら

れるところはない」が27．0％と，現状を見ると，まだま

だ満足できる状態でないといえるようだ。

　表4により，高島幼稚園と小金井幼稚園を見ると，両

園とも他と比べて，r公立図書館」が少なく，・「地域家庭

文庫」が多いことがわかる。ということから，公立図書

館が少ないために，その地域の母親や子どもたちの要求

により，地域家庭文庫が生まれてきたのであろう。

　6園のうち，貸し出しをおこなっている図書室がある

のは，小金井幼稚園だけである。小金井幼稚園での施設

の利用率は，87．8％と，非常に高い。また，利用回数も

多い。利用率が高い理由として2つ考えられる。ひとつ

は子どもの送り迎えに毎日幼稚園にくる母親にとって，

幼稚園に図書室があるということは，日常的にそして気

軽に，本を借りられるからだと思われる。ちなみにこの

貸し出し制度は，母親の自主的運営によるということで

ある。このような傾向からみて，幼稚園にも図書室を設

ける必要性を感じる。さらに，地域ごとに児童図書館の

開発1とその普及が期待されている。

　表6から，特に利用率の高い小金井幼稚園を除いた平

均利用率を算出すると約53％となる。つまり設備がある

ところでは2人に1人が利用していることになる。

第9問　おかあさんご自身，絵本の研究会などに参加し

　　たことがありますか。参加したことのある方は具

　　体的にお書きください。

あ　　る 8人 2．9％
バ
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な　　　い　　　　　265人

無回答　　　　　　1人

96．7％

O．4％

計 60人 100．0％

　参加したことのある母親はわずかである。しかし，

rその他の意見」のところで，研究会などがあれば，参

加したいという意見もみられた。ほかにも，きっとこの

ような母親がいるのであろう。もっと身近な所に研究会

や講演会などの場を積極的に設けていけば，多数の母親

が参加するようになろう。

第10問　その他，絵本についてご意見がありましたら，

　　どんなことでもお書きください。

（1）名作ものについて

　ア．かなり煩雑な再話や翻案ものがでまわっている。

（2）TVの内容を扱ったものについて

　ア．怪獣ものばかりで困まっている。

　イ．TVの影響は，子ども自身の選択をテレビマンガ

　本にかたよりすぎている。

　ウ。動物を扱いながら，その生から死に至る生物の神

　秘をわからせる本がでてよい。

IV　むすび

　この研究では，母親の絵本への関心はまだ低いのでは

ないかという疑問にもとづいて，母親の絵本に関する意

識調査を実施し，考察してきた。その結果，一概に関心

が低いとはいいきれないようである。なぜなら調査結果

によると，92．O％が絵本をなんらかのかたちで子どもに

読みきかせているし，また，母親が読みきかせる場合が

85．7％にも及んでいる。また，絵本を与える理由につい

ても，r読書の楽しみを知らせ，読書に興味をもたせた

い」が80．7％，r想像力ゆたかな子にしたい」が65．7％，

「いろいろな知識を身につけさせたい」が51．5％と，か

なり妥当な理由があげられている。

、しかし，詳しく見ていくと，2歳までに絵本を与える

場合が91．3％にもなるが，その与える絵本については，

70％以上がいわゆる円筒絵本といわれるものである。円

筒絵本だけに豊かな想像力を啓発することが期待できる

だろうか，読書の楽しさを感じさせる芽が安易に扱われ

てはいないだろうか。また，「好きな絵本」の中には名

作絵本が60余冊入っている。この名作絵本のほとんどが

名作ダイジェスト版だとしたら，その名作ダイジェスト

版で，読書の楽しみを感じさせることができるだろう

か。原作を縮め，筋を追うだけのようになってしまった

ダイジェスト版に，何が期待できるだろうか。もし読書

の楽しみをというのであるなら，原作が十分読める年令

になった時，原作に触れた方が，ほんとうの意味での読

書の楽しみを味わうことができるのではないだろうか。

　このように考えてくると，現在の母親の絵本に対する

考え方の内容が，まだまだ問われていかなければならな

い，といっていいだろう。

　われわれは，アンケート作成にあたり，絵本を子ども

に手渡したり，読みきかせたりする母親，また，母親の

感動や感じ方などが，・子どもに与える影響の大きさとい

うことなどを重要視してきた。そして，今回の意識調査

において』も，母親が絵本を読みきかせ，母親が絵本を選

ぶ場合が多く，子どもと父親が，絵本により触れ合う機

会が少ないという結果を得た。しかし，これは，望まし

い結果ではない。母親ばかりでなく，父親も子どもに絵

本を読みきかせてほしい，と感じたのである。

　以上，調査の結果におけるわれわれの考えについて述

べてきた。ここでわれわれは改めて，幼児にとって絵本

とは何か，また，われわれ自身にとっても絵本とは何

か，さらによい絵本とは何かについて，さらに広範囲な

究明が必要になってきている。
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絵本に関する母親の意識

SUMMARY

　　　　A　sample　of274mothers　of丘ve　year　old　children

who　were　enrolled　in　six　kindergartens　in　different　areas

of　Tokyo　answered　a　questionnaire　on　picture　books．

The　frequencies　of　their　responses　were　tabulated　as

follows．

　　　　At　home，children　were　read　picture　books（80％），

or　were　read　to　often（12％）．Only8％of　the　mothers

answered　that　their　children　were　not　read　to　at　home．

Mothers（69％）were　the　person　who　read　picture　books

to　their　children　at　home，followed　by　both　parents

（16％）and　elder　siblings（11％）．Fathers（4％）and

grandparents（2％）rarely　read　to　them。Children　who

“wanted”to　be　read　to　or“often　wanted”to　be　read　to

were57％and30％respectively．Those　who“did　not

want”to　be　read　to　were　only12％of　the　totaL

　　　　There　was　a　significant　positive　relationship　bet。

ween　the　children’s　desire　to　be　read　to，and　whether

the　children　were　read　to　or　not．

　　　　Most　mothers（61％）emphasized　the　importance

of　children　reading　picture　books　by　themselves　in

a（1dition　to　the　parents　or　other　person　reading　to　them。

Only19％of　them　solely　emphasized　children’s　inde。

pendent　reading，and18％solely　emphasized　parentsラ

or　others’reading　to　children．In　fact，however，78％

of　the　mothers　who　emphasized　only　the　importance

・fchildren’sreadingals・readpictureb・・kst・their

children．Only4％of　the　mothers　who　empasized

parents’readingt・childrendidn・tactuallyd・s・・

　　　　Some　mothers（27％）reporte（1that　their　children

liked　to　look　at　or　to　read　picture　books　very　much　l

only2％answered　that　their　children　did　not　like　to

look　at　or　to　read　them．73％of　the　mothers　responded

that　their　children　viむwed　or　rea（1some　pages　carefully，

11

according　to　their　interest3and23％answered　that　their

chlldren　viewed　every　page　of　a　picture　book　in　detaiL

47％of　the　mothers　reported　that　their　children　always

read，or　tried　to　read，1etters　in　picture　books，and44

％said　that　their　children　sometimes　tried　to　read

leters．Those　who　answered　that　their　children　did　not

pay　attention　to　letters　a口d’saw　pictures　only　were8％・

　　　　Mothers　answered　that　they　gave　picture　books　to

their　children　because

　　　　（1）　they　wanted　to　let　children　know　the　joy　of

　　　　　　　reading　and　to　foster　their　interest　in　reading

　　　　　　　（81％）

　　　　（2）　they　wanted　their　child　to　develop　rich　im。

　　　　　　　agination（66％）and

　　　　（3）　they　wanted　to　give；heir　child　information

　　　　　　　and　knowledge（52％）。

20％of　the　mothers　gave　the　first　picture　book　to　their

child　when　he　or　she　was　less　than　l　year　old，50％

when　their　child　was　l　year　old，21％when2years

old，6％when3years　old，2％when　the　child　was

4years　old．Thus，99％of　the　mothers　could　identify

when　they　started　giving　picture　books　to　their　child．

Only51％of　the　mothers　could　recall　the　title　of　the

五rst　picture　book．Although　mothers　reported　the　titles

which　their　child　preferred　as　well　as　those　which　the

mothers　themselves　preferred，the　child’s　preference

and　the　mother’s　preference　rarely　coincided．

　　　　Picture　books　were　bought　at　the　rate　of　abo血t　one－

two　titles　a　month，or　about　ten　titles　a　year．They

were　selected　by　the　mothers（46％），children（31％），

both　parellts　an（1　children　（31％），　and　fathers　（12

％）．They　were　selected　mostly　by　browsing　at　book

stores（86％）followed　by　book　reviews　in　newspapers
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and　magazines（31％）．Other　information　so皿ces　were

Iarely　used．

　　　　The　majority　of　mothers　thought　that　picture　books

were　expensive（74．％）and　only12％answered　that　they

were　reasonable．（ln　Japan，the　price　of　picture　books

as　well　as　other　books　went　up30％」80％in　fiscal

year1973．）59％of　the　mothers　wanted　less．expensive

picture　books，even　though　their　appearance　might　not

be　as　good．On　the　other　hand，31％wanted　sturdy，

10ng．1asting　books　even　though　they　might　be　a　little

more　expensive．

　　　　To　the　question　about　the　availability　of　nearby

facihties　from　which　they　can　borrow　picture　books，

mothers　answered　differently，according　to　the　areas　in

which　they　lived．In　one　kindergarten，48％of　the

mothers　responded　that　there　was　no　such　place，where4

as　in　another　kindergarten　nobody　gave　this　response。

Only3％r　of　the　mothers　were　active　in　attending　study

meetings　of　picture　books．

）
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読書感想文指導の現状＊）

r

一小・中学校の実践家210人のアンケートから一

東京学芸大学附属大泉中学校

　　　増　田　信　一＊＊

8

1　問題提起

　子どもたちに読書感想文を書かせることは，幅広くお

こなわれているし，各種の読書感想文コンクールも活発

であるのに，読書感想文の指導となると，あいまいな点

が多い。そのあいまいさが放置されているために，書か

せっぽなしの場合が多いし．子どもたちの読書力も高ま

らないし，読書の生活化も実が上がっていない。しか

も，読書感想文指導の実態も正しく把握されていない。

　そこで，読書感想文の指導がどのようにおこなわれて

いるのかという実態をつかむために，全国の小・中学校

の読書指導の実践家を対象として，26項目にわたる「読

書感想文についてのアンケート」を実施した。

　アンケートの対象とした人々のわくは，

A　全国大会またはブ・ック大会で過去五年間に読書指

　導について発表した人（小・中学校各50名）

B　Aの実践家が推薦する現場人（Aの人1名が1名を

　推薦する）

C　日本読書学会会員の小・中学校の教師（50）名　’

　この三つのわくを設定して，合計250名の方にアンケ

　ート用紙を郵送した。

　アンケート対象者をこのように限定したのは，アンケ

ートの内容上，かなり専門的な判断を必要とするためで

ある。そのために，この調査は小・中学校の読書感想文

指導の実態をあらわすのと同時に，現場を代表するリー

ダーたちが，読書感想文の指導に対してどういう考えを

もっているのかを把握することを調査のねらいの一つと

した。

回答を寄せられた人々の地域別の分布は以下のとおり

である。（）内の数字は女性の人数を示す。

地域 小学校　　中学校 計

東　　京

関　　東

甲信越
東　　海

近　　畿

中　　国

四　　国

九州・沖縄

北　　陸

東　　北

北海道
　計

43（19）

9（5）

12（3）

3

7（2）

2（1）

7（4）

1（1）

3

5（1）

11（1）

103（37）

37（13）

14（3）

5

4

11（3）

8（3）

1

14（3）

6（1）

5（2）

2

107（28）

80（32）

23（8）

17（3）

7
18（5）

10（4）

8（4）

15（4）

9（1）

10（3）

13（1）

210（65）

2　読書感想文をどの程度書かせているか

o

o
＊Astudyofteachers’opinionofbookreports．

＊＊MASUDA，Shinichi（Oizumi　Junior　High　Schoo｝，　問1　年間を通して，読書感想文をどのくらい書かせて

　Tokyo　Gakugei　University）　　　　　　　　　　　　　　いますか。

　　　　　　　　　　　　　　　　一13一
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　　　　　　　　　問5　あなたがごらんになっている児童生徒の読書感想

小　　中．　計
　　　　　　　　　　　文には，次のどのタイプが多いですか。

ア

イ

ウ

エ

オ

全然書かせない

1～2回

3一》4回

5～6回

それ以上の回数

0　　2．8　　L4

23．3　32．4　　 28．0

33．0　　49．0　　　　41．2

20．4　　　6．5　　　　13．3

23．3　　9．3　　 16．1

（数字は％，以下同じ）

問2　年問を通して，読書ノートや読書カードなどを書

　　かせていますか。

ア　全然書かせていない　　　　　　8．7

イ　読書ノートなどを与えるだけ　2．9

ウ　定期的に点検してやるだけ　　36．9

工　計画にそって書き方を指示　　20．4

オ　競争させ生活化している　　　28．2

無答　　　　　　　　　　　　2．9

21．3　　 15．2

11．1　　7．1

33．3　　35．0

23．2　　21．8

10．2　　 19．O

O．9　　1．9

問3　読書感想文を書かせる上で，障害となっているこ

　　との最大の原因は，次のどれだとお考えですか。

ア　本を読む意欲がない　　　　　2．911．3　　7．3

イ　本は読むのだが，書く意欲が
　ない　　　　　　　　　53．946．1　49．8
ウ　教師が読んでやる時間を生み
　出せない　　　　　　　　　　　23．1　30．4　　26．9

