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読書レディネスに関する研究（1）＊

1．問題

読書レディネスに関する問題を，話しことばから文字

ことばへの移行期の問題としてとらえたい。子どもは誕

生後，いろいろな機会を通じてことばを学習する。ひと

の言うことを聞きとり，また，自分の考えをことばを使

ってひとに話しかけることができるようになる。そして

そのはじめ，かれらのことばの生活は，目と耳とを通じ

て直接対面しうる相手だけに限られているが，やがて文

字を学習するに至って，ことぽの生活は大きな変化をも

たらす。文字を媒介とすることによって，直接経験しう’

る世界から間接に経験しうる世界へ進み，直接対面しう

る相手だけでなく間接にしか接触しえない相手との交渉

をもちうるに至るのである。このことは，子どもの精神

生活の発達に関して，きわめて意義深いことである。

　しかし文字は（もちろん話しことばもそうであるが）

社会的に約束された形によって与えられる。この約束に

従うことなくしては一歩もその宝庫へ足を踏み入れるこ

とはできない。したがって，文字ことばを学習しうると

いうことは，子どもの発達にとって重要な関門であり，

ここを通じて，精神生活の内容は豊かさを増すのであ

るg読書レディネスは，まさにこの時期の問題としてと

らえられる。

　ハリス（Harris，A．）は，読書レディネスを定義し

て，“児童が過度の困難なく読むことを学習することの

＊Astudyofreadingreadiness（1）

＊＊ONISHI，Seiichiro，TSUKAHARA，Miyoko

　and　SATO，Mariko（Aichigakuin　University）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一79－1

愛知学院大学

　　　　大西誠一郎＊＊
　　　　塚原，美代子

　　　　佐藤真理子

できる一般的な適合状態”（6）だとしている。児童がその

適合状態に達しているか否かの判断は文字ことばの学習

を進める上に重要な点となる。

　しからば，この“読む”ということをどのように理解

すればよいのだろうか。

　阪本幽郎は，“読みのレディネス”と“読書のレディ

ネス”とを区別している（12）。“読み”とは，文字を読む

ことであるが，“読書”は単に文字を読むことだけでは

なく，“一連の文章の意味に人格的に適応することの用

意ができていること”としている。そして，読書レディ

ネスは，読みのレディネスの上に成立するもので，この・

2つは区別して考えるべきことを主張している。

　われわれがここで間題にしているのは，読書のレディ

ネスであって，読みのレディネスではない。読みのレデ

ィネスは，視覚，聴覚に関連することであって，音や形

の区別ができれぽ1よいものである。それはボンド（Bond，

G．L．）のいう意味の身体的要因の問題である（3）。しか

し読書はもっと後合した内容であって，読まれたことば

が，主体の活動によって体制化されねばならないもので

ある。

　たとえば“しろ，しろ，いこう。のはらへいこう”と

いうことばは，ただ声を出して一字一字を正しく読み得

たからといってそのまま読書ができたと解釈することは1

セきない。文字が1つの単位として視覚的に図形化され

るだけでなく，“しろ”は子犬の呼び名であること，さ．

らにそれにっづく“のはらへいこう”という文脈の中で

とらえられねばならないことを意味している。その意味

で，そこに読書が成立するというこ とは，1つ1っの文

字が正しく発音されうるというだけではなく，主体の経
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験にてらして意味の体制化轡勘欄畦参鱗’轡弾膨牌席瞳≦解宇を読むことができる・た

である。

もちろん読書げイネスは・ゲ引終ッツ（G砕

te吟βetts再勾も1旨線∫幡よ弧さらに

搬的網題ある（残惹れは・1すでに読書をはじめ

たその簿おいても・、，どの1タ、う嫌書材料が適罪学習

されうるかという問題に関連して）・る。小学校1年生の

ころにあ6ては直接生活経験内にある内容についてめ指

導が中心となるが，その後にあ・6（はより抽象的な内容

についても指導しうるのである。さらに科学書，7文学書，

寮た文学にあっ七も和歌や俳句．’寓話や脚本箏々レ「それ

ぞれの内容が問題となりうる。　（ 』　一

ぐしかしここでは，’そうした包括的な問題を考えるめで

なく，’話』しことばがら文字ことぱべの移行期の問題に限

るヒとにしている。’ド

、、以上のような問題意識をも・ち』今回，そめ時期のレデ

ィ・ネスを測定するための読書レデイネス6テメ漆の標準

化を行なった。それらの手続き等についてはすでに公に

している（9）のでごこで述べることは省くけれども，一本デ

ズトは，一レディネスを測定するためにド次め6づの問題

がら構成されている5㌧．，
二
．
1 1》絵の指示，（2）事物の珪解，’③お話の記憶，㈱形の弁

，、別，⑤絵と文字め結合ゴ（ら》お話の構成、

一さで，本報告は，テズ柱ピよ．ら一ζ測定された幼児め能

力が，～“読字ηというととと’どのように関連し七いるか

を検討しようとしゼいる。一

　さきにも触れたように，読書レディネス・テストは，『

文字ことばへ移行する段階において，幼児の読書に対す

る5r般的な：適合状態を測定しようとするものである。他

方』現代，多くの幼児は字を読むことを知っているが，

果たしてそれが適切な発達に即して習得されているか否

かは疑間である。

．いうまでもなく，わが国においては，1現在，小学校入

学後はじめて文字学習の指導がなされている。幼稚園や

保育所では，文字学習の指導は行なわないことを建て前

と1している。1しかし，現状はどうであろうか。小学校入

とえば，岐阜県黒松小学校で，1年生入学時240名を対

象として読字調査が行なわれた結果によると，ひらがな

清音のうち，5％以上の児童が読めなかったのは，“ぬ

ね，む，め，わ，れ”の6字だけであった（5）。このよう

な事実は現在ではかなり一般にみられる傾向であろうが

われわれはこれをどう理解し，またそれにどう対処すれ

ばよいのだろうか。文部省の指導書も，．“は？きりした

発音で音読すること・，・声を出さないよう比して読むこ

と”『，“拾い読みでなく，語や文として読むごと”・・など，

指導事項については指示しているけれどもレ文字ごとぱ

への移行期の本質的な問題については触れて》・ない③。’

これで1年生の指導が十分である，とは思えない。r’．

　しかも現実には，1年生入学時，・ほとんどの児童は字

が読める状態である。もちろんそれも』身体的1’精神的

に十分適合した状態に達しているならば問題はないが，”

もしそのような状態に達していないならば，幼児教育者

や親たちを啓蒙して，無理に文字を教えることに二『よ6

て，幼児に過大な負担を負わさせないよう1にしで行がね

ぱならない。’

　オ・一ヌ、ベル（Augubel，D．P．）も指摘している『よ』う』

に，、未成熟時の学習は，児童の輿味，協力を確保するご

とができず不健康である。そして逆に1すで存と成熟じて

いるのにあまりk延ばすことは，永久的な遅滞を引ぎ趨

ごすかもしれないのである（・）。

　以上のようなことを考えた時，文字ごとばへの移行期

の文字学習の問題は，現代教育における1つの課題だと

言わねばならない。本研究はこの点を明らかにしようと

している。一方では，幼児の読書レディネスを調査し，

他方では，同一幼児に読字調査をして，かれらの文字学

習が果たして適切な発達に即してなされているか否かを

検討しょうとしている。

｝2」』薪擁羊続『
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11》’被験者

被験者は，・名古屋市千種区青葉幼稚園，4，5才児，

o



男女計113名であるφ・．そΦ内訳ならびに平均年齢は表1

のごとくであるφ』，　㌃　・』、 1　1、　㎜㎜．．．．．＿、、

　　　　　　　　　　　　註㌧
　　　　　　表、1被験者r覧，i　……・・一・一
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被
験 者敏

男　女　「計

議宰均満年令－S乙っ1ご

二しし』｝・『・」

）’年1長．児　：姐　181』59

　　　　　　　　　　　読書レディネスに関する研究

．、陥帽溢．ど乞＿ぴ↓り8字2、患覇音昧5字全部盈諌宗材料り中
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．．＝、匹含めゑ皇≧磧できなかP濯6旦本語1藍却9、ζも鼻単語

一鯉蚊字噸触鍬く片よ？てし報め1黙
強臓郷文字撃めよう貫ると1．飾頻麟
一なW搬的』で紬離遷4≧瞳る・・そのこ韻奉

∵階で噸当で瞳い解？ら醜文暫べてが髄

5：10　　 3．0’

、年少，児　 30，．24　54 4：9，　3。6

計 71』．叩113・

（琴｝・読書レディ麸●7ス，ト満字調査i

「上記被験者に蔓、読書レディネ不・テスト（101と読字調

査とを行なう『。　』　1．　．、ゴ

　テズトはら幼児10名を1グ～レープとし』』塚原と佐藤ど

が実施する・幼稚園教諭は補勤者とレで協参。1，

読字嗣査1ま・大酉ら8人溶すれにあ準る。伺人実験で

ある。『

㌔』読字材料として，30語を選ぶこ1とにした。これはず小

学校一1年生め国語教科書の中に，もらとも多く使用され

ている語である（7）。ただ，使用頻度だけにたよるのでな

く，1できるだけ多く50音の各文字を含むように考えた5

文字数も，2，3，4，5，6字よりなる語を選択した。30

語は次のようである。

・2字：いぬ，くる，にし，ぽく，でる』

　3字：ゆれる，わたる，ほそい，あだか，こども，・ひ

　　　ぽ1り，てがみ，じぶん，、できる，nづくえ㌧

　．4字：なかよしふみきり，ともだ1ち，まりなげ，』た

　　　だいま，あげよう，やぎさん，ひこうき　ト

5，6字：のりました，さようなら，すべりだい，じど

　　　うしゃ，できません，いちねんせい，ごらんな

　　　さい

　以上のような考慮を払って材料を選んだけれども，結

果的には，50音のすべての文字を含めることはできなか

りた。清音46字のうち「お，け，ね，は，へ，む，め，

う」の8字，濁音20字のうち「ぐ，ざ，ず，ぜ，『ぞ，

うかどう魁マは余り、こ準わら塗》・鳩謙璽選択をする

ことにした。

　131調査時期　1971年6月，7月1　　1　　　置F’∀

3．‘’結菓どその考察”

　　　　　　ヤ　　　　研究結果ば』読字：レディネ久・テスト結果ど読字調査

結果，そして第3に，両者の関係について述べる。

li》読書レデ才ネス・テストの結果・

一
テ

ヌ諮結果ほ，・次の含うの観点力≦ら整理できるよう比

なう七いる。すなわち，‘①’・年齢別相対評価，②　読書

・レデ壕ネス段階， ③　プ・フ牙｛ル∫である。

　ことでレ年齢別相対評価でぼ1それぞれめ個入あ巻い

は集団が』その年齢集団の中でどのような位置にあるか

を示そうとしている。

、次の読書レディネス段階とプ仁フィ」・ルはレデをネス

が達成されたと考えられる標準に照らして，・個人あるい

は集団がどめ程度達成しているかを示ぞうとし七いる。1

とくにプロフィ山ルは，丁それを問題ごと，（6商題）に示

し』それぞれの能力がどのような状態にあるかを示し

て，具体的な指導ゐ手ががりを得ようとし七いる。ただ

ここでは』個入別プ・フィールではなく，・年齢ごとの集

団別プロフィールを示すことにする。’

