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創立30周年記念特集号に当たって＊

日本読書学会会長　井　上　尚　美＊＊

　日本読書学会は1956年9月1日，初代石山脩平会長の

もとに参集した300人余の会員によってスタートした。

以来30年，本年9月1日にめでたく30周年を迎えたので

ある。

　30年の間には学会にもいろいろな出来事があつた。そ

の歴史については本誌100号記念号に詳しいので繰り返

さないが，本会の業績の中で注目さるべきものの一つに

r読書科学」の出版を続けてきたことを挙げても異論は

ないであろう。会員数が400名から500名程の学会で，学

術刊行物と認定される季刊誌を発行している例は，ほか

にあるのだろうか。少なくとも筆者の専門領域には一つ

もない。r読書科学」は財政難で1年だけ休刊したこと

があるが，翌年また出版を再開し今日まで休まずに刊行

を続けている（30周年の年には第31巻が発行されるのが

通常の姿であるが，本巻が第30巻であるのにはこのよう

な事情がある）。学会の財政が小さいながらも安定して

いる今日でも，この出版は難事業であるのに，不安定だ

った頃にはいかばかりの困難を味わったことであろう

か。それを切り抜けて来られた歴代会長，編集委員長ほ

か多くの役員のご尽力に，あらためて敬意を表したいと

思う。

　さて，創立30年に当たり本年度分の最終号を特集号と

して編集することにした。振り返れば4年前の100号記

念号では，創立以来四半世紀にわたる日本読書学会の研

究活動を総括することを目的とした。同号第2部「読書

科学研究の25年」は，第1号から99号までに発表された

＊On　the　occasion　of止e30th　anniversary　of　the　Japan

　Reading　Association．

＊＊INOUE，Shobi（President，Japan　Reading　Associa・

　tion）

論文を，増田信一，出雲路猛，阪本敬彦，福沢周亮（執

筆順）がレビューしたもので，その副題にある通り，

r読書科学」論文から見たわが国の読書科学研究史であ

る。

　それからまだ4年しか経過していないので，今回は別

のスタイルの特集を企画した。それがr私の読書論」で

ある。今日，情報の多様化，活字離れなど，読書を取り

巻く環境は，ますます厳しさを増しているように思われ

る。この時点においてわれわれは，現代および将来の読

書のあり方，読書研究のあり方などについてどのように

考えているか，それをなるべく多くの方々に語っていた

だこうという趣向である。

　誌面に限りがあるので，執筆は本学会の役員と，読書

科学賞，同研究奨励賞の歴代受賞者にお願いした。執筆

者は，特集の趣旨にそった内容であるならば自由に題目

を選び，見開き2ページで自己の読書論をまとめること

にした。情報多様化の時代を反映して，さまざまなテー

マの読書論が寄せられたが，掲載に当たってはそれらを

分類整理することなく，すべて受付順に並べた。長さに

制限があるため，言い尽すのに苦労をされた執筆者も少

なくなかったと思う。校正の段階で，はみ出した数行を

涙をのんで切って下さった方もある。学会の懐事情によ

ることとは言え，申しわけない思いがする。

　ここに寄せられたものは短い論考ではあるが，そのい

ずれもが将来必ず開花させねばならない種子を含んでい

る。創立30周年に当たり，この種子の成長の土壌となる

べき日本読書学会の使命を思い，本会発展のため一層力

をそそぐことを誓いたい。
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現代の若者の讃書と若者像を考える＊

成城大学岡本奎六＊＊

　1．　現代若者読書の三つの特質

　毎日新聞の四半世紀に渉る読書世論調査と，NHK放

送世論調査所の1日24時間生活時間調査によると，中・

高校生の読書生活については，第一にr読書離れ」とい

う特色がみられる。

　先ず毎日新聞の調査によると，①中学生の5月1ヵ月

の読書量は，2冊台から1。8～1．9冊に，高校隼のそれは

1、9冊をピークに近年は1．2～1．3冊に漸減している。年

令発達的にも，小学生の月4～5冊台に対し，中・高読

のそれは上記のように明らかに少ない。5月に1冊も生

まなかった不読書層は，小学生の7％に対し，中・高生

のそれはそれぞれ42％，56％と著しく増大している。こ

のように，年代的にも年令発達的にも，現代若者読書の

特色の第1に中・高校生のr読書離れ」がいえる。

　NHK放送の中学生の24時間調査では，生活時間の中

で長いのは①勉強時間（学校時間8時間，家庭学習3時

間，それに学習塾へ東京の5割の子どもが通う）と，②

睡眠時間（8時間）である。余暇生活の中で長いのは，

③テレビ視聴（2時間）である。ごく最近の東京都の調

査では，7割の中学生が塾・予備校通いをしており，日

本青少年研究所の6力国国際児童調査によれば，日本の

中学生の勉強時間が最も長い。日本の子どもは，r競争

社会×学歴社会」という特有な社会状況下にあって，

r何が何でも受験競争に打ち勝て」という親の強い願望

と圧力のもとに，受験勉強中心の生活を余儀なくされて

いるのであろう。

　その結果，テレビを除く彼らの余暇生活は，至って貧

＊Contemporary　youth　and　their　reading．

＊＊OKAMOTO，Keiroku（Seijo　University）

弱である。①先ず遊び時間であるが，東京の中学生で1

日平均40分，盛岡では12分というのが，NHK放送の調

査結果である。②ラジオ視聴は平均24分，③読書・マン

ガは平均僅か9分であり，いかに受験勉強と，余暇生活

の中ではテレビ視聴とに喰われているかが分かる。

　読書離れと共に，現代若ものの読書の第二の特質とし

て，よく指摘されるのは，r読書の多様化」ということ

である，前記毎日新聞の四半世紀にわたる読書世論調査

によれば，①多数の若者に共通に読まれるrベスト20」

の得票数が，年々漸減傾向を明確に示していて，その分

だけ票数が雑多な読書に流れている。ベスト20は，かつ

ては②r古典・名作⊥に集中していたが，今日では中学

生はさらに「探偵・推理」と「大人のベストセラーズ」

に分散し，高校生では大人のベストセラーズヘの傾斜が

一層明確に示されている。いずれにしてもベスト20調査

に見る限り，中心の山が低くなり，麓野が拡がるという

分布曲線の変化が，現代若者読書に見られる。

　同様な傾向は，ベスト20だけでなく読まれた本全体の

分析にも見られる。つまり近年の傾向として，③ほんの

数人しか読まない本，さらに一人とか二人しか読まない

という本の数が増大傾向を示して，読書の麓野が大きく

拡がってきた。④中・高校生とも，かつては古典・名

作，それに旧い作家の探偵・推理小説が多く読まれてい

たが，近年の傾向としては，新作への比重が著しく増大

している。つまり現代作家によるr大人の文芸作品，釣

入門，野球の見方などのようなハウッー本，・ングセラ

ーズ」．を中心に，読書分野は「大ベストセラーズ，タ

レント本」と，各分野の新作に拡がっている。

　こうした読書世論調査資料に基づいて，現代若者読書
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の第二の特質としてr読書の多様化」ということがいわ