エ　どう評価したらよいかわから
　な、！・　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．7　　4．4　　　5。5

オ　事後の指導をどうしたらよい
　カ、わカ、らなし・　　　　　　　　　　　　6．7　　1．7　　　4．1

無答　　　　　　　　　　　　　　6。7　6．1　　6．4

問4　あなたの勤務校では，校内の読書感想文コンクー

　　ルを実施していますか。

ア　ー回も実施したことがない

イ　何年めかに一回実施している

ウ　年に一回実施している

工　年に二回実施している

無答

30．1

7．8

56．3

4．9

0．9

23．2

5．6

58．3・

8．3

4．6

26．5

6．6

57．4

6．6

2．9

ア　感じたことを単純に書く

1イ　理解したことを中心に書く

ウ　考えたことをまとめて書く

工　自分の行動や思考を変えよう
　とする

オ　自分を変革していく

無答

51．4　45．4　　48．4

23．8　20．9　　　22．3

19．0　25．5　　 22．3

2．9　　6．4　　　4．6

2．9　　　0．9　　　　1．9

0　　0．9　　0．5

　問1のr年間何回書かせているか」に対する回答は，

小・中学校ともr3～4回」がもっとも多い。これは読

書指導の担当者が国語科の教師であり，国語科の年間計

画における読書単元（もしくはそれに準ずるもの）と夏

休みなどの長期休暇での課題として読書感想文が課せら

れていることを示す。なお，ここでいう「読書感想文」

とは，読書ノートやメモなどは区別したものである。

　問2の「読書ノートや読書カード」などを年間通して

書かせている学校が大部分であり，読書指導が定着して

いることを示している。（アンケート対象者の層からみ

て，この数字は全国的平均値とはかけはなれているのは

仕方ない。）

　書かせている学校が大多数であるのにもかかわらず，

意識的な指導がなされているのは，その半数にしか過ぎ

ないことは，注目に値する。効果的な指導の例として

は，

発言1　図書館テキストを利用し，一冊読み終えた時点

　　　で，長文であろうと短文であろうと記入させてい

　　　る。定期的な点検もあり，読んだり話し合ったり

　　　している。

発言2　感想用紙を与えておき，書いてきたものを見て，

　　　やっている。2月24日現在一番多い児童は130枚，

　　　一番少ない児童は15枚である。

発言3　ごく簡単な読書カードをとることをふだんは奨

　　　励している。

発言4　国語ノートに書かせたり，夏休みにノートー冊

　　　を使わせているが，いつも書くとは限らない。個

一14一
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　　人の自由・自主にまかせている。

などが報告されている。

　問3のr読書感想文を書かせる上での障害の原因」に

ついては，r書く意欲がない」の児童生徒側に原因があ

るとするものが約半数を占めている。意欲を持たせるこ

とも指導の一つであるだけに，この段階にとどまってい

ることは，指導の入口でストップしている状態である。

この点についての発言は，

発言5　読書感想文を書かせることの意味が教師に十分

　　理解されていない。

発言6　読書感想文を書かせることによって，読書ぎら

　　　いにするのではないか。

発言7　目的的に書かす以外，文章化させないでいる。

発言8　国語科の成績の中に入れるとよく書く。

などの意見があった。アンケートを作成している段階で

は，r評価」，r事後の指導」にもっと数が集まるだろう

と期待していたが，その期待はうらぎられてしまった。

やはり，書かせっばなしの傾向がこのような状態をもた

らしているのだということになると思われる。

　問4のr校内読書感想文コンクール」は，過半数の小

・中学校が年一回実施しているが，その反面で，全然実

施していない学校が約四分の一に達している。全校的な

指導体制を作るのにいくつかの困難点が含まれているわ

けである。

　問5は読書感想文の質的な面についての調査であり，

問1～問4とは異質のものである。小・中学校ともr感

じたことを単純に書く」が半数前後を占めている事実

1は，読書感想文の質的な浅さを示すものであり，r考え

る読書」とはほど遠い次元で読書感想文が書かれている

証拠となる。r感じたことを単純に書く」程度では読書

メモではあり得ても，読書感想文のわくに入れるのを疑

問に思うくらいである。このことは，現在の読書指導が

読書習慣の育成や領域や範囲の拡充に比重をかけすぎて

いて，思考力の育成や情操面の育成にまで力を注いでい

ないことを端的に示しているとみてよいだろう。

　　　　　　　　　　　　　読書感想文指導の現状

3　読書感想文に対する考え方はどうか

問6　読書感想文を書かせることの意義について，次の

　　どれだと考えて指導していますか。

小　　中 計

ア　学校教育の中でとりあげられ
　るようになったから　　　　　　0　　3．6　　1．9

イ　読書活動のしめくくりとして
　一定の形に残す必要があるから　2．9　1．8　　2・4

ウ　読書感想文コンクールなどが
　活発におこなわれているから　　1．0　1．8　　1．4

工　読書感想文を書くことによっ
　て成長のあとが記されるから　　22．3　16．4　19・3

オ　読書感想文を書くことによっ
　て読書活動が深まるから

無答

問7

ア

　ことは当然のことだ

イ　読書感想文をあまり書かせな
　いように配慮している

ウ　読書感想文を書く場面を効果
　的にくふうしている

工　読書感想文を書く喜びを積極
　的に養っている

オ　強引に書かせ，しかも，つら
　さを感じさせないようにする

無答

73．8

0

75．5

0．9

74．4

0．5

　読書の楽しさと読書感想文を書くつらさとは相反

するように考えられますが，この点について，次の

どれだと考えて指導していますか。

ある程度のつらさをともなう
4．8　　17．1　　　11．2

12．5　　15．3　　　　14．0

57．7　48．7　　 53．0

23』0　11．7　　 17．2

1．0　3．6

1．0　3．6

2．3

2．3

問8　児童生徒の中には，読んだ本につい七全面的に感

　動して読書感想文を書くことがありますが，それが

　本そのものに対する教師の考え方といちぢるしく違

　　う場合（とくに，戦争もの・セックスもの・人生論

　　・詩集など），どのように指導しますか。

ア　どのように感じても自由だか
　らそのままにしておく　　　　　8．6　1．8　　5．1

イ　こんな考え方はよくないとし
　かりつける　　　　　　　　　　　0　　0　　　0
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ウ　そういう本ばかり読んではい
　けないと言ってやる　　　　　　8．6　8．1　　8．3

エ　「先生の考えはこうだよ」と
　説明してやる　　　　　　　　52．353．2　52．8

オ　教師がよいと思う本を読ませ
　て比較させる　　　　　　　　　28．630．6　29．6

無答　　　　　　　　　　　　　　1．9　6．3　　4．2

問9　市町村や県単位の大規模な読書感想文コンクール

　　がいくつも実施されていますが，このことについて

ア

イ

ウ

エ

オ

どうお考えですか。

実施していること碧知らない　1．0

参加する気持ちはない　　　　14．4

おつきあいで参加している　　21．1

積極的に参加し啓蒙する　　　42．3

特定の型にはまるのを警戒し
　ながら実施している

無答

1．8　　1．4

6．4　　10．3

22．0　　　　21．6

39．5　　　　40．9

20．2　　29．4　　　　24．9

1．o　ol9　0．9

問10　マンガに親しむ児童生徒は多いのに，マンガの読

　　書感想文はあまりないようです。マンガの読書感想

　　文の是非についてどうお考えですか。

ア　マンガの読書感想文は不要だ

イ　とくには必要ない

ウ　どんな形でもよいから書かせ
　　たい’

エ　ぜひ書かせたい

オ　深みのあるものを書かせたい

無答

10．7

34．O

30．1

2．9

17．4

4．9

9．2

19．3

24．8

21．1

22．9

2．7

9．9

26．4

27．3

12．3

20．3

3．8

　問6の「読書感想文を書塑せることの意義」について

は，r読書活動が深まるから」が約四分の三を占めてい

る。問5の「感じたことを単純に書く」が半数を占めて

いることと合わせて考えると，教師の意識と指導の実態

との間には大きなギャヅプがあることがわかる。

　問7のr読書の喜びと読書感想文を書くつらさ」に対

七ては過半数が「書く場面を効果的にくふうしている」

と答えているが，問3のr本は読むのだが読書感想文を

書く意欲がない」が多いことを合わせて考えると，「書

く場面を効果的にくふうしている」が，その効果は上が

っていないということになる。

　問8は，読書感想文に対して教師がどの程度指導性を

発揮しているかを問うものである。r先生の考え方はこ

うだよと説明してやる」が過半数を占めているが，そう

することによって，rこんな考え方はよくない」ときめ

つける場合も出てきそうである。rイ」の回答が0であ

るのが印象的だが，事実はどうであろうか。「エ」の説

明のしかたについては，

発言9　矛盾点や考えの不足する所を問題として指摘し

　　　てやるまでで，先生はこう思うとまでは書かな

　　　いo

発言10　生徒と個人的に話し合いをすることがある。

発言11生徒と話し合って認めるものは認めてやる。

という提案があった。

　問9のr市町村や県単位の読書感想文コンクール」に

は約四割の学校が積極的に参加しているが，r特定の型

にはまるのを警戒しながら実施している」が，中学校で

三割近くあるのは注目すべき点であろう。

　問10の「マンガの読書感想文の是非」については，選

択肢の回答以外に，記述による意見が非常に多かった。

五つの選択肢も集中したものはなく，意見が分れてい

る。小学校の「エ」「オ」が20。3パーセントなのに，中

学校のrエ」rオ」は44パーセントであり，積極的に書

かせようとする意欲を中学校に感じられる。中には，

rマンガを読書感想文の対象として考えたことがない」

人や，「マンガがどんなものをさしているのか」と判断

に苦しんだ人もいる。

発言12　マンガは軽読書として，学校教育における読書

　　　の領域からはずしたいと思う一。

発言13最近の子どもたちが読んでいるマンガは“サザ

　　　エさん”などのようなほほ笑ましいものはなく醜

　　　悪。しかし禁止はだめ。マンガを読んでの感想文

　　　が生まれれば，それはそれでよいと思う。

　概して，マンガをつき放しているか，具体策がないま

まに放任しているものが多い。私が全国の中学三年生

一16一
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4000人を対象として実施した調査（注1）によると，r中

学生のマンガに対する考え方」は，

　　　　　　　　　　　　　　読書感想文指導の現状

問12読書感想文の指導と作文指導との関連をどのよう

　　にしていますか。

選択肢の項　目 男　　女

1　おもしろいし，頭ゐ休息にはもって
　こいである　　　　　　　　　　　　45．0　36．3

2　おもしろいだけでなく，いろいろな
知識を得ることができる　　　　　　　15．219．0

3　痛快さや意外さへのあこがれを満足
　させてくれる　　　　　　　　　　　　16．4　24．8

4　絵を見るだけで楽しいし，人物など
　の動きがそのままわかってよい　　　　9．1　8・6

5　同じような内容のものが多いから，
　つまらなし・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9．0　　　8．1

6　下品なものが多いから，あまり興味
　カミなし・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．7　　1．3