’
今
，それらの結果を示すと，表2，31図1のとおり

である。㌦

表2　年齢別相対評価（％）

段　階

4才児
5才児

1　　　2　　　3　　　4　　　5

1．9　　20．9　　38．9、

1・7．17・0．3793

24．1　．　14．8

30．5　　、13．6

一81一一
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間1

問2

間3

簡4

問5

問6

0ユ　2 3 4 5 6 7 8

012　3 4 　5
ノ
ノ

6 7 8 9

012　3 4
5
　
、
　
、
　
　
、

6 7 8 9

0 1 　2
ノ 3

4一

5 6 78

0 1　　2 3　4 5－6 7 8

0 1 2 3　　　4 5 6 7 8
図1　集団別プロ7イールの比較（実線は5歳児，点線は4歳児）

表3読書レデイネス段階（％）

　　わち，①単語を完全に．正しく読あ
点

　　るもの，②部分的には読めるが，
点

　　読めない文字のあるもの，③全く
点

　　読めないもの。その結果を文字数

点　別・年齢別に示すと，表4の．とお

点　りである。

　　　ここでまず，単語の文字数別に

表4読字結果（％）

段　　階

4才児
5才児

1 H 皿 w V
単祓の文子

2字3字4字5，6字　計

20．4　　55．6　　18．5　　　5．6　　　0

1．7　　10．2　　59．4　　23．7　　　5．1

年令
　　　語
読字　　数

の程度
5　　10　　8　　7 30

　この結果によってみると，まず，年齢別相対評価の得

点においては，4才児，5才児ともに，きわめて類似し

た段階点の分布を示している。いわば，この両年齢集団

は，読書レディネスの能力という点においては，とくに

一方の集団が優秀であるとか，劣っているとかの差異の

あるものでないことがわか為。ともに比較的漂準に近い

集団であるといえる。

　次に，レディネス段階点の分布についてみると，5才

児は4才児よりも，よりレディネスの達成されたと考え

られる標準に接近していることがわかる。そのことは，

図3，集団別プ・フィ・一ルの比較によっても明らかにさ

紅うる点である。5才児は4才児に比して，問題ごと，

すべての点でその能力の伸長がみられる。ことに問題（1）

絵の指示，（6）お話の構成は，集団として著しく発達して

いる点である。指示されたことを傾聴し，理解し，その

指示にしたがって反応する能力は，幼稚園の生活全般を

通じて指導，促進されていることは理解できる。また，

事象の因果関係に基づいて話を構成する能力も，幼稚園

生活の中で促進されていることも十分うなづける点であ

る。

　（2）読字調査結果

　読字調査は，2字から6字までの30語について行なっ

たが，，その結果は．．まず3段階にわげて整理する。すな

　　　完全読み

4才児　　部分読み

　　　読めない

49．0　　50．5　　52．1　　51．8　　　　50．6

12．0　　9．3　　9．7　　9．9　　　　10．0

39．0　　41．2　　38．2　　38．3　　．39．4

5才児

完全読み

部分読み

読めない

84，585，686．88518

4．4　　3．9　　4．4　　2．4

11．1　　10．5　　　8．8　　　8．8

85．7

4．5

9．8

結果をみると，文字数の多少は，その単語が読みうるか

否かに関係のないことがわかる。はじめわれわれは，文

字数の多い単語は読みにくいのではないかと考え，文字

数の異なる単語を材料として選んだのであるが，結果は

上述のとおりである・そこで以下の結果は，30語を1？

にまとめて考察することにする。

　読字の結果を合計についてみると，4才児でもすでに

　　　ヒ50．6％は完全に読むことができ，読めないものは僅か

39．4％にすぎない。5才児になると，完全に読めるもの

が85．7％に達し，読めないものは10％にも達しない状況

である。本研究の対象となった幼児にあっては，読字と

いうことがかなり達成されているといえる。、

　次に，読字の結果を個人ごとにまとめよう。ここで

は，表5のように読字の段階をA，B（B1，B2，B3）

Cの5段階に区切って示すことにする。

　この結果でみられるように，幼児の読字結果は，4才

児はU字形分布，5才児は」字形分布を示している。こ

のような事実はすでに他の研究にもみられるのである

一82一
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衰5読字結果・段階別による個人の分布（％）

段階 読語数
4才 5才

A

B

C

25＾ゼ30語 48．2 81．4

B1．

B2．

B3．

18《・24語

12＾47語

6《’11語

5．6

1．9

3．7

6．8

0

0

0’》5語 40．7 11．9

が，幼児の読字の結果は，かなり片よっていると言わね

ぽならない。本幼稚園にあっては，幼児教育の本質に即

して，読字指導は全く行なわれていないのであ為。した

がって，ここに見られる結果は，幼稚園以外，とくに家

庭における指導によるものであり，幼児にとって，読字

の指導が積極的に行なわれている家庭と，それのほとん

4　才児

　　　　　　　　　　　読書レディネスに関する研究

ど行なわれていない家庭とにわかれていることがわか

る。

｛3》レディネス結果と読字結果との関連

　そこで第3に，幼児の読字が，読書レディネスとどの

ように関連しあっているかをみよう。そのために，レデ

ィネスの年齢段階評価およびレディネス段階と，読字段

階とをそれぞれ関連させて示すことにする。

　ここで，読字段階は，表5では5段階にわけたのであ

るが，B1，B2，B3は例数も少ないので，これをまと

めてBとして示すことにする。

　その結果によってみると，年齢別相対評価の段階と，

読字段階との関係においては，両者の間に積極的な相関

を認めることはできない。読字A段階のもの（25〔・30語

読めるもの）が，年齢別相対評価の段階において，とく

に優れた段階（5，4）に集まっているということができ

表6　レディネス結果と読字結果との関連

　　　①年令別相対評価との関連

5　才児

読字段階

励相
対評価　　1　　2　　3　　4　　5 計

　　　年　牙1相
　　　　対評価
読字段階

1 2 3 4 5 計

A 0　　　5．6　13．0　14．8　14．8　　48．2 A 0　　11．9　27．1　28．8　13．6　　 81．4

B
0　　　　0　　　　9．3　　　1．9　　　0 11．2 B 0　　　0　　　5．1　　1．7　　0 6．8

C 1．9 14．8 16．7 7．4 0 40．7 C 1．7　　　5．1　　5．1　　0　　　　0 11．9

計 1．9　20．4　38．9　24．1　14．8 計 1．7　17．0　37．3　30．5　13．6

A，C，について，ともに有意差なし

4　才児

②　レディネス段階との関連

A，C，について，ともに有意差なし

5　才児

読字段階

レディネ
ス段階 I　　H　　皿　　IV　　V 計

A 3．7 22．2 16．7 5．6 0 48．2

読字段階

レディネ
ス段階 1 H　　皿　　IV　　V 計

A 0　　　5．1　47．5　23．7　　5．1　　 81．4

B 0　　11．1　0，　0　　0 11．1 B 0　　0　　6．8　0　　0 6．8

C 16．7　　22．2　　　1．9　　　0　　　　0 40．7 C 1．7　　5．1　　5．1　　0　　　　0 11．9

計 20．4　55．6　18．5　　5．6　　0 計 1．7　　10．2　　59．4　　23．7　　　5．1

A，C，について，ともに有意差なし
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Aについて，P＜0．01

Cについて，有意差なし
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拠・・、そφこと壷む、4才凪，財揖シ碗呼とも！萌わ

れる傾向である。

　次に，読書胚デ夙悉、ス段隣声釧関淳有タても，同樺の

傾向が認南られうφ』ラ才児嗜嗣し、、て嫡・，読字磧諮ビてA

最階りもの嬬兜』ヒでイ冬．不¢）稼隣礁声緊て．．《皿ンにより

冬く集まって》る“，字り訪砂鞄もρ1でぞレディネス炉達

成せられた≧考之｛う紅るも璽レデ風イス県階・・Vグ砂

は二きわ顔舛％5才児陣？1郵・曙⑳・郷
のが54？6にすぎず・一・4才シ即；勘ρてはQで南る。．そレ

て・字は読めるけれども・ 読書レディ冬、スの段階では・う

qρ一皿）に犀する．ものが・4才児では2臥9％・5才児

では5．1％もいる。・この結果は，幼児の読字が，幼児の

訪書へり奉礎的な隼力堺ま葦十分津成されない前鱒指導

が行なわれてし1ると考えうるのである。

4．まとめと今後の筒題

　（1）まとめ

　本研究は，標準化された読書レディネス・テストによ

っ一と測定された幼児め読書への適合度と，幼児の読字結

果とがどのような関連にあるかを明らかにするために進

められたものである。現在多くの幼児は，幼稚園以外，

とくに家庭にあって文字の指導をうけている。しかしそ

れが適切な読書レディネスの基礎の上に学習されている

か否かは疑問である。．．その両者の関連を明らかにするこ

とは重要なことであるが，幼児が文字を読むことがでぎ

るとかできないとか言っても，それが適切であるか否か

を判定する基準がない。したがって，読字の学習が早い二

とか遅いとか言っても，単に水かけ論に終ってしまう。

そρきらう手≧なうもρ久）乳．つ！ま・読書レデ≧ネスを測簿

し，．その階段を明らかにすることである。

　幸い， ごの度，－読書レデオネズるテス下の標準化を完

了［した。：．このテ冬トによって、、読書レディネスがそれぞ

れの幼児にどの程度達成されているかを判定することが

できる奉らば，それを基礎砕してρ読字の学習が適切に

なされているか否かの判定電できる怯ずである6・… 一

　そこで，本研究でをヰ』幼稚肉児，4オ，5才児男女計

113名を遷らぴ・諺書軽デ｛ネろ？テ残トと・；鍍語の単

語の読字調査を行なった。その結果明らかにされたこと
　　　　1　　　　　　もヘ　　　　　　　　　　　　ノ
侭演峠榊短鱗う？二．、 』、、　、イィ，』コ

　①彰れらり幼児は，両年齢祭団迄も，読書レディネス
　　　　ざ　　　　　　サ　　　　　　　　　　　　ミ
ーについてはレぎわめて標準的な集団である乞いうごとが

　　　　！　・『　　i　　　　　　　　　l
でぎる。すなわも1両年齢集団とも，読書レディネスの
　　　　　　　　　1
年齢別相対評価噛いては・・と噸；き禰鉦常に近い

分布の形を示』している。 ま亮y レディ．ネス段階点に・おい

鰍ヂ、嬬騰幡鍔即燐．す輿唯拠競
て一段と進歩を示している。’これは学面標準化されたテ

ネトめ妥当性を示す一指標とも読みとること参でき為

が・とゆく本踪腿・読書げイネスという恵璽

標靭媒団だと1）うこ≧ができる・

　②他方，読字の結果獄著レくかたより，30語が偉とん

　　　　　　　　マど正しく読菊るも9は・4才児では50％・、61才犀では89

％に達している。ところが他方，ほとんど読めないもの

が4才児でば46％，5才児では12％という比率である。

そめ分布曲線は，U字形，」字形分布を示している。こ

れは・離字の指導が・一部の親によってはぎわめて熱心

に行なわれてい、る．ζ，とを示している。、、

　③第3に，読書レディネスと読字との関連をみると，

字り読めるものが必ずしも読書レディネスで進んだ水準

にあるとはいえない。字は読めるが，読書レディネスと

ヤ・う恵では，きわ菊て低ヤ｝環階Qも¢）がかなりいるわ励

である。「そのことは，読字の指導が1幼児の読書のレデ

イネスという基礎の上になされてし、｛るもめセなL｛ことを

示している。

　（2》今後の問題

　以上によって，本研究の結果のまとめを行なったが．
　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　へ

ここでなおいくつかの問題が今後のものとして残る。

　①その第1は，ようやく標準化を行なうた読書レディ

ネネ2．テストの妥当性の問題である。大西は，標準化の

過程において，その時点で考えうる限りにおいて妥当性

の問題の検討を行なった。その1つは，小学校1年生

110名を対象にしてデ・国語学力テスト・との関連をみたの・

である。その結果，読書レディネス・テストと国語学力

｝84｝

∩

，
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テス、ト得点との間には0．62の相関係数を求めることがで