れる。名作・古典全集のおびただしい出版，現代作家に

よる同様な出版情況からみて，たしかに若者が多様な書

物を入手できるようになり，これが読書の麓野を拡げる

上に役立っていることは確かであろう。

　名作・古典中心の読みから雑多な書物へという読書の

多様化は，別の角度から見れば，r重読書」からr軽読

書」へという，第三の特質を示すものでもある。そのこ

とは，一ヵ月の読書量は減少傾向を示すが，週刊誌や月

刊誌の読書冊数は逆に増大傾向を示しているという，毎

日新聞の読書世論調査の結果からもいえる。これらの週

刊誌・月刊誌のうち，若者に人気のあるものは，グラビ

ア写真，マンガ等の映像メディア中心の，どちらかとい

えば見る雑誌であり，それは明らかに軽読書である。

　2．　自由読書と自由遊び（自由研究）の教育的意義

　もともと教科内容は．，それぞれの教科内では組織的で

あり，系統的に発展するように配列されている，といえ

よう。しかし教科間の関係は必ずしも緊密ではなく，そ

の意味では，各教科はそれぞれ独自の領域を守る断片的

なものであり，有機的な相互関連性が乏しい。教科書の

壁をとり払い教科書の有機的な関連付けをし，全体とし

て成全された能力にこれをまとめるはたらきをするの

は，一つは自由読書である。自由読書の対象となる書物、

は．，ページ数も一般に多く，さまざまな教科的観点から

人間や事象を眺めるものが少なくない。

　他方，自由遊びや，その延長としての自由研究につい

ても，同様なことがいえる。たとえば，模型飛行機作り

という自由遊び（自由研究）に熱中する過程では，理科

的観点からよく飛ぶことを考え，数学的に割りだして設

計を考え，芸能教科的立場から，美的であるような形態

や色彩も考え，作製技能をはたらかせてこれを完成す

る。そこには，通教科的な成全された能力の開発が行な

われる。こういう意味で，自由遊びや自由読書は，成全

された能力の形成・開発に必要な生活活動ということが

できよう。

　他方，自由遊びや自由読書は，強制されたものではな

い。活動そのものがおもしろく，活動そのものに目的が

ある。いいかえれば，功利的動機に基づく活動ではな
　　　　　　　　　　　　

く，純粋動機に基づく活動である。しかも，このような

純粋動機こそ，価値ある対象に没頭し，これを達成する

ために必要不可欠な動機である。すぐれた発見家・発明

家は，こうした純粋動機によって，その偉大な業績をの

こしたといってよかろう。

　現代の若者世代は，こうした純粋動機の育成と成全さ

れた能力の開発に有効と思われる自由遊びや自由読書に

欠けている。すでにあげたNHK放送世論調査所や毎日

新聞の調査がそのことを示している。

　3．　現代若者人格の特質

　現代若者読書の特質は，現代若者人格の特質の一側面

にすぎない，と私は考える。現代若者人格の特質とし

て，若者はヵプセルを隔てて．広くしかし浅く社会や事

物につき合うという，ヵプセル人間ということがいわれ

る。他方カプセル人間とは，似たりよったりのカプセル

という大枠の中で，各人それぞれ個性的な生活（集団と

しては多様化された生活）を好むということである。

　現代若者が，ニューミュージックやニューファッショ

ンを好むという流行化・均一化の中にも，それぞれ多様

なニューミュージック，多様なニューファッションの中

から個性的な選択をするところにも，大枠は均一化の中

での個性化・多様化が読みとれるのである。

　現代若者の読書指導を立案・企画するに当っては，こ

うした彼らの読書生活の実態と，若者像の特質とを踏ま

え，その上にこれを行なうことが大切であろう。いいか

えれば，一方においては，読書離れ，読書の多様化・個

性化，軽読書化を念頭におき，他方では．，そういう読書

傾向の背後にある若者人格の均一化の中での個性化・多

様化を考慮に入れる。それが，現実に立脚した読書指導

計画の立案に役立つであろう。

　　　　　（筆者は元会長　第14回読書科学賞受賞者）
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私の読書論＊

望月久貴＊＊

1971年5月，筆者はr国語科読書指導の理論一読書体

験創造読みの実地研究一」の一書を公にした。（明治図

書出版株式会社発行）。今日から15年余さかのぼる。国

語科読書の理論と，その実地にわたる研究であった。今

回この好機を得たので，その経験を更に考究しつつ進展

させることを願っている。

　さて，読書体験を創造するという大きな観点上，これ

を，A・B・C・D・Eの五項に展開し，各項を，原

理・過程・段階に三分した。なお，読書を文学読書と情

報読書の如く分解することもできるが，ここでは両種の

領域に通用する前提に従っておいた。

　A項　第一一原理　表現の直観による体験の自覚（全体

のおさえ）

この第一原理は，体験全体にわたる読書の意識をおさえ

ることである。普通の読書では，ある局部の意識が特に

働くことも否めないし，むしろ自由読書の場合，一読的

に行なわれるから，局部的な配意が目立ってみられる。

しかし，読書指導の計画的観点からすれば，まず，全体

的に体験をおさえることを中心とし，局部的な配意につ

いては，感想を軽く述べる程度に止める。

　A項　第一過程　　「想像をはたらかせつつ読んで感動

し，鑑賞した感想を軽く述べあう。」r想像」は言語に即

して意味上の心隊を結ぶことである。文章に書かれ，文

脈を形成する言語を核として，そこに結ばれるのが想像

である。それは文脈に即して，ことばをしっかりとらえ

ていくと言ってもよい。いわゆる「行間」を読むことで

ある。

　A項第一段階．1題目の板書・解説・鮮明，2全文

通読の際感動箇所符号△・○・傍線など。3朗読・範読

等

＊My　views　on　reading．

＊＊MOCHIZUKI，Hisataka（Soka　University）

　B項　第二原理　感想の整理による体験の確認（部分

のおさえ）

感想は，これを表白して感想文の形態をとるために，文

字が書か塾・あるいは音声が記録される・この場合・雑

多な感動は平板を脱して整理され，感想として定着され

る。体験の自覚が，もっと具体的に明白になる。それば

読みの姿勢が全体的に広がるより，部分的に凝縮され

る。

　B項　第二過程　初発の感想事項を表現・内容・主題

の三つの観念から分類し，感想の整理を図る（感想調べ）。

体験の確認をするために，感想を捕捉するのであるが，

感想のままでは捕捉しにくい。そこで，感想の原拠にま

でさかのぼって，記述された感想事項を分類することと

なる。感想には，文章論上の表現・内容・主題の三つの

拠点となり』，その情感や観察が触発される。だから，逆

に感想事項を分類する際に，その三つの観点にもとづく

ことにより，感想が三つにとらえられ，整理することが

できる。

　B項第二段階

1　朗読　本段階における完成度に応じて。

2　初発の感想メモ作成。感動中心のメモ，罫のない半

紙八つ切り，また四つ切り。

3　感想事項の分類　①表現・②内容・③主題を文章の

三つの観点として指導，感想はそれらに触発されるこ

　とを，順に作成メモを読みあげては例示。各自のもの
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を①②③の符号で分類させ，話しあいにより分類の正

否を判定指導，数名。さらに相互批正，小学四年以上

に可能，三年以下には教師が類別して示す。

4　感想の整理　類別した①②③ごとに発表させ，学級

の話しあいにより，類別毎に感想事項をまとめて板

書。箇条書きとは，情感や想察を記述した事項のこ

と。

5　黙読　整理された事項を，意識しつつの速読。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！
　C項　第三原理　読みの深化による体験の創造（全体

から部分へ）

興味の重点は，いわば自然的な自由読書の認知から前進

して，それを有意的に深化し，読み深めを果たそうとす

る。この体験は，自身の読書心理に新しい鍬（くわ）を

打ちこみ，新しい価値を見つけ出す，これを体験の創造

と言った。それが「深化」であり，もう一つが次の原理

になるr拡大」である。全体的な興味の流れを，それぞ

れの拠点に即して主体的に掘りさげ，創造的に体験を深

めていく。文意の全体的な把握から，内容・形式にわた

る局部的な解釈に及ぶという方法論である。

　C項　第三過程　全体的に鑑賞の流れをたどり，場面

ごとに人物の心情を読み深める。鑑賞の流れは，感動を

筋としてとらえる。総じて鑑賞の段階は，全体的に感動

の糸で貫通することが理想である。作品の全体は，いく

つかの部分，場面によって部立てが構成される。その場

面を単元として，そこで動く人物をとらえ所として，言

語を読み深める。人物には主副の別があろうが，それぞ

れの心情について，ていねいに読み深めていく。

　C項第三段階

1　通読・黙読または朗読

2　各人が場面感動表作成・場面ごとに所・人・ことば

　（発言）及び地の文の感動的表現の三段に分けて表

　示。板書・掲示の使用

3　場面ごとに朗読・心情の想燥深化・文脈

4　人物別，全体朗読

　D項　第四原理　読みの拡大による体験の創造（部分

から全体へ）

読みの拡大とは，興味の拠点を平面的にふやして，その

範囲を拡大すること。読み物の場面ごとに，細かく読み

分けられていくに従い，興味の大拠点につらない，小拠

点が散在することに気づく。興味の斑点図が密度を大に

する。

　D項　第四過程　場面ごとに感動の箇所を広げて，鑑

賞の全体的な流れを豊かにする。作品を場面に分け，各

場面に感動の盛り上がりをとらえる。感動の頂点に高低

がある。鑑賞の流れは，部分から全体へ体験が創造す

る。

　D項　第四段階（中略）

1　人物別発言箇所の朗読

2　さしえ・話し合い

　E項　第五原理　感想の表出による創造体験の定着

創造体験は，読書の価値を生み出す原拠である。その本

体は，感想の中に見出だす。興味に触発された情感や想

察がつまり感想となる。この上ない体験創造の記念的定

着である。

　E項　第五過程　既に第二段階において，初発の感想

につき，文章の表現・内容・主題を三つの観点として分

類し整理した。読解・鑑賞の感想事項とされた。それが

第三・第四段階の体験創造として進み，第五段階に至っ

て，感想が解明し定着されると思考する。

　E項　第五段階　終末処理

1　通読に朗読，また黙読

2　終末の感想を作成。第二段階以来の表現・内容・主

　題の別に作成。

3　五段に渡る感想整理，話し合い。

4　朗読　個人別・グループ別など。

　　　　　　　　　　　　　　　　　下略

　　　　（筆者は元会長，第13回読書科学賞受賞者）
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幼児の読書指導＊