無答　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．6　1・9

きわめて明解であるのに対して，教師側に具体的な方策

がないのは困ったことである。読書感想文を書く意欲が

ない児童生徒が約半数存在する現状からして，マンガを

読書感想文の対象として考えることが重要なポイソトに

なると思う。子どもたちの読書感想文を分析していく

と，名作文学でさえマンガ的に読みとって感想文を書い

ている者がかなりいる。マンガと名作文学を関連させ，

比較させる指導が出てきたらおもしろいと患う。

4　読書感想文の指導観はどうか

問11読書感想文を書かせる前に，どのような準備をし，

　　ていますか。

ア　別に何も関連させていない

イ　正しい表記のしかたで書くこ
　とに重点をおいている

ウ　文章構成をしっかりさせるこ
　とに重点をおいている

エ　テーマのしぼり方に重点をお
　いている

オ　作文カリキュラムの中に位置
　づけて，徹底して指導する

無答

14．0　12．8　　　13．4

3．7　5．5 4．6

27．1　23．9　　 25．5

48．6　45．9　　 47．2

4．7　6．4

1．9　5．5

5．6

3．7

問13　読書感想文の指導と話し合い指導との関連をどの

　　ようにしていますか。

ア　別に何も関連させていない

イ　読んだことをグループなどで
　話し合わせてから書かせる

ウ　読書感想文を見せ合って，お
　たがいに批評させる

工　読書感想文を読み話し合った
　あとで，さらに書きなおさせる

オ　集団思考だけでなく，教師の
　助言を加えて書ぎかえさせる

無答

17．3　　26．6　　　22．1

30．8　　17．7　　　　24．0

25。0　　33．6　　　　29．5

17．3　，18．6　　　　18．0

5．8　3．6

3．8　0

4．6

1．8

問14　読書感想文にあられた話題について，次のどれを

　　優朱して指導していますか。

小　　中 計

ア前もって何もしていない　　　8．6　5．4

イ　前から書くことを予告してお
　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34．3　　44．6

ウ　読書ノートや読書カードをつ
　けさせて，そこから書かせる　　13．3　10．7

工　構想メモを作らせた上で，き
　ちんとした形で書かせる　　　　39．026．8

無答　　　　　　　　　　　　　　　1．9　0．9

6．9

39．6

12．O

ア　本のあらすじを正しくつかん
　でいる

イ　読み手の反応がよく出ている

ウ　本のテーマをよく理解してい
　る

工　自分の考えをよくまとめてい
　る

オ　価値の高い話題についてまと
　めている

無答

0．9　0　　　0．4

28．3　21．6　　　24．9

15．1　15．3　　 15．2

51．9　　50．5　　　51．2

3．8

0

10．8

1．8

7．4

0．9

32．7　　問15　読書感想文の記述面について，次のどれを優先し

1．4　　　て指導していますか。

　　　　ア　特別に力を入れていない

一17一
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イ　表記の正しさ

ウ　表記のていねいさ

工　文章構成のたしかさ

オ　適切なことばや表現のしかた

無答

3．9　　　7．2　　　　5．6

5．8　　2．7　　　4．2

43．6　44．2　　 43．9

37．9　　37．8　　　　37．9

0　　3．6　　1．9

問16読書感想文の感動面について，次のどれを優先し

　　て指導していますか。

ア　特別に力を入れていない

イ『第一印象をすなおに書くこと

ウ　本を正しく理解した上の感動
　であること

工　自分自身が変化し向上する感
　動であること

オ　感動が生活化して，自分自身
　の血となり肉となっていること

無答

0
27．6

1．9

11．1

C．9

19．3

当然のこととしてうなずける。問15のr読書感想文の記

述面」についても，r文章構成のたしかさ」がいちばん

多いのは，教師の意識の高さとして立派であるが，児童

生徒の実態がともなっていな㌧・ところに問題が残る。

　問16のr読書感想文の感動面」については，選択肢で

集中したものはなく，回答者の考えが大きく分かれてい

る。発達段階によって指導のポイントが違ってくるはず

であるが，その点を小学校の担当学年別にみると

イ ウ 工 オ

25．7．35．2　　 30．5

21．0　　31．5　　　26．3

25．7

0

19．4

0．9

22．5

0．5

　問11のr事前の準備」では，r予告しておく」と　r構

想を作らせる」の二項目に集中しているが，中学校が予

告に比重がかかっているのに対して，小学校ではより積

極的に構成メモを作らせ，きちんとした形で書くことに

力を注いでいるのがうかがえる。

　問12の「読書感想文の指導と作文指導との関連」では

両者を積極的に結びつけようとする考えが強く，しかも

「テーマのしぼり方に重点をおいている」が半数近くあ

るのは，読書感想文の性格上有効な方法である。

　問13の「読書感想文の指導と話し合い指導との関連」

では，積極的に話し合い指導をとり入れる考えが大多数

を占めている。読書感想文が国語科の授業の中で実施さ

れている現在，グループ活動や集団活動を重視するのは

当然のことである。その中で「話し合いのあとでさらに

書きなおさせる」のは共同批正の面だけでなく，思考を

深め，自己を確立していくための方法として考えたいも

のである。

　問14のr読書感想文の話題」については、r自分の考

えをよくまとめている」ことが過半数を占めているのは

　低学年　　　39％　　　22％　　　13％　　　26％

　中学年　　　22％　　　34％　　　19％　　　25％

　高学年　　　24％　　　18％　　　32％　　　26％

学年が進むに従って，第一位がrイ」→rウ」→rエ」と移

っている。な却，rオ」がどの学年でも二位を占めてい

る点は注目に値する。それに対して，中学校では「本を

正しく理解した上での感動であること」がもっとも上位

にあることは何を示しているのであろうか。読書材その

ものがむずかしくなっていくことは事実であるが，その

ために，主体的な読書感想文を書くための障害となって

いるとしたら問題である。

5　読書感想文の評価をどうしているか

問17　読書感想文の評価をする上で，もっとも力を入れ

　　ているところは，次のどれですか。

小　　中 計

ア　特別な力点はおいていない　　4．9　0　　　2．4

イ　本を正しく理解して書いてい
　るか　　　　　　　　　　　　　　11．6　16．5　　14．1

ウ　読書感想文を書くことによっ
　て新しい発見ができたか　　　　32．022。9　27．4

工　自分自身のテーマが把握され
　高められているか　　　　　　　17．5　32．1　25．O

オ　読書活動が生活化され，人間
　形成の上に役立っているか

無答

一18一
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問18読書感想文を評価したあと，教師のことばをそえ

　　てやっていますか。

ア

イ

ウ

エ

・オ

検印だけを押してやる　　　　0　　1．8　　0．9

評価点だけをつけてやる　　　1。0　7．3　　4．2

一言が二言書きそえてやる　　59．654。5　57．0

批評や感想を書いてやる　　　8・6　12・7　10・8

書いてやるだけでなく，授業
　中に読ませてほめてやる

無答

29．8　15．5　　 22．4

1．0　　8．2　　　4．7

問伯　読書感想文に表記上のミスが目立つ場合，次のど

　　のような処置をとりますか。

ア　検印を押すだけでなおさない　0　　0　　　0

イ　読書感想文の内容面に重点を
　おくカ・らなおさない　　　　　　　3．9　2．8　　3．3

ウ　特に目立つ点だけについてな
　おしてやる　　　　　　　　　68．963．0　65．9

エ　できるだけなおしてやる　　　23．326．8　25・1

オなおしてやるだけでなく，授
　業中に、ていねいに教えてやる　　3．9　5．6　　4』8

無答　　　　　　　　　　　　　　　0　　1．8　　0．9

澗20　読書感想文の表記ミスを，読書感想文を評価する

　　上で，どのように扱いますか。

ア　さっと見て評価するだけだか
　ら，表記ミスにはふれない　　　0　　1．9　　0。9

イ　表記ミスの多少によって減点
　していく　　　　　　　　　　　1．9　2．8　　2．4

ウ　なおしてはやるけれども評価
　には直接関係させない　　　　　39．837．0　38．4

エ　ほかの作文指導で表記ミスを
　とりあげるから，ふれない　　　14．6　3．7　　9．0

オ　減点はしないが，表記ミスを
　なくすように意識させる　　　　43．750．9　47。4

無答　　　　　　　　　　　　　　0　　3・7　　1・9

　　　　　　　　　　　　　　読書感想文指導の現状

に考えていることを示しているが，問18ではr一言か二

言しか書きそえてやらない」が小・中学校とも過半数を

占めているのは，ちぐはぐな点である。

　問18でr批評や感想を書いてやる」教師が10パーセン

ト程度しかないのに，問19の「表記上のミスの目立つ点

をなおしてやる」教師が全体の半数近くを占めているこ

とはちぐはぐである。現場の教師は多忙である事実は全

然解決していないのに，一つ一つの読書感想文の表記ミ

スをなおしていたのでは，教師の負担が大きくなりすぎ

る。評価の重点は，ひとりひとりの子どもの思考が深ま

り，人間として成長していくことにあるのだから，表記

ミスの指導は純然たる作文指導の機会に，全面的にまか

せてしまうことはできないだろうか。そうすることによ

って，読書感想文の質的な向上を図りたいものである。

このことは，問20で表記ミスを評価と分けて考える回答

が圧倒的に多いこととも関連してくる。表記ミスをなお

してやらなくても，意識させるだけでよいと思う。

6　読書感想文をどう見るか

問21昔話の「ももたろう」の読書感想文を小学校低学

　　年の児童に書かせたら，rおにをいじめてはいけな

　　い」という暴力否定の感想が出てきたとして，この

　　ような場合に，次のどれを重点的に指導しますか。

小　　中 計

澗17　の「読書感想文の評価」については，さすがに

「イ」は少ないが，中学校に「本を正しく理解して書い

『ているか」が16パーセントも占めているのは，問16の

rウ」と共通している。rウ・エ・オ」はかなり高度な

ものであり，読書感想文の書き手である児童生徒を大切

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一19一

ア　この鬼は悪いことをたくさん
　してきたのだと説明してやる　　1．9　1．8

イ　桃太郎は悪をこらしめる正義
　の味方なのだと説明してやる　　7．8　5。4

ウ　何も指導しないで，そのまま
　にしておく　　　　　　　　　　7．8　6．3

工　何も説明を加えないで，もっ
　とていねいに読ませる

オ　類似した昔話を読ませて，も
　っと深く考えさせる　　　　　66．067．6

無答　　　　　　　　　　　　　　1・9　3・6

1．9

6．5

7．0

14．6　15．3　　　15．0

66．8

2．8

問22伝記の「ナイチンゲール」の読書感想文を小学校
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　　中学年の児童に書かせたら，rナイチンゲールは戦

　　争で傷を受けた兵士の手あてをして，えらいといわ

　　れているけれど，戦争をやめさせるほうがもっとえ

　　らい。ナイチンゲールはばかだ。」という感想が出

　　てきたと、して，次のどれを重点的に指導しますか。

ア　この子の考えのするどさをほ
　めてやる　　　　　　　　　　　2．9　2．8　　2．8

イ　何も指導しないでそのままに
　しておく　　　　　　　　　　　　1．9　2．8　　2．4

ウ　何も説明をしないで，もっと
　ていねいに読ませる　　　　　10．711．』1　10．9

工　戦争というものについて，も
　っと考えさせる　　　　　　　37．938．9　38．4

オ　類似した伝記を読ませて，も
　っと深く考えさせる　　　　　44．738．9　41．7

無答　　　　　　　　　　　　　　1．9，5．5　　3．8

問23次の読書感想文は読書ノートに書かれたものです

　　が，平均的にみて，何年生程度のレベルだとお考え

　　ですか。

　　（例1）『星の王子さま』サン・．テクジュベリ著（童

　話）

　　科はこんな話は初めて読んだのでとても不思議だ

　　と思いました。どういう感じとはいえないが，何か

　　ミステリーの映画をじっくり見たあとの「あ一おも

　　しろかった」と思って，もう一回その話を考えなお

　　すような感じでした。でもちょっと違って，だれか

　　が来て知らないうちにその人がぱっと消えてしまっ

　　た時の気持ちでした。今度ゆっくりと読みなおして

　　みたいと思います。

ア　小学三年生　　　　　　　　　1．0　2．8　　1．9

イ　小学四年生　　　　　　　　　27．211．0　18．9

ウ　小学五年生　　　　　　　　　31．132．1　31．6

工　小学六年生　　　　　　　　　27．226．6　26．9

オ　中学一年生　　　　　　　　　11．723．9　　17．9

無答　　　　　　　　　　　　　　1．8　3．6　　2．8

問24

ア　考えがすなおに出ていてよい　13．610．9　12．2

イ　おもしろさが具体的に書かれ
　ていてよい　　　　　　　　　　2．9　3．6　　3．3

ウ　あっさりしすぎていてものた
　りな㌧・　　　　　　　　　　　　　　17．5　20．9　　19．2

工　読みなおさせて，しっかりし
　たものを書かせる　　　　　　　45．6　46．4　46．0

オ　ファンタジックな物語を重点
　的に読ませる

無答

19．4

1．0

16．4

1．8

17．8

1．5

問25次の読書感想文は読書ノートに書かれたものです’

　が，平均的にみて，何年生程度のレベルだとお考え

　　ですか。

　　（例2）　『影が重なる日』小松左京著　（S　F小説〉

　　　この本は，短編（150ページ）にまとめてある。

ア

イ

ウ

エ

オ

’
こ
の
本 を読んで，とても恐怖感をおぽえた。今まで

の恐怖感とは，例えば，おばけ，’オカルトなどの心

理的内面上の信じがたいことだと，一応皆はうすう

す感じていたであろう。しかし，この恐怖感とは，

人間が何かを作って，その作った人が何も思ってい

ないのに，そのために犠牲が出る。いわゆる機械

的，人工的な恐しさであり，それをじっくりと感じ

た。こういう恐しさは，なかなかとれなく，自分

が，その恐怖を起こした物の中の世界の次元に住ん

でいると思うと，なかなか忘れにくい。人間は進歩

したが，進歩した影に，こういう“くぼみ，ひずみ”

