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特集・学校図書館の活性化

学校図書館の活性化を求めて＊

元川崎市立小学校図書館研究会長武田光子＊＊
♪

1

じめに教科書の内容を全体で学習し，「何を学ぶのか」そ

教科指導の体質改善

の「学び方」を子どもに確実にとらえさせるか，教科書

充実した教育活動を支え，子どもを豊かにする学校図

の位置づけにも留意した。

書館でありたいという願いのもとに，研究会では長年研

2．「調べる」の段階で

究と努力を重ねてきた。

教師は，図書館にある関連図書を把握し，できれば一

しかし，現場ではいまだに教科書中心の授業が多く見

覧表（別掲）にして提示できるようにしておく。また，

提示する資料の種類，冊数，内容，難易度などについて

られ，学校図書館の存在がうすれてきている。

そこで，研究会では，図書館齢利用する教科の側から

も表示しておく。これらの図書や資料が，すぐ調べたい

図書館の活性化を探ることにした。すなわち，教科の指

という子どもの意欲に答えられる冊数があるか，把握し，

導を通して，利用される図書館の在り方を考えることに

その対応も考えておく。こうした教師の配慮が，子ども

したのである。

たちの学習意欲に大きく影響してくるからである。

それには，生き生きとした子ども主体の魅力ある学習

幸に，川崎市立図書館は，ネットワークで連携してい

を展開するとき，図書館の図書や資料は欠くことのでき

るので，学習の関連図書や資料を地域の図書館にお願い

ないものになるという観点から，いくつかの問題解決学

して，できるだけ多くの冊数を長期貸し出してもらい，

習を試みた。

学習に役立てることができた。

紙面の都合で，実践の詳細は割愛するが，「社会科」

で，子どもが主体的に学ぶ，問題解決学習を展開する過

程で，図書や資料をどう活用させたか，またその留意点

6年社会科

II

日本のあゆみ（武士の世の中）

PTAとの意図的な取り組み

学力志向の強い地域のPTAであるが，反面，子どもた

をあげておく。

1．課題づくりの段階で

ちに語り聞かせなどをしている母親たちのグループもあ

子どもの既知の知識や経験を話し合わせ，教師は関連

る。そうした人たちに，PTAの集会で，語り聞かせをし

した図書や資料，ビデオなど提示しながら，子ども自身

てもらったり，本校の読書研究について理解を求めたり

が意欲的に自分の問題として課題づくりにとりくめるよ

して，読書の教育力について関心を深めてもらうことに

うに，学習の方向づけをしていく。この課題づくりの過

努めてきた。また，成人委員会の中に「子どもの本の読

程で，教科書もひとつの資料として扱うか，または，は

書会」を設定してもらい，使用する図書は，各学年の図
書リストの中から選ぶようにした。こうしたことから，

申
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Group，Kawasaki−city）
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れるようになっていった。
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図書資料一覧表
◎印 重要参考図書
児童が自力で読みこなし資料として活用できる図書の紹介は省略する。

（教師用）

△印

学習マンガ資料

教師が先ずひもとき，児童に与え共に資料として利用できる図書。

書
神奈川ふるさと風土図 川崎編萩原

名

発

昇著

有峯書店新社

行

所

備

考

1500円

神奈川県の地理と歴史（野外見学ガイド）

野村出版

◎650円

神奈川県の歴史（県史シリーズ⑭）

山川出版社

中丸和伯著
1200円

神奈川県地名辞典

角川書店

◎8800円

鎌倉大仏（清水真澄著）

有隣堂

◎680円

相模のもののふたち（永井路子著）

有隣堂

680円

鎌倉と運慶（三上進著）

有隣堂

680円

武蔵の武士団（安田元久著）

有隣堂

神奈川の歴史百話

山川出版社

旧鎌倉街道探索の旅｛雫藻

さきたま出版会
さきたま出版会

◎1300円
◎1300円

鎌倉街道（全4冊）

譲蜷著さきたま出版会

各1300円

鎌倉案内（上・下）小沢彰著

有峯書店新社

◎各1300円

かながわの古道（阿部正道著）

かもめ文庫

鎌倉（古戦場を歩く）（奥富敬之著）

ふるさとシリーズ⑨新人物往来社

神奈川県の歴史散歩
（全国歴史散歩シリーズ⑭）神奈川県高校教科研究会社会
科歴史分科会編

山川出版社

鎌倉武家事典（出雲隆編）

青蛙房

◎3800円

鎌倉将軍執権列伝（安田元久編）

秋田書店

◎2700円

神奈川県教育庁文化財保護課編

◎

13世紀（鎌倉幕府，モンゴル帝国）

日本と世界の歴史⑩学習研究社

◎

神奈川県の歴史（通史）

神奈川県

ふるさと文化財
・建造物，工芸，歴史，資料編

神奈川県史（資料編

・絵画，彫刻，書跡編

1冊

通史・中世）

◎680円
1400円

630円
2000円

600円

神奈川県

国宝・重要文化財案内

毎日新聞社編

◎2500円

川崎市石造物調査報告書（図版・解説篇）

昭和55年度川崎郷土研究会

◎

川崎市石造物調査報告書（資料篇）

昭和54年度川崎郷土研究会

◎

原色版国宝全集

毎日新聞社編

◎
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宮崎おはなしの会
（年月日）

62年6月15、16日

6月19、24日

10月のおはなし会

年間活動の様子

（おはなし題）

（対象学年）

（語り手）

ミアッカどん

1年生

大川

久枝

10月のおはなし会

なぞなぞの好きな女の子

2年生

深沢富貴子

ig〔月）21（ヰ）・・r……2」弔

6月25日

あるだんなさんとおかみさんの話

6月29日

きつねの相談

7月8日

ゆうれい滝の伝説

7月9、10日

かしこいモリー

2年生

探沢富貴子

7月13日

エパミナンダス

1年生

小林

3，4年生

小林

斐子

5，6年生

新井

綾子

3，4，5，6．年生

大川

久枝

tヨ…［のカ、らす
2．6

9月21、24日

9月28日

10月14、15日

鬼とちっちゃなブヶッティーノ

死神の名づけ親

きつつきのくちばしはなぜ長い

2年生

重永

3，4，5，6年生

且年生

小林

月）…●●…9。3，桑年・

きのこの1ずけ毛り
22（融・一…●・51碑
と♪餌ゴうと望毛0
30㈲一…・・・…14F
ぎσ止盲われ，τ
ひ，こむな

斐子
恭子

勘しなτ

egに擾τく〆争oノ〜

斐子

深沢富貴子

一方，PTAの手芸クラブで，語り聞かせの部屋の雰囲
気作りに，「グリとグラ」（子どもの大好きな絵本）の絵

宮前図書館である。当時，宮前図書館でも，小学生の利
用が少なく，子どもたちへの働きかけを模索していたの

をパッチワークで見事に表現したカーテンを作ってくれ

で，学校の要請を心よく受け入れてくれた。では，具体

た。学校としても，おかあさんたちの意欲に答えるため

的にどのようなことを行ってきたのか述べると，

に，空教室を二部屋，壁を取りはずし，床にジュータン

・5月

を敷きつめる工事を市へ要請して，子どもたちの読書に
ふさわしい環境を整えることができた。

宮前平小学校読書指導研究会に参加
（1年生読み聞かせについての研究）

・6月（3年生読み聞かせについての研究）

先に述べた「宮崎お話の会」もこの部屋で25分休みに
定期的に開かれるようになった。

・10月

図書館職員による先生方へのブックトークの指

導

学校・PTA・家庭が一体となって，「子どもたちに読書

・10月以降は，学校の授業に使用する図書のテーマに

を」と願って取り組んだ結果，学力の高い子どもたちで

添って，または，先生方のリストをもとに，各市立図

もあったので，その読書量には目を見張るものがあった。

書館のネットワークを使って集本したものを貸し出し

高学年の子どもは，学校図書館だけでなく，地域の宮前

てもらう。

図書館にまで行って，読みたい本をさがし，なければ予
約貸しだしを申し込むなど，子どもたちの読書がいつの
間にか日常生活の中に溶けこんでいった。

m

・先生たちの本選びに当り，各市立図書館の児童図書委
員で選定した図書を直接利用させてもらう。

・前記の各図書館児童図書委員と本校職員とで「子ども
の本選びについて」の合同研究会も実施した。その際，

地域市立図書館との連携

市の図書館で作成した「図書資料パンフレット」等を

本校の読書教育を支えてくれたのが，地域にある市立

先生方に提供されるなど，市立図書館と学校との強力
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な連携のあり方が明らかにされていった。

が一体となって進めてきた。研究以前には，図書館の担

本校への協力担当者である，宮前図書館の今井さんは

当職員がその運営負担に喘いでいた状況から，その後，

こう語っている。

図書館の運営が，全職員のものになり，学級指導や，教

「学校の研究に参加し，同じ地域の子どもを受け入れ

科の指導計画の中で，図書や資料の見直しが行なわれる

る図書館としては，接点のなかった学校と協力すること

ようになった。図書館の利用時間の配当なども検討され，

ができ，その中で，市立図書館として「今何をなすべき」

学校の中で図書館の存在が大きく，なくてはならないも

かを探ることができ，大へん勉強になった。他の市立図

のに位置づいていった。

書館とも連携をとりながら小学生がもっと図書館を利用

しかし，何といっても，学校図書館活性化の速効は，
人の配置である。

してくれる運営を考えていきたい。」

このよう・に地域図書館との連携で，よかったことは教

今までいろいろな場で「図書館に人を」と訴えてきた

師の，読書への意識の深まりであった。そして，子ども

のが，幸に川崎市では退職教職員を学校の図書館に配置

たちのいちばん手近にある，学校の図書館の運営に積極

するようになった。

的に参加し，その効率的な運営が論議されるようになっ

今年，文部省でも図書予算の増額5ケ年計画を打ち出
したが，これからも，現場での実践を通して行政に働き

たことである。

かけていきたいものである。

おわりに
研究会と，学校の，実践の一端を，学校図書館の活性
化という視点から述べてきた。拙い内容ではずかしいが，

資料
（1）子どもが生き生きと学習する授業の創造一学校図書

いずれにしても，それぞれの教師が，それぞれの学校で，

館や図書・資料を活用して一

生き生きとした子ども主体の授業の創造こそ，図書館活

研究会著

川崎市立小学校図書館

（2）感動体験を通して豊かな心を育てる

性化そのものであろう。

本校でも，新しい発想での教科指導，また，本ばなれ

平小学校著

している子どもたちに，読書の楽しさをと，学校とPTA
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原著

文学作品の読み誤りとその修正について＊

千葉大学麻柄啓

＿＊＊

章から「感じる」ことであるので，それは合っていると

問題と目的

も合っていないともいえないものであるとする。現実に

学習目標となっている知識とは異なる（誤った）知識

は，西林の明快な分類にもかかわらず，たとえば，ある

を学習者が所有しているために，学習がなかなか成立し

読みとりに関する直接的な記述は文章にはないものの，

ない場合がある。学習者のそのような知識はさまざまに

間接的な記述があり，その間接の程度がさまざまである

概念化されている。たとえば細谷（1969）は，子どもが

という事態は考えうるので，場合によっては③と①②の

日常生活経験から自力で学習した誤った法則をru（ル・

区分が困難になることもあるかもしれない。けれどもこ

バー）と名づけた。またClement（1982）は専門家の正し

こではその問題に深入りしない。この問題を詳細に論じ

い知識と区別する意味でそのような誤った知識を前概念

つくすのが本稿の目的ではないし，本研究で扱うのはそ

（preconception）と名づけた。これまでの研究では主とし

のような微妙な読みとりの違いではないからである。本

て自然科学の領域でこのような知識の存在が明らかにさ

研究で「正しい読み」とは西林の①を，「誤った読み」と

れてきた。本研究では文学作品の読みにおいてこのよう

は西林の②を意味する。これが本研究の基本的立場であ

な知識の存在を明らかにして，それが学習に及ぼす影響

る。

を検討したい。さらにそのような知識の修正を試みたい。

しかし「行間を読む」ことにこそ意義を認める人にとっ

まず，文学教材について「正しい読み」と「誤った読

ては，このような筆者の基本的な立場は容認しづらいか

み」という区別を立てうるかという問題について筆者の

もしれない。そこで一般論ではなくて具体的な作品を取

基本的な立場を明らかにしておく必要がある。筆者は以

りあげた上で，本研究で扱う「正しい読み」と「誤った

下の西林（1991）の主張に基本的に同意する。西林は，

読み」への同意を取りつけたい。本研究で取り上げるの

文章から読み取ったと読み手が思うものには，文章に即

は木下順二の『夕鶴』（同名の戯曲を児童向きに標準語で

してその是非を確認できるものと，確認できないものの

書き直したもの，小学校の教科書にも採用されることが

二種類があると述べる。そして，①文章で確認できれば

ある）である。この作品で，つうがよひょうのもとにやっ

その読みは当面保持されてもよい，②逆に文章で否認さ

て来て布を織った理由を，助けてもらったことへの「恩

れればそれは読み取ってはいけない，③文章で確認も否

返し」として読むことは正しいだろうか。この読みは文

認もできないすなわち文章にその読みに関する記述がな

章に即して否定される。例えば作品中には「そのよひょ

ければ，それは文章から読み取れることではなくて，文

うの親切がうれしくて，つるは『つう』という女になっ
て，よひょうの所へおよめに来たのでした」「つうの願い

寧

A

mistake

attempt

to

in

correct

comprehending

a

literary

work

and

an

はお金でも都でもなく，ただ，よひょうと，二人で楽し

it．

料MAGARA，Keiichi（Chiba

University）

く働きながら，いつまでもいつまでもいっしょにくらし
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ていきたい，ということだけだったのです」とあるから

