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主人公の目標構造の教示が幼児による絵画配列に及ぼす効果

　　　　　　　　　継時的理解に及ぽす教示の効果の明確化　　＊

筑波大学　山　本　博　樹＊＊

　目　的

　紙芝居や絵本では，複数の絵画場面により出来事が分

割されて提示されるだけでなく，それらの絵画場面が継

時的に次々と提示される。このような形式を持つ紙芝居

や絵本から一貫した意味を理解する過程を考えた時，そ

こには独自の情報処理の過程が介在すると考えることが

できる。

　高木（1983）は，このような状況では出来事の全体像

を把握できないため，既有知識のような認知的枠組みを

作動させることは困難であり，そのため，個々の絵画場

面を継時的に関連づけながら全体構造を把握する必要が

あるとしている。ここから，紙芝居や絵本のような絵画

事象の理解の過程において，継時的に絵画場面を関連づ

けながら，全体構造を構成する過程が重要であることが

示唆される。それでは，このような出来事の全体像を見

渡すことのできない状況で，幼児は何を手がかりに絵画

場面を継時的に関連づけ，全体構造を構成するのであろ

うか。この点については，これまで次のことが明らかに

なってきている。

　高木・丸野（1981）は，出来事の全体像を見渡すこと

ができない状況を設定するために絵画場面をランダムな

順序で同時提示した後，小学生に一貫した物語を作話さ
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せた。その結果，このような状況で，一貫した物語を作

話するためには，統一的視点の維持を可能にするような

主人公の描き込み，すなわち，主人公の目標構造の描き

込みが重要な要因であることを示した。この研究を受け

て，高木・丸野（1982）は幼児についても検討し，提示

された絵画場面から主人公の目標構造を読み取ることが

重要な要因であることを示している。

　高木らの知見から，出来事の全体像を把握できない状

況において，幼児は主人公の目標構造を統一的な視点と

して利用しながら，絵画場面を継時的に関連づけ，全体

構造を構成することが示唆される。また，絵画場面の全

体像が提示された状況下においても，．内田（1983）が目

標構造の教示の効果を検討しており，目標を教示する群

としない群を設定し，共通の絵画場面を正順で提示した

後，作話課題や種々の課題を用いて，教示の効果を確認

している。

　以上の知見から，出来事の全体像を見渡すことができ

ない状況において，幼児は主人公の目標構造を継時的理

解のための手がかりとして利用していると言うことがで

きる。すなわち，主人公の目標構造が，後続の行為や出

来事の原因系をなす情報群（内田，1983）であることを

考えると，幼児は原因系を手がかりとしながら，絵画事

象を継時的に理解していると言うことができる。しかし，

目標構造の教示が継時的理解に及ぼす効果をさらに明確

にするためには，理解過程の継時性に重点を置き，幼児

の理解過程にさらに一歩踏み込んだ分析が必要であると

思われる。そのためには，実験の手続に改良を加え，新
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たな分析法を導入した上で，目標構造の教示の効果をさ

らに明確化する必要があろう。

　そこで，本研究では，以下の三点を改良した上で，主

人公の目標構造の教示が幼児による絵画事象の継時的理

解に及ぼす効果を検討する。まず第一に，異なる課題に

よる検討が考えられる。これまでの研究では，主に作話

課題が用いられることが多かった。本研究では異なる課

題による検討も必要であると考え，絵画配列課題を用い

ることにする。第二に，実験手続きの改良が考えられる。

高木ら（1981）において，絵画場面をランダムに提示す

ることにより出来事の全体像を見通すことができない状

況が設定されているが，その一方で，絵画場面が同時的

に提示にされるため，作話に際して，後続の絵画場面が

必ずしも見渡せないとは限らない。そのため，出来事の

全体像を見渡すことができないように，さらに状況を設

定する必要がある。そこで本研究では，絵画場面を継時

的にランダム提示し，幼児に絵画場面を配列させる。

　第三に，分析法の改良が考えられる。高木（1983）は，

絵画事象の継時的理解が，それぞれの絵画場面を継時的

に関連づける過程と，それらから絵画事象の全体構造を

構成する過程とを含む過程であることを示唆しているが，

主人公の目標構造の教示が継時的理解のどの位相に効果

を及ぼすのか興味がもたれるところである。そこで，本

研究では理解の所産だけでなく，理解の過程にも注目し，

教示が理解過程のどの位相に効果を及ぼすのかも併せて

分析することにする。

　山本（1991）は，4歳から6歳の幼児に，発端の絵画

場面を提示した後，残りの6枚の絵画場面をランダムな

順序で継時提示し，それらを正順になるように配列させ

た。そして，その配列過程を4象限のパターンに分類し，

頻度を分析している。本研究でも，この分析枠組みを利

用することにする。すなわち，絵画配列過程の記述につ

いては，次の二段階の記述を行なう。まず，記述の第一

段階では，下位過程の記述を行なう。絵画配列の過程に

おいては，三つの下位過程が考えられる。一つは後続の

絵画の位置どりを予め考慮した予期的配置（A），二つは

すでに配置してある絵画と当該の絵画を隣接させ統合す

る統合的配置（1），三つは一度配置した絵画の位置どり・

を入れ換える修正的配置（T）である。Fig．1の例では，

第1試行における絵画「と」の配置が予期的配置，第2

試行と第3試行における絵画「ま」と「ひ」の配置が統

合的配置であり，第4試行における絵画「ひ」の配置が

修正的配置である。次に，記述の第二段階では，絵画配

列の過程をこれら下位過程の系列として記述し，予期的

配置と修正的配置の有無の観点から，絵画配列の過程を

4象限のパターンに分類する。すなわち，Aと1の双方

を含む予期修正パターン（Fig．1），Aのみ含む予期統合

パターン（Fig．2），Aも1も含まない統合依存パターン
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Table1　「火事」と「泥棒」の絵画場面とラベリングの内容

順序 「火事」 「泥棒」

や

ま

も

と

ひ

カーテンに火がっいたところ

火が燃え広がるところ

逃げているところ

消防車が走って来るところ

火を消しているところ

回りを見渡しているところ

窓を開けたところ

部屋に入ろうとしているところ

お金をつかんでいるところ

おまわりさんが手をつかんだところ

（Fig．3），1のみ含む統合修正パターン（Fig．4）であ

る。このように絵画配列過程を四つのパターンとして記

述し，パターンごとの頻度を分析することにより，幼児

による絵画事象の継時的理解の過程を検討する。

　本研究では，主人公の目標構造の教示が幼児による継

時的理解に及ぽす効果を検討するために，従来の研究で

用いられてきた課題や手続き，および分析法を改良する。

そして，今回は，出来事の全体像を見渡すことのできな

い状況を設定した上で，目標構造の教示が幼児の絵画配

列に及ぼす効果を所産と過程の両方から分析することに

する。

方　法

実験計画二一要因の被験者内計画により行なわれた。

被験者：被験児は茨城県下の幼稚園の年長児。男女が各

12名で合計24名であった（平均年齢6歳3ケ月，5歳7

ケ月～6歳5ケ月）。

課題＝5枚の絵画場面からなる二組の絵画配列課題（「火

事」と「泥棒」）を用いた。各絵画は8cm×8cmで，WISC

（Kaufman，1979）の「火事」と「盗賊」を参考に作成

された。5枚の絵画には5つの場面が描かれていた

（Table1，Fig．5，6）。なお，各絵画は，便宜上，順次

「や」，「ま」，「も」，「と」，「ひ」と命名された（正順で

は，「や」「ま」「も」、「と」「ひ」となる）。

手続き：実験は実験者と被験児が対座して進められた。

主人公の目標構造を教示する条件（教示条件）では，目

標構造を教示した後匿絵画配列課題を実施した。

目標構造の教示：教示は次の二段階によってなされた。

まず，3枚の紙芝居逢一枚づっ提示しながら，主人公の

目標構造を読み聞かせた（Table2，3）。次に，読み聞か

せが終わった後1被験者による教示の理解を確認しなが

ら，教示を徹底させた。すなわち，教示に関する理解テ
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Fig．5　「火事」の絵画場面
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Table2　「火事」の教示用の紙芝居の構成 Table3　「泥棒」の教示用の紙芝居の構成

［1枚目の紙芝居の教示文］

　ある所に、ゆきお君という名前の男の子がいまし

た。ゆきお君はお母さんと二人で暮らしていました。

　お母さんは、，家で、．ゆきお君に「マッチ売りの少

女」の話をしました。ゆきお君は、マッチで火をつ

けたら、本当に好きな物が出てくるのか、やってみ，

たくなりました。

［2枚目の紙芝居の教示文］

　でも、お母さんから、「マッチを触っちゃダメ」と

言われていました。だけど、ゆきお君はやってみた

くなりました。

［1枚目の紙芝居の教示文］

　ある所に、ケンという名前の男の子がいました。

ケンは、お母さんと二人で暮らしていました。

　お母さんは1交通事故でけがをして、家で寝てい

ました。ケンは、お母さんを病院へ連れて行ってあ

げたいと思いました。

　でも、家にはお金がないので、連れて行ってあげ

ることができませんでした。だから、ケンはお金が

欲しいと思いました。

［3枚目の紙芝居の教示文］

　マッチは、テーブルの上にありました。ゆきお君

は、マッチを一本取ってみました。そしてマッチを

すり始めました。

［2枚目の紙芝居の教示文］

　近所に、大金持ちの家がありました。ケンは大金

持ちの家へ行きました。

［3枚目の紙芝居の教示文］

そして、盗みに入りました。

Table4　「火事」の質問項目と回答例 Table5　「泥棒」の質問項目と回答例

質問項　目

男の子の名前は何ですかP

ゆきお君はだれと住んでいます

かP

ゆきお君はどんなお話を聞きま

したかP

テーブル上にあったのは何です

かP

ゆきお君は何を始めましたか？

回答例 質問項　目

ゆきお君

お母さん

マッチ売りの少女

マッチ

マッチをすり始めた

男の子の名前は何ですかP

ケンはだれと住んでいました
か？

お母さんをどこへ連れて行きた

かったのですかP

ケンが欲しかったものは何です

かP

ケンは何をしようとしました
かP

回答例
ケン

お母さん

病院

お金

お金を盗もうとした

スト（5項目からなり，5点満点）を実施する形式をと

りながら，1項目ごとに回答の正誤に関係なく正答を教

示し，教示の理解を徹底させた（Table，4，5）。ちなみ

に，「火事」では平均得点が3．8点，「泥棒」では4．6点で

あり，課題差は「火事」における主人公の名前（ゆきお

君）の誤答によっていた。このような教示スタイルによ

り，被験者による主人公の目標構造の理解が徹底された

と考えることができ，目標構造の教示が後続の絵画配列

に効果を及ぼすことが期待された。

絵画配列課題の実施：目標構造の教示の後，「さっきの紙

芝居の続きをします。だけど，（示しながら）この紙芝居

は順番がバラバラになってしまっているんです。だから，

これ（絵画「や」）に続けて全部の紙芝居がちゃんとした

順番になるように並べてほしいんです。そして，もしお

かしくなったら並べかえてもいいからね」との教示を与

え，残りの絵画をランダムな順序で継時的に提示した後，

同サイズの枠取りがされた台紙上に配列させた。なお，

提示の際，隣合う絵画が続けて提示されることが無いよ
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う，提示順序は「や」→「と」→「ま」→「ひ」→「も」

か「や」→「も」→「ひ」→「ま」→「と」のいずれか

によりなされた。また，提示の際に，Table1に従い，「こ

の紙芝居は○○しているところ」と各絵画の内容につい．

て正確なラベリングを与えると同時に，被験児にそれを

反復させ，絵画場面の多義的な解釈を統制した。例えば，

「泥棒」課題における絵画「も」は「部屋に入ろうとし

ているところ」とし，「部屋から出るところ」と1の解釈を

させないよう，ラベリングを徹底させた。

　また，主人公の目標構造を教示しない条件（統制条件）

では，紙芝居による読み聞かせは行なわず，教示条件と

同様の手続きにより，絵画配列課題を実施した。

　本実験では，条件，課題，絵画の提示パターンがそれ

ぞれカウンターバランスされていた。同種の絵画配列課

題で練習を行い，被験児が手続きを十分に把握した後に

行われた。

結果

1）目標構造の教示が絵画配列の所産に及ぼす効果

　最終的になされた絵画配列について，隣合う絵画同士

が適切に配列された場合に，1点を与える連得点法によ

り得点化を行なった（4点満点）。予備的分析として，性

差（2），課題差（2〉および提示順のパターン（2）について，分

散分析を行ったところ，主効果および交互作用はいずれ

も有意には認められなかった（それぞれ，p＞．05）。そこ

で，以下においては，主人公の目標構造の教示の効果に

絞って本分析が行われた。

　Table6は，教示条件と統制条件における平均得点と標

準偏差を示したものである。t検定の結果，条件差に有

意差が認められた（両側検定：t（23）ニ2．35，

p＜．05）。ここから，統制条件よりも教示条件において，

最終的になされた絵画配列の所産の得点が高いことが示

され，主人公の目標構造の教示の効果が示された。

　次に，条件差と連の位置について分析を行なった。絵

画「や」と絵画「ま」の間を第一連，絵画「ま」と「も」

を第二連，絵画「も」と絵画「と」を第三連，絵画「と」

と絵画「ひ」を第四連とし，各連の正答者数を算出した。

Table7には，教示条件と統制条件における各連の正答者

数が示されている。この表により，条件（2）×連の位置（4）

について，弓野（1981）による対数一線形モデル分析

（LOG2）を行った。その結果，条件の主効果について有

意傾向が認められた。すなわち，教示条件においてプラ

ス（u1（1）ニ1．908SEニ1171，p〈．10），統制条件におい

てマイナスの有意傾向が認められた（u1（2）ニー1．908

SEニ．171，p〈．10）。ここから，教示条件において連の正

答者が多く，統制条件では連の正答者が少ない傾向にあ

ることが示された。従って，教示の効果は連の正答者数

に効果を及ぼすが，連の位置には効果を及ぼさないこと

が示された。

　二つの分析の結果から，主人公の目標構造を教示する

ことが，幼児の絵画配列の最終的な所産に効果を及ぼす

ことが示された。ただし，連の位置への教示の効果につ

いては認められなかった。

2）目標構造の教示が絵画配列の過程に及ぼす効果

　各被験児による絵画配列の過程は，山本（1991）に従っ

て分類された。すなわち，予期的配置と修正的配置の有

Table6絵画配列課題の平均得点とSD Table7　教示条件と統制条件における各連の正答者数

教示条件 統制条件 連の位置

　N
平均得点

標準偏差

24

3．2

1．2

24

2．3

1．6

1 2 3 4 計

教示条件　22　20　16　18
統制条件　15　13　11　15

76

54
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Table8教示条件と統制条件におけるパターンの頻度