浜中重信＊＊

　1．私の幼児期

　明治44年，山と海に囲まれた寒村に生まれた私は，小

学校入学まで1冊の絵本にも接することがなかった。

　大正7年，村の分教場に入学した。そこは1つの教室

と職員室と猫の額のような運動場とトイレだけで，他の

設備は一切なかった。先生も巡査を定年退職した代用教

員ただ1人であった。

　1年から4年まで20人足うずの児童がこんな中で指導

されるのであるから1時間の中で先生から教えられるの

は各学年あたり約10分である。だから，どの教科もほと

んど自学である。

　その中で後で述べようと思う読書指導に関係のある国

語についてだけ記しておくことにする。私たちが使った

国語の教科書は，大正7年に改定された尋常小学国語読

本である。国語の時間で指導されるのは新出文字の読み

書きだけである。私の場合，5人の同学年生が一応各自

で読む練習をするが，大体みんなが読めるようになると

次は一斉読み，それが何回か繰り返され，時間が余ると

書取りの練習になり1時間が終わる。

　次の時間には，またその繰り返しをやるのであるが，

2時間もそうした素読を続けるとたいていの文章は暗唱

してしまう。次は暗写（本を見ないで書く）である。早

く暗写できた者は遅い者に力を貸してやる。こうして1

教材が終わるのである。『

　教科書を暗唱するまで読み，それを暗写した幼い心

は，ただ読み重ねることを通じてのみ，自分ひとりでそ

こに語られている世界に没入し，味わい深めていった。

＊Preschool　reading　guidance．

＊＊HAMANAKA，Shigenobu．

そして，そこから得た感動が自分の生活態度を強く規制

し方向づけていったことは確かである。

　それから約70年を経過した今日において尚暗唱してい

る詩や文章がたくさんある。こうして読み書きの習慣が

身についたものと思っている。だから，何も教えてくれ

なかった先生が，実は自己学習生涯学習という貴重な体

験をさせてくれたと感謝している。

　5年生になって，雑誌r赤い鳥』を手初めに教科書以

外の読み物のあることを知った私は，魚が水を得たよう

に読書するようになった。

　2．私の読書指導

　以上のような幼少年期の体験から読書の楽しみを知っ

た私は．，昭和6年教職に就くと同時に課外読み物の指導

を始めた。しかし，当時は児童読み物の入手は困難なう

え数も少なく，従って何年生を受け持っても読み聞かせ

を主にしていた。ところが，すぐ満洲事変が勃発し，日

支事変へ発展，さらに第2次世界大戦へと拡大し，本の

入手はますますむずかしくなった。だから当時図書室の

ある学校へ転任した時はとてもうれしかった。学童疎開

にも学校にあった本はすべてトラックに積み込んだ。毎

晩寝静まるまで読み聞かせをしたり，空襲警報が出ると

ほとんど寮で各自が読書したりで，随分役立った。

　終戦後も児童読み物は少なく，教科書さえ，所々墨で

塗りつぶした時代であった。当時の子ども達にとっては．

まさに読書の暗黒時代であった。

　やっと世の中も落着きはじめた昭和28年学校図書館法

が制定され学校に図書館を設置することが義務づけられ

た。学習指導要領国語編でも読書指導が強調された。椋

鳩十先生の20分間読書運動も広まって，各学校において
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集団読書指導も盛んに行なわれるようになった。

　しかし時を同じくして現われたのがテレビである。テ

レビで楽しむことを知った幼児に読書習慣をつけること

は極めて困難である。

　テレビ以前に話を聞かせたり，絵本で遊ばせたりする

経験を幼児期に充分与えておくことの必要性を私は受け

持ち児童から知らされた。そこで未熟ながら『幼児と

本』という本を，さ・え・ら書房から出版して子育ての

参考にしてほしいと考えた。昭和37年のことである。

　3．現代っ子

　今や児童図書や絵本は書店に氾濫している。学校図書

館や公共図書館も完備している。それでも活字離れがひ

どくなる一方であるし，各図書館で見る児童の姿もちら

ほらである。それは当然のことで，私も現代に生まれて

いたら同じことだったと思う。漫画，テレビはもちろ

ん，ファミコンまで現われてそれに取りつかれると，到

底文字の世界に子どもの目を向けさせることは不可能で

あろう。しかし，すべての子どもはそうであるとはいえ

ない。昭和30年台に学校生活を送っていた子ども達は，

今ちょうど親として子育ての最中である。読書指導の恩

恵に浴した子どもは，幼児期から指導して上手に育てて

いる。そんな子どもは現代普及しつつある種々な玩具で

遊ぶことを覚えても，読書を続けていく。だから学力の

基礎である読み書きの力が身につき，自己の能力を遺憾

なく発揮している。

　これに反して，テレビで子どもを遊ばせたり，共稼ぎ

で子どもの送り迎えをしてやらない親たちは，多く問題

児を抱えているようである。私は時間の許す限り，NH

Kラジオで朝の10時から11時までのr教育と子ども相

談」を聞いている。ほとんどは，登校拒否，いじめ，親

子の断絶，暴力，万引などである。そしてその根元にな

る原因をさぐると，親子の話し合いのできないことと学

力の不足，やる気のないことにあると思われる。指導の

各先生方は過去のことに余り触れず，現状を聞きこれか

らの対応の仕方だけを話し，少しでも子どもが好ましい

方向に進むよう助言を与え悩む親の心を安定させようと

いう配慮が常になされている。

　それらの話し合いを聞いて私がいつも思うことは，こ

のお母さん方が幼児期から育児法を正しく身につけてい

たらこのような悲劇が起こっていなかったということで

ある。けれど，私たちは各家庭に入り込むわけにはいか

ない。だから将来母親となる女性に一定期間育児の研修

会に参加することを義務づけてはどうかという夢をもっ

ている。昔の兵役の義務に比べればなんでもないことで

はあるまいかと思う。胎教のことを考えると早いほどよ

い。そしてこの研修証明書と交換に母子手帳を与えるよ

うにしてはどうであろうか。

　そしてこの研修会の中で読書指導の1項目を大きくと

りあげてもらいたい。漫画・テレビ・ファミコンその他

の遊びに熱中しだした子どもを読書に導くことの困難さ

を私は数限りなく見せつけられている。

　読書をさせることの大切さはほとんどの母親が承知し

ているが，その指導の時期や方法を知っている母親は少

ない。動物や乗り物の絵本を見て喜ぶのは生後10ヵ月ぐ

らいからである。この時期に絵本に親しませ，聞くこと

ができるようになった時から読み聞かせをする。時間は

20分から30分。そうするうちに文字に興味を持ちだす。

これが3才前後。その頃与えたいのが50音図（学習1年

生の付録など）。そこから拾い読みをはじめ，4歳を迎

える頃になると，ことば，文章として適確に読書するよ

うになる。そして小学校から中学にかけて盛んに読書す

る。それが読速度を高めるので学習に対する抵抗をすっ

かりなくする。これは私の孫について実験したことであ

る。今，中学3年生であるが，強制したり，無理をした

りしたことは皆無であったが，起床後の掃除やあいさつ

なども幼稚園時代から今もなお実践しているし，テレビ

や漫画を見たりテレビゲームで遊ぶことはあっても，楽

しみの中心はやはり読書である。日本読書学会や日本家

庭教育学会などが中心となってこの運動を進めてもらい

たいと思う。今の日本では，学校教育の改革よりもっと

大切なことは家庭教育であるまいか。

　　　　　　　　（筆者は第3回読書科学賞受賞者）
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私の読書論一心身障害児と読書一＊

筑波大学岡　田 明＊＊

　心身障害児の読書を含めた読書論を構築していきたい

のです。

　障害児の発達などには特別なメカニズムや現象がみら

れます。発達などではその現象を拡大してみせてくれる

面が多いと思います，r度とった映像をゆっくり拡大し

てみせてくれると言ってもよいかも知れません。普通児

の発達は速くてついていけない面が多いが，障害児のそ

れはゆっくりと拡大してみせてくれる面が多いと思いま

す。もっと関心をもってもらいたいと願うものです。

　研究面にしましても，独立変数に対応する従属変数が

普通児より現象として出やすい面が多々あります。私は

弱視児の読みで論文を書いたのですが，弱視児では，活

字の大ぎさなどの独立変数を操作することによって，い

ろいろな従属変数つまり，読書速度の変化といったもの

が，ビンビンはね返るように出てまいります。これも研

究として，おもしろい面ではないでしょうか。障害児の

研究に是非とも目をむけていただぎたいと思います。そ

して，それを含んだ読書論が出て来て，はじめて読書論

の完成へと向かうように思えます。

　読書には知覚的特質，意味把握的特質ならびに読み手

主体の反応的特質があります。ところで障害児の読書で

は意味把握的側面がもっと強調されてよいように考えま

す。

　私は聴覚障害児を対象につぎのような実験を試みまし

た。二文を用意しました。第一文は原文（NAT文）の

まま第5文節ずつク・一ズしました。第二文は，組替え

文（MOD文）で，乱数表で原文の配列順序をランダム

にし，そのあとで，第5文節ずつクローズしたのです。

これらへのク・一ズ反応は，意味がよくとれるなら差が

でてくるはずです。しかし障害児のク・一ズ反応には差

がありませんでした。ところが普通児では学年の進行と

ともに差がひろがりました。しかも，普通児の小学校2

年生の成績の方がろう児の高等部生（16歳群）の成績よ

りもわずかですが平均ですく・れていたのです。（拙著“聴

覚障害児の心理と教育”学芸図書　参照）

　これらは何を物語るか。聴覚障害児群では文内や文間

や文脈の制約力constraintをうまく利用できないので

す。そして関係のない前後のことばを挿入するにすぎな

い場合が多かったのです。

　これらの障害を救う上でH．A．Robinson教授が，筑

波大学でおこなった特別講義はとても役に立つように思

われます。氏は意味論的構成図をつくり意味論的オーガ

ナィザーを，子どもの中につくることを強調します。そ

れは，概念学習を強調し，心理言語学的アプ・一チを重

視するものです。ろう学校やちえ遅れの学校で実績をあ

げているものです。動詞オーガナイザー，名詞オーガナ

イザー，概念オーガナイザーならびに物語オーガナイザ

ーがあります。

　動詞オーガナイザーをわたしたちがまとめたものを次

に示します。

＊My　views　on　reading：Handicapped　children　and

　reading．

＊＊OKADA，Akira（University　of　Tsukuba）

ステップ

　1：歩く（動作と写真）
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私の

2：子ども，牛，犬，魚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　子
3：子どもが自分でorga・魚　ども

　nizerをつくる。
　　　　　　　　　　　　　　　歩く
4：動詞を書く。
　　　　　　　　　　　　　　　写真
5：パラグラフの構成
　　　　　　　　　　　　犬　　　　　牛
6：パラグラフの読み