しこれらの実験で用いられている多くの文章は，実験の

である。これらの叙述に基づけば，つうの行為の動機が

ためにわざわざ曖昧に作られた文であることが多い。

「恩返し」であるという読み取りは否定される。これに

もっと自然な材料（文章）に即して読み取りに及ぼすス

対して「愛」であるという読み取りは保持される。本論

キーマの重要性を示すことが必要である。また本研究で

文では前者の読み取りを「誤った読み」として扱う。こ

扱うのは実験者から提示されるスキーマではない。読み

れに対してはおおかたの賛成が得られるのではないだろ

手自らが形成して所有しているスキーマの存在の影響で

うか（n。

ある。この点を示すことができればスキーマ理論を補強

しかし筆者の個人的な体験では，『夕鶴』を恩返しの物

するものとなる。

語としてとらえる人に出会うのである。その原因として

もう一つは教育実践に対して持つ意味である。自然科

は二つのことが考えられる。ひとつはステレオタイプな

学の教育においては，これから教えようとする内容に関

反応である。助けられたものが助けたものに利益をもた

して学習者が持ちがちなru（あるいは前概念）を教師が

らした場合，それは「恩返し」という徳目的な枠組みで

知っている必要があることは強調されてきた。それを考

とらえられやすい。ここで，このような認知的な枠組み

慮して教授活動を行わなければ学習者のruを覆すことが

を「スキーマ」という心理学の用語を用いて記述する。

できないからである。けれども文学教材の読みという分

スキーマとは情報を取り入れ処理する際の認知的な枠組

野ではこのようなことはほとんど考慮されていないよう

みである。われわれは過去の生活経験から「恩返しスキー

に思われる。文学教材の読みにおいてもこの点を考慮す

マ」と名づけうるような情報の処理単位（枠組み）を形

る必要性を示すことができれば，教育実践上意味を持つ

成しているだろう。そして助けられたものが助けたもの

であろう。

「恩返し」という誤った読みの実態を明らかにするこ

に利益をもたらしたという個々の現象に接した場合に，

それはそのスキーマに取り入れられやすい。これが第一

とに加えて，本研究はその修正についても考えてみたい。

の原因と考えられる。もう一つの原因は『鶴の恩返し』

読み手に文章を吟味させ，「恩返し」という考えが文章か

という民話の存在である。主人公の動物までもが『夕鶴』

ら支持されないことを読み取らせれば，この読み取りは

と同じであるために，この民話を知っていれば（あるい

変化するだろうか。この点もあわせて調べてみたい。

はこのタイトルを知っていれば）『夕鶴』の物語に接した

ときに，それが「恩返しスキーマ」に取り入れられる傾

方

法

向はますます強くなって当然である。こう考えると，筆

被験者

者の先の体験はたまたまのものではなくて，かなり大規

被験者は国立A大学教育学部の2年生180人である。
『夕鶴』が過去に小学校4年生の教科書（小学校国語4

模に起こりうると予想することができる。

この予想を確かめることが本研究の第一の目的である。

下，日本書籍）に採用されたことを考えると，被験者の

この点を確かめることは二つの意味を持つ。ひとつはス

年齢はもっと低い方がよいのかもしれない。しかし，比

キーマ理論の補強である。文章の読み取りは読み手のス

較的長い文章を2回個人で読むという実験デザインのた

キーマから影響を受けるという実験結果はすでにいくつ

めと，協力が得られやすいという現実的な条件から大学

もある。たとえばトピックや絵を与えると読みが促進さ

生を被験者とした。今回の研究の第1の目的は，読み取

れる（Bransford＆Johnson，1973）とか，異なる観点

りに及ぼす（誤った）スキーマの影響を示すことにある

に立たせると異なった内容が読み取られる（Pichert＆

ので，大学生を被験者としてもさしつかえないと判断し

Anderson，1977）といった実験結果がそれである。しか

た。
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冊子A2枚目

同4枚目

『夕鶴』の文章を見ないで

冊子Bめ
夕鶴の本文

同3枚目

→

を1回読む

質問0

質問1〜5に

同5枚目

指定された
箇所を読んで
→

テーマを書く ，答える
、（1回目）
（1回目）

質問1〜5

質問0・テーマを書く

（2回目）

→

『鶴の恩返し』

に答える

を知っているか

（2回目）

FlG．1被験者が行った作業の概略

TABLE1小冊子Aの質問内容
〈2枚目＞

質問0．『夕鶴』のテーマ（主題）を一言で表わすとします。あなたの考えるテーマを下に書いてください。
（自由記述）

〈3枚目，4枚目＞

（同一一である。ただし4枚目の質問は指定された箇所（TABLE2参照）を読んで答える）

質問1．つうはなぜ，美しい布を織ったと思いますか。
ア．恩返しをするため イ．お金持ちになるため
ウ．よひょうと楽しいひとときを過ごすため
エ．わからない
質問2．お金をほしがったり都へ行きたがるよひょうをつうはどう思ったでしょうか。
ア．少し嫌いになった イ』かなり嫌いになった

ウ．さびしくなった エ．わからない
質問3．最後の布を織るとき，つうはよひょうとの「別れ」を覚悟していたでしょうか。
ア．覚悟していた

イ．覚悟していなかった

ウ．わからない
質問4．約束をやぶって機織部屋をのぞいたよひょうのことを，つうは嫌いになったでしょうか。

ア．少し嫌いになった

イ．かなり嫌いになった

ウ．嫌いにはならなかった エ．わからない
質問5．つうはなぜよひょうのもとにやって来たと思いますか。あなたの考えを書いてください。
（自由記述）

〈5枚目＞

・前のぺ一ジの答をふまえてもう一度考えてください。『夕鶴』のテーマ（主題）を一言で表わすとします。あなたの
考えるテーマを下に書いてください。，
（自由記述）

・あなたは『鶴の恩返し1という民話（お話）を知っていますか。

ア．全く知らないイ．大ざっぱなあらすじをなんとなく知っている程度
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ウ．くわしい内容を知っている

読書科学第38巻第1号
TABLE2読むことを指定された箇所とその内容
質問1（12と8の場面）
（12）「あの布を織ってくれ。」と，とうとうよひょうが言いだしました。「えっP」と，つうはおどろきました。／お

どろくはずです。もうあの布は織らないと，固く約そくしたのですから。／「どうしても布を織れ！

織らないとしょ

う知しないぞ！」／つうの願いはお金でも都でもなく，ただ，よひょうと，二人で楽しく働きながら，いつまでもいつ
までもいっしょにくらしていきたい，ということだけだったのです。／っうは悲しくて，気が遠くなっていくようなこ
こちがしました。

（8）つうとよひょうは，ほんとうになかよくくらしていました。／あるときはつうは，そばがきを作ってくれまし
た。よひょうはおいしがってそれを食べました。／あるときはつうは1きれいな声で歌を歌ってくれました。よひょう
もいっしょになって歌いました。／またあるときは，つうは美しい都の話をしてくれました。よひょうはいつも，楽し
そうにその話に聞き入りました。
質問5．

（20と4の場面）

（20）つるは，だんだん遠くへ飛んでいきます。／あのつるがつうなのではないでしょうかP／そうです。つうはつる

だったのです。いつか，あの田んぼの中で，けがをして苦しんでいた，あのつるだったのです。そのとき，よひょう
は，そのつるを助けてやって，けがを直してやったのでした。そのよひょうの親切がうれしくて，つるは「つう」と

いう女になって，よひょうの所へおよめに来たのでした。そして，自分のはねをぬいては，あの美しい「つるの千羽
織り」という布を織ってやっていたのでした。（以下略）

（4）あるばんのこと一。／「ごめんください。」「はい，だれだね。」「あたしをあなたのおよめさんにしてください

な。」／そう言いながらよひょうのうちに入ってきたのは，雪の中から出てきたかと思われるように色の白い，ほっそ
りとした女の人でした。
被験者に配布した本文は小学校国語4下（日本書籍）に所収のものを用いた。

実験の概要

にやって来たか」であり，質問1の内容を包括したつう

質問が記載されている小冊子A（B5判5枚）と，『夕

の広い行動の意味に関わるものである。質問0は『夕鶴』

鶴』の本文が印刷されている別の冊子Bを被験者に配布

のテーマを問うものであり作品全体の読み取りに関する

した。被験者は小冊子Aの1枚目に氏名を記入した後，

ものである。読みのレベルとしてはこの順にしだいに広

その中に書かれている指示に従って個別に作業を進めた。

範な（深い）ものを扱っている。そこでここでは便宜的

作業の概略をFIG．1に示す。1回通読後に『夕鶴』の本文

に質問1を「表層レベル」，質問5を「中層レベル」，質

を見ないでいくつかの質問に答え（1回目），次に指示さ

問0を「深層レベル」と名づける。これら3問以外の質

れている本文の箇所を見ながら再度質問に答える（2回

問への回答は本研究では分析の対象としない。

目）というものであった。また『鶴の恩返し』という民

2回目の質問に答える際に読むことを指定した本文を
TABLE2に示す。これらの本文に基づいて，質問1では

話を知っているかどうかを5枚目の最後で質問した。

質問内容について

「ウ．よひょうと楽しいひとときを過ごすため」を正し

2枚目から5枚目までの質問の内容をTABLE1に示

い読み取りとした。質問5では「好きになったため／親

す。これらの質問項目は，読み手が『夕鶴』を「恩返し」

切がうれしかったから／いっしょにいたいと思ったか

としてとらえるかどうかを3つの観点から調べるように

ら」という主旨の記述があれば正しい読み取りと見なし

構成されている。質問1は「つうはなぜ美しい布を織っ

た。質問0のテーマについては何を正しいテーマとする

たか」であり，つうの特定の行動の意味の読み取りに関

かには立ち入らず，「恩返し」という回答の数（の変化）

するものである。質問5は「つうはなぜよひょうのもと

を分析の対象とした。
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ほぼ対応する（増加分は

結果と考察

逆転パターン

による）。

この130人（72％）というのは極めて高い値である。大

1回目の質問に対する結果

学生が『夕鶴』を実際に読んだにもかかわらず，「恩返し」

質問1の結果をTABLE3に示す。つうが布を織った動

という誤った読み取りを行ったのである。小冊子Aの5

機を「恩返しのため」とする者が全体の約3分の2を占

TABLE3

質問1への回答結果

め，「よひょうと楽しいひとときを過ごすため」を選んだ

者は3分の1にすぎなかった。本文を実際に読んだにも
かかわらず，「恩返し」ととらえる者が圧倒的に多いこと

質問1．つうはなぜ布を織ったか
ア．恩返しをするため

イ．お金持ちになるため

が示された。

エ．わからない

にABに分類してその結果を示す。この質問ではB（好き

30（17）

0

ウ．よひょうと楽しいひとときを過ごすため

自由記述で求めた質問5への回答を，TABLE4のよう

2回目

1回目
113（63）

0

60（33）

146（81）

7（4）

4（2）

数字は人数を（）内は％を示す。

になったため）を書いた者は94人（53％）と半数を越えた。

TABLE4

しかしA（恩返しのため）を書いた者も47人（26％）お

質問5への回答結果

り，質問1におけるほど多くはないものの，この質問に
質問5．つうはなぜよひょうのもとにやって来たと思うか

AB

対しても「恩返し」というとらえ方をする者が少なくな

「恩返しのため」

い割合で存在することが示された。

「好きになったため」「親切がうれしかった」「いっしょにいたい」

自由記述で求めたテーマ（質問0）は多岐にわたった。

AとBの両方
無記入

「恩返し」「人間の欲望」「秘密」「心」「つるの悲恋」「人

間の愚かさ」「心変り」「信頼」など実にさまざまであっ

2回目

1回目
47（26）

38（21）

94（53）

126（71）

37（21）

14（8）

2（1）

2（1）

数字は人数を（）内は％を示す。

た。これらの中で比較的多く用いられたテーマのキー

TABLE5

ワードをTABLE5に示す。「恩」がもっとも多かった。

テーマに多かったキーワードとその人数

全体に占める割合は20％とそれほど高いものではないが，

1回目

多様に出されたテーマの中で一番集中したものがこれで
「恩返し」

あることを考えると，やはり「恩返し」というとらえ方

「欲」

の根強さが示された。

三つの質問で「恩返し」と答えたパターンとその人数

をTABLE6に示す。単独の反応では表層レベル（質問1）

33（18）

2回目
21（12）
26（15）

「約束」

14（8）

15（8）

「幸せ」

13（7）

12（7）

「愛」

10（6）

その他

で，複合パターンでは表層レベル（質問1）と中層レベ

ル（質問5）で「恩返し」という反応が多かった。これ

36（20〉

74（41）

23（13）
83（45）

数字は人数を，（）内は％を示す。

に対して，深層レベル（質問0）だけとか，中層レベル

TABLE6

と深層レベルでという逆転パターンは少数だった。これ
は中層レベルや深層レベルで「恩返し」という読み取り

がなされていれば，表層レベルでもそのような読み取り
がなされていることを示している。三層のいずれかで「恩

『鶴の恩返し』を知っているか

ア．全く知らない
イ．大ざっぱなあらすじをなんとなく知っている程度

ウ。くわしい内容を知っている
無記入

返し」という読み取りをした者の数は130人（72％）であ

り，これは質問1で「恩返し」を選んだ113人（63％）に

数字は人数を（）内は％を示す。

一9一

0

143（80）
31（17）

6（3）

読書科学第38巻第1号
枚目の「『鶴の恩返し』という民話（お話）を知っている

反応を示した者の数は75人（42％）であった。1回目の

か」という質問に対する回答をTABLE6に示す。無記入

質問での130人（72％）に比べると大幅に減少した（CR＝

だった数名を除く全員が知っていた。

6．53，P＜．01）。

問題と目的の項で述べたように，『夕鶴』の物語は助け

全体の討論

られた者が助けた者に利益をもたらすというパターンで

あることに加えて，主人公の動物が『鶴の恩返し』と同

『夕鶴』を実際に読んだにもかかわらず，，1回目の質

じであるので，これら130人は『夕鶴』の物語を，過去経

問では極めて多くの大学生が「恩返し」的な読み取りを

験から形成していた「恩返しスキーマ」の中に取り入れ

示した。そして今回の被験者のほぼ全員が『鶴の恩返し』

たものと考察することができる。

という民話を知っていた。先に述べたように，『夕鶴』は

2回目の質問に対する結果

助けられた者が助けた者に利益をもたらすというパター

質問1（TABLE3参照）では「恩返しのため」を選ん

ンであることに加えて，主人公の動物が『鶴の恩返し』

だ者は約4分の1に減少した（CR＝8．90，p＜．01）。指

と同じであるので，多くの読み手はこの物語を，過去経

定された箇所を読むことによって多くの者が「恩返しス

験から形成していた「恩返しスキーマ」に誤って取り入

キーマ」に基づく読み取りを変えた。質問5（TABLE4

れたと考えられる。そしてその結果，つうの行動の動機

参照）では，A（恩返しのため）だけを書いた者は47人

や意味を考える際に，あるいは作品のテーマを考える際

から38人へとわずかに減少し，AB両方を書いた者も37

には，このスキーマの中で処理が行われるので，読み手

人から14人へと減少した。これら両者を合わせると，「恩

は誤った解釈（知識）を持つことになったと考察するこ

返し」という主旨の記述をした者は84人（47％）から52

とができる。自然科学の領域の学習の場合と同様に，文

人（29％）への減少となった（CR＝4．04，p＜．01）。質

芸作品の読みにおいても学習者は誤った知識を持つこと

問0のテーマの記述（TABLE5参照）では，「恩返し」

があって，それが（今回定義した意味における）正しい

という主旨の記述をした者は36人から21人へと減少し

読み取りを妨害しているという事実を示すことができた

（CR＝2．69，p＜．01），「欲」という主旨の記述が一番多

ことは，教育実践上意味があることであろう。

くなった。

1回目の質問で「恩返し」反応があった箇所のちがい

TABLE7

1回目の質問での「恩返し」パターンと
その修正のしやすさ

別に2回目の質問での「恩返し」反応の消失の割合を検
討する（TABLE7参照）。質問1のみで「恩返し」反応

1回目の質問

をしていた者では68％の者が「恩返し」反応を捨て去っ

での恩返し反

た。これが最も高い値である。質問5のみでは54％と低

くなる。複合パターンになるとさらに低くなり41％
〜50％となる。複合パターンより単一パターンの方が，

応のパターン
質問1（表層）
質問5（中層）
質問0（深層）

さらに後者の中では中層レベルより表層レベルの方が
「恩返し」反応を修正しやすいという以上の結果は理解

しやすい結果である。複合パターンでの41％〜50％とい

質問1と5
質問1と0
質問5と0

人数と全体に
占める割合
34（19）
13（7）

2（1）
47（26）
10（5）

2（1）

う変容率をどう受け止めるかは難しい問題である。ある

3つ全部

22（12）

程度は効果をもったととらえるのが妥当かもしれない。

合計

130（72）

ちなみに2回目の質問で3か所のいずれかで「恩返し」
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数字は人数を（）内は％を示す。