パターン

条　件 1 II 皿　　IV 計

教示条件　　6
統制条件　10

3
4

1　　14

3　　　7

24

24

無の観点から，予期修正パターン（パターン1），予期統

合パターン（パターンII），統合依存パターン（パターン

lII），統合修正パターン（パターンIv）の四つである（Fig．

1，2，3，4）。

　まず，予備的分析を行なった。パターンの頻度につい

て，課題（2）×提示順のパターン（2）×パターン（4：1・

II・III・IV）について，弓野（1981）による対数一線型

モデル分析を行なった。その結果，パターンの主効果の

みが認められた。そのため，以下では，課題および提示

順のパターンは要因から除外して，本分析を行なうこと

にした。

　Table8は，教示条件と統制条件における各パターンの

頻度を示したものである。　この表により，・条件（2〉×パ

ターン（4）について，弓野（1981）による対数一線形モデ

ル分析（LOG2）を行った。その結果，主効果および交互

作用が有意に認められた。主効果については，パターン

において，パターンIVがプラス（u2（4）ニ2．997

SE＝．253，p＜．01），パターンIIIがマイナスに有意であり

（u2（3）＝一2．177SEニ．452，p＜．05），パターン1にプラ

スの有意傾向が認められた（u2（1〉ニ1．933

SEニ．266，＜．10）。ここから，パターンにおいて，統合修

正パターンが有意に多く，統合依存パターンが有意に少

ないことが示された。また，予期修正パターンが多い傾

向が示された。

　交互作用については，教示条件においてパターンIVが

プラスに（u12（1φ＝1．961SEニ．253，p＜．05），統制条件

においてパターンIVがマイ、ナスに有意であった

（u12（2のニー1．961SE＝．253，p〈．05）。ここから，主人

公の目標構造を教示した場合，その絵画配列がパターン

IVに従う頻度が高いことが示された。

　以上から，本実験で用いた絵画配列の過程において，

主人公の目標構造の教示が絵画配列過程の変容に効果を

及ぼすことが示された。すなわち，目標構造の教示が統

合修正パターンの頻度を高める効果を持つことが示され

た。

考察

　結果の分析から，主人公の目標構造の教示が絵画配列

の所産と過程の両面に効果を及ぼすことが示された。そ

こで，以下では，まず，教示が絵画配列に及ぼす効果を

所産と過程の両面から検証する。そして，その検証を受

けて，教示が幼児の絵画事象の継時的理解に及ぼす効果

を検討する。

　1）目標構造の教示と絵画配列の所産

　幼児による最終的な絵画配列の所産にっいて，連得点

を算出し，教示の効果を分析したところ，効果が有意に

認められた。また，連の位置との関連を分析したところ，

連の位置へ教示の効果が及ぶことは示されなかった。こ

こから，目標構造の教示が絵画配列の所産に効果を及ぼ

すとしても，それは部分的な効果ではなく，全体的な効

果であることが示唆される。すなわち，主人公の目標構

造の教示は，幼児による最終的な絵画配列に対して，全

般にくまなく効果を及ぼしたと言うことができる。

　2）目標構造の教示と絵画配列の過程

　幼児の絵画配列の過程を四つのパターンに分類し，教

示の効果を分析したところ，目標構造を教示することに

より，絵画配列の過程が変容することが認められた。こ

こから，教示の効果が過程の面から明確に示されたと言

える。つまり，目標構造の教示が幼児による絵画配列の

過程自体に直接の効果を及ぼすと結論づけることができ

る。それでは、教示の効果が絵画配列の過程にどのよう

な効果を及ぼしたのであろうか。言い換えるなら，出来

事の全体像を見渡すことができないような状況で，幼児

が絵画を配列する際に，目標構造の教示が配列過程にど

のような効果を及ぼしたのか，以下では，この点につい
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て考察を深めることにする。

　絵画配列のパターンの分析から，目標構造の教示が統

合修正パターンの生起に対して，教示の効果が認められ

たので，統合修正パターンの生起について考察すること

にする。山本（1991）は幼児にとって馴染みの深い出来

事が描かれた絵画を用いて，同様の実験を行なった。そ

の結果，予期統合パターンの生起が有意に多くに認めら

れた反面，統合修正パターンの生起は有意に少ないとし

ている。山本・杉原（1991）も，同様の手続きにより，

大人の絵画配列過程を検討した。その結果，統合修正パ

ターンの頻度が少ないとしている。これら二つの結果と

本研究の結果とを比較してみるなら，目標構造の教示が

統合修正パターンの生起に効果を及ぼしたという点にお

いて，目標構造の教示が固有の効果であったと言うこと

ができる。

3）目標構造の教示と幼児の継時的理解

　ここでは，上記の二つの考察を踏まえて，目標構造の

教示が幼児の継時的理解に及ぼす効果を明確化するため

に，考察を進めることにする。

　まず，教示が持つ固有の効果について，統合修正パター

ンの生起の観点から考察を進める。統合修正パターンに

は，二つの下位過程が含まれている。一つは提示された

絵画場面から暫定的な関係を構成するr次的過程であり，

統合的配置に対応する。もう一つは一次的構成を精緻化

する二次的過程であり，修正的配置に対応する。このよ

うに考えたとき，目標構造の教示が，絵画場面の時間因

果的関係の暫定的構成とその構成の精緻化の両面に効果

を及ぼしたと言うことができる。ただ，山本・杉原（1991）

による課題差とパターンの変容の分析から，統合修正パ

ターンは課題内容に依存しない頑健なパターンであると

考えられている。この結果を踏まえるなら，目標構造の

教示は関係の構成と構成の精緻化の両面に効果を及ぼす

としても，その効果は，絵画場面の関係の構成よりも，

二次的過程である構成の精緻化において，より波及する

と推察することができる。また，このように考察するこ

とで，教示の効果が絵画配列の全体に効果を及ぼしたと

する所産の分析結果とも考察を連動させることができる。

そして，さらに，この点において，目標構造の教示が固

有の効果を持つことが示唆されるのである。

　次に，理解の位相の観点から考察を深めることにする

と，主人公の目標構造の教示が，複数の絵画場面間の関

係を理解するという理解の一次的レベルを越えて，関係

の理解をさらに深めるという理解の二次的レベルに波及

するような効果を持つと推察することができる。

　従って，出来事の全体像を見渡すことができない状況

で，幼児が絵画事象を継時的に理解する際，絵画場面に

ついて暫定的な理解すると同時に，幼児は主人公の目標

構造を枠組みとして利用しながら，理解をさらに深めて

いくと考えられるのである。そのため，紙芝居や絵本の

ような形式を持っ絵画事象を幼児によりよく理解させる

ためには，主人公の目標構造をいかに把握させるかが，

理解過程の円滑化という面においても，重要な要因であ

ると結論づけることができる。

　4）今後の課題

　本研究から，主人公の目標構造の教示が幼児の継時的

理解に重要な効果を及ぼすことが明らかにされた。この

結果を踏まえるなら，目標構造をさらに効果的に教示す

るためにはどのような方法を用いればよいか，を検討す

ることがさらなる課題ぞある。例えば，今回，目標構造

を教示するために，一問一答形式を採用した。これは，

幼児に自発的に回答をさせ，その後訂正することで，目

標構造の理解を確かなものにさせるという意図からで

あった。しかし，実際に，一問一答形式が教示の理解に

有効か否かについて検討はなされていない。今後は，こ

の点も含めて，目標構造の教示の形式について，さらに

検討する必要があると考えられる。

要約

　本研究では，主人公の目標構造の教示が幼児の絵画配

列に及ぼす効果について検討した。24名の6歳児が実験

に参加した。教示条件では，3枚の紙芝居により，主人
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公の目標構造を教示した。統制条件では目標構造の教示

は与えなかった。

　課題は5枚の絵画で，「火事」と「泥棒」が描かれてい

た。これはWISCの絵画配列課題を参考に作成されたも

のである。実験では，5枚の絵画がランダムな順序で継

時提示され，幼児にそれらを正順になるように配列させ

た。

　絵画配列課題の結果については，所産と過程の両面か

ら分析した。主な結果は以下の通りである。

（1）統制条件よりも，教示条件で，幼児は絵画をより正

　確に配列した。

（2）絵画の配列パターンでは，統制条件よりも教示条件

　で，統合修正パターンがより多く生起した。

　以上の結果から，幼児は出来事に関する全体像を持た

ない状況で絵画事象を理解する際に，絵画場面の関係を

暫定的に理解し，主人公の目標構造を認知的枠組みとし

て利用しながら，理解を深めていくことが示唆された。
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SUMMARY

　　　　　The　effect　of　instructions　on　a　character’s　goal

structure　on　how24preschoolers（6－year－01ds）arran－

ged　a　series　of　pictures　was　investigated．The　instruc．

tion　condition　provided・廿1e　character’s　goal　structure

by　telling　a　story　using　several口ictures．The　story　for

the　control　condition，however，was　not　related．The

test　materials　adapted　from　the　WISC　PICTURE

ARRANGEMENT　TESTconsistedoftwosetsoffive

pictures－one　about　a　fire　and　the　other　about　a　thief．

These　pictures　were　presented　successively　in　random

order，and　subjects　were　asked　to　arrange　them　in　the

most　apPropriate　order．

　　　　　The　analyses　of　the　products　and　processes　of

the　preschoolers’picture　arrangements　yielded　the

following　main　results：1）the　preschoolers　in　the

instruction　condition　could　arrange　the　pictures　in　a

more　appropriate　order　than　the　preschoolers　in　the

control　condition；2）an　integration－modification　pat－

tem　ofpicture　arrangement　was　seen　more　frequently

in　the　instruction　condition　than　in　the　control　condi－

tion．These　results　suggest　that，when　preschoolers

attempt　to　comprehend　a　series　of　pictorial　events

without　knowing　the　complete　stnlcture　of　events，

they　benefit　from　a　knowledge　of　the　character’s　goal

stnユcture，for　it　provides　them　with　a　cognitive　frame

of　reference　to　understand　the　provisional　relation－

ships　among　the　pictures．
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視覚障害者に対する態度変容における盲児用「さわる絵本」

　　　　　　　　　　　　　　の作成体験の効果　II

　　　　　　　　　　　　　変容効果の持続性について　　＊

筑波大学徳田・克己＊＊

1　はじめに

　筆者は，保育系の短期大学や専門学校における障害児

に関連する授業を活用して，数が不足している盲児用の

「さわる絵本」を作成する実践を行ってきた（徳田，1989

a）。また徳田（1990a）は，障害理解教育の方法論の開発

という視点から，盲児用の「さわる絵本」の作成体験が

視覚障害者に対する態度の変容に及ぼす効果を多次元的

態度尺度を用いて検討した。その結果「さわる絵本」作

成体験は有効な態度変容技法であることが確かめられた

が，それらの絵本が寄贈された際の盲学校の子どもたち

の反応や指導者の意見などが作成者である学生にフィー

ドバックされる場合に，特に態度変容効果が高まること

が確認された。すなわち，自分たちが作った絵本がどの

ように活用され，どのように喜ばれ，またどのような欠

点があったかなどについての情報を作成者にフィード

バックした場合の方が，単に作成しただけの場合よりも，

視覚障害児・者に対する態度を好意的に変容させる効果

が大きかったわけである。その研究において用いた手続

きでは，変容効果の確認は絵本作成の一週間後に行われ

ており，時間とともにその変容効果がどのように変化し

ていくかという変容効果の持続性については研究課題と

して残されている。

　実践直後に大きな変容効果が得られたとしても，その

。　A　fo皿ow－up　study　of　college　students’attitudes　toward

blind　children．

●．TOKUDA，Katsumi（University　of　Tsukuba）

効果が長期間にわたって持続しなければ障害理解教育の

視点からするとあまり大きな意義はない。いかに効果的

な方法が開発されようとも，改善した態度が少し時間が

経つとすぐに元に戻ってしまったのでは有効な態度改善

とは言い難いのである。人種差別の解消を目的にして実

施されている欧米の研究の結果などから考えると、単に

知識を与えるだけの講義法よりも，情緒的な反応がとも

なう技法である障害者援助体験法や読書法などの方が変

容効果が長期間持続するのではないかと予想される。

　徳田（1990b）は，最も効果的な態度変容技法のひとつ

である盲人の手引き体験法の効果を，手引きの体験直後，

2か月後，5か月後の時点で測定した。短期大学幼児教

育科女子学生46名を被験者とした実験の結果を5つの態

度次元別に紹介すると，まず「拒否的態度」の次元は実

習直後と2か月後ではほぼ同程度の好意性が示されてい

るが，5か月後では非好意的な方向に態度が変化した。

「統合教育」の次元では，実習直後に統合教育を容認す

る方向に態度が大きく変容し，2か月後，5か月後には

さらにその傾向が強まった。つまり，時間経過とともに

さらに態度が改善する方向に向かった。「特殊能力」の次

元では，手引きの実習直後においては実習前に比べて，

誤った認識をもつ傾向が弱まっており，2か月後，5か

月後と時間が過ぎるにしたがって，さらに正しい認識を

持っ方向に態度が変容した。「自己中心性」の次元では，

実習前に比べて実習直後㌍大きく得点が変化し，手引き

の体験によって被験者は「視覚障害者は他人に対して手

伝ってもらうことを当然と考えているわけではなく，ま
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た自己中心的な性格でもない」という正しい認識を持っ