、きたuσ）ボ国語の学習が， 読書レディネ．ズめ基礎の上に

達成されることを考えると，こめ結果ほ，’本テズトの妥

当性を保証する1っの資料と考えることができる。…・

一
し 払じ1これだけで，レディネス・テズトあ妥当性は

十分保証されると考えることはできない。今回のも’の

ほ』両検査を同時に実施しているのであって，レディネ

ろ●テ不トは・文字学習に入る前の準備性存副牢するこ

4が期徳される。したがって，．ここ，で湖定され驚レディ

ネスが兜将来9国語学習に対してξれ準け予副性窄もち

うるかという、ことが検討されねばならない。そのために

「！ち4才あ，るいは5才時においてヒディ冬ス・テろトを

宍雄レ，その幼児が，その後の国語学習の上にどのぷう

な成績を示すかを追跡的に検討する必要がある。，そのこ

とは，本研究そのものの問題点ではないけれども，本研

究はレディネスそのものの測定を問題とする限り，レデ

ィネス・テストの妥当性の問題はなおいっそう検討され

ねばならない。

　②第2の問題点は，読字調査についてである。本研究

では，2字から6字に至る30語を読みうるか否かをもっ

て，読字能力を判定することとした。そしてその基準と

して，“完全に読める”　“部分読み”“読めない”の3

つの段階にわけたけれども，ここには問題が残ってい

る。“単語が読める”といっても，そこにはいくつかの

段階がある。1つの単語を正しく読むという場合，その

意味が正しく理解されているか否かは別としても，いわ

ゆる“わかち読み”をすることは，文字学習のはじめに

むしろ一般的である。すらすらと読む場合と，たどたど

しくわかち読みする場合とは，かなり区別もできるので

あるが，ここではその点の分析を行なっていない。“正

しく読める”ということについての判定方法について

は，より詳細に検討されねばならない問題である。

　③第3に，ここで読書レディネスとしてはきわめて広

範囲なものをその内容と考えた。それはただ“読み”の

レディネスではなく，“読書のレディネス”として考え

た。そして，それを6つの問題によって測定しようとし

　　　　　　　　　　　読書レデオネヌに闘ナる研究

売♂しかも，；丁6づの領域は，・それぞれ独立し亡指導する

ことも可能である。大西はその点について具体的指導の

方法を考えて別に述べて“るけれども（・・），’文字学習を

はじめる前にそれらの能力を指導すれば，どのように効

果をあげう・るもあであるかにづいての研究はまだ行なっ

ていない。

　幼稚園では，このテ不トの問題が意図しているような

“ひとの言うことを傾聴し，理解し，その指示に従って

年ヤく厚応ずる卸は㌧日常保育の上轍！べ施

弩もりで励日常蛎蘭じて自鮮育戒ざ樋ξ

蜘織し札“事物q理解1や．物弁別物
どを零・意図的に鱒するこび必要で齢うしま悶，

そうするF≧によってか欺り学習の勤果もあがることが

期待されう。、

　ただ，それらの能力が意図的に指導された場合，どの

ように発達するものであるかは，まだ明らかにされてい

ない。レディネスは単なる成熟のみに因るものと考える

ことはできない。それはさらに学習によって促進されう

るということを考えるならば，具体的な指導の効果がど

のように表われるかはさらに検討されねばならない点で

ある。
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SU㎜ARY

　　This　study　was　mdertaken　to　examine　the　relationship

between　reading　readiness　and　the　ability　to　read　Kana一

まnoji　words。Two　samples　of54four　years　old　and59five

years　old　were　administered　a　readiness　test　and　a　word

r¢cognition　test　consisting　of　thirty　Kana－moji　words．

　　The　findings　of　the　study　were　as　follows：

　　　　1．　The　readiness　scores　of　the　four　and　five　years

old　subsamples　were　comparable　to　the　test　atandards．

　　　　2・　Fifty　Per｛⊇ent、of　the　four　years　old　and　eighty

percent　of　the　five　years　old　were　able　to　read　a皿of　the

thirty　words　correctly．　Forty　percent　of　the　four　yea：rs

olds　and　twelve　percent　of　the　five　years　old　were　gener－

ally　unable　to　r㏄ognize　the　words．The　distribution　curves

of　the　word　r㏄ognition　scores　were　J　type　and　U　type

respectively．

　　　　3．Apositivelinearrelationshipbetweenthe

reading　re駐diness　and　word　recognition　scores　was　not　ob－

served．The　children　who　were　successful　in　word　r㏄og－

nition　were　not　always　at　the　high　level　of　reading　read－

ines＄　　It　is　concluded　that　parents／　instnlction　on　the

recognition　of　Kana　letters　is　relatively　independent　of

the　child／s　development　of：reading：readiness．

へ
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　　読みの指導への心理言語学的接近（1）＊

一入門期におけるシンタックス能力の個人差測定の試みrr

東京教育大学

　　高　木 和　子＊＊

はじめに

　文字による文化財からの多面的な吸収・創造である読

書は，文化生活に欠くことのできない，言語活動のうち

でも最も高度なもののひとつである。人間は，ことばを

用いて社会生活を営む動物であり，聞く・話す・考える

・読む・書くといった言語活動を行なっている。ことば

の学習は，生まれてまもなくから始まる。ところが，文

字を媒体とした「読む」という活動は，聞く・考える・

話す・などがある程度習得された後に学習が開始され

る。「読む」ことは，文字を媒体とするということだけ

が，それまでの言語活動と異るのであろうか。読みとは

何か（What　is　reading）という問題がとりあげられて

きている現在，高度な読書への出発点である「読む」と

いうことを言語活動の発達の中へ位置づけて考えること

も必要であろう。

　さらに，最近，心理言語学という，心理学と言語学の

境界領域の研究が盛んとなり，人間の言語活動の研究

は，道具としてのことばというより，ことばの持つ言語

体系そのものの特質と人間との関連においてなされるべ

きであるとされてきている。「読み」も人間の言語活動

の一環である以上，こうした見方をとり入れて考えてい

くことも大切であろう。本論文では，まず，言語発達を

心理言語学的な面から概述し，その中におけるr読み」

の位置について述べて全体の導入とする。

1．言語発達における読みの位置

＊Apsycholinguisticapproachtoreadinginstruc・．

　tion（1）．

＊＊TAKAGI，Kazuko（Tokyo　University・of　Edu．

　cation）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、｝87．一

　人間は生まれおちるとすぐから，ことばの洪水の中に

放り出される。ほんの初期の段階では，音の弁別そのも

のが不可能であるし，音がききわけられるようになって

も，音と意味とをつなげて理解するようになるには，1

年近くかかる。しかし，そうした発達の間中こどもは日

本語を話す大人たちの中で，環境を構造化してとらえる

ことを学び，特定の音（記号）は，特定の事物と対応し

ていおことを学びしていくうちに，日本語という言語体

系の中に組みこまれつつ，ことばを学習していくのであ

る。はじめは，話しの理解一聞きとり一から，構音

の発達に伴ない，発話一話す一へと発達していく。

　言語体系すなわちある言語社会で共通に用いられてい

る言語には，二様の構造的規則がある。1つは，ことば

とことばのつながり方に関する，シンタックス（統語）

上の規則であり，もう1つは，ことばとその指示物との

対応関係に関する，セマンテックス（意味）上の規則で

ある。伝達や思考という言語の機能をになっている単位1

的なものは，「文」であるといえる。そして，「文」と

は，この意味的なまとまりと，シンタックス規則にのっ

とった表現であるといえよう。

　こどもは，大人の話を聞き，話す，という学習活動を

行なううちに，そこで用いられている言語のもつ，シソ
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タックスと意味という構造性を身につけていく。もっと

も言語学者Cho岬のゆに尋1う逸鱗轡桝
する能力は生得的なもあそあう』ヒ書もほはビあふら1ゴ

文と文でないむのとを見みげることができるという立場乱

をとるものもある。しかし，個々の構造的規則は学習の

中で習得されると考えるのが妥当であろう。そこで，シ

ンタックスや意味上の構造性の利用，・獲得という面か

ら，言語発達を考えてみたいム、

　話しことばが十分に使えない時でも，赤ちゃんの意志

砥，表情や哺語にょらてふなりの程度母親に伝わる。そ

乳は，母親と赤ち始んとがほぼ穎似の環境的文脈にいる

からである。母親は，こどもがどんな種類の反応をする

かといういくつかの可能1生のほとんどを知ってい、るめ

で，単純な記号でも十分に理解される。このように，話

・し手と聞き手の場面内での文脈が一致していればいるほ

ど単純な信号でもコミュニヶ一ジョシは可能となるので

ある。一語文といわれる時期における「ブーブー」とい

うことばが，r自動車がくる。⊥r自動車に乗『りたい6」

「自動車のオモチ＋がほ・しい。」・などのうちのどれを意

味するのかは，ほとんど間違いなく伝達されるめも，場

面めもつ意味的文脈の助麻にょるものである。このよう

に，話しごとばによるコミ三』ヶ一ションの時期におい

ては，話しことばのシンタックメは，徐々に複雑になり

いろいろな内容を左確に伝えられるようにはなるが，場・

面による受け手の意味的文脈の助けを借りられるという

点で，それほど中心的なものではないといえよう。－』

　シンタックスがコミュニケ」ションで重要となるの

は，書きことばを用）・た，読む，書くという行動にお藤・

七である。読みの事態での手がかりは，書かれている
一
「
文
章 」だけである6そこにほ』『送り手（著者）との共

通な場面はなく，場面的文脈による補助は期待でぎな

い．」書かれた文章のもつ，シンタックスと意味内容を読

みとることにより，場面をつくり上げていかねぱならな

い。「読む」行動をはじめるにあたって，話しことぼの

時期に習得してきだジンタラクヌの能力が中心的役割を

果たすようになるのである。・、、

　このように見てくると，人間の言語行動を言語体系の

翌騨髄璽騨轄匹聯堺うとする耀言語
マ学の立場からすれぱ，’「読む」という行動，書きことば

による伝達の受容どい’う過程こそ1、最も純粋に言語の構

造性とのかかわり合いにおいて成立しているものである

といえよう。

　しかしながら，ここに1つの問題がある。読むという

過程は，話す，聞くという言語活動のある程度の習得の

上で学習されはじめるということである。話しことばの

シンタックス・と書きことばのそれとは，整一性とい5点

において多少異るとはいえ，本質的には同じものであ

’
る
。

それゆえ，話しことばの時期にどの程度1日本語の

シシダヅクスの能力を身にづけているかにょ軌r読み上

の学習が左右されることが当然予想される。そこで，ま

ず話しごとば期におけるシンタヅクス能力の個人差が』

読みめ学習にどのように影響するのかという点をおさえ

七おく必要があると考え葛d　　　蜀

2・話しことば期におけるシンタック、ス

　　能力の発達．

　シシタヅクス能力について考える際には，まず，日本

語のシンタックスの特徴をきちんととらえておかねぱな

らない。ヒれは，文法論で議論百出の問題もあるが，と

こでは，1その大要をづかんでおくにとどめる。

（1）　日本語シンタックスの特徴

　1）、．助詞1、助動詞など，語に付加される機能的な単位

によっ’て格，時制等め統語が行なわれる膠着語であるこ

と。・

　2）・英語等め語順に．より格が決定される言語と比し

’て∫語順の拘束性が弱い。

3ン文としての叙述あ中心が，原則として，文末にく

．る述語1なおかれて蟻る。すなわち幽文は．，、，．．述語を修飾．乞

限定する，どいう形で成立している。二

　4）　上記の特性のゆえに，主語一述語の対応を必ずし

も必要としないため，主語が省略されることが多い。二

（2）発話分析によるシンタックス発達の研究・ロノ

錨喜8脳
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　子どもがいっごろ，どんなことをしゃべるよ与になる1一’』実験文再生法によるシンタックス能力の測定は，

かを謝る語発達の研究は多‘・満3才になると・おM’11？rのいう、ように・締にできた計画であ鳳倉旨

．もな助詞はほぼ習得されると指摘されている。・水野（1囎〉・一・力差が反映するはずであると仮定されたものであ善ザそ

大久保（1967）しか’し，大久保ボ平叙支の構造をしらべたと　冒のため，通常のデズト作成の時に行なわれる，テスト項

ころ・・語文1ま・3才ではか勧減少しており謎語文『乱内容題自体の妥当齢直接検討する葦がで訟

の発達も著しいが・主部述部の郷のある完全な文は・．い・そ』こで・妥当性の傍評として次の2点をとりあげ

3オでも25．8％と少ないことを示，レていう。さらに，二、や。、．

年長になっても，発話り構文そのものは御雑となるが・　 　1）書きことばのシとタックス能力測定テスト得点と

話しことばは・そφ全てが完全鯨ではな㌧・こと砺さの相関が嫡こと・

れている。前途したように，話しごとばでは，シンタッ　［2）訪書力・主殖読解力とめ相関があるヒと・

クス聯の甦性は必要とされないためで南るう・この，後都本来鰍ま・このテ不トが損呼度として確立し

点で，発話分析によつて，助詞は正しく使える，．複雑な　．．た後に詳綿に検討される琴ぎ問題ではあるが・現時点で

構文の文を話す等の観点から，シ7タックス能力をしら・に傍証の吋ρとなり得よう・．

べるのは無理があるといえよう。’・，、　1　，　　　一ロ，（2）テストの構成と実施法

（3！』文再生津による宰騨なシセタツクス醗達研究　前璋9実験（融、197》・の応甫として・亥条件（シ

Milleτ（・964）によれば，一，rシンタック槻則縦っンタツ1クス席味≧も賄）・、擬似文条件（シ閥ツクス

て言語行動を行なっている者でも，その規則を明白に記・有・意味的一貫性無）・語条件（シンタックス・・章味的

述することはできない。彼らが規則を知っていることが　　噌貫性どもに無）の3条件の系列をそれぞれ12ずつ作成

わかるのは，注意深く設定ざれた状況下での，彼らの行・rし・その条件ごとの正再生数の差により・文記銘に際す

動からの推測ぬる」という。ごの考えに基いて，日本『る・シシタックスと鰍の糊能力を測矯る・実際の

語のシンタックスを，①文末が述語の特性をもっている　　テストの構成は次のとおりである。

．こと己②各文節の末尾に格助詞が入っでいること。の2　　清音3音節を基本単位とし・文長は・4単位・5単位

点により操作し，実験的な文を用いて，文再生成績の発　　の2種・』単位の熟知価は70以上・文型は・各文長ごとに

達を分析したのが，高木（19マ1）である。この結果，シ　　2つずつとした。テス・ト系列は・表「11こ示す。

ンタックスと意味の効果は，卒の再生賄効であり・年　テストでは・各条件がランダムに配置され・る・－実施

長になるに従いその効果が力きいことが明らかにされ　　は・検査者りいうこ とをよく聞いて・その通りに口頭で

た。特に，年長者（5，6才）では、シンタックス能力　　再生するように教示し・4問練習した後に・テスト系列

の発達が著しいことが示されている、　　　．　』・　　を行なう。’』－

　実験的文再生によるシンタッ．クス能力の発達が示され　　各条件ごとの完全再生系列数をもつて条件得点とす

たことは，このような実験事態での成績にも，シンタ ヅ　　る9

クス能力の個人差があることを示唆するものであろう。　　　文条件得点は，シンタックスと意味の利用力の加算さ

そこで，これを応用して，話しことば期のシンタックス　　れた効果を，擬似文条件得点は，シンタヅク速利用力㊨

能力の測定の尺度が作榔・伽と考えて弗　効果を・語条件は・系列謙こおげる記憶能力をそれぞ

　　　　　　　　　　　　　　　1、…』　　　　　れ反映するものと仮定される。，．すなわち，・文得点と探似

＄
．

話しこと即シンタツクス髄の測定　文鯨の差が意味利用力を，擬似文舗と語得点と嵯

（1）　テストの妥当性検討のための手続き、　ゴーF』　　　がシンタックス利用力を示す指標となり得為≧考えられ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，一89，一甲
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表1　テストに用いられる条件文

4 単 位 5 単 位

S 一1 はちの みつは あめに にてる きりと のみは、 いたに あなを あける

（文 2 さいの つのは かおに はえる さると ひとは かわに はしを かける
条
件 3 きみは はなと とりを かいた みなは うちへ くつを とりに かえる
）

4 いぬは まりと ねこを みてる りすは もりへ はなを つみに きえた

5 あなたの はなしは なかまに きいた あにきと いとこは わたしに とけいを くれた

6 せいとは おしえと きまりを まもる はなこは おうちへ みるくを もらいに はいる

P 一1 ほしの くりは むねに あきる わにと やねは たなに こえを もえる

（擬 2 こやの たきは いちに つめる はこと そらは いまに まめを とまる

似
文 3 いけの かみは はるに ぬれた せみと かめは たなに うたを まわす
条
件 4 おには せみと くしを はやる かめは えきへ うたを なつに ぬれた
）

5’ へやは くもと たこを まわす かみは うみへ ゆめを はるに まける

6 のりは はこと ゆめを あきる やねは えきへ まめを むねに もえる

W　－1 かきね けもの あさひ となり はかり ひよこ すみれ きつね あした

（韮
口口 2 きこり つみき やまて しかく うしろ かたち ほとけ くうき このは
条
件 3 きもの くるま へいわ あうと いたち とおり にもつ けいと あたま
）

4 もやし れたす やさい はたけ かつお さかな いわし かれい さしみ

5 かれい やまて くるま となり ひよこ かたち にもつ はたけ あした

6 あさひ きもの いわし つみき ほとけ やさい けいと あたま きつね

，た。

　このテストは，文（Sentences），擬似文（Pseudo－

Sentences），語（Words）の系列より成ることから，S

PWテストとよぶ。

（3）　書きことばのシンタックス能力測定のためのテス

　　　ト

　SPWテストが主にr助詞の機能による文意識」を問

題にしているので，ここでも助詞の用法を中心に，短文

の読みで解答できるものとして，次の3つの下位項目よ

り構成した。

①　格助詞用法テスト

　国立国語研究所（1964）で用いられた，格助詞の用法

理解テストより24問選択。

　（例）　春子さんは，雪子さん口□せが高い。

②接続助詞用法テスト

　阪本・高木（1968）で用いられた，接続助詞用法テス

トよりの48問。

　　　　　　　　　　て

　（例）　あまり　さむく　と　　外へ　でられません。

　　　　　　　　　　から

③　接続詞用法テスト

　書きことばのシンタックスの特徴の一つといえる接続

詞についての理解を，阪本・高木（1968）を用いて測定

することにした。18問。

　（例）私は　何度も　泳いだので少し疲れました。

　　　　また

　　　　すると　砂浜で休んでいました。

　　　　そこで

　以上90問を，平易な漢字まじり文（漢字には全てルビ

を付した）で印刷し，各下位テスト毎に練習を設けて，

一90・一
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テストとした。このテストを，仮に「文法テスト」とよ