7：パラグラフを記慮によ　　　　図1
　　　　　　　　　　　　注：＋は異質であることを示
　　り表現する。　　　　　　　す。実際はひもでク・ス

　　　　　　　　　　　　　させる。
8：歩く。トラ　ヘビ（＋）

9：走る　ネコ　電気スタンド（＋）

10：動詞を変える　r食べる」rかく」「のむ」

　　肉をたべる：子ども，犬，トラ（電車）

　　絵をかく：男の子，女の子，大人（犬）

　　水をのむ：犬，ねこ，男の子（自転車）

11：場所を示す動詞の使用　r行く」rのる」rかえる」

　　公園へ行く：子ども，犬，ネコ（さかな）

　　車にのる：男の子，女の子，大人（牛）

　　　（以下略）

これらは，トピックを中にすえ，関連する概念をまわり

に配置したものです。これにより子どもは言語と認知体

系とを結びつけるプロセスや方略が学習できるはずで

す。ここでは意味論的関係が重視されます。子どもの言

語発達の初期や障害児にとっては統語論より意味論的関

係が大切だからです。ここで子どもは単語が他の単語に

よってどのように機能するかを理解することができま

す。ことばが獲得されるということは，各単語があるも

のとは関連づくが他とは結びつかないという，ある種の

カテゴリーつまり意味の範囲を表示しているということ

を理解することです。これは読みの基本です。そこでト

ピックに無関係なものも配置されることになり，外延と

内包がたしかめられ強化されます。

　さきに読書では知覚的側面，意味論的側面，読み手主

読書論

　体の反応的側面があると述べました。

　　“正確な”知覚がおこなわれなくては，意味をとりち

　がえてしまいます。逆転錯誤をしてばかりいては，読み

　は成立しません。ですから知覚の側面をうまく学習させ

　ることが大切です。しかし意味論的側面はもっと重要な

　のです。

　　意味の側面で言えば，少なくとも2面のあることを知

　ることが大切です。これは読み手の理解の自由度の高い

　ものと，そうではなく非常に限定されたものがあるとい

　うことです。r明日3時に学校へ集まること」という文

　を読めば今日ではなく明日，12時ではなく3時に，マー

　ケットではなく，学校へ行かなければならないのです。

　　しかし旅行記などを読む場合やその感想を表白すると

　きには，自分の体験と比較して読むことはよいことです

　から，理解の自由度は拡大させてもよいと思われます。

　多くの感想が人格形成や人間開発に役立つというのは，

　そのような個性的な読みをおこなった場合です。感想は

　読みの反応的特質と大いに関係します。

　　障害児の読みでも，文と絵のマッチングやラベリング

　が重視されたことがありました。それでは，内容が高度

　で複雑になるとついていけません。ヘレンケラーも，身

　のまわりにある物はどんどん読めるようになりました

　が，“愛”という文字の読みで初めてたいへんなつまづ

　きをみせました。体験の深化と対象の知覚や認知が大切

　なのです。

　　子どもの中に体験的な概念をつくりあげ，また，その

　過程で読みを指導することは重要です。

　　このようなわけで人間開発をどんどん推進する中で，

　同時に活字メディアに接しそこから“意味”を獲得し，

　生活化していくことが読書では大切だというのが，ここ

　での結論です。またその中で統語論よりも特に意味論的

　側面を重視したいと考えます。　　　　　（筆者は理事）
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「読み」と文章機構＊

二松学舎大学飛．田文雄＊＊

　藤村のr嵐』は，彼の作家生涯に一つの節目をつけた

作品であるとか心境小説であるとか評されて，発表当時

から相当の評価を受けている。

　評者が作品を評価できるのは，作品の文章機構を通し

て解釈作業を行なった結果である。しかし，一般に作品

評価において作品の文章機構に触れるということはまず

ないと見てよい。文章機構に言及していないのは，それ

を意識していないということであり，そこを駆け足で通

り抜けてしまうということである。

　文芸作品の文章機構とは，そんなものであろうか。

　藤村の『嵐』を例として，その問題に触れてみたい。

1r嵐』は茶の間の背比べの場面から始まる。子どもた

ちは古い時計のかかった茶の間に集まって，柱にしるし

をつけて背丈をきそいあう。古い時計が象徴的で，一見

家庭的ななごやかな情景である。

2なごやかなのは表面だけで，実はこの時期一家はたい

へんな時にきていた。七年間住み慣れた家を去って引っ

越しをすべく，次郎と三郎は毎日のように借家探しに駆

け回っている。父の「私」も適当な候補が見つかると出

かけていってみた。子どもたちが大きくなって，今の家

がてぜまになったからであり，「私」もこの家に住み飽

いていたからである。かえりみると「私」はこの家に来

てから七年，その前に二年間宿屋住まいをして，子ども

たちを育ててきた。母のない子を男手で育てるのは，な

みたいていではなかった。それでも子どもたちはそれぞ

れ個性的に育って，今では一人が一部屋を必要とするよ

うになった。

3一方，長男の太郎はすでに「私」の郷里に帰農させて

いた。家ができあがったというので「私」はそれを見に

帰省することにした。家はがっしりとできていた。村人

も心から祝福してくれた。太郎を帰農させるについて，

r私」は百姓をするに必要な最小限の用意をしてやった。

田畑山林，それにこんどの家がそれである。だから太郎

の家は太郎め家であると同時に「私」の家でもあった。

4郷里の土にたしかに根づいた太郎の家を見て帰った

r私」は，引っ越しを断念することにした。そして絵の

勉強をしている次郎を太郎のところにあずけて，農業を

てつだわせながら絵の修業をさせるようにし，じぶんた

ちは今の家に留まることにした。もちろん近い将来，三

郎も末子もそれぞれの道に巣立つであろうことを予想し

ながら。次郎は準備に大わらわであった。やがて出発の

日が来た。前の晩，例の茶の間でライスカレーの送別会

が開かれた。食後腕相撲が始まった。古い時計に並んで

太郎の家に持って行く新しい時計が時を刻んでいた。翌

日次郎は新しい時計をさげて足音高く出ていった。

＊Reading　an（1sentence　stnlcture．

＊＊HIDA，Humio（Nishogakusha　University）

　以上『嵐』を読む人がだれでも読み取るであろうとこ

ろをまとめてみた。r嵐』の評論をする人もこの段階を

かならず通過するはずであるが，この段階の機構的分析

にはまったく手を触れようとしない。

　今わたしはこの段階の読み取りについて1234と節

を分けて書いておいた。起・承・転・結に相当すると見

たからである。ふりかえってみる。

　1の節は，どこの家庭にも見られるさりげない情景で

あるが，じつは作品の主題たる「成長」ということを背
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比べという慣習により，もっとも如実に象徴化してお