左記の者のうち2回目

の質問で恩返し反応が

消失した人数と割合
23（68）
7（54）

0
20（43）
5（50）

0
9（41）

文学作品の読み誤りとその修正について

これは『夕鶴』にだけあてはまる問題ではない。たと
えば『たぬきの糸車』（きしなみ著

光村図

な枠組みを与えられてから文章を読めば，おそらく今回

所収）では，おかみさんに助けられたたぬきが，た

より結果はよくなるであろう。しかしこのような方法に

くさんの糸をつむぐという場面がある。ここでもたぬき

も大きな問題点がある。「恩返し」を否定するのは妥当で

の行為を「恩返し」とのみ考えて，「回したくてたまらな

あるとしても，それに代って肯定されるのが上記のもの

かった糸車を好奇心から回した」という点が読み取れな

だけとは言えないだろう。そう考えると国語の授業を念

い可能性があるのではないか。また問題を「恩返し」に

頭に置いた場合，教師の方から別の枠組（スキーマ）を

限る必要もない。いろんな文芸作品を読む際に，文章自

読み手に提示するという方法に筆者は躊躇せざるをえな

体からは支持されないにもかかわらず，ステレオタイプ

い。望むらくは，作品全体についてであれ，その部分に

化された「勧善懲悪」や寓話的枠組での読み取りなどが

ついてであれ，学習者の方からさまざまな読みの枠組が

生じる可能性は大きいのではないか。このような誤った

出される。そしてそれらの適否を文章に即してチェック

読みの可能性については，教師個人のレベルでは気づか

していった結果，「恩返し」のように不適切なものは否定

れている場合もあるだろうが，読みのプロセスを扱う心

され，適切なものが（一つではなくて）複数残ることに

理学的研究の中では共通の問題とはなっていないように

よって，多様な読みを全体で味わうという授業の構造が

思われる。自然科学の領域の教育では，ru（あるいは前

考えられる。しかしこれは今回の実験では到底扱うこと

概念）などの概念化が行われたことによって種々の新た

ができず，現実の教育実践の中で試みなくてはならない

な教授方法が提案されてきたという経緯を考えると，

問題となる。

書

こくご一下

いているのではないか」というようにである。このよう

誤った読みを問題にすることの意義は大きいように思わ

注

れるのである。誤解がないようにここで再度注意を喚起
しておくと，本論文では西林（1991）に基づいて，文章

（1）つうがよひょうのもとに来た際の動機はあくまでも

から読み取ったと読み手が思うもののうち，文章自体で

恩返しであって，やがてそれが愛に変ったのだという

その是非をチェックできて確認されるか否定されるかを

反論が論理的にはありうるかもしれない。しかしその

正誤の基準としているわけである。

ような解釈には無理がある。もしそのような心の変化

さて，誤った読みの修正について本研究からどのよう

があったとしたら，それは作品のどこかに描かれてい

な知見が引き出せるであろうか。今回用いた方法は「恩

なくてはならないはずである。なぜなら，そのような

返し」という読み取りが否定されるはずの箇所を指定し

大きな心の変化はこの作品にとって周辺的な出来事で

て読ませるという単純なものだった。全体的に見てこの

はなくて大きな位置を占めるはずのものだからである

方法はある程度の効果は持ったが，これによって「恩返

（実際，よひょうの心の変化は描かれている）。

し」という読み取りの大部分が修正されたというわけで

文

はない。個々の文章を読んでも，それに基づいて読み取
りの修正を自発的に行うことは大学生にとってもそれほ

献
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（ed．），Visual

マの妥当性を文章に即して検討していくという方法もあ
りうるだろう。たとえば「この物語は『恩返し』を描い

information

processing．Academic
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盲導犬の理解促進のためのパンフレットが
市民の盲導犬に関する認識に与える効果＊

筑波大学徳田克己
1

筑波大学望月珠美＊＊
II方

はじめに

法

1．調査対象者

最近、盲導犬の啓発のための活動が盛んであり，いく

つかの企業や自治体が新聞広告を出したり，製品にア

野田市に在住の世帯の中から，無作為に272名を選び，

ピールを載せるなどの市民啓発を行っている。しかしな

調査用紙を配付した。期限までに回収できたデータ数は

がら，盲導犬使用者に尋ねると，その種の啓発活動の効

247名分（男性140名，女性107名：12歳

果はあまり上がっていないという。すなわち，今の活動

）74歳）であった

（回収率は90．8％）。

はイメージアップの効果が主であり，実際の盲導犬に関

2．手続き

する認識の向上やその使用者に対する理解の促進にはあ

盲導犬啓発のための記事が1ぺ一ジ目（表紙）に掲載

まり役立っていないのである。望月・徳由（1993）は盲

されている市報（平成6年2月1日号）が，野田市のそ

導犬に関する認識について，一般の人（幼稚園児〜成人）

れぞれの世帯に町内会を通じて，あるいは市役所からの

を対象とした調査を行い，いくつかの知見を見いだした。

郵便によって，平成6年2月上旬に市民に届けられた。

その中で，盲導犬に関する認識は年齢が上昇するととも

それから約2か月後，後述の質問紙と調査の依頼文を無

に高校生までは深化するが，それ以降はあまり変化がな

作為に選んだ272名に対して配布した。回収は地区の世話

く，むしろ誤解が定着する傾向があることを確認した。

役にあたる男性市民に依頼した。その後，調査の簡単な

また盲導犬に関する読書経験がある人ほど認識の程度は

結果と盲導犬に関する理解推進パンフレットを調査のア

高いが，しかしその認識の質は読書の内容に大きく依存

フターフォローとして質問紙を配った世帯に配布した。

することが報告されている。

なお，この調査は社会的に望ましい方向への反応のゆが

そこで本研究では，啓発活動の方法論を検討する上で

みを避けるために，無記名で行われた。

の資料を得るために，千葉県野田市において，市内初の

3．調査項目

盲導犬導入に備えて盲導犬啓発のために配布された市報

調査項目は性別と年齢を問う2項目と以下に示した盲

（パンフレツト）が，どの程度，一般市民の盲導犬に関

導犬との接触経験および盲導犬に関する認識を問う23項

する認識の深化に効果を持ったかを明らかにすることを

目の計25項目であった。これらの調査項目は，先行研究

目的とした。

など（Phaffenberger，1976；石井，1988；盲導犬に関す
る調査委員会，1990；下重，1992；多和田，1992；望月・

徳田，1993）の結果をもとに構成してある。また，それに

回答することによって盲導犬に関する認識を深化するこ
寧

The

effect

seminated

to

of

information

local

citizens．

about

seeing−eye

dogs

dis．

とができるように配慮されている。

sity

of

Tsukuba）

a．あ

申申TOKUDA，Katsumi＆MOCHIZUKI，Tamami（Univer−
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なたは盲導犬が視覚障害者の歩行を援助するため

読書科学第38巻第1号
に重要な役割を果たしていることを知っていますか

b．あなたは実際に盲導犬を使用する視覚障害者に会っ

知っていましたか
r．ハーネスをっけた盲導犬は仕事中のため他の人が呼

んだり，なでたり，食べ物を与えるなどして仕事か

たことがありますか

c．あなたは盲導犬に関するテレビ番組や映画を見たこ

ら注意をそらす行為をしてはいけないことを知って

とがありますか

いましたか

d．あなたは盲導犬に関する書物を読んだことがありま

s．断わりもなく盲導犬にさわることは盲導犬使用者に

すか。その本の書名と作者をお書き下さい

失礼にあたるだけでなく，恐怖感を与えることを

e．あなたは「市報のだ」（平成6年2月1日号）に掲載

知っていましたか
t．盲導犬は使用者が行き先を告げるだけでその場に誘

された盲導犬に関する記事を読みましたか

f．あなたは新聞の地方版（平成6年3月30日の朝刊）

導することができると思いますか
U．盲導犬がいても周囲の人の援助（手引きなど）が必

やその他の文書（コミュニティ新聞等）によって，

野田市中野台に在住の視覚障害者が盲導犬を得たと

要であると思いますか
v．次の場面ではどのようにすると思いますか。（）に

いう記事を読みましたか。なにで読みましたか

9．盲導犬の育成には2〜3年の年月が必要なことを

○をひとつだけつけてください
信号のある横断歩道では，

知っていましたか

）盲導犬が信号を識別して青になったら横断する

h．1頭の盲導犬を育成するためにはおよそ300万円の費

）盲導犬は信号に関係なく車が来なければ横断す

用が必要なことを知っていましたか

i．盲導犬の育成に必要な費用の多くが，募金による収

る
（ ）使用者が耳で車が来ないことを判断して盲導犬

益によって負担されていることを知っていましたか

に横断するように指示を出す

j．現在日本には重度の視覚障害者（盲人）がおよそ10

（ ）援助してくれる人が来るまで待つ

万7千人いますが，そのうちどのくらいの人が盲導

（正解は3番目）

犬を使用していると思いますか

k．日本の盲導犬使用者の数は欧米に比べて非常に少な

W．次の場面ではどのようにすると思いますか。（

いことを知っていましたか

）に

○をひとつだけつけてください
道が工事中で通れない時は，

1．盲導犬にはラブラドールリトリバーという犬が主に

）通行できないことを吠えて知らせる

使われていることを知っていましたか
m．す

）通行できないことを止まって知らせる

べての盲導犬が去勢あるいは避妊手術を受けてい

）援助してくれる人が来るまで待つ

ることを知っていましたか
n．盲導

（正解は2番目）

犬は他の犬や猫に興味を示して吠えたり，けん

かをしないことを知っていましたか

III結果と考察

o．盲導犬は他の犬や猫とけんかをすることはありませ
ん。そのために多くの盲導犬がのら犬などに咬まれ

今回の調査対象者のうち，盲導犬に関する啓発記事が

載っている市報を読んだ者は103名であり，それは有効

てけがをしたことがあることを知っていましたか

P．盲導犬は主人（盲導犬使用者）の許可がなければ排

データ数（237）のうちの43％にあたった。

本研究は啓発パンフレットの読みの効果を確認するこ

泄しないことを知っていましたか

q．盲導犬につける胴輪のことをハーネスとよぶことを

とが目的であるので，ここではそのパンフレットに書か

一14一

盲導犬の理解促進のためのパンフレットが市民の盲導犬に関する認識に与える効果

表1

知識得点およぴ各項目の平均と検定結果

項目記号
知識得点

R群
4．57

NR群
3．53

t値／df
4．22／189

示唆しているが，そのような傾向はどのメディアに関し

有意水準

ても常に一定しているであろう。すなわち今回の調査対
象者のうちで，パンフレットの内容を読んだ者は盲導犬

0．1％

に関する興味がある者と推測でき，ゆえに他のメディア

a

0．97

0．95

0．88／232

g

0．67

0．56

1．59／230

h

0．47

0．20

4．47／233

j

0，10

0．09

0．12／199

l

0。54

0．32

3．52／233

n

0．89

0．73

3．07／231

q

0．39

0．15

3．05／229

0．1％

r

0．59

0．39

3．02／228

1％

（テレビ，映画，書物など）を通して，過去において盲
導犬のことを知る経験がより多くあった可能性が高い。

0．1％

そこで，R群とNR群のテレビや映画の視聴経験（項目

1％
1％

c），読書経験（項目d），新聞等を読んだ経験（項目f）

を比較した。その結果，テレビや映画の視聴経験がある

者はR群98％，NR群84％（κ2＝12．62，df＝1，P＜
0．001），読書経験がある者はR群12％，NR群4％（κ2ニ

れてある内容に関する認識について，それを読んだ者と

11．00，df＝1，P＜0．001），新聞等を読んだ経験がある

読まなかった者ではどのように異なるかについてみてみ

者はR群69％，NR群5％（κ2ニ107．05，dfニ1，P＜

たい。今回の調査項目の中で，パンフレットにその内容

0．001）であり，3つのメディアともR群の方が接触頻度

が明確に書かれてあったものは，項目a，9，h，j，

が高いことが確認された。

今回のパンフレットに載っていない内容である項目m，

1，n，q，rの8つであった。したがって，これら8
つの項目のそれぞれの正反応（「知っている」「思う」と

P，t，u，v，wについてみると，去勢・避妊手術（項

答えたもの）の数を加えたものを各対象者の知識得点と

目m；R群20％，NR群16％），排泄（項目P；R群

することにした。

45％，NR群38％），誘導（項目t；R群36％，NR群

表1に知識得点と各項目の正反応数について平均とt

27％），周囲の人の手引き（項目u；R群69％，NR群

検定の結果を示した。表1をみると，知識得点はパンフ

66％）では両群間に統計的に有意な差はなく，また選択

レットを読んだ群（以下，R群）と読まなかった群（以

肢から正解を選ぶ項目である，横断歩道の渡り方（項目

下，NR群）では大きく異なり，R群の方が多くの知識を

v；R群12％，NR群17％），工事中の通行の仕方（項目

持っていることが確認できた。各項目についてみてみる

w；R群84％，NR群86％）の2項目についても同様に両

と，常識的な内容の項目a，犬の訓練期間に関するもの

群の間に大きな差はなかった。このようにパンフレット

で，ある程度予想できる内容の項目9および数字の記憶

に掲載されている内容を中心として両群間に統計的に有

が求められる項目」では，両群の間に統計的に有意な差

意差が確認されたことは，パンフレットの効果が多少と

が認められなかったが，その他の5項目ではR群がNR

もあったことの証明になろう。

群よりも正しい認識を持っているという顕著な傾向が確

ところで，現実には他のメディアも含めたすべての情
報源において，取り扱われる盲導犬に関する内容が偏っ

認できた。

以上の結果から，盲導犬の認識の深化に関して，啓発

ており，盲導犬に興味を持っている者も限定された情報

パンフレットを読む効果が大きいと結論づけることがで

しか得ていないという可能性がある。これは，盲導犬に

きるであろうか。徳田・遠藤（1992）は，障害に関わる

関する絵本や児童書の内容がほぼ同様である（望月・徳

新聞記事の効果を確認した研究において，新聞の読者は

田，1994）ことからみても推察できる。

見出しを一瞥した際，興味がある内容であれば記事全文

本研究は，実際に行われたパンフレットによる啓発活

を読むが，興味が薄ければ記事の中身は読まないことを

動の効果を検証した実践的研究であり，この結果の現実
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的な資料としての意義は大きい。しかしパンフレットを

㎜1

読むことのみの効果を取り出して分析するためには，盲

Publishing

導犬に関する情報源を特定した実験的研究を計画する必

απ4

y窃召ガπのワ

So勿ηoεs，Elsevir

Scientific

Co．

4）望月珠美・徳田克己（1993）

一般の人の盲導犬の認

要がある。今後はこの点について，さらに詳細な研究を

識について一幼稚園児から成人までを対象にした調査

継続していきたい。

の結果r視覚障害心理・教育研究，10，31−37．
5）望月珠美・徳田克己（1994）

幼児における盲導犬の
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「ごん狐」の「視点」，
〈「視角」転換説〉を否定する

＊

岩手大学望月善次＊＊
II．〈「視角」転換説＞の概要

1．はじめに
新美南吉作の「ごん狐」は，鈴木三重吉の『赤い鳥』

〈「視角」転換説＞は，後に述べるように西郷竹彦（1968）

復刊第3巻，第1号（1932・1）に発表されることによっ

によって説かれたところに筆者が与えた名称であるが，

て世に出た作品である。今日，「定稿」と呼ばれるもの

その内実はいかなるものか。本論では，そのことを示す

は，『校定

為に，やや，変則的な形ではあるが，それを最も端的な

新美南吉全集』第三巻〔大石他編，（1980・

7）pp．7〜15〕によって示されているが1），それは，『赤

形で示した鶴田清司（1993）の整理を先ず示し，以後そ

い鳥』を底本としたものであり，それ以外に南吉自身の

れによりながら，西郷の論を紹介する形をとりたいと思

「スパルタノート」〔大石他編，第十巻（1981・2），pp．

う。

649〜657〕と呼ばれる「ノート」が残っており，〈草稿「権
狐」＞と通称されている。また，「ごん狐」は，「ごんぎっ

「ごんぎっね」の主な登場人物は全部で次の六人

ね」の表記で，教科書にも収録され，小学校4年生教材

である。／〈ごん＞〈兵十＞〈弥助の家内〉〈新兵衛の

として，現在使用中の小学校「国語」全教科書が収録し

家内〉〈いわし屋＞〈加助＞／このうち，誰に「視点」

ていることも広く知られている。

が設定されているか，つまり話者がどの人物の内面

ところで，筆者は，先に拙稿〔望月，1994〕において，

（心の中）に立ち入って語っているかという問題を

「ごん狐」（の「額縁構造」内部）は，「第三人称全知視

考えてみる。すると，それは、〈ごん〉と〈兵十〉の

点」であること，したがって，従来作品末尾の「六」の

二人だけであることがわかる。これが「視点人物」

部分における説明に援用されてきた「第三人称限定視点」

である。残りの人物は話者によって客観的に観察さ

を前提とした，〈「視角」転換説＞は，不適切なものであ

れている（外側から見られている）だけの「対象人

ることを主張した。

物」である。b「分析批評」の用語を使うと，この作

しかし，許された誌面の関係から，結論を急いだ部分

品の「視点」

は特定の二人の人物に限定されている

があり，論証に不十分な部分を残していた。本論では，

わけだから「三人称限定視点」と言える。しかも，亘

その論証の不備を補い，拙稿の主張を補強したいと思う。

先の西郷氏の〈分析＞にあったように，一から六の
場面の途中までは〈ごん＞の内側ないしその近くに
「視点」が設定されている（話者がごんに重なる・

申

《Point

of

theory

of

view

in

the

view−point

story曜（30η8露sπn6

：A

refutation

of

the

寄り添う）のに対して，六の途中から始めて〈兵十＞

change．

料MOCHIZUKI，Yoshitsugu（University

of

の側に切り換わっているのである。

Iwate）
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のとき兵十は，ふと顔をあげ……」から，視角を兵