ぶ。

4．実験1：SPWテストによるシンタックス

　　　　能力の測定とその妥当性の検討

（1）目的

①　S　PWテストにより，話しことばのシンタックス能

力の個人差を測定する。

②　S　PWテストの妥当性を，文法テス『ト，読書力テス

トとの関連において調ぺる。

③　S　PWテストによる，シンタックス能力上位群，下

位群について，知能および読書力にどの程度差があるか

調べる。

（2）被験者

話しことば期のシンタックス能力を測定するのが目的

であるが，妥当性検証のために，書きことばによる文法

テストも同時に行なわねばならない。そのため，被験者

として，読みにも多少習熟してきた，小学校2年生を用

　　　　　　　　　読みめ指導と心理言語学

いた。2クラス70名（男43，女27）

（3）実施したテスト

①　S　PWテスト（個人テスト）

②　文法テスト　以上，前述

③　教研式新読書力診断検査

④　教研式学年別知能検査（B式）

（4）結果

①　テスト内の斉一性

文条件内に，音節の長いものが加わつているため，こ

の文の再生が異質かどうか調べたところ，4単位では，

t＝0．033，5単位ではt＝0．081と共に有意ではなく，

同質とみなされた。

次に，テスト文条件と文長との交互作用があると，4

単位，5単位の得点を同質とみなせないので，条件と文

長との2要因分散分析を行なったが，条件×文長の交互

作用は，F＝・2．74，df2）で有意ではないことが明らか

となった。

　これらのことから，テスト内の斉一性は検証されたと

表2　各テストの得点分布

テ ス　　ト 平均 S　D テ ス　　ト 平均 S　D テ ス ト 平均 S　D

知能偏差値 54．81 6．92 P－W 2．22 1．82 1 22．44 4．93

弛
覗

速　　読 19．66 6．36 S
P
W

S－P 3．28 1．81 交
法 2 38．79 7．49　’

書
力
テ

読　　解 31．63 6．99
テ
ス
ト

テ
ス
ト 3 12．05 4．03

ス
ト

偏差値 48．97 8．31 総点 13．05 5．85 総 占
’、、、

73．27 15．33

知能偏差値 54．81　　　6．92

読
書

力
三
ト

　　　　　　　　　　S速読　19．666。36　p
　　　　　　　　　　w
　　　　　　　　　　ア読解　31．636．99　ス
　　　　　　　　　　ト
偏差値 48．97　　　8．31

P－W 2．22　　　　1．82

S－P 3．28　　　1．81

1

交　　2
迭
ア

ス　　3
ト

総点 13．05　　　5．85 総点

表3　シンタックス効果，意味効果についての相関係数

SPWテスト

知　　能

偏差値

読書力テスト 回帰読書力

成就値

文法　テ　ス　ト

速読　　読解　偏差値 1　　　2　　　3　　計　－

P刈シソタ…効果α・441

S－P

0．070　－0．129　－0．067　．　　　　0．143　　　　　　0．044　　　0．001　　　0．057　　　0．002

意味効果　 0。111、一〇．001α1000．124－0．145　0。226α0630。2470．169

総　　得　　点 0．377＊＊　　　　0．445＊＊　0．311＊　　0．398＊＊　　　　0．326＊＊　　　　0．504＊＊　0．417＊＊　0．445＊＊　0．485＊＊

一91一
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いえる。　　　　　　1て『’ド．♪、　糾，』；・

②各テストの得点分布　　11』，」，’，』1亭

　実施した各テストの平均と標準偏差は表・2に示すとお

りである6

③シンタックス効果，意味棘果と他の諸テネトとの相

関

　シンタックス能力を示すP－W得点および意味能力を

示すS－P得点と，他のテスト得点との相関を示したの

が表3‘である。1　：l　 ，へ’㍉，・、

、SPWデストの総得点は』他め諸テスト得点との間に

有意な相関があるが，肝心めP一W，S」P得点は，〃ま

とんど相関がみられない。　　　　　・　r　－『　1、」

④、ジンタ》クズ能力によるGP分析〆

．P一W得点で平均＋1SD以上のものを上位群，平均

≒■SD以下のものを下位群とし亡』知能，読書力，－文

法テス1ト得点についてGP分析を行なったが，どの項目

についても有意な差はみられなかった。

（5）．・考察』

　S　PWテストが話しことばのシンタックス能力の個人

差を測定できるかどうかを，文法テスト，読書力テスト

との相関とG・P分析から検討した。その結果，総得点で

はゼ文法テストとの相関もあり，知能偏差値，読書力テ

不トとの相関もあるが，シンタックス能力の指標として

用いたP－W得点は，意味効果得点（S－P）と共に，

他のテストとの相関をほとんど示さなかった。GP分析

からも，差は見出せなかった。

　このことから，P－W得点を指標とする，S　PWテス

トは，シンタックス能力測定の測度としては，不適切で

あるといわざるをえない。このことは，擬似文の再生に

は，語系列再生に反映する記憶範囲の大きさに加えて，

シンタックスに対する能力が働く とした仮定が支持され

なかったことを示すものである。擬似文の再生にシンタ

ックス効果が働くことは，先行班究より明らかである

が，語系列の再生力にプラスするという単純奉形でとら

卑ようとした尊とが誤りであっ準といえよう。

、、1それでは．焦．シ。マタック不の能力をテ界』卜．でと隻出すに、

はどうすればよいであろう．か。』　　－．　　　　．’『丸

　シンタックスの効果は，文構造のまとまりの効果であ

る弟郷1，ル腔昂ての蘇で陣る・肱秘・同
じ文型の文を用いた場合，』；れら参同じであることをみ

とめ，それを手がかりとして再生を促進させ得るルー一ル

としての役割を持つ。このルールとしての手がかりをう

まく用いる者と，そうでない者があるとすれば，前者の

方がシソタックス能力が高いと考えることができよう。』

　そこで，，次に，・、シンタ，ヅクスをルールとして利用でぎ

る力，同文型文再生における転移効果の大小を指標とし

て，、シソタックス能力を測定することを試みる。

5．実験E：SPW転移テストによる
　　　　　　シンタックス能力測定の試み』

（1）目的

　①話しことばのシンタックス能力を，シγタックス

をルールとして利用できているかどうかという’点からと

らえ，S　PWテストを再構成して，ルールと，しての転移

効果を測定するテストを作成する。

　②　上記のテストの妥当性の検証を，実験1と同様，

文法テスト，読書力テスト，回帰読書力成就値，知能偏

差値などとの関連により検討する。

（2）　転移効果測定のためのテスト¢構成

　シンタックスをルールとしてとらえていれば，同じ文

型の文を連続して再生させる時，はじめのうちよりも，

後の方が再生がよくなることが予想される。それゆえ，

実験1で用いたS　PWテストを，同じ文型の文を連続再

生するように再構成する。

　第1ブロックー4単位A，第2ブロックー4単位B，

．第3ブロックー5単位A，第4ブロックー5単位B。

　各ブ・ック内は次のような構成とする。

1《・3　単語系列（W）　（例）カキネ　ケモノ，アサヒ

　　　　　　　　　　　トナリ

4’》5　文系列（S）　（例）ハチノ　ミッハ　アメニ

　　　　　　　　　　ニテル

α触8．擬似文系列（P）．．（例〉ホシ！　ク、リ！、．、，みネそ．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　読みの指導と心理言語学

　　　　　　　　　　　アキル　　1陶△l　l・：1二　　’』が同℃文型の連続再生による転移効果の有無を，ランダ

’◎』文系那めう蝉齢畢岐）一（例）アナタ！一、1，4な聴で同じ材料の再生を行なっている実験1の結果

　　　　　　　　　一ナシノ、ナヵマ，ゴ1キイタ　．との比較において検討する。各再劃頂位別の正答率を，
　　　　　　　i　』　！　　　・　 　，　1
　ごのテストセは，，被験者は∫同じ文型の文を2っ模倣F　i統制群（実験1の結果）と実験群（実験Hの結果）とで

　　　1　　　　！　　　　　　　　I　　　　I　　　　　　　『　　　　　　　　　　1してカ｝ら1擬似文を3つ模倣するζとになる。シ》タッ，、　比鞍したのが表4である。

ヲスノヒ』1レ怖移塗促す≧す楓幸綱嗣幽4 席条件叫5と帳9および擬似文条件卿に増加傾

蝋硲繊系列寛隙り町8僻・』向がみ嚇が・有意とはなって“軌
再生がよくなることが予想される。’　　　　『1　　　，さらに，実験群内における連続の効果をみるため，文

黙手緯は・・S瑚テ久ト≧同様・や・答提歩を“鮒の繭と配5お1よび擬似享条件の翫6・甑配8

り模倣甦を零め磯で臨ヨ…1　殉こお騨加傾向を検定聯果・一翫4獅では
、．採点はゴ各提示瞑ごとでφ正再隼峯をもっで行なう。 、・がく1・で有意ではなく，配6と翫7とではヂニ2・25

（3）　被験者　　　　　　　　　　　　　　　　　　』　ーで，傾向はみられるが有意とはいえなかった。

　小学校2年生1クラス36名（男221－，女14）．　　　』．　②　シンタックス能力を示す転移効果の指標

（4）　実施したテスト　、　　　■＿』』』㌧　r　一［，　　　、1前項で示 したように，実験計画の粗さも手伝らてか，

　①　S　PW転移テスト　　　1．㌧』、一　　　　’　　全般的には転移効果の有意性は見出せなかった。しか

　②　文法テスト　　　　　　　軍』乏rビ　　・、／　』　　し，実験群内の得点の分析から，擬似文条件の翫6と翫

　③教研式新読書力診断検査　』　、・、’・　　　　7との間では有意ではないが転移的促進の効果を示し

・④．教琳学年別鷲梵，（B式）　．・鵡特にM凧統制群との比較でもわずカ・ながら増加

く5ン結果　　． ，』｝，、　　　　　　．．．、　　．．　め傾向を示している己

①・転移効果の有無　　　乳　1・　　』一　　、　　　　　　そこで，今後のこうした測定に際し，転移を指標とで

　　　　　　　　イ　　ー　l　　　　　l　！』　　1表4　条件ごとの順序効果（正再生数）

実’ 験 群 統 制 群

N砿・類i型　・4単位　5単位

1　　2　　3　　4

　　　　　　　4単位
　　・一一一N一＝144
一計　正再生率

　　　　　　　1　　2

　　　　　　　　　　差の検定5単位　　　　　　　Nニ280　　¢2
　　　　計　 正再生率
3　　4

　、1，

．2’

　　3

語

13

4
1
5

16
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11

0
1
0
0

2
1
3

31

25，

29

21．53

17．36

20．14

16

36

17

24

18

21 3
0
4

1
2
4

44

56

46・

15．71

20．00

16．43

2．21

＜1

4
、．・5

　　、30　　　　33　　　　14　　　　12
．文

　　、32　24　25　11

89　　　　　61．81　　　　60　　　　53　－　　24　　　　34

92　　　　　63．89　　　．35　　　　53　　　　40　　　　25

171　　　　61．07

153　　　　　54も64　　　　　3．33

『
6 1　　　　　　　　19　　18［　2　　　3

7・　擬似文　　22　22　10　　0
8　　　　　　　　　　　　　　24　　　　13　　　　11　　　　　0

42　　　　129．17　　　　58　　　　28　　　　　1　　　『3

54－　’37．50　50　35－14　2

48　33．33　47　32　22、　2

90　　32．14

101　　　　　36．07　　　　　＜1

103　　　　　36．79

9 文3427197
87　　　　　60．42　　　　60　　　　42　　　　37　　　　　8 147　　　　　52．50　　　　　2．41
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読書科学（XV，3）