傾向がみられた。しかし，2か月後では再び非好意的な

方向に態度が変化し，5か月後ではさらにその傾向が強

まった。「交流の当惑」の次元では，実習前に比べて実習

直後には顕著な態度の改善が示されたが、「拒否的態度」

「自己中心性」の次元と同様に，2か月後，5か月後と

時間を経るにしたがって，態度が実習前の傾向に戻るこ

と，つまり非好意的な方向に変容することが明らかに

なった。

　これらのことをふまえて，本研究では，現在までに効

果を検証してきた態度変容技法（徳田，1990c）の中でも

ポジティブな方向への変容の幅の大きかった，作成者に

対するフィードバックを行う「さわる絵本」作成体験法

の効果の持続性について明らかにすることを目的とした。

II方法

　①被験者

　東京成徳短期大学幼児教育科女子学生35名（平成元年

度2年生）を被験者とした。本研究では被験者の態度を

3回にわたって測定したが，3回目（6か月後）は被験

者が短期大学を卒業した後であったので，郵送調査法に

よった。その回収率は85．7％（30名回答）であった。

　本研究は，将来，幼稚園教諭，保育所保母，児童施設

職員になる者を養成する保育者養成校において実施して

いる。保育者養成校での態度実験は，それ自体が教育活

動でなければならない。原則的にネガティブな方向への

態度変容は避けなければならず，もしそのような結果と

なっても十分に対応できる条件を整えていなければなら

ない。すなわち従来の研究にみられるような「一回きり

の，やりっぱなしの態度調査」ではなく，実験後も十分

な教育の機会が持てる被験者のみを選択し，もしネガ

ティブな結果が生じたとしても時間をかけて指導がおこ

なえる条件設定が必要である。本研究は授業計画に組み

込まれた教育活動であり，被験者をすべて著者の担当し

ている授業の受講生の中から選択しており，十分な事後

指導を実施した。

　また3回目の郵送調査後に，2回にわたって調査対象

者全員に対して，調査結果の概要と障害者理解のための

資料を読みやすくまとめて，ニュースレターとして郵送

した。

　②手続き

　通常の授業である「社会福祉2」の時間に絵本の作成

の意義と具体的な作成方法を指導し，同時に態度の測定

のためのプリテストを実施した。被験者は4～6名のグ

ループに分かれ，約2週間かけてそれぞれ独自の工夫を

してさわる絵本を作成した。その2週間後の授業におい

て，作成した絵本の発表会をおこない，他のグループの

作品を目隠しをした状態で触察する体験をもった。さら

に1週間後に，作成した絵本を茨城県立盲学校に寄贈し

た際に撮ったスライド35枚（子どもたちが絵本をさわっ

ている場面）を見せながら，約60分間解説をおこなった。

その後同じ態度尺度を用いて態度を測定し（第1回ポス

トテスト），同時にスライドを見た感想を自由記述式に

よって書かせた。

　絵本作成の約6か月後，第1回ポストテストと同様の

内容の第2回ポストテストを郵送法によって実施した己

　態度の測定は社会的に望ましい方向への反応の偏りを

避けるために，すべて無記名で実施した（郵送法を用い

た場合には返信の封筒にも名前を記入させなかった）。ま

た授業担当者が実験者であることによる，いわゆる「実

験者の効果」が生じないように，本研究の教育的意義を

被験者に十分に説明したq

　③態度測定尺度

　ある実践によって態度がどのように変容したかについ

て客観的に評価するためには精度の高い尺度が必要であ

る。従来の研究では，障害児・者に対する態度が好意的

か，非好意的かといったことだけがわかる一次元的な尺

度が主に使用されていた。しかし「障害児・者に対する

態度の構造は多次元的である」（河内，1990；Whiteman

＆Lukoff，1964）ことが明らかになっている現在，より

詳細な検討をおこなうためには一次元的な尺度では不十

分である。
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　そこで本研究では，視覚障害者の態度を多次元的に解

釈することができる「視覚障害者に対する多次元的態度

尺度」（河内・徳田，1988）を用いた。

　以下にこの尺度から導き出される5つの態度次元の名

称を示す。

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

拒否的態度

統合教育

特殊能力

依存的な自己中心性

交流の場での当惑

　なお、本研究に用いた尺度の詳細については徳田（1989

a）を参照されたい。

皿　結果と考察

　図1に次元別にみた多次元的態度尺度の得点の変化を

示した。尺度得点と態度の関係からみると，「拒否的態度」

「特殊能力」「自己中心性」「交流の当惑」の次元は得点

が低い方が好意的であり，「統合教育」は得点が高い方が

好意的と解釈できる。

　「拒否的態度」の次元は，視覚障害者と共に働いたり，

視覚障害者を仲間に入れることへの拒否的傾向を表す次

尺

度

得

点

7

6

4

’1

1鍮1

羅霧

騰

藏

難
ll萎

臨

羅一鵠

麟
懇
鐵

嚢iii萎

，拒否的態度　　績台教育　　　特殊能力　　自己中心性　　交漁の当惑

図1．態度尺度得点の変化

元である。尺度得点が高いほど視覚障害者に対する拒否

的傾向が強いわけである。図をみると，作成1週間後に

は尺度得点が低下し，大きく態度が改善されているが，

6か月後では作成前の方向，すなわち非好意的な方向に

態度が戻る傾向があることがわかる。

　この傾向を確かめるために統計的な検定を行った。本

実験では3回の態度測定を行っているが，個々のデータ

の対応が不明確なため完全無作為法による一要因の分散

分析を用いた。その結果，この次元では3回の測定時の

尺度得点の間に有意な差が確認された（F（2，98）ニ9．68，

P＜0．01）。またLSD法を用いた多重比較を行ったとこ

ろ，作成前と1週間後，および作成前と6か月後の間に

有意な差が認められた（MSeニ59．0，5％水準）。しか

し，1週間後と6か月後の間の尺度得点の差は有意では

なかった。

　徳田（1990c）は，この次元の態度を効果的に変容させ

るためには，被験者の情緒的な反応（共感や感動）．を引

き出す必要があるとしている。今回用いた「さわる絵本」

作成体験法は，子どもの様子を視覚的な方法でフィード

バックしたために，被験者の情緒的な反応を引き出すこ

とに関してはかなり有効な方法であったと言えよう。し

かし時間経過とともに，子どもの様子のフィードバック

の時点（作成1週間後）において感じた共感や感動が薄

れ，作成前の方向に態度が変化していく傾向がみられる

ようになったと考えられる。

　「統合教育」の次元では，尺度得点が高いほど統合教

育に対する賛成の程度が強い傾向があると解釈される。

結果では作成前，作成1週間後，6か月後のどの時点に

おいても尺度得点に差は認められない。このことは分散

分析によって確認された（F（2，98）ニ0．14）。

　その理由としてふたつのことが考えられる。ひとつは

今回の手続きには統合教育に関する情報が含まれていな

いことである。統合教育の意義が強調された情報が与え

られる手続きではこの次元の態度は統合教育を認める方

向に変容しており（例えば，徳田・柿沢，1990），また盲

学校教育の特長を強調する「盲学校見学法」などの方法
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では統合教育を認めない方向に態度が変容している（柴

川・徳田・佐藤，1991）。あとひとつの理由は，作成時点

において被験者が幼児教育系の学生であり，作成前から

統合教育に対してかなりポジティブな態度を持っていた

ことが考えられる。6か月後の調査の時点においても，

幼稚園教諭や保育所保母として働いている者が多く，統

合教育に対する好意的な態度が継続されていると推測さ

れる。

　「特殊能力」の次元は尺度得点が高いほど「視覚障害

者は触覚や聴覚がすぐれており，記憶力が非常によく，

自分たちにはわからないことまでわかってしまう特殊な

能力を持っている」と感じる傾向があると解釈される。

結果では，作成1週間後には作成前に比べて尺度得点が

低下しており，誤った認識をもつ傾向が弱まっている。

さらに6か月後も1週間後と同程度の尺度得点であり，

正しい認識の定着がうかがえる。

　分散分析の結果では，3回の測定時の得点の間に5％

水準で有意な差が認められた（F（2，98）＝4．69）。また

LSD法による多重比較によると，作成前と1週間後，お

よび作成前と6か月後の得点の間に有意差が確認された

が（MSeニ50．0，5％水準），1週間後と6か月後の差は

有意ではなかづた。

　作成前よりも1週間後の方が態度が改善したのは，作

成後の絵本の発表会において，被験者一人ひとりが目隠

しをして絵本をさわる体験を持ったからである。、視覚障

害者のシミュレーション体験によって「触ってわかる」

感じを自分でつかんだことによって，「視覚障害者は特殊

な能力を持っている」といった誤った認識を改善するに

至った。

　6か月後においてもこの次元の変容効果が持続してい

るという事実は，障害理解教育のプログラムを作成する

際にシミュレーション体験をどのように取り入れていく

かを考えるための重要な資料となる。

　従来よりこの態度次元の改善には，科学的な知識を整

理して与える講義法や視覚障害者による講演法，あるい

は実際に目隠しをして歩行する盲人歩行のシミュレー

ション法が有効であることが確認されている（徳田，1990

c；1991）。単に情緒的な反応を引き出すだけの共感的な

手続きではなく，後に正しい知識となり，正確な認識を

形成させる手続きがこの次元の変容効果を長く持続させ

ると思われる。

　「自己中心性」の次元では，作成前に比べて1週間後

に尺度得点が低下し，作成体験によって被験者は「視覚

障害者は他人に対して手伝ってもらうことを当然と考え

ているわけではなく，また自己中心的な性格でもない」

という認識を持つに至った。しかし，6か月後では得点

がやや増加し，非好意的な方向に態度が変化する傾向が

あった。分散分析の結果では，3回の測定時の得点の間

に5％水準で有意な差が認められた（F（2，98）ニ

3．47）。またLSD法による多重比較によると，、作成前と1

週間後の得点の間のみに有意差が認められた（MSeニ

40．4，5％水準）。

　スライドを見ながら筆者による解説（それぞれの絵本

に対する子どもや教師の感想が含まれている）を聞くと

いう相互関係に近い形のコミュニケーションが1週間後

の態度改善に有効であったが，そのことが知識として定

着していないために，6か月後に再びネガティブな方向

に態度がやや戻る結果となったのであろう。

　「交流の当惑」の次元では作成前に比べて1週間後に

は顕著な尺度得点の低下が認められ，態度が改善してい

る。つまり1週間後では視覚障害者と交流する場面にお

いてとまどうことが少なくなったのである。しかしなが

ら「拒否的態度」「自己中心性」の次元と同様に，この次

元においても6か月後には態度が作成前の傾向に戻るこ

と，つまり非好意的な方向に変容することが明らかに

なった。分散分析（F（2，98）ニ22．57，P＜0．01）および

多重比較の結果（MSeニ56．3，5％水準，すべての組み

合わせに有意差あり）からも，この傾向は確認された。

　態度変容効果の持続性については，Petty＆Caioppo

（1986）が新しい説を提唱している。彼らは認知反応アプ

ローチに基づく説得の熟考尤度モデル（Elaboration

Likelihood　Mode　of　Persuasion）を仮定した。まず説
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得的メツセージの内容について熟考し，それによって態

度変容が生じる中心的経路（central　route）があり，ま

た説得の際のいろいろな手がかりの情報（情報源の信愚

性や魅力など）が態度変容に大きく影響する周辺的経路

（peripheralroute）があると仮定し，前者の変容効果は

長く持続するが，後者の効果は一時的であるとした。中

村ら（1990）は，態度変容過程がどちらの経路を通るか

は説得の受け手が説得メッセージについて考えようとす

る動機をどのくらい持っているかによって決まると述べ

ている。今回の絵本作成体験では「特殊能力」が中心的

経路に関係しており，情緒的反応の生起は周辺的経路に

関わっていると考えられる。

rv　まとめと課題

　本研究の結果をまとめると，図1と統計的処理の結果

を総合的にみた場合，「拒否的態度」「自己中心性」「交流

の当惑」の次元の態度は作成1週間後の変容の幅が最も

大きく，6か月後では作成前の態度の方向（非好意的な

方向）に戻る傾向があるが，「統合教育」の次元では一貫

して変化がなく，また「特殊能力」の次元では1週間後

に好意的な方向に態度が変容し，さらに6か月後その効

果が持続することが明らかになった。すなわち「さわる

絵本」作成体験の態度変容効果が6か月間，作成直後と

同程度に持続しているのは「特殊能力」の次元のみであ

ることが確認された。

　「特殊能力」の次元では，その尺度項目の内容が「被

験者が論理的に理解しなければならないもの」であり，

一方，6か月後に非好意的方向に態度が戻った3つの次

元に関しては論理的な理解というよりも，むしろ感情的

に理解する，すなわち「共感したり，感動することが必

要な内容」の項目が多い。体験そのものを知識化できた

内容（「特殊能力」の尺度項目に含まれる内容）は長期間

持続し，一過性の情動的変化にとどまったものは変化し

やすいのである。

　それではどのようにすれば「さわる絵本」作成体験を

知識化できるのであろうか。また「拒否的態度」などの

ように，態度変容のために強い情緒的反応が求められる

次元の内容を知識化することが可能であろうか。今後は

この2点を解明するための研究を計画し，障害理解教育

の方法論の確立を目指したい。
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SUMMARY

　This　study　assessed　the　attitudes　of35female　col・

lege　students　toward　blind　children．　　The　attitude

treatment　effects　were　hypothesized　from（1）their

constructing電璽read－by－touch”picture　books　for　blind

children，　and（2）their　viewing　slides　of　blind　chil．

dren　using　the　books，　and　being　told　of　the　children’s

enjoyment　in　using　the　books．　The　Multi－Dim“n・

sional　Attitude・Scale　toward　Visually　Handicapped

was　administered　on　three　occasions：a．as　a

pretest，b．as　a　posttest　one　week　after　makingthe

booksl　andc．asa＄econdposttestsixmonthslater．

　The　difference　betw㏄n　the　pretest　and　first　post

test　generally　indicated　a　positive　change　in　attitudes

toward　visually　handicapped　persons．　　Six　months

after　making　the　books，however，attitudes　based

on　misinformation　were　reinforced　in　thr㏄dimen・

sions：Refusal，Ego－centhcisim　and　Perplexity．

A　long－ter血effectappearedclearlyinonedimension，

Sp㏄ial　Ability．
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The　Science　of　Reading，Vol．36，No．2（1992）

実践記録

国語科「国語表現」におけるブック・リポートの取扱いについて

　　　　　　　　　　　　　　『生と死の心模様』の場目　　＊

新潟県立高田北城高等学校早　津秀　雄＊＊

1　「国語表現」の指導

1　「高校学習指導要領・国語」の「第3　国語表現」

には，目標として，「国語によって適切にまた効果的に表

現する能力を高め，思考力を伸ばすとともに，進んで表

現することによって，生活を充実する態度を育てる。」と

あり，また内容の取り扱いかたとして，「1）作文と話し

方の指導は，相互の関連を図りながら効果的に行うよう

にし，話し方の学習には，生徒の実態に応じて適切な時

数を充てるようにする。　2）生徒の文章力を伸ばすと

いう観点から，文章を書く機会を多くするとともに，文

章研究を十分に活用する。」とある。

2　文章表現上の一般法則として

　1）何をどのように書くか（何とは主題であり，どの

　　ようにとは構想・叙述）

　象　Book　Reports　in　the　Japanese　Language　Curricu－

　　lum　in　High　Schoo1．

　紳　HAYATSU，Hideo（TaKada　Kitashiro　Senior

　　High　Schoo1，Niigata）

　2）文章の整合性（首尾一貫，矛盾や乱れのない論理

　　性・筋道）

　3）豊かな人間性（よい文章を書くスタイルの確立等）

　　をあげることができる。

3　発想の転換の必要

申　Book　reports　in　the　Japanese　language　curriculum　in　high

school．

軸HAYATSU，　Hideo（Takada　Kitashiro　Senior　High
Schoo1，Niigata）

　1）指導法の確立（トレーニングの方法・指導内容や

　順序・材料・構成など具体的な指導）

　2）評価（どのような観点・基準で適切で効果的に評

　価するか）

　3）個別指導（集団・一斉指導はなじまない・添削）

　指導あたっては事前・事中・事後などと，きめ細か

　な指導を必要とする。

4　文章表現の志向するもの

　われわれは，ことばによって事物や事柄を他人に伝え

考えを表明している。だが適切なことばが見つからない

ときや，不十分な表現をしたときは，とんでもない誤解

を受けたりする場合がある。反対にことばの選択に苦し

んで，やっと自己の気持ちを適切に表現でき，他人にも

分かってもらえたときほどうれしいことはない。

　またわれわれは，ことばによって確かな認識に到達す

ることができる。ふだんわれわれは，物事を感覚的に思っ

たり見たりする場合が多いが，それをことばで表現する

ことによって，はじめて確かなものにすることができる。

一日の生活で見聞したことを，たとえ数行でも文章に書

き留めたときには，確かなものとして記録される。

　このように，ことばはコミュニケーションの手段であ

るとともに，われわれの考えを確かにし深めてくれる。

われわれは気づいたことをそのまま文章に表現するわけ

ではない。考えながら書き，書きながら考えを深めてい

くのである。ことばで表現しない限り，人間の思考は成

り立たないのである。

5　リポートの目的
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国語科「国語表現」におけるブック・リポートの取扱いについて