の中に起こる出来事は非常に後が恐しい。とにかく

機械的な恐しさは“うそ”の恐しさとは違い，本当

の恐しさではないだろうか。

小学六年生　　　　　　　　　1．0　0　　　0．5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無答

　上の読書感想文について，次の考えのどれをとり

ますか。（学年をきめた上で）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－20．一

中学一年生

中学二年生

中学三年生

高校一年生

8．7

30．1

42．7

15．5

2．0

1．8

36．0

45．0

15．3

1．9

5．1

33．2

43．9

15．4

1．9

問26次の読書感想文は読書感想文コンクールに入選し



　たものですが，この読書感想文についてどうお考え

　ですか。

　　（例3）毎日新聞社・全国学校図書館協議会共催の

　読書感想文コンクール（昭和49年度）で総理大臣賞

　　を獲得した「原色日本癬苔類図鑑を読んで」。（本文

　省略）

ア　苔の栽培の話としてはおもし
　ろいが，共感はしない　　　　　1．0　2。8　　1．9

イ　あまり優れた読書感想文だと
　は思わない　　　　　　　　　　5。8　1．9　　3．8

ウ　苔についての生活文として考
　えたほうがよい　　　　　　　　19．2　27．8　　23．6

エ　なかなかユニークな見方をし
　ていておもしろい　　　　　　　42．3　33．3　　37．7

オ　新しいタイプの読書感想文と
　してとくに優れている　　　　　29．8　31．5　　30．6

無答　　　　　　　　　　　　　　1．9　2。7　　2。4

　問21・問22・問24は，いずれも特異な：考え方の読書感

想文の例であるが，回答数の多いものは指導の観点の上

で共通している。頻似した童話や伝記を読ませることに

よって深く考えさせたり，その本をもう一度ていねいに

読ませることはオーソドックスな方法であり，ぜひ実施

したいものである。これらの場合に，読書感想文の書き

手と教師とのあいだに一対一のコミ』ニケーションが必

要であるし，じっと見守ってやる愛情がないと，中途半

端な読書活動に終わってしまいがちである。

　問23・問25は，一つの読書感想文をどの学年のレベル

と判定するかという設問であるが，予想以上に回答は分

散している。読書感想文の評価についていかに共通理解

がないかということを示す一つの例になると思う。な

お，この二つの読書感想文は同じ学級の生徒のものであ

るだけに，ひとりひとりの読書力に対応した指導が必要

であることを痛感させられる。

　問26は，紙面のつごうで読書感想文の本文は掲載しな

いが，総理大臣賞を獲得して昭和49年度の日本一になっ

たものである。当然「新しいタイプの読書感想文として

とくに優れている」が大多数になっていいはずである

が，調査の結果では30パーセント程度にしかすぎない。

　　　　　　　　　　　　　読書盛想文指導の現状

どういう読書感想文をよしとするか意見が大きくわかれ

ているわけである。優れた読書感想文だとはみない者も

約30パーセントあることからみて，r優れた読書感想文
ロ

とはどういうものか」という問題は，容易には共通理解

を得られそうもない。

7　ま　と　め

1　アンケート調査作成のむずかしさ

　この調査は，昭和49年度の科学教育研究助成費を文部

省からもらってすすめてし｝るr読書感想文指導の研究」

の一環であるが，限られた時間に，一個人が，アンケー

ト項目を作成して調査を実施することのむずかしさを痛

感した。’

　このような調査を実施するためには，読書感想文につ

いての定義を前もってくだすべきかもしれないが，そう

してしまうと，回答者の考えるわくを限定してしまうこ

とになるので，あえて定義をくださなかった。調査結果

からもうかがえるように，雑多な考え方が雑居している

現在において，この問題は今後の課題となる。

　26の調査項目をきめ，それぞれについて選択肢を作る

作業は簡単なものではなかった。個人的な研究や経験だ

けでなく，多くの方々の貴重な研究成果を参考にさせて

いただいたが満足できるものはできなかった。回答者か

ら寄せられたことばの中に，rやや強制的な感じがして

心苦しい。」「二つ以上の選択肢に○をつけたいという項

目もありましたが，集計の都合もあろうかと思って一つ

にしぼりました。この種の調査のむずかしさの限界だと

は思いますが。」などがあったことはそのとおりだし，

責任をも感じている。．

2　回答者のとまどい

　現場の教師は子どもたちに読書感想文を書かせている

からといって，だれもが読書感想文について深い考えを

もっているわけではない。回答者のわくを限定したのも

このためであるが，回答者の中に「一種の踏み絵のよう

な感じです。アンケートをみて，日頃の実践を恥ずかし

く思いました。」という強烈なことばがあった。私はけ
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っしてそのような意図はなかったが，この調査がそのよ

うな役割をはたした事実は認めなくてはなるまい。

　r読書感想文の指導を読むことを中心に考えるか，書

き方の指導として考えるかで観点が違う。」という基本

的な問題を提起された人も何人かいる。私は，二つの面

をはっきりと認め，指導のポイントは読むことの指導に

おく立場をとっている。

　r読書感想文の指導が読書指導の中で大きな位置を占

めるものとは考えない。読書を生活化するためにはむし

ろ障害となる恐れさえある。」という意見も出ている。

読書指導の全体像の中で読書感想文がどの程度の位置を

占めるかということは大きな問題である。

3　児童生徒の受けとめ方

　このアンケート調査とは別に，私は中学三年生を対象

とした読書歴の調査をすすめつつあるが，その中に「小

学校時代の読書の記録について」という項目がある。

男　　女

1　読んだ本については，自発的に読書日
記や読書記録などを書いた　　　　　　　　4．5　8．9

2　印象ゐ強かった本についてだけ感じた
　ことや考えたことをくわしく書いていた　5．4　8．4

3　印象の強かった本についてだけかんた
んな読書記録を書いた　　　　　　　　　10．8　17．1

4　先生から読書感想の課題を出されたと
　きだけいっしょうけんめいに書いていた　26．634。6

5　先生から読書感想の課題を出されたと
　きだけいやいや書いた　　　　　　　　　31．9　19．1

6　読書記録や読書感想などはほとんど書
　いたことがなかった

無答

20．5

0．3

11．6

0．3

　この調査は，日本中から4416人の中学生を選んで調査

したものだけに信頼度も高いと思う。男女差がはっきり

出ているために，同一条件におかれても受けとり方の違

いがあることがわかるが，今回の調査の教師側の考え方

と比較すると，大きな違いがあることがわかる。

4　具体的な指導法の確立

　今回の調査を集計していて，もっとも強く感じたこと

は，調査に協力してくださった教師集団の意識の高さと

子どもたちの読書感想文のレベルの低さとのギャップの

大きさである。このギャップを小さくするためには，具

体的な指導法を確立していくしか方法はない。読書感想

文の指導には多くの問題点があることが，この調査によ

って浮き彫りにすることができたかと思う。

　＜注1＞　「中学生の読書歴」　日本教育科学研究所研究紀要

　として昭和51年4月発行予定。各地の中学三年生4416名を対

　象として，読書環境・読書歴・読書観などを33の項目にわた

　って調査したもの。

SUMMARY

　〔Note　From　the　Editor8．〕

　In　thls　summary，the　term“book　report”is　used

for　the　Japanese　term“dokusho　kanso・bm”which　can

be　literally　translated　as“reading　impression　composi・

tion．”The　Editors　would　like　the　readers　to　be　aware

that　a“dokusho　kanso』bun”might　be　somewhat　di鉦er．

ent　from　a“book　report”written　by　an　English・speak．

ing　child．Japanese　children　are　encouraged　to　write

their　own　views　on　the　relation　between　the　theme　of

the　book　just　read　and　their　past　and　future　life　in

addition　to　writing　a　summary　of　the　book　and　what

they　felt　or　thought　about　the　book．

　210teachers　of　Japanese，103from　elementary　and

107from　junior　high　schools，answered　a　questionnaire

about　book　reports．

　41％of　the　teachers（33％of　EI，49％of　JH）

reported　that　they　have　their　students　write　a　book
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r¢port30r4times　a　year．More　than　half　of　the

teachers（56％of　El，58％of　JH）answered　that　a　book

report　contest　is　held　in　their　school　each　year．Although

it　seems　that　the　instruction　of　book　reports　is　used

widely　the　teachers　complained　that　they　have　instruc・

tional　di：伍culties　because：（1）their　students　do　not　have

su伍cient　interest　in　writing　book　reports，（54％of　El

and46％of　JH），and（2）teachers　do　not　have　time

to　read　book　reports（23％of　El　and30％of　JH）．

The　teachers　evaluated　book　reports　negatively　when

the　reports　were　simple　expressions　of　what　the　stu．

dent　felt（51％of　El　and45％of　JH），or　of　what　the

student　understood（24％of　El　and21％of　JH）．The

teachers　answered　that　they　rarely　read　an　excellent

book　report　in　which　a　student，motivated　by　the　book，

wrote　his　or　her　intention　to　improve　behavior　and

thinking．

　　　About　three・fourths　of　the　teachers　stated　that　writ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　読書感想文指導の現状

ing　a　book　report　would　cause　the　reading　to　be　done

more　deeply（74％of　EI　aロd75％of　JH）．When　there

was　a　big　gap　between　a　studentヲs　and　a　teacher’s

opinion　of　a　particular　book，the　teacher（52％of　El

and53％of　JH）usua11y　told　the　students　their　thinking

on　the　book．When　achild’s　report　diHeredconsiderably

from　the　main　idea　of　a　story，the　Japanese　teachers

ususally　gave　the　child　another　book　with　the　same

theme　and　encouraged　the　child　to　think　more　deeply，

　　　All　the　teachers　were　asked　to　read　two　book

reports　and　to　estimate　the　grade　of　each　student　writer、

Their　responses　were　so　widely　distributed　that　it　was

concluded　that　it　is　very　dif丑cult　to　estimate　the　grade

（or　age）of　the　writer．

　　　The　author　concluded　that　despite　the　high　level

of　teachers’knowledge　and　enthusiasm，the　quality　of

book　reports　written　by　Japanese　children　is　not　corre・．

spondingly　high．
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人物の深さの係数について

一物語絵本の研究のために一＊

立正女子大学
　　阪本一郎＊＊

はしがき

　この提案は，私の現に進めている幼児向物語絵本の研

究の一一部分をなすものである。

　同じ研究の一環として，前に『絵本の語深係数の一研
　　　　　（1）
究』を発表した。それは，ユングブ（Yngve，V．H．）の
　（2）
発想にもとずいて，文の長さを語深係数（word・depth）

で計上することを試みたものである。日本語の文は英語

の文とその構造が違うので，彼の原理を日本語の文に適

用するとどうなるかをためしてみたのである。それを発

表した後，いくらかの修正をして，語深係数は，ただ文

の長さを文節数で計上するよりも効果的であることを確
　（3）
めた。

　r人物の深さの係数」（character・depth）は，彼の原理

を登場人物に当てはめたもので，略して「人深係数」と

よぶことにする。

1．人深係数の意義

人物の傑さとは，登場人物の名前や種類などを記憶し

ていなければならない間隔を意味する。ある人物は頻繁

に登場しているので，その名前や種類など，その個性は

容易に記憶するが，ある人物はめったに登場してこない

ので，その個性を記憶していて，同一視すること（誰が

＊　Story　roots　and　character・depth　for　the　assessment

　of　story－picture　books．

＊＊SAKAMOTO，Ichiro（RisshoWomen’s　University）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一24一