り，もって全文を起こす役割りを十分にはたしている。

　2の節は，それを承けて，過去にさかのぼり子どもた

ちのすさまじい成長ぶりを，その結果として招来した借

家探しの行動にないまぜて描写する。

　3の節は，急転して場所は郷里に変わり，太郎の家を

たずね，そこに自分たちの新しい家を見つける。いたず

らに他人の仮の家を探すまでもない。現にここに成長の

シンボルともいうべきわが家があるのではないかと知っ

て，文字どおり心機一転する。

　4は，結果として借家探しは打ち切り，今までの家に

留まり，かわりに次郎をわが家の分身である郷里の太郎

の家に送り，自分も子どもたちと共に新しい出発をする

という結びとなる。

　まさに起・承・転・結の推移である。

　批評家はこうした文章の機構を意識するだろうか。す

るとしても，あたりまえの事として通り過ぎるのではな

いか。文章をなすからには，それくらいの用意は当然だ

として。しかし，文芸作品が芸術的に価値があるのは，

こうした用意あってのことであろう。

　r嵐』の叙述面に文章としての緊張をもたらしたの

は，起・承・転・結の機構的論理であるが，作品として

の全機構はそれだけでは成立しない。叙述面の四節の要

約から見られるように各節を貫くr成長」という主題

が，さらに大きな要因として機能している。

　叙述面の四節の要約を要素的に制約してみると，「子」

と「父」と「家」と「成長」ということになる。四者は

しかし，ただ単に並列的にそこに在るのではない。子は

みずから成長という流れに身をまかせながら，しかも成

長の何たるかに気づいていない。父はそれを十分に理解

しつつ子どもに手をさしのべ，かつじぶんも共に泳ごう

としている。立ち場は違うが，家という問題において両

者は一致する。子はより広い家に移ることによって無意

識にじぶんの成長欲を満たそうとし，父も子の要求の性

質を意識しながらそれを受け入れ，それにみずからの希

望をも添えて新しい家を探そうとする。つまり無意識の

成長欲と意識した成長観とが家という形において一致し

たということである。

　これを人間存在の基本性に照らして措定すれば，成長

は時間性の契機であり，家は空間性の契機である。し時間

はまちがいなく存在するのであるが，具象性がない。時

間は文芸作品形成の基本論理でありながら，時間性その

ものを描写面にもちきたそうとすると，いかにもたより

なくなる。そこで空間性に置き換える。空間性は，たと

えそれが抽象的であっても，はっきり視覚化される。こ

こでもその原則に従い，時間性に立つ成長を空間性に立

つ家によって具象化したのである。叙述面において家の

印象が鮮明であるのは，そのせいである。

　以上の関係分析によってあきらかなように，この作品

の基本的心象はr成長」ということであるが，それが主題

として作品形成を可能ならしめるには，単なる心象であ

ってはならない。成長がただ成長であってはならない。

活性化する「力」が必要である。力は「成長」に対する

認識から生じる。この父は子の成長を理解するだけでな

く，それをこのうえなく貴重なものとしてよろこんでい

る。r若者，万歳」と心に叫んでいる。父の体験的人生観

に発するものであろうことが推定できるが，それが力と

なって「成長」をして作品形成の主題たらしめている。

　藤村のr嵐』によって文章機構を検討し，その機構の

論理の代表として起・承・転・結を取り上げてみたが，

機構論理はこれにつきるものではない。また主題の機能

性も分析してみたが，これで十分というわけではない。

ほかに読みによって把握できるものに，主題のもとに論

理によって文章形成に従った操作の跡をたどり，もって

文章機構の活性を認識するということもある。

　古来，文芸におけるコトバの在り方が問題になってい

る。わたしは文芸が芸術たる大きな要因が文章機構にあ

ると考えるので，あえて起・承・転・結など持ち出して

みたのである。文章機構の意識は国語教室の読解事項に

止まるものではない。文芸評論においても欠くことので

きない問題である。61・8・18

　　　　　（筆者は第5回読書科学研究奨励賞受賞者）
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加齢　と　読書＊

筑波大学海保博之＊＊

　本を読むのは好きな方であった。高校時代には，文学

書，社会学，そしてどういうわけか翻訳物のミステリー

を手当り次第に読んだ記憶がある。大学（院）時代は，

もっぱら心理学，哲学，数学を読んだ。本棚を見回して

みても，大学（院）時代に購入した本がひときわよく目

につく。それらについては，どの本のどこに何が書いて

あるか，いつ頃読んだのかだいたいわかる。授業の準備

や原稿書きなどでちょっと参考にしたいときには，大学

（院）時代に読んだ本がとりあえずの手がかりとなるこ

とが多い。それだけ頭の中に知識としてしみ込んでいる

ということであろう。

　ひるがえって44歳となったいまの自分の読書。読んで

も片っばしから忘れてしまう。はなはだしきは，読んだ

はずの本をもう一度買って，半分くらい読んでからやお

ら「しまった」と気づくことさえ2，3度あった。一体

なんのために読書をしているのかわからない。rだから

本は最近読まないことにしている」と公言している友人

に共感さえ覚える昨今の自分である。

　読書は，そこから何かを得るのでなければ意味がな

い。著者のいきごみ，訴えるものに共感し，さらに著者

の披渥する知のなかに学ぶものを見つけたときに読書は

意味をもつ。そして，その共感と知が，自らの認知活動

に生かされていると実感できたときに，次なる読書への

動機づけが生まれてくる。

　加齢にともなう認知機能の劣化は，この2つの点で読

書への動機づけをなえさせる。

　まず共感ということから。

＊Aging　and　reading．

＊＊KAIHO，Hiroyuki（University　of　Tsukuba）

　共感できるためには，読み手の側に問題意識がなけれ

ばならない。ところが，最近の読書する目的が依頼原稿

の執筆や授業準備のための素材集めなど，外部からの要

請に応ずるためのものに変わっている。したがって問題

意識が自らの内から自生したものではなく，外部からあ

たえられたものとなることが多い。必然的に，読書は必

要な情報のみをさがすということになり，著者の思想に

共感するまで深く読みこむことをしなくなってしまう。

　加うるに，全般的に感受性も鈍ってきている。人情の

機微に触れるようなことに限定すれば，加齢は感受性を

高めるようなところもあるが，知と連動した積極的な方

向性をもった感受性はやはり弱くなってくるようであ

る。これも本への共感を低めてしまう。

　次に本から学ぶ知に関係して。読書には情報の取り込

みから，既有知識への関係づけ（理解）まで認知機能が

総動員される。その機能が劣化してくれば，読書事態で

の情報処理過程の効率も質も低下せざるをえない。

　まず取り込みから。さすがにまだ文字が読みとりにく

くなってきた．ということはないが，主語と述語がかけは

なれた文章，長々と修飾語の続く文章一その多くは翻

訳物であるが　　は，・一度読んだだけでは取り込めない

といったことがよくある。短期記憶の容量が小さくなっ

ているからであろうか，

　短期記憶の容量縮小は関係づけにも影響する。節と節

の間の大意の関係づけができなくなってきている。rア

レ！　ここは何を言っているのだろう」とふと我にかえ

って前をもう一度読み直すことが多くなっている。

　逆に長期記憶にある既有知識との選択的関係づけは極

めて容易にできる。というより，正確にはrわかること
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しかわからない」と言うべきであろう。限定された目的

にかなう情報だけが取り込まれて，既有知識に同化され

る。同化できないものはあっさりと捨てられてしまう。

したがってr新しい知の世界に触発されて」ということ

になる機会が減ってくる，

　簡単に同化されてしまった知識は既有知識のなかに深

く埋め込まれてしまって，あとで必要になっても引ぎ出

せない。授業などでよく知っていると思って話そうとす

ると，周辺情報は思い浮かぶのに肝腎の情報が出てこな

いrのどまで出かかった現象」に，しばしば悩まされる

ことになる，

　加齢は，しかし即，認知機能の劣化ではないことも確

かである。たとえば，鳥畷図的見方ができる，妥当な判

断ができる，などである。これは，読書にとってもプラ

スに働いている。

　その一つは，本の選択である。広い視野からどの本

が，知識体系のどこに位置するのかをあらかじめ見定め

ることができるので，無駄な読書をしなくてすむ。二つ

は，批判的な読み方，あるいは概念駆動型の読み方，自

分なりの読み方ができる。いたずらに他人の考えにふり

回されない節操を保てることになる。

　確かにこうした良い面も加齢にはあると思いたい。そ

れが加齢のマイナス面を補って余りあると思い込みた

い。しかしまだそこ まで達観できない。あきらめ切れな

いというべきかもしれない。マイナス面の克服をするた

めの様々な努力をすることになる，そのいくつか。

　1．内容を記憶にとどめるための工夫。下線を引き，

マーカで印をつけるのは昔からのことで，とりたてて今

に始まったことではない。最近意図的におこなっている

ことが二つある。その一つは，読み終えた本を棚にしま

わないで，身近に積んでおいて，折にふれてばらぱらと

めくってみるようにすることである。ふれる頻度は記憶

の定着に役立つはずだからである。二つはウープ・の利

用である。気に入った内容や一節を打ち込んで，毎週発

と読書

　行しているニューズ・レターにのせたり，文献カードに

　はったりしている。メモによる記憶定着の新しい形であ

　る。

　　2．検索できる状態にするための工夫。読んだ本の内

　容を，ともかくできるだけ人に話すようにすることも良

　さそうである。その知識を活性化状態にするだけでな

　く，知識の組み換えや新しいことに気づいたりすること

　も人に話している最中に起ることが多い。学生がゴ・ゴ

　・している環境や自由に聞いてもらえる環境を意図的に

　身の回りに用意するように努力している。

　　3．有効な読書量確保のための工夫。認知機能が劣化

　してくれば，読書に時間がかかるようになる。当然，限

　られた時間で可能な読書量も減ってくる。生活時間の有

　効利用によって読書時間を確保する努力はいつもおこた

　るわけにはいかない。自分で時間が確保できないなら，

　本そのものを人に読ませるというずるいやり方も捨てが

　たい。演習などの利用はもとより，ある本を手に一入れた

　ら，それに関心のありそうな学生などに回しておいて，

　その内容を聞きだす。いわば人間ファイルの活用であ

　る。これは上手にやらないと人に迷惑をかけ，嫌われる

　が，うまくやれば（その人のためかどうかを最優先に考

　えてやれば）感謝される。

　個人的体験を長々と綴ってきたが，加齢と読書の問題

は，けっして個人的問題として片づけられるものではな

い。高齢化社会の進行とともに，今後ますますその重要

性を増すはずである。

　大ぎい活字の本を作れば良いというものでもない。加

齢に伴なう認知機能の働きの特性をぎちんとふまえた本

作り，場合によっては，高齢者用のなんらかの読書指導

方法の開発などの問題も，今後は真剣に考えてみる必要

があるかもしれない。

　　　　　（筆者は第19回読書科学研究奨励賞受賞者）
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言語の理解と生産を同一とみる読書観＊