　1）1つの主題についての，まとまりのある知識・情

　報の積極的な消化吸収

　2）調査・研究方法の実習による体得

　3）調査・研究等を正確にわかりやすく伝達する文章

　表現力の向上

　等をあげることができる。すなわち，調査・研究資料

の探索の方法や，各種の読書方法や資料の解釈と評価の

方法，資料の記録・比較等による創造的思考方法の訓練・

習熟である。

　ブック・リポート（読書報告）は，「国語表現」の学習

過程の一環として，読書した証拠として作成された，書

物の紹介と評価を中心とした知的なリポート〔報告文〕

である。

　したがって，読書の感銘を中心に述べた随想に近い，

読書感想文とは異なる。

II　ブック・リポート（読書案内）

1　読書報告とは

　どんな書物を，どのように読んで報告するか。読書報

告とは，いわばアマチュアの書評である。目的として，

　（1）精読の訓練（書物の内容を正しく批判的に読み取

　る力を高める。）

　（2）文章表現力の養成（読みとった内容を，要領よく

　人に紹介・説明する練習）

　（3）まとまりのある豊かな知識・情報の入手（書物の

　内容を十分に消化・吸収する）

などをあげることができる。

　なお書評とは，普通は書物の内容を紹介・批評し，書

物の全体と部分とについて，その特色を明確にし，内容

については，良し悪しなどを取り上げて，その価値を論

ずることである（1）。

2　読書報告の種類

　（1）要約的読書報告（内容を正しく理解する。内容に

　ついての知識が少なく，批評する力が乏しい。）

　（2）書評的読書報告（内容についてある程度の知識・

　批評能力がある。新聞・雑誌などで新刊書を紹介し，

　読者に読む判断の資料を提供して，読み解釈すると

　きの参考にする。）

（3）評論的読書報告（評論形式で，相当の評価能力を

　持ち，評価・解釈が主で，時には紹介を省略。著名

　な書物を取り上げることが多い。）

3　よりよい読書報告の条件

（1）文章をわかりやすく構成する。

（2）書物の特色を正しくとらえ，明確に全体と部分と

　を扱う。

（3）書評するにあたって，報告者の立場・資格などの

　情報を提供する。

（4）評価・解釈が公正・妥当であるよう，根拠をあげ

　る。

（5）事実（紹介）・意見（評価）の区別など，だれの考

　えかはっきりさせる。

（6）紹介と批評の割合が適当である。

（7）読者が書物を読むかを決定する資料として，十分

　に役立つ（2）。

4　読書報告の方法（ノン・フィクションの場合）

（1）全体の概要（導入）

　1）書種・目的（読者・主題・内容の範囲）の紹介・

　　評価

　2）著者の紹介

　3）内容のあらまし（重要点のみ）

（2）重要な内容・特色の1・2の紹介（要点・具体的

　に）・評価（根拠を明示）

（3）総合評価（発行所・年月・価格等）

（4）評価の基準

　1）重要性（社会・読者に対する効果・有益さ）

　2）新鮮さ（材料・アプローチ・分野・結論・論証

　　等）

　3）事実の正確さ・論証の確実さ・結論の妥当性・

　　対象範囲の適切さ

　4）読者にとっての分かりやすさ・読みやすさ（3）
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皿　実施の経緯

読書科学第36巻第2号

1　方法

1）　「国語表現」の学習の一環として，リポート（小

論文）の指導を，一学期の後半に渡って実施した。

そのうち，8時間程度をブック・リポート（読書報

，告）に当てた。

2）実施時間の割り振り一ブック・リポートの指導

　2時間，読書指導5時間，まとめの指導　1時間。

3）教材，大原健士郎著『生と死の心模様』　岩波新

書　1991年3月

　生徒にとって，これからの生き方が問われている

今日，ややもするとおろがせにされているので「生

　と死」の問題を真剣に考えてもらうためにこの教材

を取り上げた。

4）対象一「国語表現」選択・3年生，19人（男　8

人・女11人）

5）実施一5月の連休中に作品を読むように指導し，

授業ではブック・リポートの書き方や，作品の読み

　と解説，提出させたブック・リポートについての評

価等に当てた。（1991年5月～6月）

6）ブック・リポートは，原稿用紙に2000字程度，評

価は「よりよい読書報告の条件」によって行った。

2　読書へのいざない

1）　「読書のよろこび」について触れ，人間形成には

不可欠であるとし，自覚を促がし意欲を喚起した。

2）教材『生と死の心模様』を取り上げた理由につい

て触れ，人生を有意義なものにするために，真剣に

考えるよう促した。

3）著者・大原健士郎にういて触れ，精神科医として，

濡れ雑巾となって，患者の「こころの痛み」を癒す

べく，懸命に治療にあたっておられるのを，生徒も

　その生きざまを，見習うよう促した。

3　読書の展開

1）　「生と死」についての精神医療は，大変に立ち遅

　れており，今日ほど真剣に考え対処しなくてはなら

ない時はない。

2）　「思春期症候群」は，現代のこころの病として，

拒食症・シンナー濫用・登校拒否等は，精神医学だ

けの問題ではなく，社会的問題である。

3）「壮年期」の危機とて，アルコール依存症・出社

拒否・響病・神経症等，なぜかくも多くの病理現象

が発生するのであろうか。みな温かい人間関係を求

めているのに。

4）　「自殺者」は，自意識の過剰と自我の純化，それ

が自己嫌悪・人間嫌いに発展する。誰れにも頼らな

いで，自分自身に頼りながら，人生を送れるような

人格の形成が求められている。

5）　「癌の告知」は，人の生き方や死に方が様々な時

代に，本人の意志や人となり，家族関係の善し悪し，

病気の程度・年齢など，検討すべき問題が，山積し

ているのである。

4　読書のむすぴ

1）　「生きる目的」一生の欲望をかき立て，自覚さ

せ，それを健康な生活を営むための原動力にしなけ

ればならない。（「絶対臥しょく法」）

2）　「生きる目的を考える」一治療の根本は，自分

　自身に頼りながら，人生を送れるような人格を形成

　することにある。

5　ブック．・リポート（読書報告）の作成・提出

1）書種・目的（ノン・フィクション，精神医療の現

場から，現代の生と死を考える）は，全体の授業で

学習済みなので，省略させた。

2）著者の紹介（浜松医科大学教授・大原健士郎，精

神科医）についても，学習済みなので，省略させた。

3）この度は，重要な内容や特色を選んで，具体的に

根拠を明示して紹介させ，評価させた。

4）ブック・リポートとしては，要約的読書報告（内

容を正しく理解させる）にとどめた。
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lV　読書へのいざない

　　一読書のよろこぴ一

　読書のよろこびは，生きるよろこびであり，人間を形

成していくよろこびである。そこに，読書が人間らしく

生きていくための，心の糧となるのである。読むことに

よって，自己の考えをまとめ自己の存在を確認し，自己

の生き方を模索することは，心を豊かにし人間性を向上

させる，自己開眼の過程なのである。

　そのためには，書物と対決すべく真剣に対処しなけれ

ばならない。読書による，人間的なものや心のゆらめき

は，将来への無限の可能性を促してくれるものにつな

がっているのである。読書はめぐりあいであり，よろこ

びやかなしみ，ここちよさやいたみを追体験し，生きる

勇気を学ぶことができる。そして，その心のゆらめきは，

人生のその時その時の心のあらわれである。それだけに，

未来への階段を一歩一一歩確実に構築していくためには，

読んだことを書き記していくことである。

　かって，「日米の高校生を比較した読書調査」が発表さ

れた。（一橋文芸教育振興会と日本青少年研究所，1991年

5月6日）それによると，

　日本の高校生は，「マンガと恋愛小説（中・高校生向き

に書かれたジュニア小説）が好きだ」という，ロマンチッ

ク・ジャパンに対して，米国の高校生は，マンガ嫌いが

多く時事的な本に関心が強いという，リアリズム・アメ

リカについての調査結果が出ていた。米国の高校生が，

それほど読書好きとは思わないが，それは学校教育の違

いからきているのではなかろうか。

　米国のどの高校の授業にもある文学の学習では，課題

図書を示して読ませ，リポートを書かせる。ホーソンや

ホイットマンからヘミングウェーあたりまでである。そ

して，国際政治から離婚問題まで，社会のさまざまな社

会問題を，学校で討議させる。社会全体が，自分たちの

政治・社会に関心が深く，子供たちといえども例外では

ない。

　ところが，日本の高校生は，親も学校もできるだけ子

供を「社会の風」にあたらせないように配慮する。そし

て，社会から隔離して受験勉強に向かわせる。まだ大人

になる必要のない猶予時間をたっぷり与えて。かように

して，現実社会からの隔離と同時に，甘えが許させてい

るのである。

　長田弘は，「本を手にする。ひらいて読む。本を読むな

んてたったそれだけのことだ。本を読むたのしみは，たっ

たそれだけで，この世界をきつくしているタガを，おも

いきってこわしてくれるような考えや感じかた，・生きか

たにぶつかれるたのしみだ。」といっている。高校生に

は，もう少し背伸びさせてでも，読書に挑戦させなけれ

ばならないのである（り。

　読書のよろこびは，教師の姿勢によっても，与えるこ

とができる。

　「折りあるごとに読書ゐ勧めをする。教室に本を持っ

ていく。本の面白さを生徒に語って聞かせる。時には長

期の休みや授業時間中であっても，本を読ませる機会を

作る。必ず何人かの読書好きの高校生が誕生する。読書

のたのしみを知った高校生はあとは放っておいても自分

でどんどん前へ進んでいく。本を媒介として教師と生徒

の交わりが大きく展開されるとしたら，すばらしい。」と

ある（5》。

　教育の改革が，緊急の課題なのである。

V　読書の展開

　1）　「生と死」φ問題と精神医療

　われわれは，いずれ近い将来死ななければならないし，

またそれまでの間生きなければならない。そこで問題に

なるのは，どのように生きどのように死んでいくかとい

うことである。

　いったいわれわれは何のために，こうあくせくと動き

まわっているのであろうか。それは，生まれてきた以上，

自己の生き方に責任をもたなければならないし，そして，

他人よりも，よりよく生き，よりすぐれて美しく生きた

いと願っているからである。

　われわれ人間は，それぞれの時代を背負って生きてい

・
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る。しかも，健康な人も病む人もみな，個としてみる限

りはかない生き物にしか過ぎない。したがって，生きと

し生きるものすべては，「生と死」の問題をないがしろに

しては生きられないのである。

　二一チェは，「人間は，生きる目標さえしっかりしてい

れば，たいていの苦難に耐えられる」といっている。す

なわち，生きる目標が確立されていないと，人間は意外

にもろいものなのである。

　わが国は，敗戦の貧窮生活から立ち直り，衣食住が満

たされ，経済大国へと発展を遂げた。だがふと気がつく

と，自己の存在がいかに空虚で頼り無く，はかないもの

であるかということが身に迫ってきた。何のために生き

るのか問い直されることになった。

　いわば，「自我のめざめ」である。生活水準の高低・貧

富優劣の差・異様な社会病理現象，それに精神疾患など

があらわれてきたのである。

　ところが，かような病理現象についての医療は，以前

はかなり遅れており，しかも極めて暗く非人間的であっ

て，残忍な治療が支配的であった。しかし現代の精神科

医は，絹のハンカチでは何の価値もない。濡れ雑巾になっ

て，患者の「心の痛み」を和らげる努力をすることが要

求されている。今日ほど「生きる」ことを，真剣に考え

なければならない時代はないのである。

　人間が長生きを願うことは，決して悪いことではない。

しかしそれよりも大切なことは，与えられた人生をいか

に有意義に過ごすかということである。生を通して死を

考え死を考えて生きることが，生命をまっとうすること

ができるのではなかろうか。

人間の生き方や死に方も多様化してきた。それだけに，

「生と死」の問題を真剣に考えそれに対処していかなけ

ればならないのである。

　2）思春期症候群

　現代人の心の病として，思春期には，

1　拒食症

　1）「やせ」は「美」への願望一美しいことは価値

　が高い。

　2）欲求不満の安易な解決法一たらふく食べて後で

　吐く。

　3〉肥満への嫌悪一やせることは，イコール健康。

　4）生活リズム（食生活）の乱れ一食生活の破綻・

　アンバランス。

　5）非行・反社会行動の代償一「良い子」より摂食障

　害の選択。

　6）家族病理が重視される病気一囲親（母）の過保護・

　過干渉。

　7）セルフ・アイデンティティ（自己同一一性）の形成

　不全一差別への反発。

2　シンナー（覚醒剤・麻薬）の濫用

　覚醒剤は精神的依存が強いが，F身体的依存は確認され

ていない。麻薬は精神的・身体的依存も著しく強く，離

脱時にはのたうち回って苦しむ。

　シンナーを使用すると，酒に酔ったようになり，胱惚

感にひたりまた幻聴も聞こえてくる。このような薬物耽

溺者が内に秘めた人格の偏り，家族内のゆがみ，ゆがん

だ人間関係，生活の乱れは，一朝一夕には治らない。

　睡眠薬遊びの少年少女の集団精神療法は，アルコール

依存者と違いかなり困難である。やり方は各人異なり，

治療者のパーソナリティや好みによってきまる。非指示

的に彼等の言いなりに，やりたいことを自由にさせて，

自然に結論を出させようとする治療法もあれば，自分の

意見を押しつけて，極めて指示的に集団をリードしよう

とする治療法もある。どんな方法でも治療効果が上がれ

ばよいのである。

　シンナー常用の少年少女たちは，自殺者と共通した心

理をもっている。耐え難い環境から逃避する過程におい

て，シンナーを濫用する。目がさめれば新しい人間関係

が形成され，新しい世界が開けることを希望する。服毒

自殺者の心理と同じである。しかし，覚醒後はさらに悪

い状況が，彼等を待ちかまえている。「死ぬなら死んでも

いいや」といった，自暴自棄的な気持ちで吸引を続ける。

まさに彼等は，慢性自殺者なのである。

　現代の精神医学は，薬物依存者の治療には，必ずしも
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十分な時間と労力を割いていないのであって，もはやこ