表5　各テストにおける2群の成績

知能
偏差値
　　　速読

読書力テスト

群 読解　偏差値

回帰読書力

成就値

転移効果

有　群

転移効果

無　群

平均　　　53．3　　　22．0　　　35．8　　　53．1　　4．36

SD 7．2 6．1 5．5 6．5 6．1

平均　　　52．8　　　17．8　　　32．0　　　47．6　　－1．07

SD　　　8．0　　　5．7　　　4．7　　　7．3　　7．2

差（t検定） 0．5　　　　4．2　　　　3．8＊　　　　5．5＊　　　5．43＊

文　法　テ　ス　ト

1

21．1

4．7

21．2

5．3

一〇．1

2

40．1

5．6

36．8

8．3

3．3

3

13．2

3．2

10．9

4．7

2．3

計

74．4

12．2

68．4

17．8

6．0

象P＜0．05

きるかの可能性を見出すためにも，配6から翫7への促

進効果を転移効果の指標とし。シソタックス能力を反映

するものと仮定して分析をすすめる。

③　転移効果を指標とするG　P分析

各被験者の提示順ごとの正再生数を検討し，蘭6より

も配7の再生数が多いものを，転移効果有群．両者が同

じか，翫7の方が少いものを転移効果無群とした。両群

の人数は以下のとおりである。

　転移効果有群　　15名

　転移効果無群　　18名

両群の知能偏差値，読書力テスト得点，回帰読書力成

就値，文法テスト，得点の平均および標準偏差を表5に

示す。さらに，両群の差を検定したものをその下に記し

た。

　この結果，知能偏差値，文法力テス，トのうち，1の格

助詞用法テストの2項目ではほとんど差がないが，その

他あ項目では，転移効果有群の方が優れていることが示

された。一特に，読書力偏差値，読解テスト， 回帰読書力

成就値の3項では，その差は有意（p＜α05）となってい

る。すなわち，転移効果有群は，読解，読書力といった

言語情報処理の力がまさっているといえ，シンタックス

能力が優れている者の特性を示したものといえよう。

　さらに，本実験で使用した読解テストは次の3つの下

位項目に分かれているので，これらのどの項目において

差があるのかを分析したのが表6である。

（あ）文の理解（文の指示に従う）

（い）あらすじの理解

（う）中心話題の理解

　　表6読解テストの下位項目における2群の成績

群

文の理解　　あらすじの　中心話題の

　　　理解　　 理解

転移効果

有　群

転移効果

無　群

平均　　　20．13　　　9．27 6．40

SD　　　2．80　　　1．73 2．09

差

平均　　　17．78　　　8．11 6．11

SD 2．64 2．02 2．00

，2．35＊　　　　　1．16 0．29

　この結果，文の指示をきちんとつかむ必要のある，文

の理解の項目で有意な差が示された。この間題は，短文

の内容を正確につかむ力をみるもので，シソタックスの

能力が一番端的に表われているものである。

　以上のことから，非常に粗い分析ではあったが，ここ

で扱ったような転移効果を指標とすれぱ，ある程度，シ

ンタックス能力の測定が可能であることが示唆されたと

いえよう。

（6）考察

①　シンタックスの転移効果について

一94一
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り

同じ文型の文や擬似文を連続して再生させた場合，シ

ンタックスがルールとして機能して，転移をおこすこと

が推定された。

　本実験では，テストとしての性質も兼ねていたため，

純粋に転移効果についての分析という点では不十分であ

った。実験群，統制群ともに，文の順序その他の統制を

十分に行なえば，よりきちんとした分析が可能であろ

う。ここでも2．，3の点から，転移効果があることは充

分に推定できるが，明確ではなかった。

　この点については，実験計画を新たにして今後検討を

行ないたい。

②　転移効果をシンタックス能力の測度とすることにつ

いて

　本実験では，転移効果そのものに対する検証が不十分

であったが，試みに，転移効果が測度として用いられる

かどうかの検討を行なった。

　粗い分析ではあるが，転移効果を示したものは，読解

力，特に短文の正しヤ・読みとりにすぐれ，回帰読書力成

就値が示す読みの力もよいことが明らかとなった。この

ことは，文の再生における転移効果が，シンタックスに

関する能力を反映していることを示すものであろう。

　本実験で用いられた測度は，各ブロックに1ケ所づっ

の計4点での転移効果についての分析にすぎず，テスト

と呼べるようなものではない。しかし，ここでの結果

は，転移効果をより充分に測定できるように，文の数，

項目の作り方，順序などをきちんと統制した問題による

テストを作成すれば，話しことばのシンタックス能力の

　　　　　　　　　　　読みの指導と心理言語学

測定が可能であることを示したものといえよう。

　今後は，この点を充実させて，テストを作成し，妥当

性を検証していきたい。
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児童文学におけるファンタジー論（皿）＊

東京都立教育研究所

　　　　　出　雲路 猛＊＊

3・死者の世界について、

』’ナ；一』粒の麦ぱ地に落ちて死なねば

　アンデルセンの作品に「砂丘の物語」（注30）がある。
『
こ
の
作
品 は，閣死ぬために生まれてぎた主人公（イェル

ダソ）の生涯を追っ七い1締ある乙その話は・凄惨

を極める。

　スすイγρ手室の若夫婦を劃華麗な船で・北海へと旅立

？・船は楽しい旅をつ磐るの準が8突恭北海特有のあ

らしに巻き込まれて，チルラン半島の沖に沈ん葦。．乗組

具りすべては・・北海の藻屑とな為が・若夫婦り妻だけ・

浜辺に打ち上げられ）漁師の手に助けられ為。そして・

苦しみながら一人の男の子を産んで死んでしまう。’

、，一曽漁夫の挙かみさんは，赤ん坊を母親の胸の上に置ぎまし

　た。けれども，・その人の心臓は，もう動悸を打っていません

　でした。お母さんは，死んでいました。富と幸福とに，はぐ

　くまれるはずであったこの子は，こういう風に世の中に投げ

　、出されてしまいました。貧しい人の運命と苦しい毎日φ生活

・
、

・とを味わうために，潅から砂丘へ投げ出されたのでした。．

　（注31）・、

　このようにして，開始したファソタジーは現世の人に

「死」を要求し，「死」を生きるための世俗世界をリア

リズムとして，描出したのである。この作品は，地上を

死ぬために存在する世界とした。できるだけ長く生きた

＊　Fantasy　in　children／s　literature（皿）．

＊＊IZUMOJI，Takeshi（Tokyo　Metropolitan　In－

　stitute　for　Educational　Researches　and　　In－

　service　Trainings）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一96、』一・

いと所望する世俗の現実に，しっぺ返しをずるような発

想である。

　イェルゲンは，助けてくれた漁師の子として，　（漁師

夫婦は，もともとの自分の1人息子を早世させているン

たくましく生長する。

　青年イェルゲンは・うなぎ商人と知るようになり・、．そ

の伯父のブレンネを知り，その娘クララに出合うまで，

親友モルヂンとは恋がたきとなづ，友にφずって家出

し，盗人と誤解されて，投獄のうき目をみる。誤解がと一

けて」朝るみに出られるようになる，まで，天が予定した

受難のスケジュールをたどってい’く。

　救いの塗いイェルゲンに，スガゲソの夜があった。「そ

こ1は，、ズレンネの別荘，そこで，ブレンネの娘クラヲξ．

知りあって，婚約を認められ，生まれて始めての宰安だ

数日を過ごすのである。さて，帰路は，静かな海に船出

した9

　rそ．うです。風がこのまま変らないでくれれば，1時間た

　準ないうちに故郷に華くでしょう。それほど故郷と喜びとに』

　近づいていたのです。（注32）

　ファンタジーの作者は，多難の青春を，まことに非情

に，愛を死に結びつける。

　まったく突然に，船板の1枚が飛び散り，僅か，陸か

ら1マイル，風も波も船を岸に向けて押しているのに，

船は沈没してしまう。

　一イェルゲンは，右の腕をクララのからだにまきつけまし

　た。神様の御名をとなえながら，クララをかかえて，海の中

　にとびこんだ瞬間，イェルゲソの目に見入ったクララの目ざ

　しは，ああ，どんなでしたろう！　クララは，あっと鋭い叫

　び声をあげました。けれども，イェルゲンが自分の腕をはな

←



う

～

　すことは，決してないと信じていました。（注33〉

　イェルゲンは，誰も難船するとは思えない海で難船

L，海岸を目前にして，読者の誰もがきっと助かるだろ

うという予想を振り切ってしまう。グララの死骸を抱き

しめたままのイェルゲンは，ボートに引き上げられはす

るが，その時には，イェルゲンの頭は強打のため，脳を

零かされてし，・る。「この人を挙手もとに零引取り下さる

よう！こ，神様にお祈りしようではあり，ませんか！　この

人は，もう決して人間になることはないでしょう。」イ

ェルゲンを救い上げた人たちが，みなこのように知って

昇天を祈ったのに，その祈りとは反対に，イェルゲγは

白痴となって生きのこるのである。

　ふたたびプラトンの言葉によるならばr人間はただ神

の遊戯の具になるようにというので創られたのです。」

と，その言葉通りに生きるならば，イェルゲンの生涯

は，あまりに凄惨な神の頑具である。

　物語りは，イェルゲンの白痴となった目に映るイメー

ジを，最後に至るまで，リアリスティツクに追跡してい

く。

　イェルゲンの目には，此の世の最後の意識でとらえた

最良の日を，すなわちクララとの愛と，いつくしみの日

凌をだけ追っている。

　イェルゲンは，彼の誕生の日であって，父母と別離の

日でもあった北海の荒夜，そのように劇しい同じ夜に，

吹き荒れる砂丘をのぼっている。白痴の目でとらえてい

るものは，あらしではない。会堂のオルガンの音であ

る。会堂には，クララと共に坐った席があった。海鳴り

は讃美の合唱の歌である。何百年前からの死者は，生者

となって，この合唱の歌にまじる。やさしく，いとしい

クララと，ようやく祝福のちぎりを得ようとする。

　一その時，大ラッパの響きが沸き上ってきました。憧れと

　悦びとに満ちた子供の声のような不思議なその響きは，オル

　ガンのとどろきにまで次第にふくれ上ってきました。つ『い

　に，力のこもった荘厳な音麗嵐にまで高まりました。そのと

　どろきは，やさしく人の心をなぐさめると同時に，墓石を粉

　砕するだけの力を持っていました。（注34）　　’

　　　　　　　　　　児童文学におけるファγタジー論

　　　　　　　　　　　i
．翌朝，砂丘の会堂は1イ土ルゲンを包む石棺となり，

会堂の塔は，巨大な墓標となって砂丘の中に残った。

　アンデルセンのファンタジ』は，この世の晴れがまし

さを，陰惨な受難に置き換え，この世の幸福を，不幸合

せのどん底となし，生を死にとりかえて，人間の生命世

界のあり方にアプP一チしている。逆に，死者の世界に

「r栄光の道」を備え，r歓喜」とrほろびゆく生命はあ

らず」とうたわしめている。

1』死者の世界は，むかし話，民話1伝説に登場する限

り，暗く湿った黄泉の国である。死への人間の本能的な

恐怖が，このようなイメージとなったのであろう。その

意味で，死の国は，暗闇の国で昂る。しかし，r砂丘の

物語」は，この死の国を光の国となし，此の世をかえっ

て，「受難の世界」と眺めているのである。

　イ，彼岸の国

、アンデルセンの描く「死者の世界ユのリアリズムに対

して・・宮沢賢治の描く「死者の世界」！零・詩的心象とし

ての「彼岸の国」の描写である。

　「銀河鉄道の夜」にあらわれる「死者の世界」は，詩

的心象としてとらえた「彼岸」の，「死者の世界」であ

る。発想は，仏教的であって，仏教の彼岸浄土観であ

る。

　これは，芥川の「蜘蛛の糸」の描写と，かなりよく似

ている。

　一或る日のことでございます。お釈迦様は，極楽の蓮池の

　ふちを，独りでぶらぶらお拳きになっていらっしゃいまし

　た。

　　池の中に咲いている蓮の花は，みんな玉のやうにまっ白

　で，そのまん中にある金色の蘂からは，何とも言へない好い

　匂が，絶間なくあたリヘ溢れて居りました。

　　極楽は丁度朝でございました。（注35）

　この芥川による彼岸の描写に対して，宮沢賢治は，

　一見ると，もうじつに，金剛石や，草の露や，あらゆる立

　派さをあつめたような，きらびやかな銀河の河床の上を，水

　は声もなく，かたちもなく流れ，その流れのまん中に，．ぽう

　っと青白く後光の射した一つの島が見えるのでした。（注36）
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　2人の作品のイメージには，昼と夜のちがいがあり，

光の描写における透明度も，昼の光と夜の光によるとら

え方の違いがある。また賢治の，この文章につづく文を

みると，

　一その島の平らないただきに，立派な眼もさめるような白

　‘い十字架がたって，それはもう，凍った北極の雲で鋳たとい

　ったらいいか，すきっとした金いろ円光をいただいて，しず

　かに永久に立ってゐるのでした。

　　rハレルヤ，ハレルヤ」前からもうしろからも声が起りま

　した。ふりかへって見ると，車窓の中の旅人たちは，みなま

　っすぐに，きもののひだを垂れ，黒いバイブルを胸にあてた

　り，水晶の珠数をかけたり，どの人もつつましく指を組み合

　せて，そっちに祈ってゐるのでした。

　　思わず2人もまっすぐ立ちあがりました。（注37）

　このようにイメージのどこかに，かなりバタ臭い，エ

キゾチックな天国がある。おそらく仏教による宗教感覚

は，仏教以外の宗教を異国的に受けとめていたにちがい

ない。それだけに，賢治の宗教感覚は，仏教的浄土観に

基づくものであったといえる。

　この明らかに，仏教的「彼岸」である天国は，死者が

行く世界であり，佳き人こそ，その霊において極楽浄土

へ行くのである。この「死者の世界」ではこの世の倫理

や道徳が，天国の二者択一を決める因果律である。

　いずれにしても，芥川と宮沢賢治の天国観は共通して

いる。非現実の世界から，この地上の価値観を転倒する

までの衝撃はない。むしろ，静かな「彼岸」である。

「死者の世界」は，死者によってのみ存するのである。

　この静かな「死者の世界」のrのぞきみ」を賢治はつ

ぎのように描写している。

　一いきなり一こっちも窓から顔を出そうとしたとき，俄かに

　その子供が頭を引っ込めて，こつちを見ました。それは，カ

　　ムパネルラだったのです。ジョバンニが「カムパネルラ，き

　みは前からここに居たの」といはうと思ったとき，カムパネ

　・ルラが，

　　　rみんなはね，’ずいぶん走ったけれども遅れてしまった

　　よ。ザネリもね，F’ずいぶん走ったけれど追いつかなかった」

　　と云ひました。

　ジョバン昇は（そうだ，ぽくたちはいま，いっしょにさそ

って出掛けたのだ）とおもひながら，

　「どこかで待ってゐようか」と云ひました。

するとカムパネルラは

　「ザネリはもう帰ったよ。お父さんが迎ひにきたんだ」

　カムパネルラは，なぜかさう云ひながら，少し顔いろが青

ざめて，どこか苦しいといふふうでした。するとジョバンニ・

も，なんだかどこかに，何か忘れたものがあるといふやケ

な，をかしな気持ちがしてだまってしまいました。（注38）

　ジョバンニは，カムパネルラと親友である。カムパネ

ルラは，川に落ちたザネリという女の児を助けあげて，

自分は溺れてしまう。その死後のカムパネルラと，ジぎ

バンニは，ファンタジーの世界になった銀河ステーシ茸

ンで再会するくだりである。

　このジョバンニとカムパネルラの再会は，つい直前の

情況を，つぎのように設定している。

　一rザネリがね，舟の上から鳥瓜のあかりを水の流れる方

　へ押してやろうとしたんだ。そのとき舟がゆれたもんだから

　水へ落っこちた。するとカムパネルラがすぐ飛びこんだ。そ’

　してザネリを舟の方へ押してよこした。ザネリはカトウにつ

　かまった。　けれどもカムパネルラが見えないんだ」（全集3

　巻28P）（注39）

　水溺事故で大騒ぎの河岸を，カムパネルラをさがして

走っている人たちの中から，マルソという子が，ジョバ

ンニに話しかけていることばである。こういう情況でカ

ムパネルラが，ザネリの身代わりになって溺れている。

　「みんなはね，ずいぶん走ったけれど遅れてしまった

よ」（上記32p）という銀河で話すジョバンニとの会話は，

28Pの情況を死の世界の側から，生きている人たちの世

界を眺める視点にしている。「ザネリはもう帰ったよ。

お父さんが迎ひにきたんだ」（32p）といってカムパネル

ラの顔いろが青ざめるところは，ザネリが，カトウにつ

かまって助けられる瞬間である。

　賢治は，カムパネルラの溺死事故を，とりあげて，溺

れた河の行方を銀河に結び，ジョバンニ（すなわち作者

のファンタジーの眼）に，親友の心を追うファンタジー
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の旅行をさせる。ジョバソニは「死者の世界」を旅する