〔符号・下線望月，鶴田（1993），p．97。〕

十に〈きりかえ＞たのです。これを視角の転換とい
「ごん狐」における〈「視角」転換説〉は，以上の鶴田

います。

〔符号・下線望月，西郷，p．159。〕

の整理の中に示されていると言ってよいが，それは，二
つから成り立っていると考えられる。一つは，「ごん狐」

という作品の視点が「三人称限定視点」であること〔鶴

鶴田は，「分析批評」の用語を用いて，「第三人称限定

田引用下線a），b）参照〕，もう一つは，「（ごんから兵

視点」としているのに対し，西郷は，自ら開拓した「西

十への）視点（西郷の用語では「視角」）の転換」〔鶴田

郷文芸学」の用語を用いているから，〈内の目〉・〈外の

引用下線c）参照〕がなされていることである。以上の

目＞，「視点人物・対象人物」，「視角」などの用語を用い

二者は，切り離し難く結びついている。筆者の主張は，

ている。そうした用語の点において相違はあるものの，

この二者を共に否定することによって，〈「視角」転換説＞

内容的には，鶴田の下線a），b）は，西郷の下線d）に

を否定しようとするものである。

対応し，鶴田の下線c）は，西郷の下線e）に対応して

ところで，鶴田の整理は，西郷の説くところを正確に

いる。つまり，鶴田の整理は，西郷説を正確に踏まえた
ものであるとすることができる。

踏まえたものであるかを見てみよう。

西郷は，この〈「視角」転換説＞を前提として，「兵十
じつは，dこの（4）〔望月注，「ごん狐」で言えば，

「一」，「或る秋のことでした。二＝日雨がふりつダ

はかけよつて來ました。」の部分に対し，有名な次のよう
な提案を行うのである。

いたその間，ごんは，外へも出られなくて穴の中に
しやがんでゐました。」に相当する文章を指す。な

しかし，わたしたちの文芸学の立場になって考え

お，西郷氏の使用テキストについては，以下共明記

ますと，ここのところは，視点の理論からも，形象

されていない。〕からあとの文章はずっと，語り手が

の理論からもおかしいのです。（もちろん，言語学や

ごんそのものになって語っているのです。

文法の上からはおかしくありませんが）fここのと

〔符号・下線望月。西郷（1968），p．69〕

ころは，兵十の視点からのところですから，つぎの
ようにすべきです。／「兵十は，かけよって，いきま

これまでずっと一章の（4）から，六章の伽）〔望月注，

した」／あるいは「兵十はかけよりました。」とすべ

「ごん狐」で言えば，「六」冒頭の，「そのあくる日

きです。いや，そうしたほうがいいだろうと思うの

もごんは，栗をもつて，兵十の家へ出かけました。

です。……ここのところは，どう考えても／「兵十

兵十は物置で縄をなつてゐました。それでごんは家

は，かけよって，いきました。兵十が家の中を見る

の裏口から，こつそり中へ入りました。」に相当する

と」／という文になることが，文学理論の立場からは

文章を指す。〕まで，作者は，語り手の〈外の目〉を

すっきりするのです。

ごんという人物の〈内の目〉に重ね，（むしろ，ごん

……この機会に，ここの文章は，「兵十はかけよって

を視点人物として）兵十を対象人物としてえがいて

いきました」とすることを，私は提案いたします。

きました。／しかし，この㈱〔望月注，「ごん狐」で

〔符号・傍点原文，下線望月，西郷，pp．162〜163。

言えば，「六」の「そのとき兵十は，ふと顔をあげま

なお，引用文中の表記は，全て西郷原文のまま。〕

した。〜ごんはぐつたりと目をつぶつたま＞，うな
づきました。」に相当する文章を指す。〕にきて，進
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一一一〈「視角」転換説〉を否定する一

視点と兵十の視点の両者の視点をともに持ちながら，

m．〈「視角」転換説〉への異論

その両者を超えた地点に立たざるをえないのです。

それが自然な読みというものです。単純にごんの視

こうした西郷の提案に対しては，異論が出なかったわ

点から兵十の視点に移るとしてしまうと，兵十の視

けではない。

その異論に関しては，既に萬屋秀雄が『作品別文学教
育実践史辞典

点に移ったとたんに，それまでごんに同化して読み

第2集・小学校編』〔浜本，1988〕の中で

すすめていた読者が，急にごんのことはそっちのけ

手際よく整理している。（鶴田は，異論については，言及

にして，兵十のごんに対する憎しみだけを読みとる，

していない。）ここでは，引用がやや長きに渡るが，萬屋

あるいはそれだけを強調するという奇妙なことにな

が挙げた論でもあり，また西郷説への異論を集約できる

るのです。それはいかにも不自然です。読者は，ご

論でもある安藤操，藤原和好の異論を見ることにしよう。

んへの愛着の気持ちを維持しつつ，兵十の憎しみを
も知っていくというのがこの場面の正しい読みとり

かたではないでしょうか。とすると，例の「兵十は

ここは，まさに氏の理論の安直さが，象徴的に露

かけよってきました」はどうなるのでしょうか。

呈している部分である。（中略）ここの部分は，倒れ
ヤ

ヤ

読者は，「ごんはばたりとたおれました。」と書い

たごんのそばに兵十が近づいてくることに対して，

読者が危機感をそそられるのである。それは，ごん

てあると，思わずごんのそばにとんでいき，「ごん，

の身になって感じるという，氏の同化論としてでは

だいじょうぶか。」と，ごんをのぞき込むのではない

なく，読み手として，兵十とごんの両方をイメージ

でしょうか。「してやったり」とばかりごんにかけよ

として見すえているからこそ，感じるのである。（当

る兵十よりも，読者の意識は一瞬早くごんのそばに

事者にとっては，むがむちゅうな行為であっても，

かけよっています。その読者の意識からしてみれば，

外がわから眺めると，身につまされたり，いてもたっ

「兵十はかけよっていきました。」ではなくて，「か

てもいられなかったりすることは，よくあることで

けよってきました。」のほうがぴったりした表現なの

ある）。したがって，兵十の立場にたって，ごんのそ

ではないでしょうか。（私は，安藤氏のように「視点

ヤ

ヤ

ばに近よっていくという書き方では，読み手の危機

論」を否定する立場からではなく，「視点論」を踏ま

感は弱まってしまう（ましてや，ここでの加害者，

えたうえでなおこのように読めるということを言っ

兵十の側から近寄っていくように読むのでは）。／ま

ているのです。）

た氏は，ごんが視点じんぶつならば
が

〔藤原（1981），pp．56〜57。〕

ごんはH兵十

というようにしなければ，視点論の「後の目」

なるもののつじつまが合わなくなるということを言

（安藤の言う，「理論の安直さ」の正否について，本論

いたいのであろうが，要するに，ここでは，助詞の

では具体的に言及している余裕がないが萬屋は，「基本的

ヤ

はによる両者の並置された緊張関係が大切なのであ

には藤原論を肯定する」とした上で，「西郷が視点論だけ

る。

で読もうとしたのに対して，安藤，藤原は読者の立場か

〔傍点原文，下線望月，安藤（1978），pp．137〜139。〕

ら読もうとしたわけで，後者の方が，より自然で，すな

おな読みといえよう。筆者もこの点，視点論の有効性を
六の場面に到ると，読者は，よく言われているよ

十分認めた上で，なおそれを超える『読者の側』の読み

うにごんの視点から兵十の視点に移るわけではあり

を重視したヤ】のである」〔下線望月，浜本，p．129〕と総

ません。そうではなくて，ごんの視点から，ごんの

括している。
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しかし，この部分で，萬屋が論証を欠落させている部

の心の中に入っているからである。

分がある。それは，下線を施した「視点論の有効性を十

先ず，話者が「ごん」・「兵十」以外の「人物」の心に

分認めた上で」に関する論証である。これ故この部分が，

も入っている例として，「加助」の心の中に入っている場

西郷の「視点論」一般の有効性を指すものか，それとも，

合について示すことにしよう。

西郷の「ごん狐」「六」の場面への解釈の有効性を指すも

加助は，ごんには氣がつかないで，そのまンさつ

のかはっきりしないのである。

そうした意味においては，萬屋の総括は適切なものだ

さとあるきました。

とは思えない。なぜならば，西郷の「視点論」の有効性

〔下線望月，「四」〕

と「『読者の側』の読み」というレベルは，異なったレベ

ルのものだからである。萬屋が，先ずなすべきだったの

これに相当する部分を，「草稿」である「権狐」を見る

は，「西郷視点論」が，この「ごん狐」「六」の場面に，

と，「加助は，何も知らないで，叉前を向いて行きました。」

適切に適用されているか否かということの具体的検証で

（下線望月）とあるから，更に明瞭である。つまり，話

者は，「加助」の心の中にも入っているから，この話者

はなかったのか，と筆者は考える。

筆者の考えの可否はしばらく置こう。

は，「限定話者」であるとするよりも，「全知話者」とし

従来の研究においては，「視点論」の範囲においては，

た方が適切なのである。

西郷論は否定されなかった。西郷論への異論は，「視点論」

このような「全知話者」であるから，「六」の場面以前

の好悪は別として，「視点論」以外の論理によって行われ

にも，「ごん」以外の「人物」の心の中に入っていると予

たのである，として差し支えないであろう，という点の

想できる。実際，「兵十は，午飯をたべかけて，茶碗をも

みを指摘して置こう。

つたま＞，ぼんやりと考へこんでゐました。」〔下線望月，
「三」〕，「兵十はびつくりして，加助の顔を見ました。」

lV．「ごん狐」の視点

〔下線望月，「五」〕などの例を挙げることができるので

筆者は，「II．」において，〈「視角」転換説〉の要因の

ある。ところで，この場合も「草稿」を見ると，他にも

二者を共に否定したいとした。ここでは，先ず，「ごん狐」

「次の日も次の日も，ず一と権狐は，栗の實を拾つて來

が，「分析批評」でいうところの，「第三人称限定視点」

ては，兵十が知らんでるひまに，兵十の家に置いて來ま

だとするところを否定し，実際には，「第三人称全知視点」

した。〔下線望月，「三」〕」などの例を挙げることができ，

であることを示そうと思う。

この作品の話者が，「全知話者」であることを補強でき

「限定視点」であるとする論者の根拠は，「II．」に挙

る。

げた鶴田の言に明瞭であろう。先に挙げたように，「それ

以上見てきたように，「ごん狐」は，「第三人称全知視

は〈ごん〉と〈兵十＞の二人だけであることがわかる。」

点」の作品である。やや，詳しく言えば，この作品の「話

〔鶴田，下線a）〕としているからである。しかもそれ

者」は，冒頭近くこそ，西郷等が説くように，「ごん」に

は，「一から六の場面の途中までは〈ごん＞の内側ないし

関する「限定視点」的に語り始めるが，「三」の後半部分

その近くに『視点』が設定されている」〔鶴田，下線c）〕

から，「全知視点」の様相を示し始め，徐々に「全知視点」

とされているのである。

の度合いを強めて語っていくのである2）。

この解釈は，二重に誤りである。「ごん狐」の「話者」

こうした認識は，「六」における「兵十はかけよつて來

は，「ごん」・「兵十」以外の「加助」の心の中にも入って

ました。」を「視点論」の上から，どう考えるかについて

いるし，「六」の場面以前にも，「ごん」以外の「人物」

も，示唆を与え得るものである。
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一＜「視角」転換説〉を否定する一