筑波大学田　中 敏＊＊

　筆者が大学院の学生だったころ，読みにおける理解

（readingcomprehension）というテ・」マに関して印象

深い思い出がある。それは，ある年，東京で開かれた日

本心理学会の一つのシンポジウムでの話である。シンポ

ジストたちのひととおりの意見表明や研究発表が終わっ

て質疑応答が開始されたとき，筆者は，小学生の文章理

解の研究を発表された先生に対して質問した。当時，筆

者の心のなかにぼんやり浮かんでいた，あまり常識的と

はいえない考えを，ちょうどいい機会だからと思ってぶ

つけてみた。というのは，その先生は，子どもが読みの

最中にページのはしに書き込んだ「メモ」に気づき，そ

れにひじょうに興味をもたれた，ということを話された

からである。このくだりは，統計的に裏づけられた数値

や明快に整理された図表以上に，強く注意を引きつける

ものがあった。そこで，r言語の生産（メモを書くよう

な）と，理解（読みの）を同じものとして扱う観点が必

要ではないか」と質問してみた。これが，なぜ常識的で

ないかというと，ふつう心理学では，表1のように，

表1　4つの言語活動

活動＼媒体

理解

生産

音声 文字

聞くことt読むこと

話すこと 書くこと

「話す・聞く・書く・読む」をそれぞれ別過程として取

り扱うからである。たいていの言語心理学の入門書に

は，この4つの活動に対応した，少なくとも4つの独立

＊Aviewofreadingwhichequateslanguagecompre－
　hension　and　production．

＊＊TANAKA，Satoshi（University　of　Tsukuba）
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の章が設けられているはずである。あるいは，そうでな

くても，多くの専門書や研究論文は，その4つの言語活

動のどれか1つを個別に追求しているはずである。実

際，そう考えることになんの不思議もないし，少し前に

一時代を画した心理言語学（Psycholinguistics）の学説

がその点をひどく単純に考えていたために，なおのこと

現在は，4つの言語活動を独立のものとみなすことに正

当さを感じるのである。

　すなわち，心理言語学は，言語の理解と生産を同一の

心理過程の逆運動とみなしたにすぎなかった。詳しい話

は省くが，いわばr音声・文字→意味」がr聞くこと・

読むこと」（理解）であり，その逆のr意味→音声・文

字」が「話すこと・書くこと」（生産）である。そう考

えるなら，ただ一つの心理過程（両方向への運動が可能

な）を設定するだけで済むことになるが，そんなに単純

ではないという証拠がその後次々に提出されて，今では

もうPsycholinguisticsというコトバも聞かないし，洋

の東西を問わず，自分を心理言語学者だと言う人もほと

んどいない（その分だけ認知心理学者が増えたかもしれ

ない）。そういうわけで，5・6年前の，あの認知心理学

者があふれたシンポジウムで，科学の進歩がようやくク

リアしたハードルの手前に再びもどるような発言は，ど

う考えても常識的でないのである。

　しかし，筆者が質問を行った相手の先生は，その言語

理解・生産「同一過程説」に対して，慎重，かつ好意的

な応答をしてくださったように覚えている。もちろん，

筆者の質問はそれだけで終わり，会場は別の話題に集中

していった。もともとシンポジウムのテーマが新旧の理

論交替に関するものだったので，会場はひととき古い人
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と新しい人の思惑が交錯して興味ある盛り上がりをみせ

た。それはそれで新参者の筆者にはおもしろく，最前の

自分の質問とは別にわくわくしてrおとなたち」の戦い

を見守っていた。

　けれども，筆者の質問は，どこかで，やはりある人た

ちの神経に触れていた。この当時に認知主義的傾向をも

って人間の内的過程を実り豊かなものと考えようとして

いた人たちにとって，言語の諸活動を同一過程のもとに

とらえようという「単純な」発想は，寛大に見過ごせる

ものではなかった。最後の最後になって，筆者の質問の

主旨は，・一方的に反撃された。

　ちょうど秋の日が傾きかかり，人々の顔に影を落とし

て，熱く激したメイン・テーマも自然に冷却されていっ

たとぎだった。筆者のとなりにすわっていた人が，さっ

き筆者が質問したシンポジストの先生に対して，質問を

行った。なかみはよく覚えてないが，筆者の質問への，

かの先生の好意的な応答に触れて，言語の理解と生産は

別個の過程とみるべきではないかということを問いかけ

た（それは質問の中心的な部分でなかったかもしれない

が）るその人が腰をおろしたとき，胸の名札をチラと見

て，その人が，情報工学というか教育工学というか認知

科学というか，多くの本の表紙で見かける名前の人物で

あることを知った。急に反論にあい，瞬間は興奮したも

のの，その方面の人ならしかたないかな一，という気も

した。そして，ナマイキにも，わかってないな一とさえ

思いもした。しかし，わかってなかったのは自分自身で

あり，なぜ言語理解と生産を同一過程と考えなければな

らないのか，当時はその根拠を明確に把握していたわけ

ではなかった。だから，再反論に立つ勇気もなかった。

ただ，「呉越隣席」で2人して前を見ていた。

　やがて，場をしめくくるため，シンポジウムの司会者

が，まだ発言していない会場内のr大物」を指名し，感

想を求めた。そのなかの一人，司会者の紹介ではr認知

心理学の火つけ役」となった人物のことばに，筆者は重

ねてショックを受けた。これも話の大部分はよくわから

ず，ほんの一部分に反応しただけだったのかもしれな

い。そして，けっきょくは，隣りの先生が言ったのと同

じことを耳にしたにすぎなかった。r言語の理解と生産

は独自の過程として取り組まねばならない」，と。しか

し，それでは認知とは名ばかりで，少し以前の行動主義

（あるいはその修正された主義）と同様，やはり意識を

見ることにならないではないかと声にならない声を上げ

たが，議論のゆとりは筆者においても時間においても，

もはやなかった。今にして思えば，その人は，教育に対

する配慮から，例えば読みの習得と書ぎの習得とは別問

題とみたほうがよいと言っていたのかもしれない。

　かくして，言語理解・生産r同一過程説」は，おおや

けの認めるところとならなかったが，筆者の考えは今も

変わらない。そして，今なら前より，問題のありかをは

っきり指摘することができる。要するに，意識の上で

は，どんな言語活動も同じように意味処理されていると

いうことを言いたい。例えば，筆者が質問した先生が注

目したとおり，r読み」においてもページの余白にr書

ぎ」を行うのであり，さらにその読みと書きを実現する

ために内的な「話し」と「聞き」が何回も試行錯誤され

ているはずなのである。もちろん，文字や音声という異

なる媒体を理解したり生産したりする入り口・出口付近

までも，一様な過程であると言う気はない。いわば，家

の玄関をはいって来る人・出て行く人はさまざまであろ

うし，呼び鈴の押し方やあいさつのしかたもちがうだろ

う。しかし，その先の家のなかで，この人たちは一定の

関係をもって立ち居ふるまう（家族とか客人とか）。，こ

うした，異なる言語活動が支える，同一の意識活動こ

そ，筆者のカンに強く訴えるところのものである。おそ

らく，そこに分け入る道は，読みに限らず言語活動の研

究の・イヤル・ロードであろう。しかし，それは，今

日，いまだ科学的表現がまったくなされていないばかり

か，研究者の視界にもほとんどはいっていない領域なの

である。　　（筆者は第20回読者科学研究奨励賞受賞者）
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読みを確かにするプロセス＊

横浜市立南舞岡小学校田島一郎＊＊

　1．　r読み」の諸相について

　『ことば』や『文』を目にしたとぎ，その頭（意識と

いうべきか）の中にはさまざまな『もの』・『かたち』が

うかんでくる（よくいうところのイメージであろうが，

ここではそこまでをおさえない）。これは，その人の成

育歴・体験・経験（直接あるいは間接）・知識によって

いるものである。

　そしてそれは，それだけ（その文やことばを目にした

人の数）の多様さを持っているはずである。つまり，あ

るものは，その字句なりの意味だけをとらえたり，ある

ものは，幅広いニュアンスをおさえたりする。もっとい

えば，ただ単に，意味だけのもの，かたち，色を見るも

の，そのようすを思いうかべるもの，形・色からようす

をふくめて，そうしたものがつくっている状況の意図ま

でを見いだそうとするもの，そのことに，自分なりの考

えまでつくりあげるものなどである。これは，その一人

ひとりの『ことば』や『文』についての内面のかかわり

あい方によってもちがってくることはいうまでもない。

　このとらえは，いわば，r読み」の相であるといえる

のである。どんな場合でも，その人のもつ内容（経験・

知識）とかかわりあい方によって，そのちがいはあって

も，r相」はそれなりに存在するのである。

　2．　「読みの相」と「読みのプロセス」

　こうしたr諸相」は，別の見かたをすれば，読みの

r深浅」でもあるといえる。つまり，字句の意味につい

て，わかる，わからない，ということからそのようすな

＊The　process　of　making　reading　more　precise．

＊＊TAJIMA，Ichiro（Minami－maioka　Elementary

　Schoo1，Yokohama）

り，かたちをおさえ，そのもののもつ内容（情況のもつ

意図）を考えたり，さらには，・自らの内面の感動から感

性へはたらきかけさせることは，それぞれがその人の

「読み」の状況であるとともに，それは，ここにあげた

順に，読みめ浅いところから，深いところに展開してい

るといえるのである。

　『ことば』や『文』に人々がふれたとき，そのひとり

ひとりに直感的にこの読みの相がとらえられる。それ

は，わかる，という，いわば認知からはじまって，内容

のとらえ，感情へのひびきは直感的に，瞬時におこなわ

れるが，実はその意識の奥底ではそれなりに順序性をも

っているのである。そのr相」を総合的に見て，構造化

（順序だて）して考えれば，読みの深浅であり，その浅

から深いへの経過はプロセスであるといえる。

　そこで，この「読みの諸相」を分析し，その内容をお

さえ，構造化することによって，r読みのプ・セス」が

確定できるはずである。そして，このプ・セスは，読み

の学習においては，子どもの読みの状況をとらえる手が

かりにもなり，どのように深めていけばよいかの方向性

をもあたえてくれるのである。これは，日常的な，ま

た，一般的な読みの活動，つまり読書において意識され

るのではなく（その潜在的な規定には必然ではあるが），

児童生徒に，r読み」の学習をする時に意図的，計画的

におさえられるべきものである。

　つまり，読みの相を，プ・セスとして構造化し，その

一つ一つを内容としておさえ，子どもたちの読みをそれ

ぞれに位置づけ，その自らの読みの認識をもとに，つぎ

の展開を方向づけをもたせることができ，読みを確かに

するのである。そして，この習熟が，日常の読書機能を
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豊かにするのである。