のである。銀河鉄道の寄るところ，それはみな，かって、

地上に生きていた人たちが，死後の霊体と出合うところ

である。ここでは，地上の悪意も，そこにあったエゴイ

ズムもない。全き善意のみの世界である。彼岸浄土の世

界なのである。

4．　ファンタジーにおける「時」の問題

　B・Sルイスは，rさいごの戦」（注40）を書いてナル

ニヤ国ものがたりを完結する。

　多くのファンタジーが，現実から非現実にすりぬけ

て，ファンタジーの世界に入ると，時間を失うように考

．えがちであるが，それは違う。ファンタジーの世界に時

、間はある。

　ナルニヤ国は，この国の誕生から，1時代ひとこまの

物語である。そこには時の流れがある。その始の「時」

が，何であるか，そしてこの「時」は，ファンタジーフ

ィクションにおいてとらえた「時」ではあるが，人間の

歴史，すなわち時の流れとしての時代は，その何かの

「時」によって始まったのである。

　ファンタジーの世界においてとらえた時間は，現実の

ある時点とかかわりあうのである。また，ファンタジー

、における非現実の眼は，この世の時間とファンタジーに

．おける時間とを，ひとつの時軸につなげているのであ

る。

　ナルニヤ国の「時」は，アスランの出現であり，人間

界からきた（この世の現実から）ポリーとディゴリーの

．眼でとらえた驚異の出合いのr時」である。

　人間が，この地上に生まれ，何かの事件が自分の記億

、に残って，その記憶に，自分を発見する時，これがr時」

であって記憶に秘められた自己発見の衝撃である。人生

・は，そこから始まっている。これが，自分の内面世界の

発見と活動にかかわるかぎり，その回心の「時」が，自

己の新1しい世界の始めのr時」である。

　ナルニヤ国ものがたりは，アスランの出現において，

始めの「時」を得，時間は，チリアン王のすえ，ナルニ

　　　　　　　　　児童文学におけるファンタジー論

ヤ国ものがたりのおわりに至るまで流れる。そして，1

時代ひとこまの物語は，1時代ひとつの回心があったの

である。そこには，1時代，一生という時の流れがあっ

たのである。1人の人間の一生というものが，その1時

代万人の生涯とかかわり，万人万様ながら1時代という

トータルな人間の存在を，或る時，或る事件とのかかわ

りにおいて，時代は回心の「時」をもっている。

　しかし，1時代1こまの在り様は，「時」の始めにす

べてかかわり，終りは，つぎの回心の事柄にかかわるよ

うになっている。このナルニヤ国ものがたりの「時」の

構造は，最大の事件をアスランの出現に置き，ナルニヤ

国のおわりをr扉」ひとつの回転で，「永遠」の時軸に

つなげて完結している。r扉」ひとつの回転は，1こま

の人生では「死」の時であり，新しい人生の回心のr時」

である。人間という総体においては．「扉」は終末の

「時」であって，生命体の永遠に回帰する「時」であ

る。この構造を図解すると，つぎのようになる。

　　　　　《7アンタジーにおける時相》

　　　　　　　　　　時
　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　、　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
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たときである。ひとこまの人生においては，その人の決

定的な瞬間である。その「時」はすべてのすべてであっ

て，人生における全体である。，人は，その「時」を得

て，一人生を全うする。歴史は，その「時」を終末におい

てレ人間史，すなわち人間の総体であろうとする。一

　「時」は始めにおいて完結しているのであって，時間

は，人間の無知に対する寛恕である。これを知ることが

出来ない未完成を完成に近づけるための，寛恕である。

心ひるがえって存在の総体的な在り方を知る「時⊥は，・

人生の全うである。

　この「時」がある限り，人類には， 永久平和の希望が

ある。ナルニヤ国の作者ルイスは子どもたちに托して，，

さまざまの人間の無知と未知とを，探険する。ファンタ

ジ・一は，この無知を展望する。勇気と冒険と，すなわち

献身を賭けて．無知と対置し，未知を解明しょうとす

る。無知と未知が，あるあいだは，人間には平安が無

い。そこで，永久平和の探究にナルニヤ国ものがたり

は，地上の純意と不純意を象徴してみせてくれている。

　ある決定的な出現が，人類の無知に知恵を引出す試み

をつづけてきた。しかし引出す知恵は，サル知恵以上の

ものではない。知るほどに「完全」には遠く，「完全」

とは対立し，地上の人間本位の完全を求める。調和を不

調和に変形し，調和そのものがくずれていく要因になろ

うとする。大釜池のほとり（注41）に住んでいたヨコシマ

がそれである。ナルニヤ国の調和はかくして崩壊してい

く。この不調和の肇因は，目覚めるほどトゲとなり・死

のトゲ（注42）となる。

　ナルニヤ国に見る地上の現実には，永久にむすびつく

平和がない。小人に象徴される「暗愚」が，人類のどこ

かに共存して，知恵の実は，かえって，悪意の種とな

る。

　一アスランは，頭をあげて，たてがみをゆすりました。た

　ちまちすばらしいごちそうの山が，小人たちのひざもとにあ

　らわれました。パイにタン肉1こハト肉，クリーム菓子に氷菓

　子。どの小人も大ぎなブドウ酒のさかずきを右手にもってい

　ます。けれどもそれは，あまり役に立ちませんでした。小人

たちは炉つがつとのみくいはじめました。たべてい喬ものを

ちゃんと味わっていないことは・見た目にわ期、りました。小

人たちは，うまやで見つけられるようなものを，ただせっせ

とのみくいしているのだと思っていました。ひとりは，ほし

草をたべようとしているところだといい，もうひとりは，カ

ブラの古くなったのを手にいれたといい，べつのひとりは，．

なまキャベツを見つけたといいました。そして，赤々とたた

えられたブドウ酒の黄金めさかずきをくちびるのどころまで

もってきては，「う昏っ！　ロバのつかうかいば桶からよご

れた水をくんでのむゐかよ！　こんなめにあうとは，思って

もみなかったぞ！」と，いいました。

　けれどたちまち，小人どうし，ほかの小人が，じぶんより一

うまいものを見・うけたにちがいないとうたがいだして，とっ

くみあい，ひっかきあいばじめて，とうとうけんかに’な6

て，数分のうちには大乱闘がおこり，よい食べものをみな，

顔や服にべとべとになすりつけ，足もとに，ふみにじりまし

た。けれども，さいごには小人たちがすわりこんで，あざの

ついた目と血の出た鼻を手あてしながら，こういいました。’、

　’rまあまあ，とにかくここには，さぎ師がいないさ。おれ

たちは，だれにもだまされないでやってきたぜ。小人たち

は，小人たちだけでやるさ。（注43，227－228P）

　善良と暗愚が，どこかで結合して・人類には無知が残

されていく。これは「終りの時がある」というヒとへの

無知である。終末を人間は，本能的にさける。その終末

を，危機と予知すると，わずかな身のまわりの和平に，

すなわちエゴイズムの妥協に逃避していく。

　ルイスのファソタジーは，『このささやかだが，小悪魔

的な人間のエゴを，小人ジグル達に托して，描出する。

　この救いがたい不信の土ゴイズムは，受難を受難と受

けとめ得ないように，恩恵は恩恵とならない。かぐし

七，愛することのできない小人たちに，ルイスは，アス

ランをして言わしめる。

　一「わかったな」とアスランはいいました。　（ルーシィた

　ち子ども向って一引用者注記）「小人たちは，わたしたちの手

　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　
　助けが，ほしくないのだよ。かれらは，信ずるかわりに，ず
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　るくやるたてまえだ。小人たちのとじこめられているところ

　は，ただ小人たちの心のなかだけだが，そこに，いまだにと
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　じこ、もっている』また，だまされるのをおそれているか、嘱

、助け揮されることもない。こもっているから・』ぬけだせない

　のだ。だがおいで，子どもたちよ。ほかの仕事をしよう」

　（傍点引用者，注44）

　こういつて，アスランは，「時」を呼ぶ。ナルごヤ国

終末の「時Jである。始めに出現した「時」である。

丁時」は寛恕という時間を経て，その「時」に再びめぐ

．り会う。

・永久にむすびつく平和は，ナノレニヤ国から「扉」ひと

っへだてて，とび込んだ世界にある。「扉」の内側と外

側は，真反対の世界である。　（時相の構造図参照）この

世の現実においては死に媒介された世界である。そこに

価値観も転倒している。

　出現の「時」に約束された平和なる人たちの群は，

「時」め到来（再現）とともに開く扉を入っていく。

　人間に時間は有限である。現実の眼は有限をしか把握

できない。しかし人間に時間は，無限である。ぞれは，

非現実なる空間を得たとぎそある。

　フィリッパ・ピアス（注45）はl　rトムは真夜中の庭

で⊥というファンタジーを書いた6

　このファンタジーは・・もう時間がない，・（注45）という

古時計の文字板にある1句をなぞに，夜中の13時の音を

聞いてはじまるファソタジーである。この世の時間を超

えた時間に入って，トムは，はじめて，自由と愛と生命

の世界を体験する。この無限の時間の世界に，トムの充

実があるのに，再び二階のベットにもどり，有限の現実

に帰ってみると，おじやおばに代表される人間の束縛，

家や母に代表される無理解にしばられる。

　＜もう時間がない＞このなぞに示される終末観は，こ

こを通らねば，無限の世界に入れないといっている。有

限にあっては，真実もかたておちである。誤解と曲解を

生ずる世界である。無限の世界に入ると，そのトータル

して眺める視座がどこにおいてもある。

　おとなは，有限の世界において，無限に欲求する。

（人間の本能）しかし，この自己矛盾は，しつこく自分

にからみながら，有限の人の世界をおかしあっている。

　　　　　　　　　　児童文学におけるラ7ゾタジー論

一有限の現実から無限の扉を開い七みると，自己矛盾と

’しでまつわりついていたとだわりや執着から解かれ七い

る。子どもの世界である。自己保存ほ，すべて天的な絶

対者にまかせーられている。おじけ，まどう懐疑がない。

』トムは，この13時以降のファンタジーの世界を満喫す

る。この世界には，すべて完備しているという安心があ

る。

　一「もう時間がない……」と，トムはつぶやいた。そし

』て，世界じゅうの時計がみんなチヅクタクいうのをやめ，時

　をうづのもやめ，大きなラッパの音にかきけされ七，永久に

　とまらてしまうことを想像した。「もう時間がない∴』・」と1，

　トムはくりかえした。その短かいことばのなかに，なんセも

　レ・っばいつまっているように思われてきた。（注47，218P）』

　すなわち有限界にあって，時間を多くかけたから到達

できる，ある「時」ではない。初めの出合いにおいてす

べてであるのが「時」である。1にして，・全なる「時」

である。

　「もう時間がない……」という程1っづまった時商

は，すでに無駄なく緊密セあるムその時は終末の「時」’

であり，始あの・「時」である。この・「時」の全一性と緊

密性とを，ピアスはrもう時間がない……」という言葉

で言い表わそうとし七いる。

　一トムは，また考えはじめた。一もう時間がない…・‘・大

　時計の上の天使はそう誓った。もしr時間」というものがい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ずれはおわるものだとすれば，いま，ここでの「時間」はほ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　んのかりそめの，一時的なものだということになる。ひょっ

　とすると，「時間」なんてなくてもいいも¢）かもしれない

　し，ごまかすことだってでぎるものなのかもしれない。　（注

　48，　221P）

　わたしたち人間には，r時」，すなわち時軸において出

．合うことの出来た「時」が必要なのであって，そのr時」

に出合えば，おのれの総べてと出合っているのである。

時間はある意味で，この真実の出合いのごまかしであ

る。重大な衝撃を一時的なものとして，形而下的な現実

の眼の世界に人生をとじこめておく。ある時，ある事と

の出合いに現在を得た人生が，この重大な衝撃を非現実

一101一
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の眼でみるならば，「扉」をくぐりぬけた時であった。

　ナルニヤ国の終末で，「扉」のむこうには「とても生

きものがいたと信ずることはできない」という時間の世

界が，すなわち，ごまかしといわれる現実の眼の世界で

ある。大部分のものがあっても，すべてではなく，多く

のものがあっても，満足のできない世界である。いろい

ろのものが存在すると見えて，唯一のものに出合えな

い。これが，相対の世界である。比較の上で，とりあえ

ずのものを決めていく世界である。この世界に対して，

．トムは「一時間なんてなくてもいいものかもしれない

し，ごまかすことだってできるものなのかもしれない」

といっている。

　「ナルニヤ国ものがたり」は，’この相対，比較の不安

定世界を死の国として，ついに「扉」ひとつで弁別して

しまった。時間は，相対的な価値と相対的な位置の発見

を，決定的な「時」の出合いの衝撃に置き換えて，この

終末の「時」まで，物語りとして，人間の世界を眺望し

ている。しかし，この影の国は，光そのものの世界に入

ることで，時間を，再び「時」の一瞬にもどし，影の国

（注49）の死は，永久の生命の大行進のr時」に転換して

いる。

　唯一絶対の存在が，ただ1つである故に，すべてであ

り，宇宙の存在をr時」においてトータルしている。相

対の世界にある中途半端は，唯一の全能によって消え去

る。「時」そのものが，このトータルした生命体と一致

するのである。

　ファンタジーは，この「時」をとらえるために，ファ

ンタジーの眼をもって，現実の眼のとどかぬ相対世界ま

で（未完了過去）その視野を拡げ，また，時間という相

対世界の視座を，永遠という全一的なr時」の時軸を対

象として眺めてみせるのである。この眺望台に立ってみ

ると，地と天の位相は逆転している。逆転するそのこと

が，相対的な価値観と，もはや，比較することのない価

値そのものの世界との根底的な違いを示している。

　価値観の完全な転倒はr扉」　（＝死）の時点ではじめ

て決定的に行なってみせているのである。

　一「こういえるんじゃないかな」おじさんがいうことをず

　っときいていなかったトムは，じぶんの方からゆっくりと話

　しはじめた。r人間は，それぞれべつべつな時間をもってい

　るって。ほんとうは，だれの時間も，みんなおなじ大きな時

　間のなかの小さな部分だけど」　（注50，225P）（注51，大きな時

　間富時軸）

子どもは，この大きな時間のなかのものであるが，お

となは「べつべつの時間」つまり小さな部分しかみえな

くなっていくのである。　　　　　　　　　（つづく）
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実践記録