誰かを確認すること）が困難になる。

　そこで，記’慮の間隔を1話根ごとに数える。

　ここで「話根」というのは，物語を構成している最小

の単位であって，1文もしくはそれ以上の文から成るも

のである。1編の物語は，原則として，いくつかの段落

（paragraph）に分かれ，また各段落は，いくつかの話根

　　　ぐ4）
に分かれる。だが，もうこれ以上分けると，同じ場面の

1カットになってしまうというものである。

　　この際，同じ場面にいたと考えられても，名前や種

類が話根の中に明記されていないもの，および描画の中

に描かれていないものは，除外する。それは，物語の展

開の過程に重要な役割を持っていないと見なされるから

である。また，最後の話根の中で，初めて登場する人物

は，人物数にはかぞえないことにした。それは，間接記

憶で保存する必要がなく，直接記憶で同一視することが

できるからである。

　そこで各話根において登場している人物の名前あるい

は種類を調べる。一・……………・………一…一・〔1〕

　次いで，その人物が登場してからあと，最後までの話

根の中で，その人物が登場していない話根の数をかぞえ

る。これが記憶を要する延べ人物数である………〔2〕

　次いで，延べ記憶人物数を登場人物数で除した商を求

める。これが人深係数で，小数以下2位までを求める。

一……一……・……・…一……・・……………・…・…〔3〕

　なお，もっとも多く登場する人物の話根数と総話根数

との比を％で出し

　　最多登場人物話根数÷総話根数×100



　　　　　　　　　　　＝主役の集中度（％）

を計算すると，この物語の主役が，彼の言動に触れてい

る描写の集中度がわかる。これをも参考にすることにし

た。

　ただし，主役が交代する物語の絵本がある。rおむす

び　ころりん』がその例である。すなわち話根り前半は

動物報恩の話で，後半は，・別の欲深爺がそのまねをして

失敗する話。この種の物語は，r舌切雀』，r花咲爺』，『瘤

取爺』などの民話には少くない。したがって，こういう

作品では，第二段主役には，別人であっても，主役の交

代を認めることにした。

　　　　　　　　　　　　　　～

　2．　r桃太郎』における実測

　私は，．松居直文・赤羽末吉画rももたろう』福音館，

1965年刊（本文38ぺ一ジ）で，人深係数を測ってみた。

　この絵本は，爺と婆との生活を描き，桃太郎の出生す

るまでの段落と，烏が鬼の情報を伝えて，鬼が島征伐p

準備する段落，桃太郎が遠征の途中，犬・猿・推の協力

者を得る段落，鬼が島で鬼が降参をする段落，そして桃

太郎が爺と婆の所へ帰る段落と，5個の段落に分かれて

いる。

　ところが，最初の段落は，爺と婆との生活をえがく話

根，婆が流れてきた桃を拾う話根，爺と婆とが桃を切ろ

うとすると桃の中から赤ん坊が生まれる話根，そして桃

太郎と名付けられ，生育する話根と，4個の話根に分け

られるであろう。

　このように分けていくと，『桃太郎』の話根数は次の

ようになる。

（1）爺と婆との生活。（登場人物爺・婆）　　文数1

（2）婆が流れてぎた桃を拾う。（婆・桃）　．　　　7

（3）爺婆が桃の中から赤ん坊を得る。（爺・婆・桃）　4

（4）桃太郎と名付けられ，生育する。（爺・婆・桃太

　郎）　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

（5）烏が鬼の非行の情報を伝える。（爺・婆・桃太郎

　・烏・鬼ども・姫）　　　　　　　　　　　　　　　4

（6）爺婆が鬼退治の準備をする。（爺・婆・桃太郎・

　　　　　　　　　　　　　　　人物の深さの係数

　鬼ども）．　　　　　　　　　　　　　　　6

（7）桃太郎が犬を協力者とする。（桃太郎・犬・鬼ど

　も）　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

（8）桃太郎が猿を協力者とする。（桃太郎・犬・猿・

　鬼ども）、　　　　　　　　　　　　　　8

（9）桃太郎が推を協力者とする。（桃太郎・犬・猿・

　維・鬼ども）　　　　　　　　　　　　　　9

⑩　桃太郎が鬼が島で協力者とともに鬼と戦う。（桃

　太郎・犬・猿・推・鬼ども）　．　　　　　　9

⑳鬼の大将が桃太郎に降参する。（桃太郎・犬・猿

　・推・鬼ども・鬼大将・姫）　　　　　　　　　11

（12　桃太郎が爺婆の所に帰り，平和に暮す。（擁太郎

　・姫・爺・婆・犬・猿・推）　　　　　　　　4

総話根数　12　　　通算文数　82　　　平均文数　6。8

　これを見ると，全体で82文となるが，話根数で除する

と，82÷12ニ6．8となり，平均して1話根は6。8文で成っ

ている。

　次いで登場人物の数をかぞえる。

　桃太郎⑳，鬼ども（8），婆（7），爺（6），犬（6），猿（5），矩i

（4），姫（3），鬼の大将（1），烏（1）の10名である。そして10名

の各話根における登場数は，それぞれの括弧の中に注記

した通りである。

　この際，桃を拾って帰るのは，桃太郎の伏線となって

いると解したので，r桃」を数に入れた。また「鬼」は

複数で登場しているが，その数がはっきりしないし，個

性を区別して描写していないから，「鬼ども」として通

算した。

　かようにして，話根の中にもっとも多く登場するもの

はr桃太郎」の11回である。この物語の話根数12のう

ち，桃太郎の言動について，11話根は，それに触れてい

るのである。そこで主役の集中度を出すと，11÷12×100

＝92となり，この絵本は桃太郎の言動について，総話根

の92％を当てて描写していることが知られる。

　また〔2〕によって，延べ記憶人物数を出すと，桃太

郎（11－11），鬼ども（8－8），婆（12－7），爺（12－6），
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犬（6－6），猿（5－5），錐（4－4），姫（7－3），鬼の大

将（2－1），烏（8－1）の合計23名となる。そこで〔3〕

によって人深係数を求めると，23＋10＝2。30となる。

　このようにして，主役への集中度92％と，人深係数

2．30との二つによって，相対的に，人物の個性のわかり

やすさを見ようとすることにした。

3．『101匹わんちゃん大行進』における実測

　上記の絵本と比較するために，もうすこし登場人物の

多い絵本を選んでみた。ディズニー作画・槙本ナナ子訳

『101匹わんちゃん大行進』講談社，昭和45年刊（本文

36ぺ一ジ）について見よう。

　話根は，次のようである。

（1）ポンゴという犬の飼主・ジャーズと，パーデタ

　の飼主アニタが結婚して，ダルマシアン犬どうし

　も夫婦になる。（登場人物　ポンゴ・パーデタ・

　・ジヤーズ・アニタ）　　　　　　　　　　文数　21

（2）犬の夫婦は15匹の子を生む。（ポンゴ・パーデ

　タ・・ジヤーズ・アニタ・子犬・お手伝）　　　　12

（3）変な女クルエラが子犬を買いにくるが，アニタ

　は売られない。（クルエラ・アニタ・子犬）　　　　3

（4）悪者二人が子犬を盗む。（悪者・子犬・お手伝）　5

（5）・ジャーズは事件を警察に届け，新聞にも記事

　が出る。（ロジヤーズもクルエラ）　　　　　　　8

（6）ポンゴは犬の仲間に訴える。聞いたコロネルと一

　チブスは悪者屋敷へ捜しに出かける。（ポンゴ・

　パーデタ・コロネル・チブス）　　　　　　　　　13

（7）悪者屋敷でクルエラは手下に明日は子犬を殺し

　て毛皮を取ると言う。（クルエラ・チブス・悪者）11

（8）ついに99匹の子犬を発見し，ポンゴたちは悪者

　たちに挑戦する。（子犬・ポγゴ・パ・rデタ・コ

　ロネラ・悪者）　　　　　　　　　　　　　　　21

（9）そのまにチブスは子犬たちを脱出させ，馬小屋

　にかくまう。悪者が追う。（子犬・チブス・悪者・

　馬）　　　　　　　　　　　　　　　　　13

（1◎　コリー犬は子犬たちを牛小屋に移し，牛乳をふ

　るまってもらう。（子犬・コリー・牛）　　　　　10

⑳　朝になるとロンドンヘ行くトラックがあるとラ

　ブラドル犬に教えられる。（ポンゴ・悪者・クル

　エラ・子犬・ラブラドル犬）　　　　　　　　　　14

⑬　子犬たちをトラックに乗せる。追跡する悪者た

　ちの乗った車は谷に落ちる。（子犬・承ンゴ・パ

　ーデタ・クルエラ・悪者）　　　　　　　　　　　19

⑬　101匹の小犬たちは，無事に・ンドンのロジャ

　ーズの家に着く。（子犬・・ジャーズ・アニタ・

　お手伝）　　　　　　　　　　　　　　　10

⑯　子犬たちはロジーズ夫婦に飼われることになる。

　（子犬・・ジヤーズ・アニタ）　　　　　　　　　7

話根数　14　　　通算文数　167　　　平均文数　11．9

　さて前例に準じて登場人物の数をかぞえる。

　登場した話根数の多い順に並べると，子犬たち⑳，悪

者たち（7），ポンゴ（6），パーデタ（5），ロジャーズ（5），アニ

タ（5），クルエラ（5〉，お手伝さん（4），猫のチブス（3），コ・

、ネル（2），牛（1），馬（1），コリー犬（1），ラブラドル犬（1）の14

名である。ほかにダルマシアンという名も出るがそれは

ポンゴとパーデタと子犬たち，およびほかの子犬たち

101匹の犬の種類をさしている。そう言えば，コリー犬．

とラブラドル犬も犬の種類らしいが，犬のことは精しく

ない読者には，それがここにあげた他の犬をよんでいる

のか判然としない。ダルマシアンは，全身に斑点がある

ので絵を見れば判る。

　そこで〔2〕によって記憶人物数を出すと，お手伝⑩．

ロジヤーズ（9），アニタ（9），パーデタ（8），ポンゴ（7），クル

ェル（7），コロネル（7），チブス（6〉，悪者（5〉，馬（5），コリー

（4），牛（4），子犬（3），ラブラドル犬（3）の合計87名となる。

したがって〔3〕に、よって人深係数は87÷14＝6．21と

なる。また主役への集中度を計算するとと，11÷14×

100＝79％なる。

　この絵本は，ディズニーの原作り同名り映画を，絵本

向きにまとめ直したもので，したがって登場人物が多

く，すべて外国名で，ナレーションも省略されていて，
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δ

説明不足の個所が少くない。映画を視聴した者には，登

場人物の性格が描き分けられているのかもしれないが，

この絵本からはいる者には雑ぱくな感じがする。とても

「101匹わんちゃん大行進」の見事さは感じられないで

あろう。

4．『雀の魔法』における実測

　上記の絵本と比較するために，もう1冊，ニクレビチ

ョーバ作・内田莉疹子訳・山中冬児画『雀の魔法』借成

社，昭和42年刊（本文31ページ）を取りあげる，

　この絵本の話根は次のようになっている。

（1）春が来たのでハムスターは目をさまし，小麦を

　食べる。（登場人物　ハムスター）　　　　文数　4

（2）山ウズラが来て，今日の誕生日のパーテイにケ

　ーキを焼くから，小麦を貸してくれと頼む。ハム

　スターはことわる。（ハムスター・山ウズラ）　　17

（3）山ウズラの所へ野嵐が来て，手紙を書きたいの

　だが羽を一本くれという。山ウズラはことわる。

　（山ウズラ・野嵐）　　　　　　　　　　　　　　8

（4）野凧は子兎がわなにかかっている所を通りかか

　る一。しかし野嵐は助けてやらない。（野厳・子兎）　8

（5）ハムスターは兎の所へ行って，ふかふかの毛の

　靴を作ってくれと頼む。兎は子兎が行方不明なの

　で捜さねばならないからと，断る。（ハムスター・

　兎）　　　　　　　　　　　　　　　　　15

（6）山ウズラの所に雀がとんできて，がっかりして

　　　　　　　　　　　　　　　9
　いぐ理由を聞く。（山ウぢラ・雀）　　　　　　　4

（7）雀が野栄の所に来て，がっかりしている理由を

　聞く。（雀・野凧）　　　　　　　　　　　　　　　6

（8）雀はまたわなにかかっている子兎の所へ来て，

　野巣が助けてくれないことを知る。（雀・子兎）　　5

（9）雀はハムスターの所に来て，がっかりしている

　理由を聞く。雀は魔法をかける。（雀・ハムスター）14

⑯　雀はハムスターの出した小麦を野嵐の所へ運ぶ。

　山ウズラは喜んで羽を野厳に与えるq（雀・ハム

　スター・山ウズラ・野厳）　　　　　　　　　　　3

　　　　　　　　　　　　　　　人物の深さの係数

⑳　野厳は子兎のわなをかみ切って助けてやる。

　（野凧・子兎）　　　　　　　　　　　　　　　　　4

働　子兎が帰ってきたので，兎はハムスターに靴を

　作って届ける。（兎・子兎・ハムスター）　　　　　1

（③　山ウズラは小麦で誕生日のケーキを焼き，みん

　なにご馳走をする。ハムスターは山ウズラに，小

　麦は私の贈物だというρ（山ウズラ・ハムスター

　・野嵐・兎・雀）　　　　　　　　　　　　6

総話根数　13　　通算文数　111　　平均文数　8．5

　前例にならって登場人物の数をかぞえると，ハムスタ

ー
，
雀 ，野嵐，山ウズラ，子兎，兎の6名である。

　そこで〔2〕によって記憶人物数をかぞえると，山ウ

ズラ（7），ハムスター・（6），兎（6），野嵐（5），子兎（5），雀（2）の

合計31名となり，〔3〕によって人深係数を出すと，31

÷6＝5．17となる。

　また主役への集中度は，6÷13×100＝46％となる。

　この絵本は『雀の魔法』と題しているが，最多登場人

物はハムスターである。次位の登場人物には雀と野嵐と

が並び，1話根下がって山ウズラ，また1話根下がって

子兎と続くというぐあいに傾斜の度が少い。言い換える・

と主役への集中度が低いわけである。

　このハムスターには日本の幼児には縁がうすく，最初

に紹介の注がつけてある。「ハムスター……厳の一種で，

地面に穴を掘って住んでいる。普通の凧より大きく，頬

に食物を入れる袋がある。」しかし絵には袋があるよう

には見えない。それとともに，登場人物は類似の動物が

多い。ハムスターと野猟，雀と山ウズラ，子兎と親兎と

いうぐあい。そこでこれらの類似の動物が，絵によって

識別されるような配慮がほしいのだが，みんな擬人化さ

れていて，まぎらわしい。

　また話根の（2）から（5）までは，無理難題とは思えない4

人の申し出を聞いてやらない意地わる話が続き，（6）から

（9）までは，その事を根に持っての愚痴話が続く。13話根

のうちの8話根までは，執念のダーク・サイドの話であ

る。そこで雀は，この場面を転換しようとしてハムスタ
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読書科学　（XIX，1・2）