「全知視点」の話者に相応しく，繁く入れ換わってい

先に言及した西郷の場合は，「限定視点」に立つ「転換」
−説であるから，「そのとき兵十は，ふと顔をあげました。」

る様が，見て取ることができるであろう。

もっとも，このうち，「C，E，F」で，入れ換わって

以降の話者は，全て兵十の側から語っていると見ること

いるかという点については異論もあろう。結論を急ぐ前

になる。

とすると，問題の「兵十はかけよつて來ました。」とい

に，「草稿」の該当部分も見ておこう。〔下線望月〕

う叙述は，西郷も「下線f）」で述べているように，兵十
の側から語っているわけではないから，これを「かけよっ

A．〈ごん＞

その日も権狐は，栗の実を拾つて，

ていきました。」としなければ，整合性が保たれないこと

兵十の家へ持つて行きました。

になる。従来の所説も，論全般の西郷論への賛否を越え

B．＜兵十＞

て，少なくとも「視点論」的には，この西郷論の範疇に

狐が家の中へはいるのを見とめました。

あったわけである。

C．くごん〉

兵十はふいと顔をあげた時，何だか

権狐は，ばつたり倒れました。（兵十

しかし，既に述べてきたように，「ごん狐」の「視点」

はかけよつて来ました。）

は，「限定視点」ではなく，「全知視点」である。「全知視

D．〈兵十＞

点」であれば，話者が複数の「登場人物」の心の中を入

いつもの様に，かためて置いてあるのに眼をとめま

れ換わりながら往来するのは，きわめて自然のことにな

した。

る。況して，この「六」の部分は，作品にとって，重要

E．〈ごん＞

な部分であるから，話者の「人物」間の往来は，繁くなっ

しくなりました。

て当然なのである。

F．〈兵十〉

では，具体的にどのように入れ換わるのか。入れ換わ

所が兵十は，背戸口に，栗の實が，

権狐は，ぐつたりなつたま＞，うれ

兵十は，火縄銃をばつたり落しまし

た。

る際の最初の一文で示しながら，筆者の考えを示すこと
にしよう。〔冒頭のアルファベットは筆者。また，「兵十

はかけよつて来ました。」の箇所のみは，（

）で示す

さて，こうして，「定稿」・「草稿」の二つを合わせ見る

時，どうしたことが言えるであろうか。

解釈の揺れが，一番少ないと思われるのがEである。

ものとする。〕

例えば，「草稿」においては，「うれしくなりました。」と

A．〈ごん〉

そのあくる日もごんは，栗をもつて，

いう心の中を表す表現がはっきりと示されているからで

兵十の家へ出かけました。

ある。また，特定が困難なのは，Fであろう。実は，「定

B．〈兵十〉，そのとき兵十はふと顔をあげました。

稿」では，EとFの間は，改行されているが，「草稿」に

C．〈ごん〉

おいては，改行されていないのであるが，そうした事情

ごんは，ばたりとたほれました。（兵

十はかけよつて来ました。）

は，断定を一層困難なものとするように思われる。現在

D．〈兵十〉

のところでの筆者の読みは，「兵十は，火縄銃をばたり

家の中を見ると土間に栗が，かため

ておいてあるのが目につきました。

と，とり落しました。」が，兵十の側からの語りであると

E．＜ごん＞

した方が，兵十の後悔の念はより強く出て，作品全体の

ごんは，ぐつたりと目をつぶつた

ま＞，うなづきました。

流れと整合性を保ちやすいと考えるのであるが，この点，

F．〈兵十＞

反論の余地もあることを言っておこう。さて，問題のC

しました。

兵十は，火縄銃をばたりと，とり落

である。結諦的に言ってしまえば，「兵十はかけよつて来
ました。」がなければ，ここで「ごん」の側に換わってい

一23一

読書科学第38巻第1号
るというのは，無理だとする説も可能であろうというこ

他人による改稿という問題である。冒頭にも述べたよう

とになる。

に，「ごん狐」は，『赤い鳥』によって世に出た作品であっ

しかし，Cで，換わったと考える方が，「全知視点」の

た。したがって，鈴木三重吉などの筆が入ったことは，

特徴がよく出ること，「草稿D」の「所が」の叙述が生き

想像に難くない。今日，それが，どの程度のものであっ

ること，そして何よりも，「兵十はかけよつて来ました。」

たかは，確かめる術もないのであるが4），「視点」に関し

が無理なく説明できることが，現在の筆者の読みである。

て，「草稿」との比較を行えば，「草稿」段階では，割合

このように，その断定には，困難な点も残っているが，

はっきりとしていた「全知視点」が「定稿」へと移るに

少なくとも，作品全体的には，「全知視点」であることは

従って，そうした性質を薄くしたのだということは，指

間違いなく，また既に述べているような論理的に破綻が

摘できると思う。5）

その一例として，ここでは，「五」末尾〔「草稿」では，

ある「限定視点」を前提にした，西郷〈「視角」転換説〉

と比べれば，筆者の説に，より可能性があると言えるの

「四・五」が一つになっているから，「四」末尾となる〕

ではないだろうか。

の「ごん・権狐」に関するものを挙げておこう。

V．〈「視角」転換説〉の発生原因と継続理由

ごんは，へえ，こいつはつまらないなと思ひまし
た。おれが，栗や松たけを持つていつてやるのに，

以上述べてきたような〈「視角」転換説〉を生んだ原因

はどうしたところにあったか。また，それが，今日まで

そのおれにはお禮をいはないで，神様にお禮をいふ

否定されないできた理由は何であろうか。概略的ではあ

んぢアおれは，引き合はないなあ。」

〔「定稿」〕

るが，述べてみよう。

「ごん狐」が，（冒頭部分を除いた「額縁構造」の内部

権狐は，つまんないなと思ひました。自分が，栗

において）は，「第三人称全知視点」ですることは，今回
ヤ

ヤ

ヤ

考察したように，それほど困難な作業であるとは思われ

やきのこを持つて行つてやるのに，自分にはお禮云

ない。しかし，筆者の場合においても，今まで，，「ごん狐」

はないで，神様にお禮を云ふなんて。いつそ紳様が

に関して，「論文」の形での考察を行うことがなかったこ

なけりやい＞のに。／権狐は，神様がうらめしくなり

ともあり，拙稿（1994）で，具体的な作業を行うまでは，

ました。

〔「草稿」〕

気が付かずにいたのである。「視点」論の開拓者でもある

西郷にこうした初歩的とも言ってよい誤りがあることを，

V【．おわりに

確認しようとしなかったのである。筆者の場合で言えば，

既に「とびこめ」などをめぐって，西郷の「視点」の具

以上，「ごん狐」の「視点」は，「第三人称限定視点」

体的解釈への疑問も提出したことがあるわけだから，迂

ではなく，「第三人称全知視点」であること，また，従来

闊だと言えば迂闊であった3）。いずれにしても，西郷のこ

「六」の部分を中心にして言われてきた西郷竹彦などに

うした誤りが，少なくとも「視点」に関しては，今日ま

よる〈「視角」転換説＞は，誤りであることを考察し，筆

で継続されてきたのは，他の論者においても，筆者と同

者の主張（望月，1994）を補強しようとした。西郷の「視

様に，「まさか，西郷氏が」の思いがあったのではと，推

点」論と「分析批評」における「視点論」との関係，「六」

察する。

の部分における「話者」の入れ換わりについてのより精

ところで，この西郷等の誤りには，遠因となるもう一
っの理由が考えられる。それは，新美南吉作品に伴う，

密な論証など，論じ残している点もあるが，それ等につ
いては他日を期したいと思う。
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5）「六」場面に関連しては，国語教育関係でも，「六場
〔注〕

面の兵十とごんの動きの位置関係の理解には，草稿の
表現に参考になる点が多い。」〔間瀬，（1992）p．261。〕

1）本論においては，引用は，特定論者の引用部分を除
新美南吉全集』（大石他

という指摘があるが，具体的にどうした点を指してい

編，1980〜1983）に従っている。なお，西郷・鶴田等

るかは不明であり，本論で問題としている「視点」と

の文章は，現代表記になっていて全集とは異なってい

の異同は断定し難い。が，「六」の場面の理解に，「草

る点も断っておきたい。

稿」と対照が有効である点では共通性を指摘できる。

いては，原則として『校定

2）「視点」に関して，「三」の後半部から，こうした変

〔引用文献〕

化が起こるのだとする筆者の主張は，この作品が〈つ
ぐない＞の物語か，〈求愛＞の物語かの結論を，〈求愛＞

安藤操『文学教育一その実り豊かな実践のために』（新評

の物語であるとし，その分岐点が，「三」・「四」の間に

あるとする北吉郎の所説（1991）とも，或る一致を見
せていて興味深い。

論，1978・8）。
藤原和好『文学の授業と人格形成』（部落問題研究所，
1981・12）。

3）例えば，『「分析批評」の学び方』〔望月，（1990）pp．

浜本純逸他編『作品別文学教育実践史辞典

263〜266。〕において，西郷の主宰する「文芸研」を対

象としたものについてではあるが，西郷等の「とびこ
め」に関する「視点」分析を，具体的に批判している。
4）

『校定

新美南吉全集』では，次のような解説を加

第2集・小

学校編』（明治図書，1988・7）。

北吉郎『新美南吉「ごん狐」研究』（教育図書出版セン
ター，1991・5）。

間瀬泰男「ごんぎつね」，国語教育研究所編『国語教材研
究大事典』（明治図書，19九十二，＊月表示なし）pp．

えている。

この「スパルタ日記」版をもとにして，次に原稿

260〜2630

用紙に書き，それを「赤い鳥」に投稿したと考えら

望月善次『「分析批評」の学び方』（明治図書，1990・2）

れるが，その間にどの程度の推敲が行われたかは不

望月善次「『ごんぎつね』の『視点』は，『第三人称全知』

明である。「スパルタ日記」版と「赤い鳥」版と比較

である

すると，異同がかなりあり，それが「赤い鳥」投稿

一」，『実践国語研究』No．139（明治図書，1994・8）

の際の南吉による推敲のためか，鈴木三重吉の補筆

pp．101〜102

のためかは断定できない。しかし，「スパルタ日記」

大石泰三他編『校定

にわざわざ「赤い鳥に投ず」と題しているのだから，

6〜1983・9）。

「赤い鳥」に投稿した原稿は「スパルタ日記」版と

あまり大きな異同がなかったと考えられるので，三
重吉の多くの補筆があったことは，十分考えられる。

『六』の〈「視角」転換説〉の非有効性

新美南吉全集』（大日本図書，1980・

西郷竹彦『教師のための文芸学入門』（明治図書，1968・
10）。

鶴田清司『「ごんぎつね」の〈解釈〉と〈分析＞』（明治図

〔第三巻，p．21〕

書，1993・9）。
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授業報告

学習活動が生徒の読みの様態をどう変えるか
「高瀬舟」の感想文の視点を中心にして

＊

神戸市立神港高等学校田中

勝＊＊

波多野（1984）が「知力と学力」の中で，理解を深め

1．はじめに

る学習活動として採り挙げ，論じている「教師の発問で

現場の教師は，日常の授業をどのように設定している

のであろうか。多くは，教材に応じて，自分の指導の型

深まる理解」と「子どもどうしの相互交渉と理解」が，
学習活動の中心となるべき活動の柱であろう。

を持ち，それぞれの学習活動に或る目的を持たせて行っ

そこで，作品「高瀬舟」を用いて，（1）生徒の発言の交

ている。しかし，その学習目的を確かめる手立ては，生

換を通した結果と，（2）教師の発問とその応答による授業

徒の応答であり，テストであったりするが確かな資料を

の結果のそれぞれによって，生徒の読みがどのように変

持ち合わせていないのではなかろうか。

化したかを検証することとする。

秋田（1993）はr文章理解過程についての認知心理学

II．方

研究は，文章を理解するとは，文章に書かれた内容につ

法

いて一貫した意味を構成していく過程，すなわち文章が

材料 「高瀬舟」森鶴外

描き出す小世界を頭のなかに構築していく過程であるこ

対象 神戸市立神港高等学校

とを明らかにしてきた。」（P107）と断定し，「だが，集団

のなかで友達と共に一つの文章を繰り返し読み，話し

A．24名

方法

合っていく過程を対象とし，そこでどのように文章の理
解が変化するのかという点に焦点をあてた研究は，まだ

B

（「新現代文」大修館書店版）

B．37名

A．学習前群

B

商業科3年2クラス

．33名

計延べ94名

B．安楽死群

．人物像学習群に分けて感想文を調べる。

A．学習前群

作品「高瀬舟」を教師が読んだ後，感想を書くよ

あまり多くはない」と指摘している。

国語科の教師として，自分が行っている学習活動が，

う指示した。

結果として生徒の読みの様態をどのように変えているの
か，生徒の思考とどのように関わっているのかを検証す
ることは，自分の教育活動への大きな示唆を与えてくれ

この群は，学習活動を行う前の群とし学習活動効
果を検証するための基準とする。

この群は，理解を促す教師の指示も，友人からの
意見発表もないままで書かせるため，自分の興味・

るであろうと考える。

関心・予測・期待等を基にして，自分なりに一貫し
た意味構造を作り上げながらの感想である。従って，
零

The

effects

students

of

reading

different

classroom

leaming

activities

on

各生徒が現在保持している読みの形態を示している

comprehension．

ホ＊TANAKA，Masam（Shinko

Senior

High

School，Kobe

−city）
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と言えよう。

学習活動が生徒の読みの様態をどう変えるか

B．安楽死群

このB

作品「高瀬舟」を教師が読んだ後，生徒の感想発

一クラスであることから，人物像の学習を通してど

表を行った。その内容は「喜助が罪人になるのは可

のように変わっていったかを比較検証したい。

笑しい。」とか「この間，アメリカであった尊厳死の

皿．結果とその考察

問題をテレビで見た。これは昔の問題ではなく今の

三群それぞれの感想文の視点とその内容を分類してみ

問題だと思う。」等，尊厳死・安楽死について三人の

意見発表があって，その後すぐ感想文を書かせた。

「高瀬舟」のテーマとして，①経済観念
楽死

B

群は，安楽死について感想を書いたのと同

ると次表のごとくなる。

②安

1．学習前群について
物語を読むとは「作品の中の視点の位置を探しだし，

が挙げられている（現代日本文学大事典：

明治書院1965）が生徒の感想発言が，安楽死に傾い

そこへ視点を設定することによって，読み手は作品の中

たのでここでは安楽死について生徒相互の意見の影

にある情景についての情報を，一つのイメージヘと統合

響について調べることとなった。

する」（宮崎清孝：1985：P114）ことであるが，学習前で

友達の意見は，教師の意見や質問とは異なって，

無指示のため，作品の中の視点の位置を各自の興味や関

生徒にとっては権威を持たない発言で「大人の気に

心・期待に基づいて探しだそうとする作業が，読みと同

入る正答をはやく見つけること」（波多野）など考え

時進行し，読み終えるまでに，自分としての一貫した物

る必要の無い状態である。生徒は自由に自分の考え

語の構成が見えないまま，視点の定まらないまま，感想

を巡らすことが出来ると考えられる。

文を書いたのであろう。そのことが，視点の山場への集
中となっているのである。すなわち，「高瀬舟」は第三者

．人物像学習群
作品「高瀬舟」の登場人物である，，喜助・庄兵衛・

を「語り手」として語られ始めるが，山場にいたっては

喜助の弟の三人についてどのような事をしたか，ど

喜助が「語り手」となって語っている。読者は聞く側に

のような事を話しているか，どのように説明されて

立って読み進むこととなるのが，作者の設定した作品の

いるか，それによってどのような人物だと考えられ』

中の視点で読み取ることは，物語の進行に従って喜助に

るか，といった内容の授業を教師の発問と生徒の応

視点を置いた読みとなる。そのことは弟の自殺への行為

答を中心に二時間授業を行い，三時間目の最初に感

と，それを見た喜助の迷いと弟の表情の変化に伴う喜助

想を書かせた。

の決断といった場面へと視点は集中することとなる。

前田（1988〉は「最初に文学テクストを読むかぎりで

本文を何度か読み返し，人物像に関わる説明部分
や行為・発言の部分を探し，それぞれの場合をイメー

は，作中人物のコード（1），あるいは物語のコードに即して

ジ化することを通して，一つの人物像を形象してい

読んでいる場合が多い」（p．119）と述べ，続いて「物語

く過程を授業を通して行う。この場合，授業に参加

のコードを中心化してテクストを読みすすめる読者は，

するとは，学習活動にしたがって視点は登場人物を

いわば無意識の領域に排除されたコードを沈めている」

個別に注視し，授業での発言の制約を受けながら，

と述べている。

この場合，喜助の注視を誘う力が強く，物語中に設定

それぞれにイメージ化を行っていく読みの過程を，

されたもう一つの山場である喜助と庄兵衛の二項対立に

自分の中にえがくことである。

授業を通して認知の脈絡・関連する項を増加させ，

よる読解ヨードが排除されたと言えよう。また，文中の

それが認知の深まりを増すであろう，それが感想に

表現に同調する「庄兵衛と同じ思いだ」といった感想も，

どのように表れるかを検証したい。

確固たる感想が未だ成立していないことにも因るのであ
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2．「高瀬舟」感想文の視点分布表
1993，11／22・12／7調査

内

段落

容

項

群B 群B 群

A

目

学習前

尊厳死

人学習

1

高瀬舟の由来と罪人と護送する同心の気持ち
高瀬川が京都にあり囚人を運んだ
高瀬川へ行きたい

1
1

2
1

0
0

2

高瀬舟に乗せられた罪人喜助の晴れやかな様子
晴れやかな男・印象的・弟の満足な顔を見たから
晴れやかな男・少し変だ

1
0

3
2

1
1

3

喜助の語る自分の閲歴（牢内生活の感情・財産観念）と庄兵衛の畏敬

0
1
1
1
1
0
2

3
6

3
6
0
6
0
0
1
1
1
7
5
1
0

序段：新知識による関心

・晴れやかな様子への心理考察
と感情

の念

喜助を庄兵衛が「さん」づけした。人物が上。敬意を持っている。
欲の無さ（驚き・うらやましい・すばらしい・恨まない等）
現実を見つめている（元手にして…）
何でも良いほうに考える（感謝の気持ち・希望を持って生きる）

o

人の幸・不幸は決められない，考えよう，価値観の違い
入牢・島送りを喜んでいる（かわっている）
入牢前の悲惨な生活，その生活で弟を看病
貧しさゆえに強いのか

0
0
0
1
1

喜助と庄兵衛は似ている，投影している。
庄兵衛：人を人として見る，相手の立場が分かる。
人情味がある，人情に厚い，やさしい，
大切さが分かる，素直な人，

庄兵衛に話が出来て喜助は救われた

4

項目検討内容

喜助の語る弟殺しの事情とそれに対する庄兵衛の疑問
兄弟愛・兄弟思い・優しい・互いに思い合う・兄弟大切だ。
喜助：良いと思ってして罪人（あわれ・無念・可哀相・汚名付）
人殺しではない（おかしい・罪無い・悪人でない・違う）
弟以上に苦しかったろう（心の傷・後悔もする）
弟にしてやる優しさ，弟の幸せを考えた，
何故殺した，恨まれても，殺すのはいけない，島流し当然
喜助が好きだ，素晴らしい生き方だ，心やさしい，
弟