長編文学の読書指導に関する実践研究＊

　　　　　　　児童の意識とその変容

1．　研究のねらい

　この研究によって，おもに次のようなことを明らかに

しようとした。

①　長編文学を，学習として組織するには，どのような

方法があるか。

《21長編の読書指導によって，児童の読書に対する意識

（興味・意欲・関心）や読書生活に，どのような影響を

およぼすか。

　また，長編の誘書指導とひとくちにいっても，学級の

児童全員が，同じ単行本を読む場合と，それぞれがちが

った図書を読む場合とがある。ここでは，前者にしぼっ

て考えてみたい。すなわち，全員が同じ図書を読んで話

し合い，考え合うことを中心にしている。

　なお，ここでいう長編文学というのは，2・）300ぺ一ジ

程度の単行本である。かならずしも1冊の丸本という意

味だけでなく，同一作家の短編が1冊にまとめられてあ

．るものや，ある主題や意図で統一された1冊にまとまっ

た短編集をもふくめて考えている。

　2．方法と実践

《11図書の構成（選定図書）

＊Apracticalstudyonreadingguidanceoflong

　litera可works．

＊＊SHIMAJI，kazuo（Momoyama　Primary　School，

　Kyoto　University　of　Education）

　　　　　　　　　　　　　　　　一103r

　京都教育大学附属桃山小学校

　　　　　嶋　路　和　夫＊＊

次のように，学年別の図書を選定し，それぞれ，学級

の児童数（45冊ずつ）購入。使いやすいように，各学年

の廊下に配架する。

　（○内の数字は図書番号，昭和44年12月20日受入・配架）

1年生

⑪　子どもの文学1年生　東京私立初等学校協会編

　　　　　　　　172ぺ一ジ　ポプラ社

⑫あおい目のねこ　マチーセン作・瀬田貞二訳

　　　　　　　　109ページ　福音館

⑬　かにむかし　　　　　木下順二文・清水毘え

　　　　　　　　43ぺ一ジ　岩波書店

2年生

⑳　子どもの文学2年生　東京私立初等学校協会編

　　　　　　　　169ぺ一ジ　ポプラ社

⑫　おねえちゃんはしゃしょうさん　長崎源之助

　　　　　　　　55ぺ一ジ　実業之日本社：

⑳ながいながいペソギンの話いぬいとみこ

　　　　　　　　　183ぺ一ジ　理論社

3年生

⑳　子どもの文学3年生　東京私立初等学校協会編

　　　　　　　　　185ぺ一ジ　ポプラ社

　　　（註：この中の作品「黒いきこりと白いきこり」　（浜田広介）

　　　（：P．114～P．132）は，同和教育の視点からふさわしくない作

　　　品なので、削除する。）

⑫エルマー・のぼうけん　R・S・ガーネット作・渡辺

　茂男訳　　　　　　　116ぺ一ジ　福音館

⑭　小さい魔女　　　　　オトフリートニプロイスラー



　読書科学（XV，3）

　　作・大塚勇三郎訳　　190ぺ一ジ　学習研究社　　　　　の単なる良書主義，名著主義から脱劫ずる』（子どもの

4年生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内面にもたらすものへの期待）。

＠子どもの文学4年生i、東享都立初等讐校鰯令編』1，、4乙、あら中苓享学づミ病シ西を入れう・

　　　　　　　　182ぺ一ジ　蕃プラ社　　　　，5・　斗年生から4年生までは・導入的扱いとして使いや

⑫　八郎　　　　　　　斉藤隆介文・滝平二郎画－　　一すい短編集（図書番号11，21，31，41）を入れ，高学

　　　　　　　　31ぺ一ジ　福音館　　　　　　　年は，作家論まで深める（同52，61）。

⑬　竜の子太郎　　’　？松谷みよご　　　　　　　　　　6・教科書教材との結びつけをも考慮する（同51，61）。・

　　　．　　　1，　　192ぺ一嘉　講談社　　　　　　7・　自由読書への発展をとくに配慮して，全集の一部を

5年生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入れる（同51・62）・

＠・ドリトル先生アフリ・カゆぎ（ドリトル先生全集1）　8・その他・図書の装丁などにも鴎慮する（ざし絵星1活

　　　　　　　　・フティング作・井伏鱒二訳　　　字の大きさ，じょうぶさ，など）。

　　　　　　　　244ぺ一ジ　岩波書店レ　　　12）学習方法　　　　　　　　　　’

⑫　柿の木のある家（新日本児童文学選）・壷井栄（全　　　自由貸出による自由読書ではなく，読書指導計画の中

　　集）　　　　　　　　178ぺ一ジ　僧成社　，，』　　に位置づけ，・集団読書指導の形態で取り扱う。

㊥　銀色ラッコのなみだ　岡野薫子　　　　　　　　　　　　　時間は・r国語の時間」を中心に・場合によっては・

　　　　　　　　、208ぺ一ジ　実業之日本社　　　・「学級指導」の「その他」の中で扱うことも可能。「宙

⑭
．

．・ゼXソン・クルーソ　（岩波少年文庫34）　デフ　　語の時間」は・教科書教材の扱いを検討し・年間10《・12

　　オー作・阿部知二訳　280ぺ一ジ　岩波書店　　　　　時間をねんしゅつして・こうした読書指導に当てる。し

6年生』1、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たがって・長編文学を年間3冊とすれば・1学期に1冊

＠　杜子春・くもの糸（新日本児童文学選7）　芥川竜　　ずっ，それぞれについて，3’一4時間とる。高学年セは・

　　之介（全集）　　　178ぺ一ジ　借成社　』，』　2学期を2冊とし，計4冊，それぞれ2’》3時間配当す

，＠　オォカミ王マボ・名六ゼンブけか（少年少女シート　　る。

　　働物記・）　シートン作・白木茂訳　　学習の流れとしては・繍よそ・次のような方法をと

　　　　　　　　326ぺ一身　借成社　　　　　　った・

㊥　若草色爾汽船（救命艇の少年）　石川光男　　　　　　1・読む前に……1《・2時間

　　　　　　　　婚2、ぺ一ジ　東都書房．　　　ω興味づけ，読みの意欲をおこす。

⑭　ぼくたちのシュヴァ．イツァ　トーマス著・三浦靱郎　　。今までの読書経験ゐ話し合い。

　　訳216ぺ一ジ白水社， ．・題名，目次，さし絵などから作品を概観する・

　図書群の構成に当たっては，とくに次りような憩図や　　・はじめを少し読んだりして作品を想像したり予想した

ねらいをもってリストアップした。　　　　　　　　　　りする・

1、，各学年児童の認識能力，読書能ガなどの発達段階に　　。教師がブックトークしたり♪ストリーテリシグしたケ

・適合するもの。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．する。．

2．読書することによって，読書の諸能力が伸長深化す　　α）計画を立てる。

　るもの（読書行為そのものの充実発展）。　　　　　　　　。各自の生活時間の中に読書時間を確保するし

3．　ライフワ＿クとしての観点に立ち，小学生にぜひ読　　・日時・ぺ一ジ数などの計画表をつくる。

　ませ七おきたいグレートブックス。したがって，・従来　　。読書のメモのとり方などについて話し合う。
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2，読みの途中で…5・1．時間一’11

　どの程度読み進めているか，ぺ一ジ数や記録，あるい

は感想などの情報交換をする。抵抗があれぽ個人指導で

取り除いてやったり，励ましたりする。

　この時間は，場合によっては省略したり，あるいは，

「特別活動」のrその他」の時間を充当してもよい。

　なお，読書活動そのものは，、ほとんど家庭そおこなう

ことになる。期間は，話し合いで決めるのだが，個人差

があるにしても，大体2《・3週間が適当。

3．読んだあとで……1《・2時間

（ア）読みとったことについての話し合い

・物語の展開は

　・何が（だれが）どうして，どうなったか（はじめ→

　　なか→おわり）

　・目次のならべかえ

　・小見出しつけ　　　　　　　　　b　　　，1

。感想・意見は

　・読書メモ（作業化）の発表　・

　・集団で話し合いたい問題の決定とその話し合い

α）読書生活の反省と今後への心構え

。計画通りにいったか（うまくいかなかった場合は，そ

　の原因は）

。短編と長編を比較してどうか

　・おもしろさ，楽しさは

　・読み方のちがいがあるか

。これからの読書の計画を立てよう

　好きな本を，自分の力で，好きなように読んでいく

「読書本来の姿」をそこなわないようにしながら，、ひと

りひとりの読書を，より豊かに，より確かにするための

なんらかの方法を考えよ．うとした。その結果，r読みの

作業化」を重視した。書くことによって，読書は定着

し，深化していく。作品に対する感想・意見も，はっき

りしてくる。書くことのマイナス面をじゅうぶん考慮に

入れながら，書くことをだいじにしようとした。，

　作業化の方法としては，

　　　「読書のしおり」を活用

　　　　　　　　　　　　　　長篇文学の読書指導

　　自由な作業化　　　　　　　　　』、．『』，．』レ抽

．の2通．りを使ってみた。前者については，r読書科学」

（第13巻1・2号通巻第47・48号）・でと．ウあげたので．1ζ立で

は，とくに，自由な作業化について考え、てみたい。　、レ

　方法は，各月で立てる読書の計画から』すべて，更半

紙（袋とじ形式・縦書き）に自由に書かせ，あとで表紙

をつけてとじさせるのである。

，子どもたちが，これまでの国語学習の経験を生かしな

がら，各自で読みの創造をしていくことになる。読みの

途中で1時間とって，情報交換する時，自分のしている

作業やしようと考えている作業を発表し合うことによっ

て，自分の知らなかった作業を知り，’自分のものにして

いくようにさせる。

（31作業化の実際

実際例1　　　　　　　　　　　　　　、　　’．』』

図書　　r・ビンソン・クルーソ肝』　（図書番号54），

学年　5年生

学習年月　昭和45年9月

学習の流れ

1．読書への興味づけ…桝1時間　．

・今までの読書経験を確認する（作品・作者・訳本間な

　ど）

・目次』さし絵などから作品を概観し予想をたてる。・

2．読書活動……各自の計画にしたがって。主として家

庭で。期間は，話し合いにより2週間と決定み

・読書メモ（読んだ日，ぺ一ジ，時間，ひとくち印象，

　など）をとりながら。

3．読書の作業（記録）……主として家庭で。期間は1

週間。・

・途中で1時間，どこまでやっているか発表し合い，情

．報交換をする。　　　　 　　　　。　　　　　　曳

・作業は，更半紙に自由に。

4．，読後の話し合い……1時間

・物語の展開は

　目．次の並べかえ。はじめ→なか→おわり．，の小見出し

　つけ。．、．
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・感想・意見は

　読書経過（読書生活）の反省。作業化の発表……こん

　な作業を問題点の話し合い。・

・作業化の種類

　子どもたちは，次のような作業を考え出した。　（順不

伺）

ア　物語の展開をまとめる。

イ　登場人物の性格をとらえる。とくに自分と比べて，

　わたしが○○であったら……。

ウ　登場人物の心情の移り変わりをとらえる。

　（intention　lineなどで）

工　登場人物へ手紙を書く。，

オ　登場人物と対話する。

力　想像を広げて想像文を書き，作品を補充する。

キ　主題を考える。

ク　作者へ手紙を書く。

ケ　作者と対話する。

コ　作者になって作品の解説をする。わたしが，この作

　品でうったえたかったことは……。

サ　感想を書く。　（第1次，途中，第2次，散文で，詩

　で，など）

シ　物語のつづきを書く。　（このあと，どうなったか）

ス　いちばんよかったところ，印象深かったところを取

　り出す。　（抜き書き，ぺ一ジで指摘など）

セ　他の『ロビンソン・クルーソー』の作品と読み比べ

　て。

ソ　他の冒険物語と読み比べて。

タ　島の地図づくり。

チ　これからの読書の心構え。（読書して学びとったも

　のを生活へ。今後の読書計画を立てるなど）

ツ　学級の語し合いによって，考えは，こう変わった。

テ　読書をおえて。　（作業化についてこう思う）

　これらの中で，いちばん多くの子どもたちが作業し，

しかもいちばん楽しかったといっているのは，「タ　島

の地図づくり」だった。次に，「エ，オ，カ，シ」など

想像を自由に広げて，物語の世界にはいり込める作業を

好んでいる。さらに，「ウ，コ」なども好んでしてい

る。

　このような作業化の傾向は，低・中学年でも見られ

る。

実際例2

図書　『杜子春・くもの糸』　（図書番号61）

学年　6年生

学習年月　昭和46年6月

作業化の例（丁子の場合・中位の児童）

ア　今までの読書のようす

イ　読書の記録（月日・場所・ぺ一ジ・時間）

ウ　「杜子春」について

・杜子春の人間に対する気もちの移り変わり

・杜子春との対話

工　「くもの糸」について

・ヵンダタの性格

オ　「犬と笛」について

・髪長彦との対話

・読書感想

力　「トロッコ」について

・良平のトロッコに対する気もちの移り変わリ

キ　　「白」について

・この作品の中で，じょうずに書かれているところ

・読書の感想

ク　「魔術」について

・主題はなんだろう

ケ　「父」について

・主題はなんだろう

・この作品で表現のじょうずなところ

コ　「仙人」について

・主題はなんだろう

サ　この図書の作品ごとのひとくち感想

シ読書をおえて

・作業化について

・作者，芥川竜之介について
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このような作業を，更半紙11枚にまとめている。