一に魔法有かけるのだが，その経緯は，ポーランドの女

流作家らしくて陰気である。

　さらに（3）の話根で，野嵐が山ウズラに，手紙を書きた

いから羽を一本くれというのは，羽をペンに仕立てるこ

とだと大人には判るが，日本6幼児にはいささか無理で

ある。

5．　『空の救助隊』における実測

　もう一例を，主役への集中度の高い絵本として松居直

作，寺島竜一絵『空の救助隊』福音館，1967刊（本文25

ぺ一ジ）を取りあげる。

　この絵本の話根は，次のようになっている。

〈1）飛行機は救助隊の基地である。（登場人物　飛

　行機）　　　　　　　　　　　　　文数　4

（2〉ダムの工事場でたくさんのけが人が出たから，

　血液がほしいと無電連絡がある。（飛行機）　　　　13

（3）血液が運ばれて来た。小型機に積んで出発する。

　（飛行機）　　　　　　　　　　　　　　10

〈4）雲の上に出たが，目的地は見えない。（飛行機）　13

（5）町に雪が降っている。飛行機は低空を飛びつづ

　ける。（飛行機）　　　　　　　　　　　　　　　　24

〈6）ダムを発見し，血液投下の一回目は失敗する。

　（飛行機・ダムの人々）　　　　　　　　　　　　　14

（7）谷セヒ戻り，血液を投下する。成功。（飛行機・

　ダムの人々）　　　　　　　　　　　　　　　　17

（8）飛行機は基地に戻る。（飛行機）　　　　　　　　7

総話根　8　　　通算文数　102　　　平均文数　12．8

　また主役への集中度は，8÷8×100＝100％となる。

　この絵本は，救助隊の一機が使命を帯びて基地を飛び

立ち，目的を達して帰投するまでの冒険を描いたもので

ある。

6．絵本の実態

　私は上記の4冊を含めて，50冊の絵本を無作意に抽出

して，人深孫数と主役への集中度を測定して遜た。（デ

ータ省略）

　まず話根数を見ると，最も多い絵本は14話根の『101

匹わんちゃん大行進』、で，あとは13話根の『雀の魔法』

ほか1冊。最も少いのは1話根の絵本が1冊，5話根の

絵本が3冊。50冊の平均が8．6話根（標準偏差2．25）で

あった。

　　　　表1　50冊の絵本の話根数の実態

最も多い

やや多い
普　　　　通

やや少い
最も少い

3冊

13

－16

14

4

（101匹と雀を含む）

（桃太郎を含む）

（救助隊を含む）

　登場人物の数は，乖行機（8〉，ダムの人々（2〉の2名だけ

である。この飛行機には二人の飛行士が塔乗しており，

その絵が示されているが，この二人は個性的な描写を伴

っていないから，r飛行機」の中にふくまれていると見

てよい。

　そこで，〔2〕によって記憶人物数は，飛行機（0）

と，ダムの人々（1ンの合計1名だから，〔3〕による

人深係数は1÷2ニO．50となる。

　そこで平均を中心として，1標準偏差ごとに区切ると・

表1のように正常曲線に近く分配されていることが知ら

れた。

　この話根の切り方には，多少の主観が伴なう。しかし

描画にはこだわらず，事件の内容に一つの決着がつき，

　　　　　　　また場面の転換に注意すれば，絵本の場合には，かなり

客観性が保てると思う。誰にやらせてみても，全体とし

て2話根以上の個人差は出ないであろう。

　次に，1話根の中に文がどれだけ用いられるかを平均

すると，5Q冊の平均が10・2文（標準偏差5．29文）となっ

た。これはかなり偏差が大きく，多くの文を用いて叙述

している絵本もあれば，1～2文だけで1話根の叙述が

終わっている絵本もある。

　そこで前のように，平均を中心として1標準偏差ごと

に区切ると，表2のように，ここでも正常分配曲線にな
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人物の深さの係数

表2　50冊の絵本の話根の平均文数の実態 った。

最も多い

やや多い
普　　 通

やや少い
最も少い

2冊

5
31　　（救助隊，雀，101匹）

10　　　（桃太郎）

2

表4　5C冊の絵本の人深係数の実態

るが，普通の（7．8文から13．1文の平均に近い）文数に

集中していることが知られた。

この傾向は，読み手の年齢が進むにつれて次第に話根

の文数が多くなるのではないかと思われる。ここで最も

文数が少い絵本を見ると，文はただ絵が何であるかを説

明しているにとどまり，最も文数が多い絵本は，描写が

こまやかになっている。

次に登場人物の数を計上した。50冊の中で最も多くの

人物が登場している絵本は15名，最も少ない絵本は2名

で，平均して6．64名（標準偏差2．08名）であった。表3

のように，やや少ない4～5名を登場させている絵本が

最も多かった。

　　表3　50冊の絵本の登場人物数の実態

最も深い
やや深い
普　　 通

やや浅い
最も浅い

最も多い　（10以上）

やや多い　（8～9名）

普通（6～7名）

やや少い　（4～5名）

最も少い（2～3名）

4冊　（101匹，雀）

13

15　　　　（桃太郎）

15　　（救助隊）

3

9冊　（桃太郎，101匹）

9
11（雀）

13

8（救助隊）

さて次に，人深係数を算出してみた。これは，数値が

大きいほど深く，したがって間接記憶に留める負担が大

きいのである。50冊の平均は2．41（標準偏差1。42）であ

　　　　　　　　表6

そこで前のように平均値を中心に、して，1標準偏差の

幅で段階を付けると，表4のようになった。

ここでは，人物を記憶する負担が少ない絵本が比較的

多くなっている。この傾向はもっともなことと肯んじら

れよう。

最後に，主役への集中度を出してみた。r空の救助隊』

など40冊は100％であった。平均して96．6％（標準偏差

8．93％）となる。

ここでは，一般の常識にしたがい，4捨5入して100

％になれば「集中している」，同じく90％になれば「や

や集中している」，同じく80％になれば「普通」，同じく

70％になれば「やや集中せず」，そして60％以下になれ

ば「集中せず」と評価することにした。すると表5のよ

うになった。

　表5　50冊の絵本の主役への集中度の実態

最も高い

やや高い
普　　 通

やや低い
最も低い

40冊　（救助隊）

7　　　　（桃太郎）

2　　（101匹）

0
1　（雀）

4冊の絵本の比較

タイトル 　　　　　一一話根数段』階平均文数段　階人物数段 階　人深係数　段　　階　集中度　段　　階

桃　太　郎　 12

101匹大行進　　　14

雀の魔法　 13

空の救助隊　　8

やや多い　　6．8

最も多い　　11．9

最も多い　　8．5F

普　通　12．8

やや少い

普　通

普　通

普　通

10

14

6

2

最も多い

最も多い

普　通

最も少い

2．30普通　92やや高い
6．21　最も深い　　79　普　　通

5．17　最も深い　　46　最も低い

0．50　やや浅い　　100　最も高い
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7．　上記4冊の絵本の比較考察

　さて，ここにとりあげた4冊の絵本について比較考察

を試みる。

　デー、タは表6のようである。

　これを見ると，’r桃太郎』は，話根数がやや多いほう

であるが，平均文数はやや少いと評価されている。これ

はおもに場面の転換が多いけれども，その描写は比較的

簡潔に行われていることを示すのである。だが登場人物

の数は10名で最多の段階であり，人深係数は，普通とな

っている。やはり簡潔な描写で要領よくまとめてあるせ

いであろう。主役への集中度はやや高いと評価されてい

る。

　この作品の特色は，烏を登場させで，鬼どもの非行を

あばき，それを聞いた桃太郎に鬼が島へ行く決意をさせ

るというふうに合理化していることと，連れて帰った姫

と結婚して幸せに暮らすという結末をつけていることで

ある。この2名の端役を登場させたために，．決意と幸福

とがいっそう強く印象付けられたのだとも解される。ま

ずは無難な作品と言えよう。

　次のr101匹わんちゃん大行進』は，話根数は最多で，

平均文数は普通である。ということは，この絵本も場面

の転換が多く，その描写は比較的簡潔になされているこ

とを示して）・る。だが登場人物の数は最多で，14名であ

り，人深係数は最深の段階になっている。

　この作品は前にも書いたように映画の筋をちぢめたも

ので，かなりの無理が目立つ。絵の中に誰が誰かを示す

個有名詞が刷りこんであったりする。主役への集中度も

普通であるが，人物がまぎらわしいという点では，絵本

としては失格の作品とせざるをえない。

　次の『雀の魔法』は，話根数は最多で，平均文数は普

通であるが，やや『101匹の大行進』よりも下廻る作品

である。ただし登場人物は6名で，普通の段階だが，人

深係数は最深の段階である。前に書いたような理由でま

ぎらわしく，主役への集中度は46％という最低の段階

である。これも絵本としては失格の作品とせざるをえな

いo

　次の『空の救助隊』は，話根数・平均文数ともに普通

の段階の作品である。だが登場人物は最少で，また人深

係数もやや深い段階，すなわち人物を混同するおそれが

全然ない。主役への集中度も100％で，最高である。絵

本としては傑出した作品の一つである。

あとがき

　この研究は，幼児向物語絵本の実態から，人物の深さ

の係数と主役への集中度を評価することを提案したもの

である。したがって私が無作為に抽出した絵本50冊が，

妥当を欠いていたとすれば，その解釈が異ってあらわれ

るかもしれない。いまは仮りにここに選んだ絵本が妥当

であるとして，結論を出した。

　また絵本は（1）主題，（2）構想，（3〉性格描写，（4）記述など

の文章の面と，（5）描画・印刷・造本などの絵等の面から

評価されるべきであると考えている。これは（3）の性格描

写の一部分であることを断っておく。

　参考文献
（1）阪本一郎『絵本の語深係数の一研究』（保育論叢　第8号）

　立正女子大学短大部児童科，1973。

（2）Yngve，V．H．l　A　Model　and　Hypothesisfor　Language

　Structure．（Pr㏄eedings　of　the　American　Philosophical

　Association），19弓0

（3）阪本一郎r絵本の研究』（未刊）

（4）阪本一郎r児童読みものの研究一r少年ケニヤ」につい

　ての話根分析の試み』（読書科学，第1巻　第1号）日本読

　書学会，1956．

一30一



人物の深さの係数

SUMMARY

　　　　The　procedure　of《《word　depth”by　V．H．Yngve

was　apPlied　to　assess　the　relative　frequency　of　apPear－

ance　of　characters　in　a　story．Character・depth　was　cal－

culated　through　the　following　procedure。

　　　　（1）　Divide　the　story　into　several《喫story．roots”

　　　　　　　which　are　the　smallest　units（situations）of　the

　　　　　　　story．Usually，a　story　can　be　divided　into　sev・

　　　　　　　eral　paragraphs　which　consist　of　severaド《story・

　　　　　　　　　　　，，　　　　　　　roots

　　　　（2）　Check　w1｝ich　characters　appear　in　each《更story．

　　　　　　　root，，．

　　　　（3）　Count　the疋《story．roots”in　which　each　char－

　　　　　　　acter　does　not　apPear　after　its且rst　apPearance

　　　　　　　in　the　story．

　　　　（4）、Divide　the　total　of（3）by　the　number　of

　　　　　　　characters．

　　　　The　quotient　of（4）was　de五ned　as　the更更character・

depth”of　the　story．Beside　the更《character．depth”，the

ratio　of　the　appearence　of　the　main　character　is　ca1－

culated　by　dividing　the　number　of《璽story。roots”in　which

the　main　character　appears　by　the　total　number　of更てstory－

roots”in　the　story．The　quotient　is　multiplied　by　IOO

for　convenience．50stories　in　picture　books　for　children

were　analyzed　for《《character．depth．”

　　　　The　average　number　of更qstory・roots”in　a　story　was

8．6（SD＝2．25）and　the　average　number　of　sentences　in

f更story－root”was10．2（SD＝5．29）．The　average　mmbea

of　characters　in　a　story　was6．6（SD＝2．08）．The　aver・

age　character・depth　of　a　story　was2．4（SDニ1．42），

and　the　average　ratio　of　the　main　character’s　appearance

was96．6（SD＝8．93）．Based　on　the　averages　and　SDs，

a　table　of　these　assessments　was　compiled　for鉦ty　picture－

book　stories．
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資料
「山本晴雄：読書と人間形成」にっいて＊

＜1975年7月公開研究会報告＞

　先ず，発表者山本は，人間形成とは，行動を変容する

学習の一種という観点から，そこには，「条件反応，洞

察，同一化」という学習理論が適用できる，という。

r彼には負けられない。」といったようなr競争」の原

理も，人間形成の契機と考えてよい，という。

　非行少年が立ち直るという，人間改造においても，こ

れらの学習理論，原理が，複雑に絡み合ってはたらく。

非行少年にと6ては，家裁から呼び出しを受けたり，拘

置されること自体が，すでに大きなショックを与える。

いいかえれば，それは非行という反応に対してマイナス

の強化になるので，条件反射理論でいう反応を消去させ

る要因となる。その上に，非行少年には，カウンセリン

グや読書療法等が施こされるので，一般的にいえば，こ

れらが複雑に絡み合って，人間改造がなされる。

　これは，山本が前に読書学会大会で報告した事例だが

とことわって，スピード・マニアであり，かつすぐ暴力

をふるう非行少年の事例を，ここであげた。彼はr補導

委託」という中間処分になり，建築屋に住み込となっ

た。前記の意味での条件反応は効を奏せず，住み込みに

なっても，運転するトラックには，同僚が一緒に乗って

いられないほど，スピードを出すことを止めなかった。

ところが，交通遺児の作文集r禾国にいるお父さま」か

ら，毎日三篇ずつ選び，これを与えて読ませ，感想文を

書かせるという，読書療法を試みた。彼は感想文の中

で，rクラスの中で一人だけお父さんがいない。（交通事

故で父は死亡）その気持ちは，その立場になってみない

＊　On“Reading　and　Character　Forτnation”by　Haruo

　Yamamoto．

とわからない。本当にかわいそうな子だ。……」という

ような共感（empathy）を表明し始めた。彼の行動観察に

よると，この作文集を読んだ後で，すっかり考え込み，

ショックを強く受けたように，見受けられた。こうし

て，交通遺児の作文集に基ずく読書療法により，彼は三

日目から運転のスピードを落とすようになり，r運転は

止めたい。」，と申し出るようにまでなった，という。

　一般に非行少年は，享楽的で意志薄弱な面があると共

に，自己中心性が強い。非行は，この自己中心性から来

るところが多いのであって，これを変換させるために

は，r共感性を刺激すること」が，有効であり，上記の

スピード・マニアの少年は，読書療法を通してこれが行

なわれた，と山本は考える。

　＜事例2＞として，山本は拘置中に逃亡をはかり，同

僚に暴力をふるう非行少年の読書療法と内観療法併用の

事例を述べた。先ず読書療法としては，r母」という文

集から20篇選び，前記と同様な読書療法を行なった。こ

れが，彼のしいたげられた多くの母への共感を刺激し

た。さらに，自分の母の愛情を思い出させると共に，彼

故に母が苦しんでいることに気付かせる契機となった。

グリュックの有名な非行少年の調査は，累犯という程度

の重い非行少年の調査であるが，そういう非行少年でも

なおかつ，60％はr母は自分に愛情がある。」と答えて

おり，愛情の欲求不満が，非行の原因とは一概にはいえ

ない。彼らは，母の愛情を，その自己中心性の故に気付

かないところに，むしろ原因を求めるべきだ，と山本は

いう。

　ところで，事例2の暴力少年には，他方では内観療法

として，先ず幼児期，低学年期と年代を区切り，r今ま

一32一



で誰にどんな世話になったか」，回想させた。彼がつぎ

つぎに連鎖的に世話になったことを思い起こした後で，

つぎに，rそれに対して，どうお返しをしたらよいか。」，

考えさせた。このことも，とかく不平・不満ばかりが眼

につく彼の自己中心性を転換させる契機となり，暴力を

ふるわなくなり，まじめに仕事をやるようになった，と

いう。

　内観療法は，意識から忘れられた過去の事実を意識さ

せることにより，自己洞察を成立させる点は，精神分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

学と似ている。しかし，世話になった過去の事実を意識

　　　　　　　　　　　　　　
させる点が，傷あとを意識させる精神分析学と異なる。

また，同じ内観療法でも，人により強調点の差がみられ

る。たとえば山本は，世話になった過去の事実を回想意

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
識させた後で，どうこれに報いるべきか考えさせれば十

分で，それによって自己洞察が成立すると考えるが，吉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本伊信は回想の後で，大いに非行を責めるべきだと強調