の問題は，精神医学だけの手に負えなくなっている。

3　登校拒否

　子供たちの中には，学校へ行く意義が分からない者も

いれば，いじめに耐えかねて，学校へ行かなくなる者も

いる。教師の中にも，できる良い子供だけに目が向いて，

問題児に積極的に取り組まないでいる。登校拒否児の分

類として，

　1）神経症的登校拒否（学校恐怖症）

　　A　優等生の息切れ型一回復が比較的に早い。

　　B　社会的・情緒的な未熟型一一親の養育と関係が

　あり溺愛されて自立心を欠く。

　2）その他の精神障害による登校拒否一精神分裂

　病・躁繕病

　3）怠学傾向による登校拒否一非行として取り扱う。

　4）積極的・意図的登校拒否一現実逃避の神経症的

　態度・自己中心的な傾向・短絡的タイプ。

　3）壮年期の危機

　自殺・家出・アルコール依存症・突然死など，壮年期

にまつわる病理は多い。経済的には豊かな現代において，

なぜ多くの病理現象が壮年期に集中するのであろうか。

その原因の一一つに孤独をあげることができる。彼等は家

庭においても，社会においても孤独なのである。みな温

かい人間関係を求めているのである。

1　アルコール依存症

　1）精神的依存一アルコールを飲まないと，人生が

　淋しく精神的に求める。

　2）身体的依存一アルコールが体内から消えると

　様々な離脱症状（禁断）が起こる。

　アルコール依存の子供にも，問題行動の多い者がよく

見受けられる。特に，5飲酒・禁煙・窃盗・暴力行為など，

非行がらみの問題行動が多いのである。このように，ア

ルコール依存者は本人にとっても慢性自殺の状態である

というだけでなく，家族全体にとっても大きな病理現象

なのである。

2　出社拒否と諺病

　人間の本性として，仕事や勉強はもとより嫌いなのが

普通である。しかし，しなければならなヤ】。たとえ嫌い

な仕事や勉強であっても，一生懸命にしていると二次的

な喜びが得られる。地位も収入も上がり，人にも認めら

れる。だが，人間の本性がなんらかの拍子に顔を出し，

それが非常に病的な状態になる。

　家出は，家庭内の雰囲気を和やかに保ち，家族はでき

るだけ行動を共にし，会話をかわす。また会社では，職

場の人間関係づくりに注意を払うよう努めることによっ

て，回避することができる。

1）諺病

　一般的には，体質・素質・特徴的な性格（生まじめ・

　人情深い・頑固）で，状況の変化（子供では家庭的な

　問題，青年期では個人的な問題，成年男子では職場の

　問題，成年女子では家庭内のトラブル，老人では壮年

　期の身体的疾患）等。

　　欝病は，間脳というホルモン系統の中枢の機能障害

　を示す病気で，さまざまな心身の症状を現す。特に，

　自律神経の機能がアンバランスになるので，坑諺剤を

　服用し，たっぷり休養を取ることが大切である。

2）神経症

　自分本位で，人のことは放たらかしであり，反省もな

　くグチばかりこぼす。そして他人ばかり責める。（小心

　で取越し苦労が多く，繊細で完全欲が強く負けず嫌い

　で，見栄っ張りで虚栄心が強い。）神経症は，不眠・入

　眠困難なことはあるがゴ実際はよく寝る。またしばし

　ば自殺をほのめかすが実行に移すことはすくない。真

　面目で自己中心的，周期的な病状の変化・妄想はあま

　りない。気分は日中変動は少ない。治療は心理療法に

　よるのがよい。

　4）自殺者との対話

　自殺の特徴は，自意識の過剰と自我の純化であって，

同時に自己嫌悪や人間嫌いに発展する。心理学者の南博

は，純粋自殺を「たとえば失恋といった表面の動機や傾

向がどうであろうとも，自殺行為が純粋な自己否定とい

う意識で行われる点が特徴であり，桟された記録は，そ
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の純粋さゆえに，普通の自殺者には見られぬ透明な拡大

した形で，その理論と心理を表している。」（『生きる不安

の分析』）といっている。

　自殺者には，自殺を美化し合理化する心理が存在して

いる。この傾向は特に若者の自殺に多い。老人の自殺は

死に直行し，「あきらめ自殺」といわれているのに対し

て，青年の自殺は回り道をし，「あζがれ臼殺・アッピー

ル自殺」といわれている。老人の自殺は，手段と場所を

選ばないし既遂率が高い。遺書を残す者も少ないし書い

ても短い。青年の場合はその逆であって，自殺未遂者が

多い。

　自殺は，人間が物心がつき始めた頃より起り出し，人

間が人間らしく生きる時期に頻発する。だからといって，

自殺は「人間の特権だ。神ですら自殺はできない。」など

いって，うそぶいてもらっては困る。自殺は，人間だけ

がする愚かな恥ずかしい行為なのである。　自殺未遂者

の精神療法にあたって，「どうして自殺したのか」と尋ね

ると，「先生はどうして生きているのですか？」といわれ

る。これには参った。「死ぬ」と「生きる」とは反対のよ

うに見えても，表裏一体をなしているのである。相手に

「死んではいけない」といえる人は，自分の生きざまや

生きていることの意義を，はっきりと答えることのでき

る人でなければならない。

　自殺は耐え難い環境からの逃避である。自殺から始ま

る心の病は多い。自殺が起こる前には，必ず心の病が存

在する。自殺を防止するためには，心の病気を治すこと

が先決である。結局，「誰にも頼らないで，自分自身に頼

りながら，・人生を送れるような人格をっくってやる」こ

とである。二一チェは，「生き，る理由があれば，ほとんど

どんな事態にも耐えられる」といっている。

　自殺未遂者は，人生における一つの価値だけを重視し

て，他の価値には盲目である。自殺者は，「死にたい」と

思う反面，必ず「助けられたい⊥と願う，二っの心を共

有している。だから救うべきである。

　自殺者の心理的特徴として，

　1）死にたいと思う反面，助けてもらいたい。

　2）自殺は心理的に流行していく。

　3）孤独を克服出来ず，成長が妨げられる。

　4）心のちょっとした隙間から生ずる。

　5）癌の告知と心の葛藤

　癌になり，余命いくばくもない患者が，残された日々

をいかに有意義に過ごすべきか，人間一人一人の物の考

え方は，必ずしも同じではない。癌を告知されたことを

喜んでくれる患者もいれば，そうでない患者もいる。ま

た同一人物でも，時の経過とともに物の考え方も変って

くることもある。人の生き方は様々である。人の死に方

も様々であってもよいはずである。

　大原氏も1986年に妻を癌で亡くしており，また彼自身

も瀕死の体験を何度かしている。それだけに，人生に対

して開き直った気持ちで過ごしているという。人間は明

日をも知れない生命である。その日その日を精一杯生き

ればよい。それ以外はないのだといっている。

　著者はいう。妻の死を通してしみじみ思うことは，妻

は癌を告知したらしたで「隠さずに話してくれてありが

とう」と言ったであろうし，告知しなければしないで「隠

し通してくれてありがとう」と言ったであろうと思う。

すなわち，告知による感謝の気持ちや恨みがましい気持

ちは，恐らく死にゆく人にも問題があるのではなかろう

か。

　大切なことは，与えられた期間をどう生きていくかで

ある。われわれは，たとえ癌患者でなくとも限りある生

命を日々燃焼し尽くす努力が求められている。癌であっ

ても，家族関係の良し悪しによって，有意義に過ごそう

と努力もしまた挫折もするであろう。

　病気の程度（初期癌で，治療すれば100パーセント治癒

すると考えられる場合は，告知して早く治療させるべき

だし，未期癌の時は配慮が必要である。）年齢（幼少年や

老人には，告知をしないのが通常である。）等，検討すべ

き問題がたくさん残されているのである。

　癌患者の死を目前にした共通のパターン（精神科医

キューブラー・ロスによる）

　1）不安と疑惑が生じ，身体に異常を感じ病院を訪れ
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　　る。