：兄を思い苦しみ自殺した（おそろしい，可哀相）

悪いときにおばあさんが来たものだ。

16

6
0
0

1
4
1
1

0
0
0
0
8
2

11

0
8
1
4
0
4
5
0
1

2
1
4
2
0
2
1
0

10

0

15

01
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3
7

11

数字は実数／平均視点数
調査人数

4

20

庄兵衛と思いは同じ，悩んだろう，複雑な気持ちだ，
力のある人に勝てない，仕方ない，権力に何も言えない，
奉行は気に入らぬ者はよそへやるから気に入らぬ，

0
0
0
0
2
0
3

3
8
3
0
1
0
0
0
0

45

リアル過ぎて，痛々しい，気分が悪くなる，
尊厳死，立場によって異なる，むづかしい，
安楽死を認めるべきだ，本人家族の意志を尊重すべき，楽に！

10

良かったか悪かったか不明，立場により違う，人の捉え方で，
罪を犯すにはそれぞれ理由がある。
苦しんでるのを見ると考えてしまう，見てる方が残酷，
人情が深すぎて生きれない（苦労が多い）
人が大切にすべき感情を教えられた。
相手の立場に立って考えるようになりたい。
法や道徳で解決できない生き方がある。人は平等な社会を！

0
3
9
2
5
5
1
5
0
1

1
1

54／2．2

105／2．8

85／2．2

24名

37名

33名

●

言葉や考えの特異さへの関心

・心理的内面の関心と一般化
・幸，不幸，悲惨等への関心

・一般化

・主人公以外の人への関心とそ
の一般化

・人問関係への関心
［話の山場］

・罪への関心
・喜助の心理への関心
喜助の心理（好感）
・喜助への反発
●

喜助への好感

・弟への関心・感情

コ慮死の場面へ
・人物とその心情
の一般化

・死と死の場面への関心

・文中の表現に同調
コ●外れた感想

学習活動が生徒の読みの様態をどう変えるか

ろう。即ち，学習前群の物語コードを中心化した読みは，

て身体を根として言葉が立ち上がってくるのではない

作者の設定した読みであり，ごく初期に視点の定まらな

か」（前田愛：1988，p．91）と述べている。認識の重層構

い不安定な，迷いの段階があったことを示すものである。

造といえよう。

2．安楽死群について

以上，友人の発言は，読みの初期であればあるほど，

この群の視点分布は，学習前群と比べてあまりにも違

主題に関わっていればいるほど，物語のコードに即した

いすぎる。これは，学習前群の読みが不安定であった為

読みから解きはなってくれる。そして，視点をより現実

であろうか。それとも，友達の発言の影響力に因るので

的より鮮明にイメージ化させると同時に，一般化・概念

あろうか。どちらにしても，友だちの発言がクラスの関

化して捉えることを可能にしていると言えよう。

心の方向を容易に左右することを示している。

3．人物像学習群について
この群の特徴を挙げると，次のようになる。

視点の内容分布票に表れた特徴を挙げてみると，（1）安
楽死に関わって死と死の場面への視点が多い。（2）安楽死

（1）庄兵衛への視点が新しく出てきた。

と関わって喜助の罪への関心が強い。（3）幸，不幸・悲惨

（2）喜助とその弟の「兄弟愛」等人間関係として捉えよ

といった喜助の生き方と関連した視点が多い。（4）喜助の

うとしている。

（3）人物を一般化・概念化した形で捉えるものがより多

人間についての関心も増している。以上である。これは
集中と展開の二つの傾向が同時進行しているといえる。

くなった。

すなわち，（1×2）は具体的・直裁的な鮮明化であり，（3×4）

（4）喜助に対して好感を持った内容が他群より多くある。

は一般的・概念的な展開であるといえる。

庄兵衛については，他の二群が注視しなかったが，人

特に，「あまりにもリアルで………」といった感想が示

物像の学習で取り上げることによって，意識の中に現れ

すように，視点の中心が定まることは，同時に，その部

てきたものである。即ち，他群では，全く無視されてい

分の情景把握・イメージ化がより現実的に，より鮮明に

た人物コードが，学習活動に因ってあらわれてきたので

なることを表している。次に，ここで「認識の二面性」

ある。

また，登場人物を個人として捉えるのではなく，人間

を考えなくてはならない。

「私たちはここで，直接的には一側面としての個別例

関係として捉えようとしているのも大きな特徴である。

を見ているのだが，同時に，それをとおして，その個別

この特徴は，登場人物を個別に取り上げた学習が，人物

例を一側面として持つ概念自体についても，間接的に見

を個別に評すると同時に，それらの人物を関係あるもの

ていこうとしているのである。そこには，直接的に個別

として結び付けようとしている。これは，物語を読み進

例を見ることと，間接的に概念を見ることの認識の二面

めながら常に一貫性を求めている認知心理の特性の表れ

性が存在している。」（宮崎清孝，1982）この二面性が，

であろう。そして，一人ひとりをイメージ化することは，

それぞれを物語の中にある位置を与えることでもある。

（3×4）へとの展開をさせたのであろう。

また，「身の構造」からも，「つまり言葉というものが

われわれの身体を根として立ち上がってくる。生理的な

そして，その位置をもとに，それぞれを結び付けている
のである。

レヴェルの認識を根として，それが時によっては心理的

一般化・概念化の生成は，前項で述べたが，より長時

な認識，あるいは社会的な認識というものに拡大されて

間人物のイメージ化を行ったことや，それによるイメー

くる。これは，想像力の働きと言い換えてもいいのです

ジの定着等が，より一層この傾向を進めたものと考えら

けれども，そういう人間の想像をうながす核，あるいは

れる。いわゆる認識の二面性に起因した認識活動の結果

元基として，われわれの身体があるのではないか，そし

である。
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われわれの「視点の 見る
接に関連しており，他者に
が見ているようにみる

働きと
なる

見る

なる

働きは密

ぞれの人物に物語中での位置を与え，それらの人物をよ

ことによって，他者

り明確にすることを通して，それらの人への愛を生む行

ことも可能であると考え

られる。この方略では，この両者の密接な関連を利用し

つつ，逆に

見る

なろう

以上の考察を通して，物語の読解の在り方としては，

とするので

「一つの文学テクストをめぐって作者と読者の間にコー

ある。」（宮崎清孝：1985P140〉他者即ち，登場人物に

ドが共有されることが望ましい」ことはうなづけること

なってみる

ことによって

為であると考えられる。

ことは，その人物として見，感じること

である。しかし，「同時代の作品の場合には，作者と読者

であり，登場人物の心情を自分の心情とすることである。

の間に可能であったコードの共有も，作品がつくられて

ここでは喜助に

から時代がたつにしたがって，次第に作者と読者の間の

なってみる

ことにより，喜助をより

コードがずれてくる。」とすれば，「今まで文学作品を読

よく知ることにもなっている。

F．キュンメル（1985）は，「ただ愛だけが，客観的事

解していくための中心的なコードをいったん消してみる。

実を経験し，認識するのである。そして愛は，主観的に

あるいは括弧にくくってみる，あるいは脱中心化してみ

彩られた周囲の世界から客観的世界をあらわにし，この

ることによって，文学作品は新たな相貌を表しはじめる。

世界をそれ自身において価値あるものとして認める。」

これは作品がその制作された時代を越えて生き延びる重

（P91）と記し，さらに「真の理解も，人間から出たので

要な条件ということもできるかと思います。」「脱構築し

はなく，むしろ人間へと向けられた客観性の要求をふく

ていくことによって，今まで顧みられなかった作品を蘇

んでいることを意味している」とも述べている。

らせる可能性が開けてくるのではないかと思います。」と

人物像を言動や説明を通してより客観的に把握しよう

前田（1988P115）は述べている。とすれば，作品をい

とする学習が，その人物の価値を認めることであるとす

ろいろな視点で採り挙げた授業は，その作品の「可能性

れば，喜助をより多面的に，より客観的に理解すること

を開けていく」作業であり，創造的な意味の構築活動へ

が喜助への愛，「喜助が好きだ」「素晴らしい生き方だ」

の働きであると考えられる。そこで，主人公のコードは

という感想を引き出したのだと考えられる。このことは，

物語りを読み解くには有利だが，他の多くのコードを排

庄兵衛にも，喜助の弟にも言えることである。事実，感

除してしまう。また，主人公以外の人物コードは，人間

想の内容はそのことを示している。確かに，愛はその対

を物語中での一貫性ある関係で結び付ける。ここでは主

象をより正しく，より多く知りたいと思い，その対象に

人公を排除することがない。こうしたそれぞれの特徴を

なってみる

ことを通して理解しようとする認識活動

ふまえた上で，どのコードを選ぶか決めるべきである。

いずれにしても，より客観的で，より鮮明な形象活動と

をも要求するものである。

しての読みの活動は，そのものへの，その作品に対する

lV．まとめとして

愛情を育む活動でもあることは忘れてはならない。

読解の過程で，友人の発言は，初期であればあるほど，

想えば，学習活動はすべて，そのものへの関心・興味

主題に関わっていればいるほど影響を受け易く，物語

を育てることであり，それはひいては，そのものへの愛

コードに縛られていた読みから解き放たれ，排除してい

を育む活動なのだと思える。

たコードを呼び起こし，かつ，その影響は具体的に関連

註

した形象を深めるとともに，一般化・概念化へと広がら

（1）コードとは「読者の読みを指示する指標」をいう。

せる。

学習活動は，見過ごされていた視点を回復させ，それ
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前田愛「文学テクスト入門」筑摩書房（1988）P119P91
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高校における「読み聞かせ」指導の試みについて＊

埼玉県立春日部東高等学校高橋一男＊＊
1

がる有効適切な読書教育といえよう。

指導方法としての「読み聞かせ」の効用

さて，筆者がとりあげたいのは，いわゆる「読書離れ」

「読み聞かせ」は，絵本を主にした幼児対象の読書へ

の顕著な高校段階における「読み聞かせ」である。進学

の興味づけから発した指導方法の一つである。子供が読

受験に追われテストに明け暮れる高校生にとって，学習

む代わりに本を見せながら親が子に，あるいは，司書や

を離れた「本」を読む余裕はとてもないといわれ，さら

教師，保母などが，個人や小グループを相手に読んで聞

に，勉強はもちろん読書とも全く無縁な高校生があふれ

かせるものが本来の姿であろう。学校現場では，小学校

ているのもまた事実である。このような高校現場で，読

の低学年から始まり，教科の学習時や学級活動，学校裁

書といえばともす繍ま』人間形成云々のお説教の中で，教

量の時間等でとりあげられ，その成果は研究会等の読書

師のただ「読め読め」との押しつけに終始してしまう傾

指導の発表の中で，また，直接「読み聞かせ」を主題に

向が多いことを見逃すことができない。

必要なことは，まず教室でこれはと思う本をとりあげ

した実践報告も，これまで数多く出されてきている。
「読書の現状はどうか」（『学校図書館白書2』1990年）
では，「子どもの読書調査 88年」を引用し，小学校では

読んでいく試みを，教師がじかにやってみてはどうであ
ろうか。

「読み聞かせ」の実施状況が78％という高率に達してい

2

ることを指摘し，小さい頃からの母親の手による「読み

高校生対象の「読み聞かせ」指導を試みて

聞かせ」が，身近な読書環境を支える最たるものとして

筆者の実施している「読み聞かせ」は，主として国語

注目を集めている。加えて，父親自身がよく読書してい

教科内の授業時で，使用する単元教材の延長・発展とし

ることが，家庭内の蔵書数とも結びつき，両親揃って読

て，同一筆者の他の作品や主題に関連のある著書の中か

み聞かせるような読書環境の整備が，子供の読書への関

ら必要と思われるものを選ぶやり方で行なっている。
かつて，「読み聞かせ指導をとりあげて」（『高校教育展

心を深め，読書量の拡充を図るものと考察している。

「母と子の読書」と名づけられた地道な読書活動の幾
多の成果を例にあげるまでもなく，家庭の教育力の低下
が叫ばれる昨今，一冊の本を通しての喜びの共有と読書
への積み重ねは，本を友と親しむ将来への習慣化につな

望』1984年8月号）と題して，当時の職業高校生を対象
とした現場での試みについて書いたことがある。対象は

1983年の「読書感想文全国コンクール・課題図書」でも
あった。『ぼくが世の中に学んだこと』（筑摩書房，1983

年刊）で，ルポライターの著者，鎌田慧が期間工として
住みこんだトヨタ自工での体験記録である。
零

One teacher s experience
school classes．

reading

牌TAKAHASHI，Kazuo（Kasukabe
School，Saitama）

literature

aloud

in

high

当時，履歴書を書きながら入社試験を目の前にした3
Higashi

Senior

High

年生の彼等にとっては，ひしひしと感ずるものがあった
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高校に限らず，とかく教師の立場となると，学習に必

のであろう。「現代国語」（当時の教科）の授業の合問を

縫って何回にも分け，L・H・R時も使ったりして読ん

須なものや教科学習に関係の深いもの，そうでなければ，

だことを思い出す。精神の集中は勉強への第一条件だが，

生活指導を念頭に置いた訓育型の読書を第一にしすぎる

その集中への導入としても，この時の「読み聞かせ」は

傾向が強い。読書とは本来，余暇活用の最大なものとこ

効果的であった。2学期早々の残暑の頃で，学習への動

こでは筆者は考えたいのである。活字メディアからの恩

機づけの教材としてタイムリーだったように思う。

恵と享受が少なくなる一方の今日の高校生にとって読書

先生から本を読んでもらった忘れがたい記憶と，本を

への抵抗は大きい。

通しての教師との触れ合いは，今日の高校生をとりまく

小説の「読み聞かせ」は，彼等に対する読書への誘い

きびしい学習環境の中では，望むべくも期待できないの

の適切な手段であるが，時間的制約からとりあげるのは

が現実である。授業における過重な詰め込みと，定期考

短編に限らざるをえないが，筆者は短編を手がかりにし

査・実力テスト・進学模試等の各種の試験に追われる日々

て長編小説への展望も教室では語ることにしている。

である。このような受験本番が迫る3年生を対象に，筆

3

「現代文」（国語）の中での実施例

者が担当する「現代文」の中で努めてこの「読み聞かせ」

昨年から今年にかけて取り扱った，短編を通しての具

を実施した。タイミングとしては，上記のテスト実施直

後や学期末・学期始めの時間を選んだ。浸透度が高く生

体的な実施事例を以下あげてみたい。
（1）菊池寛「勝負事」

徒の乗りも極めてよかったと思う。

「現代文」の小説教材で「言葉」（阿部昭）を指導した

英語や数学を含めすべての教科における説明や指示は
現代文で行なわれ，あらゆる教科学習の基本・前提とな

ことがあったが，この作品は4歳の息子が操る不思議な「

るのが「現代文」であるにも拘らず，大学受験では古典

片言とユーモラスな言動を素材にしたもので，結末に来

に比べて出題範囲が広く，手のつけようがないという理

て父親の書斎から「原稿在中」のスタンプを持ち出し，

由で生徒にとっては勉強がなおざりにされやすい。この

自分のこめかみに押すという落ちのおもしろさでしめく

「現代文」の中でも，まして，小説や詩歌になると，彼

くっている。小説のネタはここにありというわけである。

等自身の文学的なセンスや理解力に欠けるからと敬遠さ

1993年度の「大学センター試験」では，阿部昭の「司令
の休暇」が出題されたが，その短編はよく読まれ，人気

れてしまうことが多い。

そういう状況の中で，筆者のとりあげたいと思うもの

の高い作家であることは言うまでもない。「司令の休暇」

が，「現代文」中の文学的散文，小説であり，「読み聞か

はプリントにして指導したが，その後，『短編小説礼讃』

せ」のねらいを小説に置きたいと考えた。

（阿部昭）を使って，短編のもつ魅力，描かれる人間の

本メディアの未来」（『よむ』1993

特色や創作の舞台裏等について触れたが，同書にとりあ

年7月号）という一文を興深く読んだが，その中に，r本

先般，筆者は「特集

げられた作家の中には，以下，筆者の「読み聞かせ」に

はゆっくり読むもので，いつまでも終わらないものがよ

出てくるモーパッサンや志賀直哉，菊池寛も含まれてい

い。長編小説はそういう楽しみを与えるものだ。むかし

る。

は，今日のように早く本を読んでいない」（p．9）とある

「新現実派」の新進作家としてデビューした菊池寛は

のに触れ，まさに読書の醍醐味というものを言い当てて

芥川龍之介のライバルといわれ，作家としての人気や実

いるのではないかと感じた。今日失われつつある読書す

力，「文春」の経営手腕からも，戦前・戦中を通じての文

ることの喜びと効用は，本来こういう読み方にあるので

壇の大御所的存在であった。少年少女向けの文学全集に

はないだろうか。

欠かせない芥川の短編が，「羅生門」「鼻」等を主に，高
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校の国語教科書には必ず登場してくるのに比して，菊池