する。この点について山本は，婦女暴行少年の事例にも

触れた。この少年に対しては，彼のかわいがっている妹

と，妹をかわいがる母の行動とを，つぎつぎに回想させ

た。つぎに，彼が暴行を犯した少女とその母親の愛情と

の関係を，考えさせ，これにより，非行から立ち直らせ

ることができた，という。

　以上は，大雑把な山本の研究報告のあらましである。

平沢薫司会のもとに，引き続き行なわれた質疑・討論の

中から・つぎに，二・三あげてみよう。

＜質疑＞自己中心性を特性とする非行少年に対してr共

感一自己洞察」という治療過程の有効性は，十分うな

ずける。他方，彼らの持つ意志薄弱という特性に対して

は，はっきりした自己の目標意識に欠けることと，その

目標を達する方法・過程がわからないところに原因が考

えられる。はっきりした目標意識・方法を持たせること

により，成功した事例はないか。

＜応答＞ある。19才で処女を奪われ，rどうせわたしは

紙屑みたいなものだから」と，ふてくされていた少女の

　　　　　　　　　　　　　　　公開研究会報告

事例だ。同様な目に合い，週刊紙にまで報導されながら

も，じっと耐え，幸福な花嫁の座を勝ち採った藤本さぶ

みさんの例を話し，またそのお父さまのすぐれた態度を

話した。これが契機となり，r自分にも，まだ将来があ

る」と，彼女は立ち直った。なお，非行から立ち直る原

因の第2位にr恋愛と結婚」が統計学的にあげられてい

ることが注目される。

＜質疑＞非行から立ち直らせるために，彼らに道義的認

識や価値観を培うことの効果はいかに。

＜応答＞中国（中共）の洗脳は，正に価値観改造の方法

論と考えてよかろう。しかし，自由主義社会という文化

形態のもとで，非行少年にその方法がそのまま通用する

かどうかは，慎重な考慮の余地がある。また，非行少年

の場合，その（人格的）特性からして，共感という感情

面が大切なので，善悪の認知的側面は，普通の少年にと

くに劣るわけではないように思われる。（資料により詳

しく説明）

＜質議＞児童作文による読書療法の有効性はよくわかっ

たが，文学作品一例えば「杜子春」一のようなもの

はどうか。

＜応答＞児童作文を先ずとりあげたのは，非行少年の母

や身近かな体験に結びつき，したがって共感性を刺激し

易いと考えたからだ。おっしゃるように，文学作品も，

その点さえ彼らの情況に合えば，すぐれた文学作品は大

いに有効と思うが，まだ手をつけていない。

＜質疑＞事例1のスピードマニアの場合，交通事故の現

場を見せるようなやり方はどうか。それが有効とすれ

ば，治療は唯一つとはいえない。

＜応答＞優良運転士の調査で，r交通事故の現場をみた。

友人がやられたので真重になった。結婚して子どもがで

きたので慎重になった。」等を，その原因として多くあ

げている。治療は唯一つの方法に個定されたものではな

い。読書療法の他にビデオ療法なるものも，将来有望と

考える。（文責・岡本奎六）
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A7寓． 報

公開研究会（1月18日）

　午後2時より東京教育大学E館156号室で開催。講師

黒崎宏氏（成城大学）司会井上尚美会員（東京学芸大学）。

主題「言語と読書の生態学」

常任理事会（2月25日）

出席　倉沢会長　望月副会長　滑川　福沢　増田　室伏

　　各常任理事。

欠席なし

（1）読書科学刊行の件

　第18巻3号（通巻69号，昭和49年12月30日付）はよう

やく原稿が揃い，英文サマリーをつける作業に入った。

同巻4号（70号）は原稿が不足している。以上のように

室伏編集委員長から報告があった。

（2）学術刊行物刊行助成金申請の件

　上記のような事情で12月発行の号が遅れたため，今年

は申請をすることがでぎなかった。以上の通り阪本事務

局長から報告された。

（3）ニュースレター発行の件

　版型，紙質などのこまかい点について事務局から資料

の提出があり，審議の結果，クリーム色上厚紙，B5版

9ポ横組2版で製作することにきまった。ニゴースレタ

・一の題については倉沢会長が次回常任理事会に案を提出

すること。第1号の発行は昭和50年4月1日付を目標と

する。実際の製作は阪本事務局長が行なう。以上のよう

に決定した。

（4）第19回研究大会の件

　期日を昭和50年8月1日（金）2日（土）の2日間，

会場を私学会館としたい旨阪本事務局長から提案があ

り，これを承認した。

　次に主題について討議され，r生涯教育と読書」を今

回の主題とすることがきまった。

（5〉　I　RA関係の件

（イ）読書科学編集委員ドナルド・レトン（ハワイ大学）

　と，I　RA事務局のロナルド・ミッチェルの両博士が

ちょうど同じ時期に来日したので，1月10日夜，茗渓

会館に会長・副会長・常任理理・編集委員が集まって

歓迎した旨倉沢会長から報告があった。

（ロ）ロナルド・ミッチェル博士は，1976年8月の第6

　回国際読書会議（シンガポール）の下見の途中に来日

　したもので，その国際会議には公用語として英語と日

本語の二つを採用する方針であることを明らかにした

上，日本から多数の発表者と参加者が得られるよう，

協力を求めた。そこで日本読書学会としてもできる限

　りの努力をすること）発表者と司会者を合わせて10人

程度をプ・グラムにのせるよう準備をすすめることが

確認された。

の　I　RA会員マソイヤ博士（ノースカ・ライナ大学

　教授）が急に来日し，学校の参観を希望してきたの

　で2月28日に烏山北小学校を参観するようアレンジし

　た。同校では，校長の出雲路常任理事が受け入れにあ

　たる。以上のように阪本事務局長から報告があった。

公開研究会（3月15日）

　午後2時より東京教育大学E館156号室で開催。講師

深川恒喜理事，司会望月久貴副会長。主題r学校図書館

を場とする読書の問題」

常任理事会（3月15日）

出席　倉沢会長　望月副会長　岡本　阪本　滑川　増田

　　各常任理事。

欠席　出雲路　福沢　室伏各常任理事。

（1）常任理事会開催日の件

　倉沢会長の提案で，常任理事会は原則として公開研究

会のある日に，それに引きつづき開催することを申し合

わせた。

（2）ニュースレターの件
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倉沢会長から，ニュースレターの題をr日本読書学会