　2）患者が何らかの形で，不治の病気であることに気

　づいた段階（告知・察知）。死を自前にして否認し，

　医師の誤診を期待し，病院を変えたり，信仰に走っ

　たりする。患者にとって不安と焦燥の時期。

　3）怒りと恨みの時期。自分でも病気が不治のものと

　確信せざるを得なくなってくると，健康な周囲の

　人々を羨望し，嫉妬し，治療者や家族の態度が冷た

　　いといって立腹し，すねたりして，神仏を恨むこと

　　さえある。

　4）悲哀の時期。あがいても，求めても，現実にそれ

　　ほどの変化はない。病気も回復の望みがないことが

　確定的になってくる。すると悲嘆にくれるのである。

　5）諦めの時期。患者は自分の病気・運命，周囲の人々

　　のこと，仕事のことなどを比較的冷静に眺める。気

　分は沈滞し，情動はなく，ただ死を待つだけである。

　来世を信じている人は死に臨んでも強い。宗教の多く

は，死後の世界を想定する。身体は死んでも心は生きて

いるのである。大切なことは医師たるもの，たとえ外科

医・内科医であれ，すべからく心理学者・精神科医であっ

て欲しい。患者は身体だけでなく，心も病んでいるので

ある。心が病んでおればその人はさらに不幸である。身

体は病んでいても，心を健康にすることができるのであ

る。

　著者は妻の臨終から，ターミナル・ケアについて学ぶ

ことが多かった。・病室のシステムは，必ずしも末期患者

中心にはなっていない。患者の多くは昼間寝て，夜は起

きている。誰も頼る人のいない夜は，不安で眠れない。

著者は，余命いくばくもない妻に，夜半でもテレビを見

せた。食べたい時に物を与えた。いつでも面会を許可し

た。妻の看護を通して実験を試みたのである。病棟から

面会人をシャット・アウトし9時になると，無理やりに

力づくでも寝かしつけようなどとは，恐らく患者のため

のターミナル・ケアではなくて，治療者のためのターミ

ナル・ケアであろう。

V【読書のむすび

　　一生きる欲望一

　1　生きる目的

　われわれは何のために，どんな意義をもって，この世

に生まれてきたのであろうか，と考え悩むことがあるが，

しかし生まれてきてよかったということが，いかに多い

ことか。精神的に健康な人間であれば，夕焼け空を仰い

だだけでも，また野に咲く一輪の草花を眺めても，生き

ている喜びを感ずるものである。さらに，すぐれた音楽

を聴き，すばらしい小説を読んだ後の感動は，直接それ

を生の意味に結びつけることは少ないかもしれないが，

「生きている喜び」に，密接につながるものをもってい

る。

　人間が本来もって生まれた生きる欲望「生の欲望」を

かき立て，目覚させ，それを健康な生活を営むための原

動力にしようという意図から出たのが，r絶対臥しょく

法」（森田正馬教授）である。「絶対臥しょく法」の効用

として，

　1）自分は「生の欲望」をもっていることを自覚させ

　　る。意欲・やる気をかきたてる。

　2）病気の鑑別ができる。精神分裂病・諺病・人格障

　　害等で，いつまでも寝ているのは，薬物療法・生活

　　療法を必要とする。

　3）心身の休養になる。エネルギーを消耗している人

　　にはよい機会になる。

　4）　「煩悶即解脱」の状態になる。むしろ，思い切っ

　　て悩んでやろうという態度を取れば，煩悶の気持ち

　　は消え，自ら解決の道が開けてくる。

　「生の欲望」として，

　1）病気になりたくない，死にたくない，長生きした

　　い0

　2）よりよく生きたい，人に軽蔑されたくない，人に

　　認められたい，人に褒められたい。

　3）知識を広めたい，勉強したい。

　4）偉くなり，幸福になりたい。
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　5）向上発展したい。

　とあるが，「生の欲望」に沿って建設的な生活をしてい

る者は，健康な人である。

　2　生きる目的を考える

　人は何のためにこの世に生まれてきたのか。青春時代

を，こんな人生の根本テーマと格闘することが少なく

なってきた。これは，日常生活で死の場面に直面するこ

とが少なくなってきたからである。その一方で，簡単に

自らの生を絶ったり，他人の命を奪ったりする風潮があ

る。「金を失って自殺を企てた者に金を与え，失恋して自

殺を企てた者に，恋人とよりを戻すよう取り計らって，

問題解決を図るよりも，一」自分自身に頼りながら，

人生を送れるような人格をつくってやることが，治療の

根本である。

　「あの収容所生活に耐えられたのは，生きる意味を見

失わなかったひとたちだけだった。」（ウイ、一ン大学精神

科医　ビクトル・フランクル教授『夜と霧』「アウシュビッ

ツ体験記」）

四［ブック・リポート（生徒の作品）

　1）生と死に対する私の考え方

　　一自殺・脳死・ターミナルケアーについて一

　　　　　　　　　　　　　　　3年4組Y・R子

将来，医療系の進学を目ざしている私にとって，この

『生と死の心模様』は，とても興味深いものでした。そ

して，この本を通してさまざまな事を考えさせられまし

た。私は今まで，どうして生きているのかあまり考えた

ことがなかった気がします。でもこれは考えた事がない

ような気がするだけで，実際には毎日毎日，心の中で繰

り返し繰り返し考え悩んでいたのです。たとえ，生きて

いる理由・目的が答えとして出てこないとしても，誰も

が生きている限り，考えつづけているのだと……。

　誰だって一度は「死にたい」と思ったことがあると思

います。私も今まで生きてきて死にたいと思ったことが

あります。これからだってあるでしょう。私が死にたい

と考えたときは，やはり孤独を強く覚えた時だと思いま

す。とにかく何をするにも孤独でさみしかったのです。

私がいると邪魔者あつかいにされるだけだと思い込み，

自分なんかいなくても，みんなは心配しないんだとか，

自分が死んでもみんなは誰も悲しんでくれないんだろう

な，なんて深刻に死を考えたことだってあります。

　この本を読んで，一番悲しく思ったのは，著者が自殺

者・自殺未遂者が，自分の空虚な存在が不安になり，み

んなに認めてもらいたいがゆえに，自殺をはかるのだと

述べられているところです。これは私にとってもある意

味ではショックを受けましたし，共鳴もさせられました。

　「孤独」はどの自殺者にも共通して認められる。いや

私のように死を考えた人々や，その他すべての人に認め

られることでしょう。もちろん孤独な人がみな自殺する

のではなく，私のようにピンピンしている者も多いので

す。人生には孤独はつきもの，人間的に成長するには，

孤独を克服しなければなりません。しかしそれは，健全

な人間において言えることであって，家族関係に歪みが

あったり，人格に偏りのある人にとってみれば，とても

むずかしい課題であると思います。

　彼らの孤独な心理に，いかに手を差しのべてやるかが，

自殺防止の鍵です。彼らの抱く問題は，早急に解決がつ

かないものばかりです。共に悩み，よい話し相手になっ

てやることから，危機状態を脱することができるのでは

ないでしょうか。自殺はちょっとした心の隙間から生ず

るということですが，この彼らの心のエア・ポケットに，

何でもよい，誰でもよいから手を差しのべてやることで

す。

　私が今，・関心のある問題は「脳死」です。これがもし

認められ解禁されたとしたら，今までの医学とは百八十

度，ガラリと変わってしまうでしょう。「脳死」を認める

ことによって，良い面も悪い面も数多く出てくるでしょ

うが，私は「脳死」を認めることについては，大賛成な

のです。

　私は，血液バンク・アイバンク・腎臓バンクなどに，

中学生のころから，登録したいと思っていました。私の

体で役に立てるものなら，すべて病気で苦しんでいる人

一66一



国語科「国語表現」におけるブック・リポートの取扱いについて

に提供したいと思っています。たしかに，自分の目や心

臓が他人の体の中で生きていると思うと恐ろしい気持ち

がします。でも，誰の役にも立たないで死んでいくのは

さみしすぎます。

　だから，私は「脳死」を死と定義するのには大賛成で

す。この種の問題に，時間がかかるのは仕方のないこと

ですが，逸早く解決をはかって欲しいものです。

　最近，ターミナル・ケアという問題が，治療者や家族

の問題として，クローズアップされるようになってきま

したが，ターミナルということばの定義は必ずしも明確

ではありません。死の直前の状態を指すのか，近く死ぬ

ことを予測した数ケ月，または数年間のことをいうのか

定かではないのです。

　また，ターミナル・ケアは一体誰がやるのか。多くの

病院では患者はたらい回し同然です。内科で駄目になっ

たら外科という具合に，主治医も次から次へと……。こ

れでは患者は安心して治療を受けるのが難しいでしょう。

治療者のためのターミナル・ケアですから，最後まで患

者をみて欲しいものだと思います。

　人はいずれ必ず死にます。しかし素直な人間なら誰で

も生命を保ち続けたいという願望をもっています。私も

死にたくありません。できる限り親戚や友人たちと楽し

く，有意義に生きたいのです。でもそれは，肉体的には

不可能でも，精神的には永遠であって欲しいのです。

　「長生きを希望することは決して悪いことではない。

しかしそれよりも大切なことは与えられた日を，いかに

有意義に生きるかである。死を通して生を考え，生の意

義を追求することによって，死者に永遠の生命を与える

ことはできないだろうか。」と，著者は述べられている

が，私も精一杯頑張って生き，人生の意義を追求してい

きたいと思っています。

　2）「生きざま死にざま」

　　　一さまざまな死を通して一

　　　　　　　　　　　　　　3年4組M・K子

　核家族が進んでいる今の日本。、おそらくたくさんの人

が，孤独を経験したことであろう。「孤独」によってさま

ざまな心理的な病気をもたらす。たとえば，拒食症・薬

物依存・登校拒否・アルコール依存症などである。これ

らの心理的な病気の陰で糸を操っているのは，うつ病な

のである。この本では，このうつ病を中心に，その他医

学について今日問題になっているさまざまな事柄につい

て述べられている。

　まず著者は，第二次世界大戦直後と現在とを比較して

いる。敗戦後はみな孤独ではなかったし，「みんな苦しん

でいる」ということもあって，うつ病の発生頻度は低く

自殺も少なかった。戦中戦後は「死」は身近にあり，「生」

と共存していた。ところが現在は，うつ病や自殺者が増

加の一途をたどっている。それは，生きていくことだけ

で精一杯だった戦中戦後とは違って，人々の心の中に空

虚が生じてきてきたためであろう。

　そんな中で，浜松医科大学教授で，精神科医でもある

著者は，『医師が昔のような絹のハンカチ的存在ではな

く，濡れ雑巾になって，患者の心の痛みをわかろうとす

べきだ』と言っているのである。

　次に，思春期やせ症・シンナー嗜癖・登校拒否などに

代表される，思春期症候群を例に述べられている。拒食

症は，生命を落すことがあるほど重い病気だが，健全な

人間関係の回復が，病気の治療に大きな影響を与えてい

る。またこの拒食症ばg背後にしばしば頽廃美に耽溺す

る社会的風潮が関連していると指摘されている。

　覚醒剤や麻薬などの薬物依存者については，耐え難い

環境から逃避する過程においてシンナーを使用するのだ。

彼らが急性症状を回復するのは簡単だが，内に秘められ

た人格の偏り，家族内の歪み，歪んだ人間関係，生活の

乱れは一朝一夕には治らない。著者は，彼らが「死ぬの

なら死んでもいいや」といった，自暴自棄的な気持ちで

シンナーを吸引し続けている，という点で慢性自殺者で

あると言っている。また現代医学は，薬物依存者の治療

に必ずしも十分な時間と労力とを割いていないし，・登校

拒否についても同じであると，指摘している。

　さらに著者は，壮年期の危機を語っている。壮年期の

病理現象として代表的な出社拒否や，アルコール依存症
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では，彼らの心理が自殺者に似ているので，慢性自殺者

というべきだと言っている。なぜ，こんなに現代におい

て慢性的な自殺が多いのか。それは「直接的に死を選ば

ずに，慢性的なマイルドな形の自己破壊行動が多くなっ

たからだ」と述べられている。

　また，今日問題になっている，「がんの告知」「脳死判

定」「臓器移植」についても詳しく述べられている。・著者

は「がん告知は是か否かと唾うのではなく，希望によっ

て人それぞれであってよい」と言っている。私たちはど

う考えるべきであろうか。脳死については，臓器移植の

問題ともからみ，世界的に問題になっている。脳死判定

では世界共通の定義をつくるべきだと，述べられている。

臓器移植についてもさまざまな意見があるが，それは一

朝一夕に解決されるほど簡単なものではない。それほど

人間の命は尊いものなのだと，考えさせられた。

　だから，この本にもある通り，医師は手術の腕を磨き，

もう少し臓器提供者側の立場を考えて欲しいと思う。ま

た同時に医師のあり方についても考えさせられたのであ

る。

一方，うつ病などの心理的病気の治療法として，森田正

馬教授の絶対臥褥療法というものをあげている。絶対臥

褥療法の効用は，第一に「生の欲望」をかきたてること

である。ノイローゼに悩む人も健康な人も，ともに「生

きる欲望」をもっているが，その精神的エネルギーの使

い方の違いが，病気の違いとなってあらわれる。すべて

人間は，「生の欲望」を建設的にかりたてていかなければ

ならないのである。

　著者は，自ら瀕死の病を体験したり，自分の妻をがん

で亡くしたりして，ただ医師の立場だけでなく，患者側

の立場もよく理解できる立場にある。著者はそのような

中にあって，現代医療に疑問を投げかけているのである。

妻ががんだっただけに，ターミナル・ケアについて学ぶ

ところが多かったのであろう。そして死に臨んだ妻自身

からも，多くを学んだはずだ。

　この本によって，精神科医としてみたさまざまな人の

「生きざま」・「死にざま」を知ることができた。「生と死」

についてないがしろにしている，現代の若者に特に読ん

でもらいたいものだ。生と死とは，反対のことのように

見えて，実は表裏一体をなしているものである。自殺者

さえも，「死にたい」と思う反面，必ず「助けられたい」

と願っているのである。

　この本は，私たちに何の目的でこの世に生をうけたの

か。そして生まれてきてよかったのかどうかという問題

が提示されている。生をうけた以上よりよく生きるため

に，全力をあげて取り組んでいかなければならない。そ

のことが著者の意図されている点であると思う。そこに，

「生と死」の問題について，解明をはかっていかなけれ

ばならないのである。

　3）生きる意味を考える

　　　　　　　　　　　　　　　3年6組丁・A子

　人は何のためにこの世に生まれてきたのか。このよう

な人間としての根本問題について，最近取り組まれるこ

とが少なくなってきたようだ。また，日常生活でも死の

場面に直面することが少なくなり，現代の若者達は「生

と死」の問題をないがしろにしすぎるようである。しか

し，今日ほど「生きること」と「死ぬこと」を真剣に考

えねばならない時代はないのである。医学は発達し，人

間の寿命はさらに延びてきた。人間が長生きを願うこと

は当然であるが，しかしそれよりも大切なことは，与え

られた人生をいかに有意義に生きるかである。著者は精

神科医の立場から，心を病む人々や末期患者の「心模様」

を生と死を通して，私達に生きることの意味を，訴えよ

うとしているのである。

　現代人の心の病気ともいうべきものに自殺がある。自

殺者には，自殺を美化し合理化する心理が存在している。

この傾向は特に若者に多く，老人の「あきらめの自殺」

に対レて，「憧れの自殺」・「アッピール自殺」と言われて

いる。彼等は，自分が死ぬほど苦しんでいることをわかっ

て欲しい。そして救いの手を差し伸べて欲しいと願って

自殺を試みるのである。しかし私には，これは単なる自

分勝手な甘えた考えにしか思えないのである。苦しみや

悲しみは，誰にも付きまとうものであり，人はそれを乗
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り越えていかなければならないのである。そして，そう

することが「生きる」ということなのだと思う。

　自殺は人間が人間らしく生きている時期に頻発するそ

うである。しかし，一時の苦しみに負け，「生きる」こと

を放棄し，自ら未来の可能性を絶ってしまうことが果た

して人間らしい行動だろうか。人間らしく人生を精一杯

生きようとするならば，そんな行為に走らないはずであ

る。自殺は，苦悩の中で自分の生きている意味を見失っ

てしまった人間の弱さの表れで，まさに「人間だけがす

る愚かな，恥しい行為」なのであると思う。

　そんな精神的弱者ともいうべき自殺未遂者を，立ち直

らせるためには，「誰にも頼らないで，自分自身に頼りな

がら，人生を送れるような人格を形成させる」ことが大

切だと思う。だからどいって彼等が失った物を与えてや

るだけでは，何の解決にもならないのである。それはた

とえ一時的に苦痛を和らげたとしても，生きる目的を持

たず，孤独や苦しみに耐えるだけの力のないままでは，

また同じことを繰り返すだけだからである。

　二一チェの言葉に「生きる理由があれば，ほとんどど

んな事態にでも耐えられる」とある。生きる目的を失っ

た者は非常にもろい。しかし目的を持って生きている人

は，たとえどんな苦難があろうとも，それを克服するこ

とができるのだ。生涯を通して私達は「生きる目的」を

決して忘れてはならないのである。

　最近，現代人の病としてしばしば論議が交わされるも

のとして，rがんの告知」の問題がある。患者のなかに

は，がんを告知されたことを喜んで受容している者もい

るし，そうでない者もいる。また同一人物でも時の経過

とともに，ものの考え方が変わってくることもある。

　この問題に，ある特定の結論を与えるのは，極めて困

難なことである。しかし，これには自殺者と同じことが

言えると思う。つまり，自分の生きている意味を知って

いる人はがんと知っても，残された生命を燃焼し尽す努

力をするだろうし，また逆に，それを知らない人は自ら

死を選ぼうとするかも知れない。

　キューブラー＝ロスという精神科の女医は，死を目前

にしたがん患者の共通した心理状態を五段階にわけて説

明している。まず第一は，不安と疑惑である。彼等は身

体の異常を感じて病院を訪れるが，心理的には一般患者

のそれと大差はない。第二は，自分が不治の病気である

と気づいて，不安と焦燥の時期である。第三は，怒りと

怨みの時期で周囲の健康な人を羨望し嫉妬し，なぜ自分

だけがと神仏を恨むことさえある。第四は，悲哀である。

患者は死を目前にして悲嘆にくれるようになる。そして

最後はあきらめである。物事を比較的冷静に眺めること

ができ，気分か沈滞し情動はなく，ただ死を待つのみで

ある。しかし，全期間を通じて，患者達が何らかの希望

を抱きつづけていることは，注目すべきことである。

　著者は，悪性腫瘍のために妻を亡い，自分自身も瀕死

の病を体験している。それで，「人間は明日をも知れない

生命である。その日その日を精一杯生きればよいのだ。

それ以外にはないのだ」と開き直った気持ちで毎日を

送っているそうである。

　私達は，自分がいずれ死ぬことをあんまり考えようと

せず，安閑として毎日を暮らしがちである。しかし，そ

れでいいのであろうか。いや，自分の「生と死」とをしっ

かりと見つめ，今自分がなにをすべきか，何を目的とす

べきなのかを常に念頭において，一日一日を充実させて

いくことが大切なのである。

Wl結果と考察

1　ブック・リポート（読書報告）は，自分で読んだ書

物についての報告である。そのためには精読をし，書

物の内容の良し悪しについて判断をし，具体的にわか

りやすく紹介をし，その価値を評価することである。

2　読者である生徒は，その専門的な知識に乏しく，い

わば精読の訓練のために読んだものであり，授業で学

習したとはいえ短期間であったので，内容を理解する

のに精一杯であり，批評・批判するところまでは至ら

　なかった。

3　アマチュアの書評であるから，多くを期待すること

はできなかったが，生徒一人一人の個性が，ブック・
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リポートに現れ，成果をあげることができた。