（2）志賀直哉「清兵衛と瓢箪」

寛の短編は全く影が薄くその名さえ知らぬ高校生が殆ど

「現代文」では教科書以外に，筆者の出講する高校で
は『近代名文選，作品とその評論』（日栄社）を定期考査

といってよい。

筆者は以前から教室で読みあげる作品としては，菊池

の範囲に加え事前指導も行なっている。1学期の期末考

寛の短編が好個の題材だと思ってきた。「話」の中身のお

査では「暗夜行路」冒頭の部分から出題したが，同作品

もしろさと，親切に読者に語りかけていく手法はこの作

については筆者にも思い出がある。読みはじめて何度か

者独特のものがある。鼻につくペダンチックなところや

投げ出そうとした前編に対し，後編に入ると順調に読み

しゃれた言い回しはなく，それでいて巧みな文章で，読

終えた後の余韻などを筆者なりにまとめて教室で語った。

み進むにつれて次第に生徒を引きこんでいく。全体の長

「小説の神様」といわれた志賀直哉の短編の中から読

さも教室で読むのには手ごろなものが数多い。かつてテ

みあげたのは平凡だが「清兵衛と瓢箪」である。教材と

キストに用いた『菊池寛集』（『現代日本文学館』19，文

して「国語1」でも扱われるが，眼前の生徒たちに聞い

芸春秋社）の中の，小編「身投救助業」は読みやすく筆

てみると殆どといっていいくらいこの作品を読んでいな

者の好きな作品であった。昨年8月末，60巻が完結した

い。清兵衛の瓢箪への愛着と，芸術品にまで高めていく

文庫版で新タイプの『ちくま日本文学全集』は，、廉価で

その努力と才能を，全く踏みつぶしてしまう大人への批

ハンディ，収載作品も多いので生徒にもすすめたが，「身

判が読みとれる作品である。筆者の肉声を通して，冒頭

投救助業」が収録されていないのは残念である。

から結末まで首尾一貫したこの短編に耳を傾ける生徒た

教室へ携行するには至便ということで，今年は「ちく

ちの中からは，清兵衛の愛瓢が売られていく毎に値を吊

ま版」を使い，冒頭に載る「勝負事」をとりあげてみた。

り上げるくだりで，顔を見合わせて相槌を打つ邪気のな

楽しみにしていた修学旅行に行けぬ「私」は，貧乏の

い態度が見られ，読んでいく筆者の方が驚いてしまった。

どん底に落ちたその理由は勝負事で家を没落させた祖父

小説など読んで道草を食う暇もなく，俗に言うところ

の責任で，恨むなら祖父を恨めと父親に言われ泣寝入り

の「洗礼本」等の読み物，・名作にも触れず成長してきて

するよりしかたがない。その「私」の回想はバクチをすっ

いる生徒が大半なのである。「完成された芸術品」と称さ

かりやめてしまった晩年の祖父が，慣れぬ農作業の合間，

れるこの短編には，菊池寛の短編に共通する，講談風と

わらにお

孫を相手に藁推の陰で藁の長さを比べ合いながら，「今度

言っていい筋のおもしろさのあることを見逃せない。読

も俺の方が勝ち」と高笑いする姿で結ぶ。孫はもちろん

み終えた後で，筆者は生徒にメルヘン風のこの作品には，

「私」である。

授業で扱った「暗夜行路」冒頭に通ずる，直哉の作家生

主題がはっきりしていて話の運びも端的，何よりも結

活上のテーマである「不和」が隠されていて，清兵衛は

末を明快に結んでいるのに救われる。素材のおもしろさ

直哉に，瓢箪は文学に，清兵衛の父は直哉の父にもなぞ

の中に人間への関心が深くあたたかい。「集団読書テキス

らえることができ，いわば作者自身の父への抵抗の作品

ト」（全国学校図書館協議会編）で，中学校・高校向けの

としても読めると付け加えたことがある。

ヒット作に『入れ札』がある。会話が多く教室で読みあ

（3）モーパッサン「酒樽」

げるのには稿々長いが，学級人数分の冊数を揃えて「全

当節の高校生は，教室の後方でいつまでも私語してい

校一斉読書」ではよくとりあげ，読後感を書かせたり話

・る生徒がいるかと思えば，前の方の席は無表情でおとな

し合いをさせたりしたことがある。文庫本でよく読まれ

しかったりしていて，学級人数の多い組ほどやりにくい

た菊池寛の短編集が，近年は店頭でも見かけなくなって

が，その中で筆者が読みこんでいくに従って静かになる

きているのは淋しい。

のが大方のようである。この「酒樽」の場合，田舎者の
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貧欲さを描くモーパッサンの作品の中でもよく読まれる

本をとりあげるのが成功と言いきっているところや，放

ものだが，シコの術中に陥り，酔ったあげくに雪の中で

課後の廊下で児童が騒いでいる中で始めたこの試みが，

命を落としてしまう終わりの部分で，「あのばあさんも，

そのうちに「読み聞かせのおばさん」と，本好きの子が

あれで酒さえ飲まなけりゃ，まだ十年はもったがな」と

寄うてくるようになったこと，その子たちを対象にして

の，シコの言いぐさで結ぶと，男子生徒からは「魂胆が

いるうちに，母親仲間の輪が広がり教室へ入って実施す

あったんだ」との声がはね返ってきたりする。

るようになっこたと等の成果を語っていた。一人の母親

人の生きざまの断面を鮮かに切り取ってみせる一編だ

が始めたこの「読み聞かせ」が，これほど発展するとは

が，この作品にはしかけられた人生の罠といったものを

思わなかったと，テレビで生きいきと話しているのが印

感じさせ，「勝負事」が見せる結末の救いはない。むしろ

象的であった。

残酷な幕切れとなるが，当今の高校生にとっては聞き終

全国各地でこのような「読み聞かせ」の活動は数多い

えた後に抵抗感はない。筆者はこれまで機会を捉えては

と思う。母と子の触れ合いというか，至近の距離で生の

読んできた東西の珠玉の短編の中から，1高校生向けの作

声で伝えるやさしさは， 必ずや子供達の想像力を育み，

品を精選したリストを作成し，国語科だけでなく図書館

心豊かな成長に資するものになっていくであろう。眼前

にも働きかけて，ぜひ活用を図りたいものと思っている。

の高校生を取り巻く読書環境を思うとき，筆者の感ずる

教室において，教師の生の声で伝える「読み聞かせ」を

こと，また多々なるものがあるo
筆者の偶感をもう一つ付け加えて本稿の結びとしたい。

すすめていきたい。

夏目漱石の「吾輩は猫である」が，雑誌「ホトトギス」

もう一つ付け加えると，内田百聞の「蜻蛉玉」では，

読了後，丸いものはすべてだめだという筆者の友人にま

に原稿の渡される都度，高浜虚子によって作者の前で朗

つわる実話を披露したところ，「そういう奴いるんだ」と

読されることが習慣となり，その習いが虚子自身も，自

意外な展開を遂げ，その後の生徒たちとの雑談に思わぬ

分の書いたものを漱石に読んで聞かせるようになったと，

花が咲いたことがある。

評論家・大岡信が，「漱石・虚子・朗読」（『図書』1993年

教室で読みあげることのできる短編小説の魅力は，登

10月号，岩波書店）の中で書いていた。文章修業の上で，

場人物の名やストーリーの細かい点は忘れても，短い話

文章を肉声で聞くことの重要さと朗読の果たす役割につ

ゆえ一度聞けば，そのあらましが記憶に残ることにある。

いて述べたものであるが，筆者はこれを読んで，読書イ

関心が引きっづいて同一作者の他の作品に発展し，読書

コール黙読という今日のパターン化された読まれ方につ

範囲が更に短編から長編へと拡大することを筆者は念願

いて，何か考えさせられて仕方がなかった。作家が辛苦

としたい。

する文章の機微といったものや，自らの構想が筋の運び

4

や人物の展開の中でどう具現されていくかは，読み且つ

結ぴに代えて

「聴く」中で，始めて作品の全体像が確かなものになる

「子供の絵本を読み聞かせて」のタイトルで，女優・

榊原るみが（NHK，朝のジャーナル，1993年10月24日）

ということを物語っていると思う。

読書指導の一環としての「読み聞かせ」に，作家のこ

他の母親と一緒に小学校の教室で「読み聞かせ」を始め

のような作品形象化への息吹きといったものを伝えるこ

るようになった体験談と，絵本『お母さんのひとみ』を，

とができるならば，一層の効果が期待できると思うし，

表情ゆたかに読みすすめていく実演の一駒を紹介したこ

こうした考え方に泉下の漱石や虚子も共鳴し，手を叩い

とがあった。その中では，何よりもお母さんの感動した

て喜んでくれるのではないだろうか。
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講演記録

成績不振に影響する認知処理能力
私達は何ができるのかP
タウソン州立大学

＊

JamesM．Fumkawa（講演）＊＊
松山大学

アメリカ合衆国だけではなく世界の多くの国々で，児

玉

岡

賀津雄（訳）＊＊＊

1991年4月，学力向上を目指して，州知事ならびにブッ

童・生徒の成績不振が問題となっている。たとえば，幼

シュ大統領は，六つの教育目標を掲げた。初めの三つの

稚園児から小学校1年ないし2年の児童の32パーセント

目標は次のことを示している。2000年までに，（1）すべて

が進級できないとか，中学3年（第9学年）に進学でき

の子どもが学校で学ぶ準備ができていること，（2）少なく

た生徒の内わずか54パーセントの生徒しか高校（第12学

とも高校の卒業率を90パーセントに上げること，（3）小学

年）を卒業できないといった事態も起こっている。この

校4年（第4学年），中学2年（第8学年），高校3年（第

ような問題はどうして起こるのだろうか。この疑問に的

12学年）のそれぞれ4年ごとの区切りを，英語，数学，

確に答えることができるなら，これまで教育改革におい

科学，歴史，地理の学科がちゃんと学習されたことを示

て無秩序に行われてきたような試みではなく，より現実

したうえで修了すること，の三つである。

これらの目標を実現するために，新アメリカ学校改善

に即した問題の解決策が見いだされるであろう。した
がって，今回の発表では，（1）改革案の変遷，（2）学級内の

協会（NASDC；New

問題，（3）その問題に対する解決策の3点について述べて

Corporation）が創設された。しかし，その努力は，

みたい。ここで使用する資料は，アメリカ合衆国内で集

NASDC（1992）が提出した具体案をパネリストとして検

められたものではあるが，調査結果は他の国々の学校に

討したMarkSherry（1992）によって批判された。その

おいても一般化できるはずである。

批判によると，「この提案の大部分は，〔教授法〕，小さな

1

American

SchoolsDevelopment

田舎の地域，薬物や暴力，障害児，他の国々や文化との

改革案の変遷

つながり，学習者への動機付けに，ほとんど注意をはらっ

改革案の変遷を調べることは，何が効果的で，何が効

ていない」（Sherry，1993，p．301）と述べている。

これらの教育目標について，国際読書学会（IRA；

果的でないかを見いだす手がかりとなろう。まず，1991
年に州知事とブッシュ大統領によって設定された六つの

Intemational

Reading

Association，1993）は，早急に

国家レベルの教育目標から議論を始めたい。そして，そ

国家レベルの目標が達成しうることを確信していると返

れらの目標を達成するための改革の具体案について検討

答している。そのためには，アメリカ合衆国の教育者は，

してみたい。

次のことに努力しなくてはならないとしている。即ち，
（1）専門的な知識・技能の開発に力を入れること，（2）カリ

串・Adverse

effects

achievement：What

of

lower

can we

ホ申FURUKAWA，James

cognitive

processing

capacity

M．（Towson

State

キュラムや教授法に焦点を当てるとこ，（3）学校，家庭，

地域とを結ぶこと，（4）教授法や学習者に役に立つ情報を

University）

噸榊TAMAOKA，Katsuo（lnterpreter，Matsuyama
sity）

on

do？

Univer．

提供しうる評価方法を取り入れること，である。
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「完壁な学校」へのより新たな探求は，1993年1月11

表1

絵画CPCテスト

日付けのUSニュース＆ワールド・レポート（U．S．News

＆World Report）で紹介され，アメリカの教育を大き

練習用

第1セット

第2セット

rifle

bed

television
tree

く改善するための九つの改革案が提示された。しかし，

hat

flowers

これらの改革案は，学級での実践や学ぶことの本質につ

bird

toothbrush

comb

いて触れていない。もしこれらの改革案が1990年代の流

watch
lamp

baseball

football

行となるなら，教授法が改善されなかったために児童・
生徒の学力の向上がまったくあるい冒はほとんど見られな

かった（Cuban，1990）1980年代のいわゆる「大胆な発案
（boldinitiatives）」の繰り返しとなるだろう（Murphy，

bat

spoon

fork

lion

dog

、truck

bus

ship・

helicopter

policeman
key

doctor
ladder

Evertson＆Radnofsky，1991）。
Snow（1986）は，教授上の実践を提案した。成績不振

なくてはならない。絵画CPCテストは，絵画5個，10

児を生み出す原因は，生徒の個人差をじゅうぶん理解で

個，10個の3セットからなり（項目例は表1を参照），合

きなかったこと，「最適の教育制度，教員研修プログラ

計25個の絵画から構成されている。これらは，一つずつ

ム，診断評価器具を個人差に直接に適用すること」

2秒ごとに提示される。はじめの5個のセットは，テス

（Snow，1986，p．1037）に失敗したことにある，と述
べている。Snowは，個人差として，認知能力，学業への

トのやり方を理解しているかどうかを確かめるためのも
のであり，ウォームアップのための練習である。

絵画10個ずつの2セットの平均得点から子どもの認知

動機付け，興味，想像力を含んでいる。
IRAとSnowの見解は，一それぞれ補足的であるが，それ

処理能力得点を算出する。見た絵を正確に思い出せた場

でも成績不振の原因を的確に述べるのは難しい。した

合に1点が加算され，2歳児だと認知処理能力得点は，

がって，私は，さらに成績不振の原因としてさらに二っ

平均で1．5点で，−小学校3年で4．0点に増加する。

語彙CPCテストは，形容詞と名詞からなる語彙が20組

のことを加えておきたい。第1に，改革を必要とする辺

境地域のデータの分析に失敗したこと，第2に，学習能

で1セットとなり，2セットの40組で構成される。使用

力とか認知処理能力（CPCl

される語彙は，該当学年よりも低い学年で学習される教

Cognitive

Processing，

Capacity〉の個人差を教授・学習方法とうまく適用させ

科書で使用されている語彙から選ばれている・（表2は，

るのに失敗したこと，である。ここでいう，認知処理能

高校生および大学生を対象とした語彙CPCテストの項

力とは，短時間に事物を見て，それらを即座に思い出す

目例である）。1セット20組の語彙を一度に1分間に見せ

個人の能力のことである（たとえば，Furukawa，1970，

て，2分後にそれらの語彙を思い出して記述する。この

1977，1991）。児童・生徒の認知処理能力は，次に紹介す

手続きは，第2セット目も同様に行う。些細なスペルの

る二種類のテストによって測定できる。

2

間違いは無視して，1組の語彙を正確に思い出せば，0．5

点となり，2セットの平均得点がその子の認知処理能力

認知処理能力テスト

得点となる。小学校4年（第4学年）では約4点で，こ

認知処理能力は，絵画CPC（Furukawa＆Smshine，

れが高校では約7点にまで向上する。たいていの場合，

1977）と語彙CPC（Furukawa，1977）の二種類のテスト

女の子のほうが男の子よりも各学年でわずかに高い得点

によって測定される。絵画でも語彙の組み合わせでも，

を示し，この傾向は成人期の後半まで続く（Furukawa＆

テストを受ける児童・生徒がよく知っている対象を使わ

Kuggel，1993）。
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表2 高校生およぴ大学生用の語彙CPCテストー