実際例3

図書　『少年少女　シートン動物記（1）』（図書番号62）

学年　6年生

学習年月　昭和46年10月

作業化の例（J子の場合・上位の児童）

　次のように目次をとり，更半紙28枚にまとめている。

ア　今までの読書のようすと読みの構え

イ　読書のようす（月日・時間・読んだぺ一ジ）

ウ　作業前の感想（第1次感想）

エ　「オオカミ王ロボ」

・あらすじ

・ロボの性格とロボから見た人間（手紙文で）

・場面ごとの心の移り変わりと感想

オ　r赤えりウズラ」

・ヤマウズラの一生（一家と赤えりウズラ）

一
・
わ たしと赤えりウズラとの対話

・ヤマウズラの性格

・「赤えりウズラ」の感想

力　「だく足の野生馬」

・だくの願い（だくからの手紙）

・だくをねらった登場人物

・わたしとジゴ・，ベーツとの対話

・だくへの手紙

・感想

キ　「エリンデールのキツネ」

・キツネの子どもに対する愛情

・後日談（その後のビクセン）

・シートンとの対話，

◎わたしがもし○○だったらてビクセソ，ジートンのお

　じさん）

・感想

ク　r名犬ビンゴ」

・読んだ時の印象

・ビンゴとの対話

　　　　　　　　　　　　　長篇文学の読書指導

・想像でふくらます

・この話の主題

ケ　「ぎざ耳ウサギ」

・ぎざ耳ウサギの一生

・ウサギと人間の共通点

・ギザ公との対話

・感想

コ　『シートン動物記』の他の巻を読んで

サ　作業をしたあとの感想（第2次感想）

シ　原作者のあらましと作者のいい牟いこと

ス　作業のうえでの反省とこれからの読書の予定

　そのほか，rシートン動物記と椋鳩十名作集とのちが

い」，rシートン動物記とファーブル昆虫記とのちがい」，

r物語の舞台となった地図づくり」，rシートンの動物

観」，r動物から見た人間観」など，さまざまな作業を創

造し，読みを深め楽しんでいる。

　このような読みの作業化は，「学習の個別化」という

ことでも重視したい。子どもひとりひとりの反応をとら

え，それらを伸ばしながら的確に指導できるからであ

る。

　なお，こうした読書の作業化は，いつもこれだけのも

のをさせる必要はない。年間に3・・4冊ていどの長編文

学を学習に持ち込む時に，このような自由作業を中心に

して，じっくりと取り組ませることにしている。

　いずれにしても，このような作業化は，作文教育と関

連づけながら，日常の学習の中で書くことの指導をきち

んとしておかなくてはならない。

3．児童の意識とその実態

　　調査方法　質問紙法

　　調査日　　A組・B組……昭和46年7月

　　　　　　　C組・……・…・…昭和46年9月

　　調査対象　6年生児童

　　　A組一上述のような方法で，長編文学の読書指導を

　　　　受けた学級。5年生で3冊（上記リストの図書番号
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，52・ 53・54）と6年隼で1冊『（同61）94冊を読

　書・，男子22名・女子21名・計43名。

B組一A組と同じ図書を紹介し，自由読書醇、ξどめ

　・る。期間は決めて読書させた学級1・男子20名・女子

　21名・計41名。』

ρ組一章図的なこう・した読書指導を受けていない学

　校のちがう2学級分。京都市の中来部と周辺部から

　’抽出。男子計45名・女子計48各・総計93名。

　結果　108ぺ一ジの表り通り。・

③の理由（A組）

　。長くて，心にとてもよく残るから。（女）

　。1冊の本を読む方が気分的によい。（女）

　。長く楽しめる。（男）

　・教科書はおしつけられたようでいやだ。（男）

　。教科書は，なんだか，ほんとうの味が，味わえない。（男）

　。原作に近く，そのほうがおもしろいから。（男）

・◎長編め方を読みたい理由（A組）

　。読みがいがある。（男）

　。ゆっくり，じっくりと，一つの作品を読みたい。（男）’

　。いろんな感想がうかんできたり想像しやすい。（女）

　。作品の中へひきずりこまれる。（女ン

　。なにか，ジーソとしたものが伝わってくる。（女）

！
。
読 んだという実感がわいてくる。（女）F

⑤どのようにちボうのか。（A組）

　。読む日数など計画の立て方がちがう。1（男）

　6長編はgあるていど，ことばなどいちいち考えずに，だいたいの感

　じをつかむが，短編は，ゆっくりひとつひとつ考えて読む。（男）

　。長編のほ．舅㍉読み方が・速くなったりおそくなったりする。（女）

　。泉編だと読むまえにわくわくする。（女）

　。短編は，いっぺんに読んでしまい，あとから何回も読むけれど，長

　編は，ゆっくりと長いことかかって一回しか読まない。（女）

　。長編は楽しみながら読む。（女）

作業化についての児童の感想・意見

　ア　本を読むたびに，こんな作業をするのは，時間も

　　な炉し，いやだけれどザ1年に3回ぐらいならやっ

　　てもいい。それは読みも深まるからだ。（男・下位）

　イ　ぼくは，今まで，本がきらいだった。しかし，こ

　　のrシートン動物記」の作業によって好きになっ

　　　　　　　　　　　　　　　長篇文学の読書指導

　た。それは，作業が楽しいし，わからなかったこと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こイ　　　　　ち
　が，作業することによってわかってぐるふらだ。’ぼ

　　くは今・六？の作業をしているが・これからも・1も

・．っと本を読みた、くなってき準6 （日記まり・男f中

　位）

・ウ　わたしは，・ヤ・つも本を読んだら読み』？威なしで，1

　感想などは，あまり書きません。まして，．こんな作

　業をしようなんて夢にも思いません・今までをさ・ぐ

　れであたりまえだと思っていま・した。、でも，・今この

　作業をしていると・．今までわたしがしできた読書

　は，、ほんとうの読書ではないんだということがわか

　ってきました。それに，この作業をしたおかげで，

　　『芥川竜之介集』の作品の内容などが，一つ一っ頭

　の中におさまりました。わたしは，このような作業

　をして，ほんとうによかったと思っています己て女

　　・中位）

エ　『シ←トン動物記』のこの作業はとても楽しかっ

　たし，また，ためになったような気がするじという1

　めは，作業めあとと前とでは，感想もちがってきた

　し1多くならたからである。たとえ，その感想がお

　かしくても，広い考えがもてたということは良いご

　とだと思う。また，対話なんかの時は，自分が主人

　公のような感じがして，一おもしろいほど1たくざん

　のことが浮かんできて，とても楽しかうた己だか

　ら，この作業でよかったと思うことは，r読みが深

　まづた」rということと「楽しかった」「という二っだ

　と思う。　（女・上位）

オ　今，やっと作業をおえて，はづとした。 40べ一ジ

　をとじて，手にとってみるとよくやれたと，大へん

　うれしくなってくる。三週間は，長いようで短L：・。

　読むのは，すぐに読めたが，1作業にだいぶひまがが

　かった。’でも，すきな作業を，すきなようにやづで

　いったので，とても楽しかった。作業をしながら窮

　何度も読み返していると，もやもやしていた感想

　や，新たな考えが浮かぶものだなあ。　（女6上位〉「

一一109一・
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4．まとめ

11）本ものの読書力をつけるためにも，国語科における

　f読むこと」の目標を達成するためにも，授業の中

　に，長編読みものをもち込む必要がある。

（2》全員が同じ本を読んで話し合う「長編の集団読書指

　導」がより効果的である。

（3）ひとりひとりの読みをだいじにし，それをより確か

　に，より豊かにするために，書くことを学習の核にす

　えた読書指導をだいじにしたい。

繍　さらに「好きな本を好ぎなよ勢ヒ，楽しく読む」と

　いう読書本来の姿をだいじにするために，r自由な作

　業化」を重視したい。

（5｝　「自由な作業化」は，子どもを生き生きと学習させ

　る。書くことをいやがらない。

㈲　このような読書指導は，日常における自由な読書を

　いっそう発展させ，充実させる。

（7）子どもからでてきた問題は，集団思考で読みの深化

　をはかることを忘れてはならない。

会 報

常任理事会（47年1月10日）

（1）機関誌発行の件

　r読書科学」55号は責了で印刷待ち，56号は編集済。

（21・会費≧くそくの件

　昭和46年末に，約250名にとくそく状を出したところ

効果があった。これで機関誌54号の印刷費の支払いがで

きた。

13）賛助会員獲得の件

ロ毎日新聞社が賛助会員となる可能性がでてきたので，

実現に努力する。

14）第16回研究大会の件

　会長・副会長を中心にして，会長指名による準備委員

会を設置することが決定した。

常任理事会（2月14日）

11）機関誌発行の件

　r読書科学」55号は発送準備完了。56号は印刷中。57

号は編集中。58号は一部を年報として編集する。な．お，

55号分の印刷費を支払うことができない状態にある。

12》第4回国際読書会議の件

　この会議は8月3・・5日ブェノスアイレスで開催され

るが，8月5日に行われるシンポジウム　“SymPQsium

on　Comparative　Reading：A　14Nation　Study　of

Universals　in　Leaming　to　Read”に参加して発言する

よう阪本敬彦理事に招請状が来た。しかし旅費の都合が

つかないので，この招請を断わった。今回は前回のシド

ニー大会に引きつづき，日本から代表を送ることがでぎ

ない。

（3》IRA　Coordinatorの件

　1月17日付でIRAのArea　Coordinator　for　Japan

に阪本敬彦理事が指名された。任期は2年。

（4》第16回研究大会本部の件

　研究大会の本部を財団法人野間教育研究所内に置くこ

とを希望する旨，同研究所に申し入れたところ，承諾が

得られた。r日本読書学会研究大会本部」の名称で活動

を始める。所在地は 野

㈲　役員選挙規定の件

　次のように決定した。

　　　　　日本読書学会役員選挙規定

第1条　理事と常任理事の定数は，当分の間次の通りと

　　　する。

　　　　理事　　20名

　　　　常任理事　5名

一110一一
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第2条　選挙の管理は理事長の指名によっ，て構成される

　　　選挙管理委員会がこれにあたる。

第3条理事・監事選挙の選挙人および被選挙人は，役

　　　員改選の年の1月1日現在の正会員とする。

第4条　（1》投票は，理事については5名連記，監事に

　　　　ついては2名連記とする。

　　　（2》投票は無記名とし，あらか’じめ選挙人に送

　　　　付する投票用紙を用いなければならない。

　　　（3》投票は郵送による書面投票とし，指定の日

　　　　付までの消印があり，開票日までに事務局に

　　　　到着したものをもって有効とする。

第5条（1》理事・監事の当選者の決定は，得票数の順

　　　　により上位から定数までを当選とする。

　　　（2）当落の境界に同点者の生じた場合は抽せん

　　　　による。

　　　（3｝欠員の生じた場合は次点者をもって補う。

　　　（4｝理事と監事の両者に当選した者の生じた場

　　　　合には，理事の当選を主とし，監事の当選は

　　　　次点者をもって補う。

第6条常任理事・副理事長の選挙は，理事・監事の選

　　　挙に引きつづき行なわれる。常任理事・副理事

　　　長選挙の選挙人および被選挙人は，理事選挙の

　　　当選者とする。但し投票日現在における理事長

　　　　と副理事長は，副理事長選挙の被選挙人になれ

　　　ない。

第7条　（1）投票は常任理事については2名連記，副理

　　　　事長については単記とする。

　　　（21投票は無記名とし，あらかじめ選挙人に送

　　　　付する投票用紙を用いなければならない。

　　　　（3）投票は郵送による書面投票とし，指定の日

　　　　付までの消印があり，開票日までに事務局に

　　　　到着したものをもって有効とする。

第8条　（1）常任理事・副理事長の当選者の決定は，得

　　　　票数の順により上位から定数までを当選とす

　　　　　る。

　　　　（2）当落の境界に同点者の生じた場合は，抽せ

会　　報

　んによる。

（31欠員の生じた場合は次点者をもって補う。

㈲　常任理事と副理事長め両者に当選した者の

　生じた場合には，副理事長の当選を主とし，

　常任理事の当選は次点者をもって補う。

　　　　　　　　　　　　　　（以上）

㈹　会則改正の件

　事務局提案の改正案が審議され，次のように改正する

ことがきまった。

第2条　本会の事務所は当分の間日本女子大学児童学研

　　　究室内に置く。

　　　　事務所を事務局と改める。

第8条理事及び監事は，総会において正会員が互選す

　　　る。

　　　　総会においてを削除する。

　　　　r監事は理事が兼ねることはできない」を追

　　　　加する。

第11条　常任理事は理事が互選する。（＊）

　　　常任理事会は理事長，副理事長及び常任理事に

　　　よって構成される。

　　　常任理事会は理事長の委託をうけ，本会の通常

　　　の運営について常時執行の任にあたる。

　　　＊の位置に，r理事長は，運営上必要と認めた

　　　　ときは，前項の互選によるもののほか，理事

　　　　の内2名に限り指名して，理事会の承認を経

　　　　て常任理事に加えることができる」を追加す

　　　　る。

第13条　役員の任期は2年とする。ただし，理事長・副

　　　理事長の外は重任を妨げない。

　　　　アンダーライソの部分を「し，原則として改

　　　　選の年の4月1日から翌々年の3月31日まで

　　　　とする」と改める。

第14条　役員はすべて無給とする。

　　　　全文を削除し，r本会に名誉会長を置くこと

　　　　ができる。名誉会長は理事会の推戴による」

　　　　を入れる。
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第15条に，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7》

　　　　r本会の事業を遂行するために事務局に次の職

　　　　員を置く。

　　　　1．　事務局長　　　1名

　　　　2．書　　記　　若干名

　　　　事務局職員に関する規定は別に定める」を入れ

　　　　る。

従来の第15条は第16条とし，以下1条ずつくり下げる。

第16回研究大会の件

事務局案を検討の結果，次のことがきまった。

イ）8月3日・4日，私学会館において開催する。

・）参加費は，論文集代金を含めて，会員1，000円

　　一般1，500円とする。

ハ）昼食のあっせんはしない。会場付近には食堂が

　　少ないため，昼休みを長くとることにする。

ξ
2r功
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