4　ブック・リポートは，国語科の「国語表現」におけ

る，表現力の育成・思考力の向上をはかるためには，

適切な方法であった。

5　それは，読書感想文における，読書の感銘を述べた

主観的なものとは異なり，いわば冷静に客観的に判断

することが，求められているからである。

6　ブック・リポートは，読書教育という観点からも，

今日の読書経験の乏しい生徒に一冊の書物（たとえ，

新書本であっても）を，読了できたということは，読

書することによって学ぶことができたという，自信を

　もたせることになった。

7　教材・大原氏の『生と死の心模様』は，生徒にとっ

て切実な問題であり，真剣に取り組まなければならな

いことだけに，適切な書物であった。

8　こんごは，「よりよいブック・リポートの条件」にか

なった，すぐれた書評を書けるようにしたい。そのた

めには，さらに，読書の奨励につとめたい。

D【結語

　読書の仕方はいろいろあるが，精読をするには，何か

しっかりとした目的をもって，臨むことが大切である。一

　書物を精読することによって，その内容を理解し，批

評・批判を加えて価値判断をして，他の人にも分かり易

く紹介するのが，ブック・リポート（読書案内）であり，

いわば書評である。

　国語科の「国語表現」の授業で，生徒に書物を精読さ

せ，ブック・リポートを書かせたのは，読書力や表現力

を育み，思考力の向上をはかるためであった。（3年生選

択）

　大原氏の『生と死の心模様』は，生徒にとって自己の

生き方を真剣に考えるために，適切な教材であった。1991

年の5月の連休に「通読」をさせ，授業では専門的内容

（医学）が出ているので，「精読」をさせた。（授業時間・

5時間）

　また，「ブック・リポートの方法」については，授業で

指導を行った。なお，生徒がブック・リポートを作成し

提出した後は，授業で「よりよい読書報告の条件」に沿

うたものかどうか，評価を行った。（授業時間・3時間）

　読書は，「適書を適時に適者へ」を原則とするが，積極

的に取り組むには，やはり問題を解決すべく目標を掲げ

てら精読することが必要である。

　また表現も，ただリポートをまとめたり感想文を書か

せるだけでなく，自主的に資料や情報を収集（書物も含

む）し，それぞれの課題に取り組んでいくことが大切で

ある。

　この度は，指定された一冊の書物（新書本）ではあっ

たが，生徒にとってはまとまった一冊の書物を精読し，

ブック・リポートにまとめることができたことは，一つ

の収穫であり，大いに自信をもたせることになった。（原

稿用紙・2000字程度）

　ただ，この度は作品の共通部分はすべて省略し，重要

だと思われる部分についてのみ選定させ，ブック・リポー

トにまとめさせた。それだけに生徒の個性が現れ，成果

をあげることができた。

　こんごとも，積極的に読書の推進をはかり，より充実

した表現力の育成を促したい。

注

（1）馬淵和夫　監修　　『国語科指導資料』第三巻・表現

　言語編　東京法令出版　昭和57年9月　p．152－155

（2）飛田多喜雄・大熊五郎　著『文章表現の理論と方法』

　明治図書出版　1977年4月　p．138

（3）飛田多喜雄・大熊五郎　著『文章表現の理論と方法』

　明治図書出版　1977年4月　p．148

（4）長田弘著『散歩する精神』岩波書店1991年6

　月p．209

（5）国分真三　著（新潟市）「読書の面白さ・教師が手引

　き」　「朝日新聞（朝刊）」　1991年5月13日
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△冨 報

常任理事会（1990年4月23日）

出席　湊会長　佐藤副会長　井上　阪本　鳴島　福沢

　村石各常任理事．

欠席　桑原常任理事．

1．常任理事・理事の会長指名の件

鳴島甫，増田信一両理事に，会長指名による常任理事

に就任願いたいと湊会長から発言があり，全員異議なく

これを了承した。

次に，池田進一会員を理事に指名し，事務局幹事とし

て協力を願いたいと湊会長から提案があり，これを了承

した。

2．役員の職務分掌の件

従来の委員会組織を手直しして，編集委員会，研究委

員会，総務委員会の3本立てに改めることとなった。常

任理事は下記の通りに配置され，各委員会の構成につい

て検討し，次会常任理事会に提案することが決まった。

　編集委員会　井上（長）　桑原

　研究委員会　村石（長）　福沢　　（増田）

　総協委員会　阪本（長）　佐藤　鳴島

なお，読書科学賞選考委員会は，1990年度の選考終了

まで従来の組織を残し，佐藤副会長が委員長をつとめる

ことが決まった。すなわち

　読書科学賞選考委員会　佐藤（長）　井上　岡本

　　　　　　・福沢湊村石
また次年度からは，研究奨励賞候補は編集委員会が推薦

し，決定は常任理事会が行う方向で，制度を改めること

とした。

次に，従来の読書科学研究奨励賞基金運用委員会，庶

務委員会，および組織委員会は，いずれも総務委員会に

吸収されることとなった。

公開研究会（5月13日・横浜市青少年育成センター　第

1研修室）

午前研究発表

　　　司会　横浜市立倉田小学校　田島　一郎

主体的読みへのアプローチ～めあてづくりの過程から～

　　　　横浜市立上星川小学校　秋山　幸子

情報操作から読みの技能へ

　　　　横浜市立常磐台小学校　三縄　克美

午後　パネルディスカッション

　　　　　司会　奈良教育大学　増田　信一

主題「これからの読書教育」

パネラー　　　　　横浜市教育センター　廣海　久彌

　　　横浜市立鴨志田第1小学校　田村　淑子

　　　　横浜市立芹が谷小学校　堀部　尚久

常任理事会（5月28日）

出席　湊会長　佐藤副会長　井上　阪本　鳴島’福沢

　村石各常任理事　池田事務局幹事．』

欠席　桑原　増田各常任理事．

1．日本読書学会第34回研究大会の件

ブログラムを編成した。

2．委員会の編成の件

各委員長から次のような構成が提案され，了承された。

　編集委員会　井上（長）

　有沢　池田　今井　岡田　桑原　阪本　高木

　田近　湊　フルカワ　レトン

　研究委員会　村石（長）

　井上（繁）　徳田　田島　福沢　増田　皆川

　茂呂
　総務委員会　阪本（長）

　大村　岡本　尾原　倉沢　佐藤　滑川　鳴島

　野地　 ，　　’

3．読書科学賞選考の件

このことについて討議の結果，村石昭三氏が候補とし

て推された。

常任理事会兼読書科学賞選考委員会（7月16日）　，

出席　湊会長　佐藤副会長　井上　桑原　阪本　鳴島
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　福沢各常任理事　池田事務局幹事．

欠席　増田　村石各常任理事．

1．第13回世界読書会議の件

7月3日から6日までストックホルムで開催されたこ

の会議には，阪本敬彦，岡谷大，岩崎哲郎の3会員が参

加し，岡谷会員はコンピューターと読書についての発表

を行った。全体の参加者は約1000名で，盛会であった。

阪本常任理事からは以上のような報告があった。

2．読書科学賞・読書科学研究奨励賞選考の件

まず読書科学賞については，村石昭三氏を受賞者に決

定した。次に，研究奨励賞については次の2点が委員2

名以上の推薦を受けて正式に候補として挙がったことが

報告された。

　進藤聡彦「説明文読解におけるハウツー型教示の機

　　　能」
　中村敦雄「トゥルミンモデルを国語科教材分析に応

　　　用する試みについて」

そこでこの2点について審査した結果，2点とも今回

は見送る事になった。

この結果本年は，読書科学賞は村石昭三氏，読書科学

研究奨励賞は該当者なしと決定した。

日本読書学会第34回研究大会（7月31日～8月1日）

主題新読書論の構築

　　一一読書でしか得られないもの一

主催日本読書学会

と　き　7月31日（火）～8月1日（水）2日間

ところ　筑波大学学校教育部　EO13号室

7月31日（火）

10：00－12：05

個人研究発表

　　司会　新潟県立高田高等学校　　早津　秀雄

　　　　　成　城　大　学　　岡本　奎六
10：00　国語科における読書指導の実践的研究

　　　　　倉敷市立短期大学　　定金　恒次

10：25　中学生の図書館技能に関する実態稠査　1

10：50　中学生の図書館技能に関する実態調査　2

　　　　　成城大学　岡本奎六
　　　　　〇成城大学　岩崎紀央
　　　　　○成城大学　大倉恭輔

　　　　　成城大学　高桑由美子
11：15読書活動の活性化一読書会・十二年一

　　　　新潟県立高田高等学校　　早津　秀雄

11：40　随筆教材の読み方

　　　　栃木県立真岡高等学校　　松本　　修

13：10－13：50　総会・読書科学賞贈呈式

14：00－16：00

シンポジウム

　「読書でしか得られないもの」

　　　司会立命館大学　高木和子
　　　発言者　弘　前　大　学　　江連　　隆

　　　　　千　葉　大　学　　首藤　久義

　　　　　信州大学　守　一雄
16：30－18：00　懇親会

8月1日（水）

10：00－12：05

個人研究発表　　司会　筑　波　大　学　　岡田　　明

　　　　　東京成徳短期大学　　金城　　悟

10：00読速度に及ぼすCRT画面のコントラストと照

　　度の研究

　　　　　東京成徳短期大学○金城悟
　　　　　筑　波　大　学　　中田　英雄

　　　　　筑　波　大　学　　佐藤　泰正

10：25読みの効率及び正確性と明るさの変化

　　　　　筑波大学　佐島　毅
10：50　読書要求（二一ズ）をめぐる方法の考察と図書

　　館の創造性

　　　東京農工大学附属図書館　　岡谷　　大

11：15　意味論か統語論か

　　一読み遅滞児の読み指導に関する一考察一

　　　　　筑波大学　岡田　明
11：40留学生を対象とした日本語教育における読書の

　　意義，
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　　　　　　桜美林大学　川原裕美
13：30－15：10

個人研究発表　　司会　埼　玉　大　学　　村石　昭三

　　　　　　筑　波　大　学　　徳田　克己

13：30　弱視児のための「拡大絵本」の作成

　　　　　　筑波大学　徳田克己
13：55幼児教室に通う幼児と絵本のかかわり

　　一幼児教室・保育園・幼稚園の子供の

　　　　　　母親に対する調査を通して一

　　　　　〇桐花教育研究所　　田中　善之

　　　　　　桐花教育研究所　　横山　知弘

　　　　　　筑　波　大　学　　徳田　克己

14：20　大学生の言語生活

　　一関東圏の35の4年制大学の

　　　　学生を対象にしたアンケートの結果一

　　　　　　国立国語研究所　　島村　直己

14：45　漢字の学年配当と漢字語句の意味分野

　　　　　　埼　玉　大　学　　村石　昭三

日本読書学会平成2年度理事会（7月31日）

出席　湊会長　佐藤副会長　井上　桑原　阪本　鳴島

　増田　村石各常任理事　池田　岡本　尾原　高木

　徳田　滑川各理事　山本監事

欠席福沢常任理事大村　岡田　倉沢　田近野地

　皆川各理事　平沢監事

　　　　　　　　　井上尚美常任理事1．平成元年度事業報告

2．平成元年度決算報告

3．監査報告

4．平成2年度事業計画案

5．平成2年度予算案

以上すべて原案通り可決承認された。

日本読書学会平成2年度総会

（1）議長選出

（II）会長あいさっ

⑳議事』

①平成元年度事業報告

F②平成元年度決算報告

阪本敬彦常任理事

山本晴雄監事

井上尚美常任理事

阪本敬彦常任理事

尾原淳夫氏，議長となる

　湊吉正会長

井上尚美常任理事

阪本敬彦常任理事

③監査報告　　　　　　　　　　山本晴雄監事

④平成2年度事業計画案　　　　　井上尚美常任理事

⑤平成2年度予算案　　　　　　　阪本敬彦常任理事

以上すべて原案通り可決承認された。

平成元年度決算

収入

支出

差引

内訳

くりこし金

会　 費

賛助会費

売上金
利　 子

借入金

内訳

機関誌出版配布費

人件費・謝金

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33回研究大会費

国際活動費
次年度へくりこし

第33回大会決算

収入

支出

内訳

大会参加費

懇親会費
学会本部大会予算

寄　付　金
学会賞基金より

内訳

資料集印刷費

4，160，274円

　7，510円

2，066，560円

1，135，000円

750，433円

　771円
200，000円

4，160，274円

1，759，961円

953，620円

270，731円

285，186円

285，022円

　85，584円

367，126円

101，200円

　51，844円

　　O円

717，126円

256，000円

57，000円

367，126円

10，000円

27，000円

717，126円

232，200円
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　　その他印刷費

　　通　信　費

　　講師車代
　　アルバイト代

　　理事会費
　　文具・消耗品費

　　準備委員会費

　　懇親会支払い金

　　研究奨励賞賞金　一

差引

平成2年度予算

収入

　　内訳
　　くりこし金

　　会　　費

　　賛助会費

　　売上金
　　利　　子
支出

　　内訳

　　借入金返済
　　機関誌出版配布費

　　人件費・謝金
　　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34回研究大会費

　　国際活動費
　　雑　　　 費

差引

第24回読書科学賞

読書科学賞　　村石昭三殿

41，931円

84，404円

60，000円

63，040円

30，600円

8，588円

25，124円

71，239円

100，000円

　0円

4，752，844円

　51，844円

2，660，000円

1，140，000円

900，000円

　1，000円

4，752，844円

200，000円

2，000，000円

1，000，000円

300，000円

300，000円

300，000円

150，000円

300，000円

150，000円

　52，844円

　　0円

あなたは永年にわたり幼児児童の読書能力を中核とし

た言語能力の発達研究ならびに言語教育の研究で卓越し

た業績をあげられました。

よってここにその功績をたたえ読書科学賞を贈呈いた

します。

　平成2年7月31日

　日本読書学会　　　　　　　会　長　　湊　　吉正

常任理事会（11月2日）

出席　湊会長　佐藤副会長　井上　桑原　阪本　鳴島各

　　常任理事．

欠席　福沢　増田　村石各常任理事：池田事務局幹事

1．アルバイター交替の件

さんが退職したので後任を探していると，阪

本事務局長から報告と説明があった。

2．読書科学編集状況の件

井上編集委員長から査読者が不足していると報告があ

り，審議の結果，至急適切な方に査読者をお願いする事

にきめた。

3．来年度研究大会の件

他の学会の日程を参考にして，1991年度の大会は7月

30日（火）～31日（水）の2日間開催することに決定し

た。

常任理事会（1991年1月21日）

出席　湊会長　佐藤副会長　井上　桑原　阪本　鳴島

　　福沢　村石各常任理事　池田事務局幹事．

欠席　増田常任理事．

1．アルバイター交替の件

さんの後任を探したが適任者が見つからない

ので，当分の間阪本事務局長が事務をとり，必要に応じ

て学生アルバイトを頼んで，発送業務などを行なうこと

としたい。阪本事務局長からこのような説明があり，こ

れを了承した。

なおこれに関連して，事務局に留守番電話とファック

スが入った事が披露された。番号は従来と同じでづ

　　　　　　03

2．新入会員承認の件

前回の承認以降，入会を申し込んだ下記の申込み者に

ついて審査し，入会を承認した。

　後藤　惣一一，大友　裕子，工藤与志文，梅澤　　実，
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　内藤　一志，田中　善之，佐島　　毅，グエン・サー