　3．　読みのプロセス

①ことば・文の認知

　まず，目にしたrことば」やr文」について，その意

味がその言語的な意味において，また，文であれば基本

的な文法も含めて，分かる，理解できるということであ

る。多少のニューアソスのちがいは問わないし，辞書・

事典などで確認してもよいのである。学習のなかではそ

うした活動は当然考えられる。

②　情況の把握（表象化）

　「ことば」や’r文」（主に文になるが）をもとにして，

そこに書かれていることを，できるだけ正確に「かた

ち」や「けしき」にすることである。ここでは，個々の

とらえの異同をただして，それぞれのもつものを共通

化・一般化したり，あいまいなところをはっきりさせな

ければならない。この①と②がしっかりおさえられない

と，このあとの活動は空転してしまうことになる。

③情況の意味・感情

　②はいわば，文の外側であるが，ここでは，そのもの

が内在している基本的な意味を感情をとらえようとする

ものである。その「かたち」や「けしき」のもつ「いろ

あい」，雰囲気のr明暗」r温冷」から，r静・動」r激・

穏」などやそのことがもつ「意味」を考えることであ

る。ここでは幾分かは個々による差異があってもよしと

するが，そのちがいも①②にもどることによって，かな

り小さく少ないものであるはずである。しかし，もちろ

ん，限定的な狭さや一定の制約をするところではない。

むしろ個のとらえは読みの広がりである。

④登場人物の考え・感情

　②③をもとに，そこにいるr人物」の，そこにいるが

ゆえの考えや気持をとらえようとするものである。この

あたりになると，個々のもつ内面（経験・知識によって

ささえられた）によって，人物に性格があたえられ，作

品の中における存在が生き生きしてくるのである。そし

て，この③④による個々のひろがりによる，相互の関わ

りが，r読み」の楽しさになってくるのである。

⑤　読み手の考え・感情

　③④では，作品の内容についてのとりくみであるが，

ここは，読みてそのものの内面によるところとなる。自

らが，それまでに「読んで」きたことについて，客観的

に，あるいは主観的に判断したり，その好嫌をしめした

り，共感したり，反発したりするのである。これまでの

①～④をふまえているかぎり，全く個々のものとしてそ

れぞれのものが，そのままに，相互にみとめられるので

あるQここまでのプロセスをふんで，はじめて，「読み」

は自由になったといえるのである。①～④をふまえない

場合，それは時に，ほとんど，〈恣意＞であるといって

もよい。優れた読みては直感的にこれを機能させている

のである。

⑥主題の把握

　①～④をふまえ，⑤による共感をより多くのものをさ

さえる一般性をもつものが主題ということがでぎる。作

品の質によっては幅広くいくつかの主題をもつものもあ

る。これは，読みての考え，感情が，作品にどれほど意

欲的に，どのように積極的にかかわるか，によって必然

的にとらえられるものであって，あらかじめ予定された

り，目的とされるものではない。

⑦自己判断・人間性の把握

⑧自己変容・行動改革

　⑦～⑧についてくわしくのべる余地がないが，r読み」

はここまでの到達をその本質に内在し，常に要求するも

のであろう。プ・セスの全過程を通して，ここへの志向

をふまえておかなければならないのである。

　　　　　　　　　　　　　　　（筆者は常任理事）
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ことばの総合教育の中で＊

広島大学山　田 純＊＊

　本誌100号記念号◎まだ研究歴5年の新参者（new・

comer）であると述べた。、それから4年を経た現在，も

はや新参者だと言って甘えるわけにはいかないだろう。

何か建設的な貢献をしなければ・…・、・。そんなプレッシャ

ーを感じながら私の読書教育学の考え方もこの4年間に

大きく変わっていった。以前は読書教育学の迷路の中

で，“1eaming　reading　by　reading”という基本原理を

“
s tudyingオαz‘hガng《ゾ76‘z4∫ng　by　診6‘z‘hガng9プ7αz4∫n9”

に変えて金科玉条としながらも，もがき喘いでいた。そ

の後，迷路からしばし飛び出て，ことばの教育の迷路へ

旅立った。その旅のおもしろさを小著『子どものことば

一小さなことばの不思議』（有斐閣新書）として公刊

した。

　ここから私は新しいスタートを切ることになった。話

しことばは子どもが自ら自然に学び，書きことばは大人

が意図的に教える一これが常識である。しかし，この

常識を疑い，ことばの総合教育という新たな視点を得る

に至った。そこには2つの仮説（事実？）の確認の結び

つきがあった。以下では，この経緯を述べる。学会員の

方々のご示唆をいただければ，と思う次第である。

　第1は，以前から漠然とは聞いていたが，話しことば

の能力に大きな個人差があり，それが家庭の言語環境差

によるらしいということである。米国のanthropological

（ethnographicalP）linguistのHeath（1982）によれば，

白人中流階級，同労働階級，黒人労働階級の子どもの言

語能力差は大きい。親の教育熱心度は伺じでもr教え

＊An　integrated　language　approach　and　the　teaching

　of　reading．

＊＊YAMADA，Jun（Hiroshima　University）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一154一

方」の違いが歴然としている。私は，Heathの3階級を

それぞれA型，B型，C型と呼び，黒人・白人，中流・

労働ということばを使わずに，幼稚園教師の研究会（新

幼児教育研究会，1986年8月2日広島大会）で，望まし

い言語環境はどれかを尋ねた。その結果，A型，B型，

C型の得票はそれぞれ83名（47％），60名（34％），35名

（20％）となった。望ましい言語教育観がまちまちだと

いう事実，私はショックを受けた。B型教師は園でB型

指導を，C型教師はC型指導をするであろう。日本の幼

稚園にもHeathの3型が存在しそうだ。日本の家庭は

どうだろう。確かに，日本人の90％は中流意識をもつ

（r朝日新聞』1980年8月25日）。しかし，それは意識で

あって，家庭構造は3型に分類し得ると思われる。

　私は，日本人幼児の言語能力差の大きさを肌で感じた

いと思い，ある幼稚園の年長クラスで担任教師につぎの

口頭質問をしてもらった。r馬が赤いニンジンをおいし

そうに食べているきつねにかみつきました。ニンジンを

おいしそうに食べていたのはだ一れ？」すると，choral

readingのようなrうま一！」という大きな声に交じっ

て2～3人（10％）のrきつね一」という声も聞こえ

た。その他の文についても同じく，文意の分かる子ども

と分からない子どもがいた。さらに興味深いことに，年

中クラスでもよく似た結果が得られた。年齢差はそれほ

ど大きくないようなのである。では，差はどこから来る

のか。家庭環境差ではないのか。今，このことを調べよ

うとしている。

　第2は，そのような言語能力差が就学後は学業差とな

っていく点である。学校の言語環境はA型最右翼であ

る。Heathによれば，B型の子どもは小学3㌣4年頃
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から学業成績が落ちてくる。C型の子どもは小学1年の