通信」とすることが提案され，了承された。4月2日に

第1号を出すよう努力する。．

（3）第19回研究大会の件

今回の参加費は昨年と同様1，000円（会員外1，500円）

とし，前納者も当日納入者も同じとする。但し本年から

資料集は実費で販売するものとする。以上が承認され

た。

〈4）　I　RAニューヨーク大会の件

　5月13～16日にニューヨークで開かれる第20回I　RA

年次大会に阪本事務局長が出席を予定している。また東

京教育大学大学院金英子氏も出席の予定なので，二人を

日本読書学会め代表として承認し手分けして事務的な会

合にも出席するよう依頼することがきまった。

（6）読書科学賞委員会の件

　次のメンバーでこの委員会を正式に発足させ，読書科

学賞規程の改正と本年度受賞候補者の選定を会長から委

嘱することになった。

　委員長望月久貴

　委　員　岡本奎六，尾原淳夫，倉沢栄吉，阪本一郎，

　　　阪本敬彦，滑川道夫，増田信一。

〈7）曜和50年度予算案，第19回大会予算案の件

　この二件が阪本事務局長から提案され，事務局の提案

の通り仮承認された。

昭和49年度における常任理事会出席状況

　　　　　出席回数　　』欠席回数

出雲路猛

岡本奎六

倉沢栄吉

阪本敬彦

滑川道夫

福沢周亮

増田信一

室伏　武

望月久貴

3

7

7

6

7

2

6

6

7
公開研究会（4月19日）

5

1

1

2

1

6

2

2

1

　　　　　　　　　　　　　会　　報

午後2時より東京教育大学E館156号室で開催。講師

本田和子氏（お茶の水女子大学），司会高木和子編集委

員。主題r幼年文学と読み手の関係一前読書行為にお

いて成立するもの一」

常任理事会公（4月19日）

出席　倉沢会長　望月副会長　岡本　増田各常任理事。

欠席　出雲路　阪本　滑川　福沢　室伏各常任理事。

（1）　1’RAニューヨーク大会の件

倉沢会長の参加が急にきまったので，学会を代表して

公式行事に出席するよう依頼した。5月10日出発　22日

帰国予定。

なお，金英子会員は会長と同日程，阪本事務局長は5

月3日出発，22日帰国予定。

（2）地方公開研究会の件

秋に一度大阪で行なえるよう岩坪昭子，浜中重信両会

員に打診してある旨倉沢会長から報告があった。

（3）第6回国際読書会議の件

（イ）この会議の発表申込みは4月1日に締切られた

　が，2月25日の常任理事会の決定に基づぎ，日本語が

公用語として採用された場合約10名の日本代表をプロ

　グラムにのせるよう申し入れたところ，おおむね了承

　したという返信があった。そこですでに正式に申しこ

　みをすませた村石理事，阪本事務局長を除く8名の発

　表者に“？き，会員や過去の大会発表者等から希望をつ

　のることにった。

　（ロ）ウィーンで開かれたシンガポール大会の企画委員

　会の席上で阪本事務局長が検討を依頼されてきたシン

　ポジウム「マスメディアと読書」について，企画委員

　長ファイテルソン博士（イスラエル）から返事の督促

　があった旨報告された。しかしこの問題はなお検討を

　要するので，倉沢会長と阪本事務局長に処理を一任し

　た。　　　　　　　　　　　　　　・

　の　各国語の読みの初歩をいかに教えるかについての

　デモンストレーションを行いたい旨，ファイテルソソ

　博士から依頼があった。討議の結果前向ぎに検討する

　ことになった。
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　読書科学　（XIX，1・2）

（4）常任理事会の開催日について

　3月15月の常任理事会で，原則として公開研究会に引

きつづぎ開催することに決まったが，土曜日が定期的に

つごうの悪い常任理事があり，その一部から辞意を表明

されたので，全常任理事のつごうのよい曜日を調査し開

催日を決め直すことが阪本事務局長から提案された。し

かし，土曜でないとつごうの悪い方もあるので，一応調

査することだけを承認し，開催日については追って検討

することになった。

公開研究会（6月7日）

　午後2時から東京教育大学E館156号室で開催。講師

石川弘義氏（成城大学），司会佐藤泰正理事。主題「大

衆と読書」

常任理事会（6月7日）

出席　倉沢会長　望月副会長　出雲路　岡本　阪本各常

　　　任理事。

欠席　滑川　福沢　増田　室伏各常任理事

（1）第19回研究大会の件

　発表申込が〆切日までに10件しかないため，役員が積

極的に発表するよう依頼することになった。

（2）阪本一郎賞の件

　従来r読書科学賞」副賞としてとりあつかってきた

　「阪本一一郎賞」について，阪本名誉会長から．下記のよ

　うに内規を改めて，r読書科学研究奨励賞」の副賞に変

　更したいとの申し出があり，これを了承した。この変更

　は，本年度の受賞から有効とする。

　　　　「阪本一郎賞」内規

　　　1．　r読書科学研究奨励賞」には副賞として「阪

　　　　本一郎賞」を贈呈する。

　　　2．前条の副賞は阪本一郎名儀の銀行貸付信託予

　　　　金壱百万円の利子の寄付を受け，これに当て

　　　．る。

　　　3．第1条r読書科学研究奨励賞」の該当者がな

　　　　い年度には，その利子は翌年度に繰越す。また

　　　　該当者が複数であった場合は，本会の正会員を

　　　　優先する。また本会の正会員が複数であった場

　　　合は，該当者に等分する。

　　4．　r阪本一郎賞」の寄付は日本読書学会の存1続

　　　期間とする。ただし学会の意志によってこれを

　　　止めることができる。

（3）本年度読書科学賞選考の件

　読書科学委員会（望月久貴委員長）によって，規程改

正に関するアソケート調査に行なってきたが，現在のと

ころ同規程の改正は必要としないとの結論に達した旨望

月副会長から報告があり，これを了承した。そこで従来

通りの方法で本年度の受賞者を選考することとし，7月

の常任理事会までに，役員・委員に受賞候補者のすいせ

んを求めることを同委員会に依嘱した。

（4）シンガポール大会発表者の件

　4月22日付書状で役員に発表におすすめしたところ，

6月7日までに4件（阪本一郎，滑川道夫，倉沢栄吉，

尾原淳夫）の申しこみがあった旨阪本事務局長から報告

があった。なお数名の方に発表にすすめると共に，現場

からも発表者をたてるよう，前向きに努力することにき

めた。

（5〉　日本読書学会通信の件

　第1号は4月1日付で発行された旨阪本事務局長から

報告があった。第2号は，倉沢会長，阪本事務局長，金

英子会員が出席した，I　RAニューヨーク大会の報告と，

来年のシンガポール大会の予告を中心として，早急に編

集を進め，発行を急ぐことがきまった。

（6）ピロネク博士の受け入れの件

　カナダからフ・一レンス・ピ・ネク博士（ブリティッ

シュコ・ンビア大学教授）が来日し日本読書学会会員に

講演したい旨申し入れがあったが，公開研究会の講師は

すでにきまっていたので，6月25日に世田谷区立烏山北

小学校（出雲路猛校長）の見学にひきつづき，午後6時

から茗渓会館で講演会とレセプションを開くことにきま

った。講演会は役員と会員有志に公開する。レセプショ

ンは会費2，000円で役員に案内状を出す。

（7）日米読書会議の件

　I　IRAニューヨーク大会の際，阪本事務局長がラルフ
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～

o

・スタイガーI　RA事務総長に会見し，来年の夏の日本

読書学会第20回研究大会は，シンガポール国際会議に参

加するアメリカ代表団の旅程（東京滞在期間）に合わせ

て開催したいこと，これをきっかけに，定期的に日米読

書会議を開催したいことを申し入れた。これに対して，

スタイガー博士からは，日本読書学会第20回大会を国際

的な催しにするのは賛成であるが，日米と二か国に限る

ような印象を与えることには原対であり，その他の国

々，カナダ・英国・ドイッ・デンマーク等々も同じよう

に受け入れてほしいとの返答があった。以上のように阪

本事務局長から報告があった。

常任理事会（6月25日）

出席　倉沢会長，阪本，増田両常任理事

欠席　望月副会長，出雲路，岡本，滑川，福沢，室伏各

　　常任理事。

（1）第19回研究大会の件

大会発表資料集は，増田常任理事が作成することを決

定。7月10日がぎりぎりの〆切日なので，発表者にとく

そく状を出す。

（2）シンガポール大会発表者の件

　増田常任理事から，現場からの発表者として，岩坪昭

子，嶋路和夫，伊藤みつ子の三氏に発表をすすめたとの

報告があった。三氏とも，チャンスが与えられれば，発

表したいとの返事であったという。

ピロネク博士講演会（6月25日）

　午後6時から茗渓会館で開催。司会と通訳阪本事務局

長。主題「カナダにおける読みのプ・グラム」倉沢会

長，増田常任理事のほか，烏山北小学校の先生方が出

席。講演に引きつづき歓迎パーティを行なった。

公開研究会（7月5日）

　午後2時より東京教育大学E館156号室で開催。講師

山本晴雄監事，司会平沢薫監事。主題r読書と人間改造」

常任理事会（7月16日）

出席L倉沢会長，望月副会長，出雲路，岡本，阪本，福

　　沢，増田，室伏各常任理事。

欠席　滑川常任理事。

　　　　　　　　　　　　会　 報

（1）読書科学刊行の件

第18巻3号（通巻69号，昭和49年12月30日付）は，阪

本事務局長渡米のため刊行がさらに遅れ，このほど7か

月の遅れでようやく刊行された。第70号は原稿が集まり

編集中。第71号は原稿が一本もない。以上のように室伏

編集委員長から報告があった。

（2）第19回研究大会の件

　プ・グラムの発送を完了し，資料集の作成中。順調に

準備が定められている旨報告があった。

（3）昭和48年度決算報告，第18回大会決算報告，昭和50

年度予算案の件

下記の通り阪本事務局長から提案があり，原案通り可

決した。

収入

内訳く

　　会
　　賛
　　売
　　利
　　寄
支出

昭和49年度決算報告

　1，914，080円

りこし金
　　　費
助　会　費

　上　　会

　　　子
　附　　金

1，908，391円

内訳　機関誌出版配布費

　　人　　件　　費

　　通信費交通費

　　印刷費消耗品費

　　本部運営費
　　公開研究会費
　　第18回研究大会補助金

　　第19回研究大会会場費内金

差引　・　　　　　　5，689円

　　収入

　　　内訳参
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第18回研究大会決算

　　327，868円

会　　費

　2，611円

584，500円

1，200，000円

　58，700円

　8，269円

　60．000円

1，124，064円

312，360円

　82，905円

　37，590円

　91，307円，

　58，297円

181，868円

20．000円

103，500円



読書科学　（XD【，1・2）

　　懇　親　会　費

　　本部より補助金
支出　　　　　　　　　327，868円

内訳大会案内印刷費

　　プ・グラム印刷費

　　資料集印刷費

　　その他印刷費

　　送　　　　料
　　準備アルバイ　ト代

　　当日アルバイト代

　　懇　親　会　費

　　、理　事　会　費

　　会合費・弁当代

　　交通費・運搬費

　　文　 具　 費㌧

　　雑　　　　費
　　会　 場　 費

差引　　　　　　0円

42，500円

181，868円

3，310円

73，830円

20，000円

2，140円

38，812円

21，680円

24，920円

78，360円

10，200円

31，130円

5，150円

14，755円

1，000円

2，581円

　　　　　昭和50年度予算

収入　　　　　　　　2，464，689円

・内訳くりこし金　　　 5，689円

　　会費1，000，000円
　　賛助会費　　1，380，000円

　　売上金　 70，000円

　　利　　　　子　　　　 9，000円

支出　　　　　　　　2，464，689円

内訳　機関誌出版配布費

　　人　 件　 費

　　通信費・交通費

　　印刷費・消耕品費

　　本部運営費
　　公開研究会費
　　第19回研究大会補助金

　　第20回大会会場費内金

1，200，000円

500，000円

　80，000円

　60，000円

120，000円

100，000円

230，000円

　20，000円

　　日本読書学会通信出版配布費

　　雑　　・　費

差引　　　　　　 0円

150，000円

4，689円

（3）会則改正の件

物価が上り，学会の会計にも重大な影響を与えてい

る。特に近く予定されている送料の値上げに備えて次の

ように会則を改正し，会費を昭和51年度から値上げした

い旨，阪本事務局長から提案があり，可決された。

（旧）会則第18条　会費は当分の間年額2，000円とし……

（新）会則第18条　会費は当分の間年額2，500円とし……

（4）読書科学賞の件

読書科学賞委員会（望月久貴委員長）が行なったアン

ケートの結果について検討し，本年度の読書科学賞は該

当者なしと決定。また読書科学研究奨励賞は福沢周亮氏

のr教育漢字における読字学習のための基本語彙に関す

る研究」（読書科学67・68合併号）が受賞ときまρた。

なお，次回の読書科学賞選考には，もっと多くの情報を

集められるように，読書科学賞委員会が検討すべきであ

るとの，附帯意見が出された。

（5〉事務局幹事の件

事務局長を補佐するため，事務局幹事をおくことが承

認され，有沢俊太郎氏（東京教育大学助手）にお願いす

ることになった。

（6）阪本名誉会長をI　RA国際賞にすいせんする件

　I　RAの国際賞受賞候補者に阪本名誉会長をすいせん

することが承認された。手つづき上，すいせんはI　RA

会員倉沢，望月，出雲路，阪本，福沢，室伏各理事と

し，すいせん文の作成は阪本事務局長に一任された。

日本読書学会第19回研究大会

主　催　日本読書学会

後援文部省・東京都教育委員会

と　き　8月1日（金）～2日（土）2日間

ところ私学会館

8月1日（金）

午　前　講堂　　　　　　　　　　　司会　湊　　吉正
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　　10：00　主体的読書人の育成をめざして

1　　　　　　　　　　　東京都中野区立桃丘小学校　中原　国明

一　　　　10：30　小学校6年生の放課後の読書時間一1週間

　　　　の生活時間調査から一

　　　　　　　　京都市立唐橋小学校　木村　　稔

　　11：00　小学校における読書感想文の指導

　　　　　　　　大阪市立教育研究所　岩坪　昭子

　　11：30　読書感想文の評価基準

　　　　　東京学芸大学附属大泉中学校　増田　信一

　　、12：00　ひとりひとり全員がいろいろの本をたのしく

　　　　おもしろく利用する

　　　　　東京都大田区立石川台中学校　大村　はま

　　午　前　702号室　　　　　　　　　司会　高木　和子

　　10：00　音読について　　　東京教育大学　有沢俊太郎

　　10：30　秋田喜三郎r国語教育実践理論」の現代的意
ハ

　　　　義一読方学習と読書の指導一

　　　　　　　　滋賀大学附属中学校　山本　　稔

　　11：00　人物の深さの係数について一物語絵本の研

　　　　究のために一
　　　　　　　立正学園女子短期大学　阪本　一郎

　　午後701号室
　　0：30理事会

　　午後講堂
　　1：30総会
　　2：30講演
　　　　r読書論」．　　　　　　哲学者　谷川　徹三

　　4：00　懇親会（703号室）

　　8月2日（土）　　　　　　　　　　　　『

　　午　前　講堂　　　　　　　　　　　司会　福沢　周亮

　　10：00読書によって人生を考える一漱石のrここ

　　　　　ろ」について，国語学習の発展として一

　　　　　　新潟県立高田北城高等学校　早津　秀雄

　　10：30　文芸的文章による自然教育の可能性について

　　　　　　　　　二松学舎大学　飛田　文雄

　　11：00　読みの教育目標の分類モデル

　　　　　　　　　　成城大学　岡本　奎六

　　　　　　　　b　　会　報
11：30　日本人の読みのタイプ

　　　大阪市立東淀工業高等学校『尾原　淳夫

午前702号室　　　　 司会増田信一

10：00　読書療法と家族力動

　　　　　　○青山学院大学　荒瀬　玲子

　　　　　　千葉家庭裁判所　大神　貞男
10：30　読書療法の効果的な実践的手続はいかにある

　　べきか　　　　○千葉家庭裁判所　大神　貞男

　　　　　　　青山学院大学荒瀬玲子

午後講堂
2：00　シンポジウムr生涯教育と読書」

　　　　発言者児童文学者今西祐行

　　　　　　東京大学平沢　薫
　　　　　　武蔵野女子大学　深川　恒喜

　　　　司　会　東京学芸大学　望月　久貴

昭和50年度理事会（8月1日）

出席　倉沢会長　望月副会長　岡本　阪本　滑川　福沢

　増田各常任理事　今村　大村　野地各理事　山本

　監事
欠席　出雲路　室伏両常任理事　大神　岡田　尾原　輿

　水　佐藤　深川　椋　村石各理事　平沢監事。

議事　下記の総会の議事と同じ。いずれも提案または報

　告の通り可決した。

日本読書学会昭和50年度総会

1　議長選出　増田信一常任理事

　野地潤家理事を議長に選出した。

皿　会長あいさつ　倉沢栄吉会長

皿議事
（1）昭和49年度事業報告　岡本奎六常任理事

（2）昭和49年度決算報告　阪本敬彦常任理事

（3）監査報告　山本晴雄監事

（4）昭和50年度事業計画案　岡本奎六常任理事

（5）昭和50年度予算案　阪本敬彦常任理事

（6）会則改正の件　阪本敬彦常任理事

（7）その他

】V　第9回読書科学賞授賞式
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　読書科学　（XD【，1・2）

　（1）選考報告『望月久貴副会長

　（2）授賞　倉沢栄吉会長

第9回読書科学賞

読書科学研究奨励賞　福沢周亮殿

　あなたは本学会機関誌「読書科学」の第67・68合併号

にr教育漢字における読字学習のための基本語彙に関す

る研究」を発表されました。この論文は読書の科学的研

究の今後に寄与するところ大なるものがあります。その

業績に対してここに読書科学研究奨励賞を贈り表彰いた

します。

　　昭和50年8月1日

　　　　　　　　　　日本読書学会理事長　倉沢　栄吉

公開研究会（9月20日）

　午後2時より東京教育大学E館375号室で開催。講師

石竹光江氏1（博報児童教育振興会），司会出雲路猛常任

理事。主題r幼児のための読み聞かせの技術」
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