　ストン・ジョイ，藤芳　　衛，玉岡賀津雄，新井美

　也子，山本　博樹，チョン・イン・ホ，佐藤　公代，

　上野　直哲，萩原　敏行，濱口　佳和，菱田　由美，

　池田　淑子，横山さつき，横山　範子，入部　明子，

　河村　静枝，苧阪　直行，阪井真奈美，越智　啓太，

　藤森　美里，渡辺　弘純

3．退会者の件

下記の会員が退会した事が報告された。

　神田　英雄，佐藤　恭介，石井　俊彦，柳　喜久子，

　藤田　圭雄，三縄　克美，守谷　京子，金平聖之助

4．1991年度研究大会の件

大会のテーマについて検討した結果，次会は特に大会

テーマを定めずに行なうことに決まった。

5．1991年度読書科学賞の件

選考方法を改めて，次のような方法で選考する事を決

定した。

（1）従来は読書科学賞，読書科学研究奨励賞とも，会

　　員および学会外の専門家の推薦を求めていたが，

　　今後は読書科学賞だけこの手続きを取る事とする。

（2）読書科学賞は，（1）で推薦された候補者の中から常

　　任理事会が選考する。

（3）読書科学研究奨励賞の対象は「読書科学」の前年

　　度の巻に掲載された論文に限る。理事と編集委員

　　が，前年度掲載論文の中から候補作品を推薦し，

　　常任理事会が最終選考を行なう。

　選考方法改正のため，読書科学賞規定を一部改正す

　　る事が提案され，別項のように改正する事が承認

　　された。

　6．読書科学編集の件

　田中敏会員（上越教育大学）に編集委員を委嘱し，

論文の査読者に加わっていただきたいと井上編集委員

長から提案があり，これを承認した。

　常任理事会（2月25日）

　出席　湊会長　井上　桑原　阪本村石各常任理事

　　　池田事務局幹事．

欠席　佐藤副会長　鳴島　福沢　増田各常任理事

1．1991年度研究大会の件

　シンポジウムの主題と発言者について討議した。

読書科学賞規程（1991年1月21日改正）

1．　（趣旨）本会は創立10周年を記念してこの規程を

　設ける。

2．　（目的）本会は会則第3条の目的を達成するため

　に，読書に関する科学的研究や実践に顕著な功績

　のあった個人または団体に対して，「読書科学賞」

　を贈呈する。

3．（対象）「読書科学賞」贈呈の対象は本会の会員で

　あると否とを問わない。

4．（種類）前条の受賞者のほかに，前年度に発行さ

　れた本会機関誌「読書科学」に発表された論文等

　のうち，優秀で将来を期すべき研究者実践家若干

　名に対して「読書科学研究奨励賞」を贈呈する。

5．　（選考）「読書科学賞」「読書科学研究奨励賞」の

　選考は，本会会長が委嘱した選考委員若干名の審

　議による。ただし「読書科学賞」の候補者の推薦

　は，本会の会員及びその他の学識経験者に依頼す

　る。

6．（経費）この規程の実施に要する経費は，本会の

　経費及び寄付金をもって充当する。

常任理事会（5月20日）

出席　湊会長　佐藤副会長　桑原　阪本　鳴島各常任

　　理事　池田事務局幹事．

欠席　井上　福沢一増田　村石各常任理事．

1．日本読書学会第35回研究大会の件

　プログラムを決定した。

2．読書科学研究奨励賞の件

　編集委員のアンケートの結果次の5点が2人以上の

推薦を受けた。そこで役員全員に依頼して，この5点

の中から受賞にあたいする論文を，推薦理由をつけて

次会常任理事会に提出してもらうこととした。

佐藤至英　文間の文脈形成における行為明示性の影響

　　　　について
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岩永正史　ランダム配列の説明文における児童の文章

　　　理解
玉瀬友美　幼児の物語記憶に及ぼす文と絵の呈示様式

　　　の効果
塚田泰彦　読みの事前指導における既有知識の位置づ

　　　　けについて

中村敦雄　文学教育の基礎理論研究

3．グッドマン教授夫妻講演会の件

Whole　Languageで有名なグッドマン夫妻が6月に休

暇で来日するので，日本国語教育学会との共催で講演会

を開くよう両学会会長を中心に計画が進められ，阪本事

務局長がIRA大会のため1991年5月初旬に渡米した時に

グッドマン氏と会い，6月22日（土）午後ご夫妻で講演

してくれることなどを取り決めてきたことが報告された。

グッドマン教授夫妻講演会（6月22日，筑波大学付属小

学校）

講師　ケネス・グッドマン　　（アリゾナ大学教授）

　　イェッタ・グッドマン　（アリゾナ大学教授）

演題　ホール・ランゲージについて

通訳　桑原　隆　　　　　　　（筑波大学）

常任理事会（7月8日）

出席　湊会長　佐藤副会長　井上　桑原　阪本　鳴島

　　福沢　村石各常任理事　池田事務局幹事．

欠席　増田常任理事．

1．尾原理事逝去の件

本会名誉会員・理事の尾原淳夫氏は，6月9日急性心

不全のため逝去された。増田常任理事からの連絡による

と，奥様が買い物から帰られた時に，ご自分の机に突っ

伏して亡くなっていたとのことで，全く突然の死去で

あった。阪本事務局長から以上のように報告があった。

また学会長名で弔電を打ったことが報告された。

2．アルバイターの件

さんが，7

月から手伝って下さる事になった。

3．新入会員承認の件

前回の承認以後，入会を申し込んだ申込者について審

査し，入会を承認した。

　伊東　昌子，田中　　勝，高橋　秀晴，遠藤めぐみ，

　西谷　健次，谷　　亮子

4．退会者の件

下記の会員が退会したことが報告された。

　土谷　とく，古沢　秀信，増原　仁美，前田　清文，・

　坪井千代子，関口　安義，次良丸睦子，菰渕　和士，

　尾崎　正恵，宮内美智子，茂呂　雄二，桜井　茂男

5．会員除名の件

下記の会員が会費を2年間滞納し，事務局からの呼び

かけにも応答がないので，1991年3月31日付で除名と

なったことが報告された。

　木下　千広，佐藤　典子，中田　可郎，広瀬　雄彦，

　松田有司
6．読書科学賞選考の件

読書科学賞については，岡田明氏が受賞者と決定した。

読書科学研究奨励賞は，佐藤至英氏と中村敦雄氏が最

終選考に残ったが，今回は中村敦雄氏が受賞者と決定し

た。

日本読書学会第35回研究大会（7月30日・31日）

主催日本読書学会

と　き　7月30日（火）～7月31日（水）2日間

ところ　筑波大学学校教育部　G204号室

7月30日（火）

10：00－11：40

個人研究発表　司会　倉敷市立短期大学　　定金　恒次

　　　　　　　筑　波　大　学　　徳田　克己

10：00幼児と童話・昔話との関わり

　　　　　　　桐花教育研究所　　横山さつき

　　　　　　　桐花教育研究所　　横山範子

　　　　　　　筑　波　大　学　　徳田　克己

10：25　絵本の読み聞かせと幼児の物語理解

　　　　　　　神戸女子大学　　中村　年江

10：50　中学・高等学校における読書指導の改革

　　　一私案二っ一

　　　明治大学付属明治高等学校　　坂口　泰通
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　　　　　　　　　　　　会
11：15　読書指導を学校教育の全領域に浸透させるため

に

　　　　　倉敷市立短期大学　　定金　恒次

13：10－13：50　総会・読書科学賞贈呈式

14：00－16：00

シンポジウム

　「私の読書教育論」

司会　　　　　筑波大学
発言者　　　静岡県竜洋町教育委員会

　　東京都千代田区立九段小学校

　　東京都千代田区立麹町中学校

　　　　　　常葉学園大学
16：30－18：00　懇親会

7月31日（水）

10：00－12：05

個人研究発表　　司会　筑　波　大．学

　　　　　富山大学

福沢周亮

飯田正雄

山田葉子

安居総子

小林國雄

岡田　明

藤田正春

10：00　韓国の青少年の図書館および読書室の利用

　　　　　皇学館大学　小川隆章
10：25　国内の図書館における外国の児童書および教科

　　書の所蔵状況について

　　・一外国人子女に対する日本語指導の

　　　　　　　　基礎資料として一
　　　　　富　山　大　学　　藤田　正春

10：50わが国におけるよみの場の形成

　　　　　上田女子短期大学　　清水　正男

11：15読書行為論再考

　　　　　筑　波　大　学　　上谷順三郎

11：40　読書論の枠組

　　一ステットソン・モデルを手がかりにして一

　　　　　筑波大学　岡田　明
13：30－15：10

個人研究発表　　司会　東京成徳短期大学　　金城　　悟

　　　　　上越教育大学　　塚田泰彦
13：30多読授業は精読授業に優るか

四天王寺国際仏教大学短期大学部　　Beniko　Mason

報

13：55　文章理解と語彙知識

　　　　　上越教育大学　　塚田泰彦
14：20マンガのコマ割りにおける読みの個人差

　　　　　東京成徳短期大学金城悟
　　　沖縄キリスト教短期大学　　大城　宜武

14：45読書能力に対する加齢の影響に関する研究　1

　　一読速度および視覚的認知課題に

　　　　　　　対する加齢の影響一
　　　　　筑　波　大　学　　徳田　克己

　　　　　筑　波　大　学　　佐藤　泰正

日本読書学会平成3年度理事会（7月30日）

出席　湊会長　佐藤副会長　井上　阪本　鳴島　福沢

　増田　村石各常任理事　池田　岡田　高木　徳田

　滑川各理事　山本監事

欠席　桑原常任理事大村　岡本倉沢　田近　野地

　皆川各理事　平沢監事

議事

1．平成2年度事業報告　　　　　　福沢周亮常任理事

2．平成2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．平成3年度事業計画案　　　　　福沢周亮常任理事

5．平成3年度予算案　　　　　　　阪本敬彦常任理事

以上すべて原案通り可決承認された。

日本読書学会平成3年産総会（7月30日）

司会　　　　　　　　　　　　　　　　　池田進一理事

（1）会長あいさつ　　　　湊吉正会長

（2》議長選出　　　　　　高木和子理事，議長となる。

（3）議事

A）平成2年度事業報告　　　　　福沢周亮常任理事

B）平成2年度決算報告　　　　　阪本敬彦常任理事

C）監査報告　　　　　　　　　　山本晴雄監事

D）平成3年度事業計画案　　　　福沢周亮常任理事

E）平成3年度予算案　　　　　　阪本敬彦常任理事

F）その他

　今井靖親会員より，「読書科学研究奨励賞」に現場の

　実践家の部を設け，アカデミックな研究とは別に表
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　彰するよう検討を願いたいとの発言があった。

以上のうちAからEまでは原案通り可決され，Fにつ

いては常任理事会で検討することとなった。

平成2年度決算

収入

　　内訳
　　くりこし金

　　会　　費

　　賛助会費

　　売上金
　　研究大会費

　　利　　子
支出

　　内訳
　　機関誌出版配布費

　　．人件費・謝金

　　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34回研究大会費

　　国際活動費
　　借入金返済
　　次年度へくりこし

差引

平成3年度予算

収入

　　内訳
　　くりこし金

支出

会　　費

賛助会費

売上金
研究大会費

利　　子

3，623，365円

　51，844円

1，507，000円

1，080，000円

627，210円

354，000円

　3，311円

3，623，365円

1，903，232円

543，030円

187，090円

　86，737円

155，852円

　22，000円

445，494円

　　0円
200，000円

　79，930円

　　0円

3，962，930円

　79，930円

1，750，000円

1，080，000円

650，000円

400，000円

　3，000円

3，962，930円

機関誌出版配布費

人件費・謝金

通信費・交通費

印刷費・消耗品費

本部運営費
第35回研究大会費

国際活動費
次年度へくりこし

差引

第25回読書科学賞

読書科学賞　　岡田　明殿

あなたは永年にわたり読みに関する心理学的研究を行

なってきました。その優れた業績は我が国の読書科学の

発展に寄与するところ大なるものがあります。

ここにその功績をたたえ読書科学賞を贈呈いたします。

　平成3年7月30日

　　　　　　　　　日本読書学会

　　　　　　　　　　会長湊　吉正
読書科学研究奨励賞　　中村　敦雄殿

あなたは本学会機関誌「読書科学」第134号における「文

学教育の基礎理論研究」をはじめ同誌上の一連の論文に

おいて読みの指導の問題について真摯に取り組んでこら

れました。

その業績に対し読書科学研究奨励賞を贈りこれを賞し

ます。

　平成3年7月30日

　　　　　　　　　日本読書学会

　　　　　　　　　　会長湊　吉正

2，000，000円

900，000円

200，000円

100，000円

150，000円

450，000円

150，000円

　12，930円

　　0円

内訳

一78一



描灘鰯灘轡轡マ∂Gγ岬　轡凄》

9｝
8》
8》
8》

Ipteτnational　ReadingAssociation
800箪ark＄da16Ro4d，』pO　Bo耳、8139…

Newark，Dela～vare19714－3139，U．S．A．－

8鴫
8｛
8｛
8，｛

8もっc｛っc義っcAっc義っ憾っc｛っc義っe義っc義っ憾っcAっ憾っe｛っc｛っeAっc｛っe義っe義っo義っeAoe瀞

Im喧tationtoRead：MoreCh皿dren”s
Literat皿e血1the　Read血1g　Progra1血
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made　to　rnove　to　a　literature・based　program．
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literacytoanothergeneration．
ISBN　O・87207・371・8

恥achers　offer　their　ideas　and　practi（es　regarding　whole　language。The

first　section　introduces　some　excell∈nt　books　andoffers　ideas　and

strategies　for　using　them　in　the　dassroom　witha　variety　of　leamers．

The　second　section　outlines　ways　Iiterature

can　be　used　to　teach　certain　themes，
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detailed　literature　study　within　the　language
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一79一



Kids”Favorite　Books：

Ch皿dビenβs　Choices1989・1991

A　compilation　ofthe　Children∂s　Choices　lists　from

・the　pβstthree　y今ars、complete　with　annotations　anq

ぐumulatiVe』indexe50fthe　bo6ks’authOrs，

illustrators，and　titles．These“kid　tested”bo6ks　are

groupedbyreadinglevels・Aperfectr♀sourcefor
・teachers，parentsレor　librarians　to　use　in　selecting

SUre　Wi、nnerS！，

No．370　＄8．00　＄5．001members

¶eac㎞g　Read㎞客Sk皿s　through　the

Newspapeπ，t｝血dedition
Arnold　B．Cheyney

Chock、fullof　new　teaching　tips，this　book　along　with

anewspaper　will　provide　teachers　with　enough

materials　to　challenge　and　excite　students　fof

hours．The　newspaper　is　one　ofthe　mostrelevant

texts　available　forthe　classroqm．The　userイriendly

format　of　mqst　newspapers　makes　information

easily　accessibleto　readers．Cheyney　shows

teachers　how　newsp毎per　activities　can　emlpower

students　by　givingthem　control　over　their　own

learning．ISBN　O・87207・236・3
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