（Furukawa，1991）。たとえば，小学校3年から5年ま

での児童では，絵画CPCテストの得点とアイオワ基本技

第1セツト
fresh

strawberries

mOVmg

mOment

automated
safety

solar

system

rule

equipPed

health

laboratories

entire

farm clothes

sharper

children

care

church

bazaar

awa＆Sunshine，1977）。また，小学校4年と5年の児
童の場合，・語彙CPCテストの得点とスタンフォード学力

family

each

underprivileged

teaching

cards

good taste

loving

の相関が，また読解力には。43の相関が見られた（Furuk−

foods

college
all

能テスト（IowaTestofBasicSkills）の語彙力には．50

gases

テスト（Stanford

letter

group

moon，s

surface

anclent

art

の間に．60，言語との間に．50の相関が見いだされた（Fur−

American colonies

smaller

fertile

largeSt

itemS

small part

king，s

power

foreign

peaceful conditions

raW

materialS

postal
every

trade

service
tree

いう広がりがあった（Furukawa，1993a）。中学生の場合
は，やはり男の子について，読解力との間に．61，数学と

第2セット
lands

Test）の相関で，男の

子については，読解力の．67から数学の．83までの相関と

picture

predominant

Achievement

expert
fierce

colonies

ukawa，1993b）。女の子の場合，認知処理能力は，同じ
スタンフォード学力テストとの相関はかなり低く，読解
力との間に．17，数学との間に一．01，言語との間に．07で
あった。

navlgator
people

grOWmg

つまり，小学校と中学校の認知処理能力の高い児童・

SeaSOn

another adventure

large

map

native CivilizatiOn

early

efforts

historic voyage

world

生徒は，スタンフォード学力テストの読解力において平

均以上の得点を示している。また，中程度の児童・生徒

leadership

は，ほぼ平均くらい，また認知処理能力の低い児童・生
徒は，平均を下回っている（図1と図2を参照）。

高校の生物の試験と語彙CPCテストの得点は，分布減

テストの内容と実施方法はいたって簡単なので，誰で
も準備でき，独自のテストを実施することができる。ま

衰修正後のすべての統制群の生徒についての分析の結

た教師がよく知っていることであるが，学級には良くで

果，．68，．90，．80と高い相関を示した（Furukawa

きる子とできない子がいるということを測定する目的で

Blenckstone，Dudley＆Hutton，1980）。大学レベルに

テストが使用されるため，テストの実施を奨励する。

おいても，認知処理能力の高い学生は，低い学生に比べ

CPCテストがはじめてこの能力を量的に測定すること

て，AとBの単位数が2倍近くあり，またDとFの単位

を可能にした。そして，個々の児童・生徒の認知処理能

数は半分くらいであった（Furukawa，Cohen＆

力または個人差に学習を合わせることができる。CPCテ

Sumpter，1982）◎

＆

ストの適用方法について述べる前に，認知処理能力が学

要約すると，以上の結果は，認知処理能力が児童・生

級内の問題を引き起こす主要因であることを示すデータ

徒および大学生の学業成績，とりわけ学業不振を分析す

を検討してみよう。

るのに重要であることを示している。さてここで，学業

に影響する主要な変数の考察から，議論をその解決策へ

3 学級内の問題

と移そう。

学級内の調査は，認知処理能力が重要な学習変数であ
ることを示している。幼稚園から大学まで，各種テスト

の得点と認知処理能力の得点とに，正の相関が見られた
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解決策

成績不振児に対処するための方策のひとつは，認知処
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411

80
饗

第一の原則は情報量である。情報量（名詞および名詞

−確

R

盤

70

握
ム

K

lト・

60

と形容詞の組み合わせが文章や文節の主語となることが

￥

1￥￥

おかなくてはならない。例を挙げれば，幼稚園児は，わ

、 ￥
￥
￥
￥
￥
￥
、
￥
＼

50

ト
ハ

ヘ

40

ならないことを，教師と児童・生徒がじゅうぶん考えて

￥￥
￥ 、
￥￥￥

忽

K

多い）が，学習者の認知処理能力の許容範囲を越えては

￥￥
￥￥
￥
￥￥

R
齢
1魯

高

中

低

ずかに3つのことくらいしか思い出せない。したがって，

＿＿＿第5学年
一一一第4学年

一第3学年

図1

someone

に組み立てられると指導すべきである。

（たとえば，Furukawa，1977）。

︑￥

用に描かれたピラミッドの絵であり，もう一つは高学年

￥

50

＼￥

用の処理単位の区切り方（chunking）を学ぶために示し

＼￥￥

た概要説明である。図3の狐（

￥ 〜
ヤ
￥

ユ

￥
40

幼稚園児に，3文字の

￥、

￥
、

ヘ

30

高

中

低

fox

）を例に説明したピ

ラミッドの絵は，認知処理能力がおおよそ3点くらいの

、

k

ト
ハ

K

となり，最

ある。それは，二つの方法で説明される。一つは，幼児
60

朴

暫

one

第二の原則は，ピラミッド構造内での情報の組織化で

：

1

one

と

これによって，余計な認知処理を行う必要がなくなるで

帽

R

と

me

小学生

唾
囎
ハ

K

some

と

終的に

あろう

someone

so

CPCテストの結果別にみた学力テストの得点

70

、ト・

のような「長い」綴の単語を覚えることを強制

すべきではない。こういう場合は，まず

という3つの単位から出発し，

認知処理能力

R盤

認知処理能力方式による教授・学習

＿＿＿第8学年
一一一第7学年
第6学年

f

，

o

，

x

を教えるときに使われ

る（Furukawa，1988）。ピラミッドは垂直面と水平面を

持つが，いずれの場合であっても認知処理能力の3点と
いう許容範囲を越えてはならない。

認知処理能力

ピラミッドの底辺には，

図2 CPCテストの結果別にみた学力テストの得点

f7，

o

，

x

の文字を学ぶため

中学生

理能力方式の採用である。したがって本稿では，認知処

fOX

理能力方式の構成要素を提示し，説明し，図解した。認
知処理能力方式とは，情報単位の処理を個々人の能力に

fO

応じて個別化して学習させる方法である。情報単位の処

X

理についての学習とは，まず（a）学習者の認知処理能力に

くf＞1f／＜o＞／01くx＞／x／

合った情報量を見つけること，（b〉知識のピラミッドに

従って，比較的簡単な刺激または概念からピラミッドの
o．

頂点へと向かう上位概念へと下位概念を統合しながら情

ドーナツ

報を処理していくこと，そして，（c）意味のある小さな単

位に区切って情報を処理することである。

図3
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聖鈎、聖ぎ，

知識のピラミッド

像／x／襯
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に必要な基礎知識が示されている。この知識が子どもに

表3

習得されていない場合は，ピラミッドのより高いレベル

1

の情報について教える前に，この底辺レベルの基礎知識
をしっかり身につけさせるべきである。この底辺の基礎

知識のピラミッド

教授・学習における認知処理能力方式
A．三つの構成要素
1．情報許容量

2．知識のピラミッド

知識が習得されれば，ピラミッドの第2段目の三つの文

3．区分（チャンキング）
B．情報許容量

字の形が理解できる。これは，同じ形のものを見つける

1．情報の量

照合課題で教えることができる。さらに，教師の言った

2．実例

発音と同じ発音を繰り返させる方法で，これらの三つの

C．知識のピラミッド

音を教えることができる。次に，これらの形と音は，ア

1．単純：狐（fox）のピラミツド
2．複雑：認知処理能力方式
C．区分（チャンキング）

ルファベットの3種類の文字で表されることが示され，
最後にピラミッドの頂点に位置する一つの単語へと導く

1．単純から複雑へ
2．狐（fox）のピラミツド
3．認知処理能力方式
4．情報の負荷
5．実習と復習
6．テスト

ことができる。このように，上位知識を学ぶために必要

な基礎知識が理解されていないと，3文字の単語の理解
は非常に難しくなる。なぜなら，子どもは，単語を構成

するそれぞれの文字の形や音の情報単位をすべて分解し

て処理しなくてはならなくなるからである。仮に，文字

E．要約

の形がその構成特質である曲線や直線またはその結合関

係などにさらに細かく分解されるなら，3文字の単語の

い。表3で示したように，すべての内容は，「三つの要

理解はより以上に複雑になる。

素，許容力，知識のピラミヅド，そして区切り」の各欄

より複雑な例は，表3の認知処理能力方式のセクショ

の項目に示されている。これらの項目が認知情報処理方

ンに示されている。この表に示された内容をみると，知

式による教授・学習法，即ち，一つの意味のある単語を

識のピラミッドとは実は概要説明と考えることができる。

形成するまでの統合過程である。つまり，表3のタイト

ただし，この概要説明には二つの大きな限定条件がある。

ルに示された「認知情報処理方式」とは，すべての関連

まず第1に，この概要説明が示すのは，文，文節，段落

した情報を浮き彫りにすることなのである。

区切り処理の過程で情報過多となると，記憶に過剰な

の主語となるような名詞および名詞と形容詞の組み合わ
せに限定される。第2に，一ζの概要説明は，認知処理能

負担がかかり学習に逆効果を及ぼす。同様に，情報過少

力の限界によって拘束されることである。たとえば，表

となると，情報が一つの抽象的なまとまりとして長期記

3の「許容力」の欄に示したように，平均的な成人の場

憶に入力されないため，記憶が定着しない。実習や復習

合，7ユニット以上の情報を提示すべきではない。

は，学習の基礎であり，認知処理能力方式が自動的に使

最後の原則は，区切り（chunking）．である。これは，

え，習得したい情報の最上位の区切りを思い起こさせる

図3で示したピラミッドの絵で図解した通りである。第

よう指導すべきである。それは即ち，表3で示した「教

2段目以上は，それ以下のレベルと関連した情報を含ん

授る学習のための認知処理能力方式」の内容を意味して

でいる。言い換えれば，区切られたすべての情報がより

いる。理想的にも，知りたい情報に接してすぐに実習す

高次の各レベルで統合され，ついにはピラミツドの頂点

べきであり，その後の復習は，ある一定の時間を置いて

ーで

一つの意味のある全体（図3であれが

fox

）となる。

より複雑な区切りの例は，表3を参照していただきた

完全に理解したと思われないような内容について繰り返

されるべきである。試験の前日には，表3に示した各欄

一40一

成績不振に影響する認知処理能力

とそこに示された各項目が自然に思い出されるように生

果を得ている。例えば，制限付き（ある科目履修には他

徒を指導すべきである。

の科目を履修しておかなくてはならないとか）のクラス

要約すると，最大限の学習は，情報の単位を段階を追っ

で，認知処理能力方式を学習した学生は，合格率が38パー

て処理する方法を身につけることで達成される。それは，

セントから90パーセントに向上した。また，心理学入門

），（2）知識

のクラスでは，認知処理能力テストで成績が良かった学

のピラミッドで示したように，比較的単純な刺激や概念

生の93パーセントがCまたはそれ以上の成績で合格し，

を基に，下位概念を上位概念へと包括すること（a

また認知処理能力テストで成績の良くなかった学生も，

（1）認知処理能力に合った情報量（capacityの

mid

of

knowledgeの

P

C

pyra−

），（3）該当する問題解決の状態に

認知処理能力方式の学習によって，86パーセントがなん

適用されうる一つの意味あるまとまりへの区分（chunk−

とか合格した。こうした良い結果が示されているが，さ

ingの

C ）すること，による情報の処理である。つまり，

らにつけ加えておきたいのは，認知処理能力方式の学習

認知処理能力のCPC同様に，これら三つを合わせてCPC

によって，認知処理能力の高い学生は，低い学生よりも

である。，

2倍のAまたはBの評価を得ていることである。

4．2

結論の裏付け

5

認知処理能力方式の信頼性を確立するために，小学校，

要

約

私の今回の発表の重要な点は次のように要約される。

中学校，高校，大学で収集したデータを示した。

小学校では，幼稚園児から1年生までが週3回15分間』

●教育改革が必要である。

●教育改革は，教授・学習に焦点を絞ったものであ

の認知処理能力方式による課外授業の読み教育を受けた。

認知処理能力方式で学習した児童は，統制群である受け

るべきだ。

なかった児童と比べて，2倍の文字数を読むことができ

●認知処理能力は学習に影響する主要な変数である。

た（Furukawa，Rieger，Sobotka＆Thomas，1980）。

●教授・学習における認知処理能力方式は，学習活

しかも，認知処理能力方式で学んだ児童のうち成績の最

動を認知処理能力の個人差にうまく適応できる。

も悪かった児童でさえ，通常の児童よりも71パーセント

●学業成績を向上させるためには，C，P，Cを活

よりよい成績であった。

用すべきである。

高校1年（第10学年）の生物の成績について，認知処

6

理能力方式を学んだ生徒と統制群の生徒を比較した

後記

時間的制約から，認知処理能力方式，その応用，また

（Fumkawa，Blenckstone，Dudley＆Hutton，1980）。
いずれのグループも同じ先生が教え，同じ教授法で生物

教育全体をとりまく様々な状況にどう適応させていくか

を学んだ。授業の3週間目の終わりに30分の選択式のテ

について詳細に言及するにはいたらなかった。しかしな

ストを受けた。その結果，認知処理能力方式の学習をし

がら，認知処理能力方式は，単に教授・学習活動におけ

た生徒は，20点またはそれ以上の成績であった。一方，

る認知処理能力を意味するのではなく，教室管理，カリ

認知処理能力方式を学習しなかった生徒は，11パーセン

キュラム，動機付け，学習評価，カウンセリング，教育

トが同得点であるにすぎなかった。このグループ問の差

管理を含んだ意味での総合的教育システムであることを

は，3カ月の間に3回行われたテストでも同じ傾向が現

指摘しておきたい（Furukawa，1992）。これらすべての

れた。また，認知処理能力方式を学んだ生徒は，生物以

要素は，学業成績を向上させるための教授法を補足する

外の科目の成績も伸びた。

ために考えられたものである。

大学レベルでも認知処理能力方式の学習を支持する結
一41・一

このたびは，私の研究成果をご拝聴いただきありがと

読書科学第38巻第1号
うございました。また，より以上の意見の交換ができま

ing

すことを楽しみにいたしております。
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本稿は1993年8月3日に行われた「アジア読書会議」

of

meet一

での招待講演の邦訳である。
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