時から大きな困難に遭遇し，小学中途でdropoutして

いく子どもが増える。同じことが日本の小学校で繰返さ

れているのではなかろうか。もしそうなら，これは教育

全般の根幹を成す大問題である。すなわち，卒園までに

小学校言語に対応できる能力を保証するという課題が与

えられたことになる。

　しかし，厄介なことに，家庭に3型，園に3型あっ

て，その組合せは9通りあるが，家庭をB型・C型から

A型に変えることは不可能に近いし，園でもそれは難し

い。教師でさえ，長年培ってきた自分の言語様式を変え

ることは難しい。さらに，基本的には家庭の影響力は強

い。仮に，家庭C型＋幼稚園A型で幼年期を過ごす子ど

もがいれば，どの程度の確率で小学校A型最右翼に順応

できるか。

　ともかく，まずは，日本のA型家庭から言語活動のエ

ッセンスを得，つぎに，幼稚園のB型・C型の教師にそ

れを体得させて，実践できるようにしなければならな

い。そして，入園前にB型，C型だった子どもが卒園し

てどうなるかの縦断的研究をしなければならない。

　では，A型のエッセンスとは何か。A型家庭では母親

が絵本読みをする。しかし，B型家庭でも絵本読み活動

自体は頻繁になされる。根本的な違いは，文脈分離化

（d㏄ontextualization）であろう。Readingができるた

めには，この文脈分離化ができなければならない。これ

は単に発話をモーラに分解できるといった下位レベルに

限定されない。先に述べた“leaming　reading　by　read・

ing”は，読むことによって，この読むことに必要な分

離化を学ぼうという態度である。ところが，A型母子間

の話しことばのやり取りの中でもこの文脈分離化はなさ

れる。そうすると，初期読書活動と音声言語活動と比較

して，どちらが分離化をやさしく教えられるか，という

疑問が生まれてくる。現実には，A型家庭では，書記言

語と音声言語がうまく織りなして，学習が進行するよう

である。この隠れたカリキュラムーそれがことばの総

合教育であるが，これを幼稚園に導入すれば，A型の子

どもが育てられるのではないか。人間の血液型は変えら

れない。しかし，子どもの若いことばという血は変えら

れるのではないだろうか。もしそれができれば，それは

真の教育と言えよう。これはぎわめて大きなチャレンジ

ングな課題である。

　英米では，このような研究が大いになされてきたし，

今後もそれは続くであろう（例えば，Wells，1985）。し

かしながら，わが国では，少なくとも私の知る限り，そ

のような研究はなされていない。ことばの総合教育は，

読書教育を強く意識しながらも，大乗的見地からそれに

迫まる。9年前の私は，languast（？）であった。そし

て，日本読書学会に入り，新参のreading　sp㏄ialistと

な：った。それから今は，再びlanguastに戻った感じも

する。しかし，今は，ことばの総合教育という遠大な目

標がある。もとより，このような目標は一人の力ではと

うてい達成できない。学会員の方々も是非ご一考いただ

き，研究に着手されるならば，21世紀の日本は明るい。

しかし，賛同が得られなくても，一人でもこの研究を行

いたい一わが国の読書教育学，言語教育学，そして教

育学一般に重大な波紋を投げかけるのではないか，と思

う今日この頃である。

参考文献
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　1985．
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　　　　　（筆者は第14回読書科学研究奨励賞受賞者）
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幼児期の読みと読書＊

奈良教育大学今井靖親＊＊

　（1）幼児の読字力　情報化社会と言われる今日，子ど

もの生活環境も大きく変化し，誕生直後からテレビをは

じめ多くのマス・メディアとの接触をとおして，文字の

読みを習得する幼児の数が年々増加してきているように

思われる（今井・福沢1980）。

　幼児期における平仮名の読みの実態については，1972

年に発表された国立国語研究所の調査結果が最も参考に

なる。この時点で，平仮名71文字中，60文字以上読める

子の割合は，5歳児で63．9％に達していた。その後15年

近くの間，上記のような大規模な読字力調査は行われて

いないので，最近の幼児が果してどの程度に平仮名が読

めるのか正確な実態はつかめていない。しかし，少なく

とも筆者が読字学習の実験の際，200人～300人の5歳児

について毎年調べている限りにおいては，平仮名71文字

中，60文字以上読める子の割合は，今日では80％を越え

ている。

　（2）幼児の文字指導上述のような幼児期における文

字の習得状況がある一方で，この時期の文字指導のあり

方に関しては，これまでにも，さまざまな見解が提出さ

れている。その中から代表的なものを紹介したい。

　（1〉幼児期においては，園の生活や家庭生活の中で，文

字への関心を持たせ，親しませることを目的とし，その

ための環境設定を重視する。しかし，読み方や書き方の

直接的指導は行わない，という“慎重論”。

　（2）就学前の幼児のほとんどが，ある程度の読み書きの

能力を備えている。もしも文字の読み書きの学習を全く

していないと，入学後に子どもが苦労する。したがっ

＊Reading　ability　and　reading　in　preschool　children．

＊＊IMAI，Yasuchika（Nara　University　of　Education）

て，就学前には，ある程度の文字学習はさせておきた．

い，という“肯定論”。

　（3）幼児の学習意欲と知的水準に合致する限り，1彼らの

言語能力を高めるための文字指導は，むしろ必要だ，と

いう“必要論”。

　（4）幼児の豊かな才能を開発するための手段として，で

きるだけ早い時期に文字指導を推進させることこそ重要

である，という“積極論”。

　（5）文字の学習は小学校に入学してからでよい。この時

期に文字を指導することは知的偏重になるばかりか，他

の大切な活動や学習を阻害し，ひいては幼児の人格の全

面的発達を妨げる結果となる，という“否定論”。

　今，ここでは，上記の諸論について，いちいちあげつ

らうことはしないが，否定論，慎重論など，どちらかと

言えば幼児期の文字指導にネガティブな立場をとる人た

ちに対しては，次のような点を指摘したい。

　幼児の文字習得状況は上述したとおりであり，それは

既に教師による何らかの具体的指導を要する分野または

段階に拡大していると思われるのに，いわゆる“たてま

え”に固執し，現実への適切な対応に欠ける。

　いっぽう，幼児期の文字習得にポジティブな立場をと

る人たちに対しては，次のような疑念を提示したい。

　文字学習が言語能力を高めるとか，才能開発に寄与す

るという主張はわかるが，その理論的根拠が薄弱である

ばかりか，幼児に対する適切かつ効果的な文字指導の内

容・方法についての実証的な研究の裏づけが乏しい。特

に，文字に関心を持つ子，文字を覚えたがる子どもへの

配慮はあるが，そうでない子の処遇に関しては，r無理

じいしない」，r強制しない」など，あいまいな表現にと

一156一



幼児期の読みと読書

どまり，明確な対応が示されていない。

　筆者自身は，今や就学前教育において，言語指導の中

に書きことばに関する指導を正しく位置づけ，文字の読

みあるいは書きについても，現実の幼児の興味，要求に

適合した指導を行なうことが必要である，と考えてい

る。ただし，今日の就学前教育の現状のもとで，適切な

文字指導を行うには，少なくとも次の事項について十分

に配慮し，それらの問題解決をはかることを不可欠な条

件としたい。

　ω現行の幼稚園教育要領および保育所指針等にもとづ

く“幼児期においては文字指導は行わない”という“た

てまえ”と，今日，現実に各園で行われている文字指導

ないしは文字をとり入れた環境設定の“ほんね”との大

きな矛盾が放置されたままである。幼児教育関係の行政

担当者，幼稚園や保育所関係の指導者は，一刻も早くこ

の矛盾した事態の解消にづとめること。

　（イ）文字指導を就学前における教育，特に言語教育の中

に正当に位置づけるに足る教育理論を確立すること。

　（ウ）どの子にも容易に，正しく，しかも楽しく学習しう

るような指導法の理論や技術を確立すること，そのため

に必要な，実証的・実験的な研究を十分に行うこと。

　（3〉絵本の読みきかせ　ところで，文字が読めるから

といって，ただちに文章や本が読めるわけではない。本

が読めるためには，話しことばが豊かに育っていること

と，書きことばについての基本的な知識・理解を備えて

いることが必要である。そして，この観点から，筆者は

大人による絵本の読みきかせを重視し，これを幼児期に

おける“読書”の原点にすえたいと思う。

　絵本の読みきかせは，大人が単に文字の読めない子ど

もに代わって文を読んでやるだけの作業ではない。それ

は，大人と子どもとが1冊の絵本を見ながら，感情の交

流を行い，ことばを交わし合うという楽しい体験を共有

する場なのである。それゆえ，自分の力で字が読めなく

ても，親しい大人に絵本を読んでもらうことは，幼児に

とっては，単に彼らの“読書欲”を満たす以上のものと

なる。子どもに絵本を読んであげる人は，子どもと絵本

との出会いをとりもつ重要な役割をになっていることを

深く認識してかかるべきである。

　活字ばなれが問題にされ始めて久しいが，どのような

活字ばなれの時代が来ようとも，本を読む生活は決して

なくならないだろうし，読書は人間の内的成長と切り離

せない営みとして続いていくにちがいない。だから私

は，幼児期に親しい人の膝の上で，その人の声を聞きな

がら，絵本を読んでもらったことの体験者が，これから

もたくさん育ってほしいと願っている。

　村田（1980）は，絵本を子どもの“心の食べ物”，“心

の遊び場”ととらえているが，彼も述べているように，

成長して本好きになる子どもは，早くから文字を読むこ

とを強制されたり，“いい本”を数多く買い与えられた

、子どもではなく，幼児期や児童期をとおして，大人に本

を読んでもらい，本の世界の楽しさ，“読書”の楽しみ

を経験した子どもであろう。そこから読書に対する憧憬

が芽ばえ，やがて，それが文字の学習，本を読む意欲へ

とつながっていくにちがいないと思う。

　最近，本誌r読書科学」にも絵本の読みきかせに関す

る専門的研究が発表されるようになったが，まだ量・質

ともに十分とは言いがたい。その点，水谷（1986）の研

究は，絵本の読みきかせという経験の共有関係が，乳幼

児の言語行動に及ぼす効果を検討したものであり，これ

までにない新しい視点と科学的手法にもとづく成果が注

目される。幼児期の読みに関する研究が今後さらに発展

することを心から期待している。

引用文献

今井靖親・福沢周亮　1980　「仮名」の読み・書きに

　関する心理学的研究の展望　読書科学　24，77－98。

国立国語研究所　1972　幼児の読み書き能力。

水谷孝子　1986　絵本の読みきかせに対する乳幼児の

　言語行動　日本教育心理学会第28回総会発表論文集

　204－205。

村田孝次　1980　幼児のことばの指導　学研。

　　　　（筆者は第15回読書科学研究奨励賞受賞者）

一157一



The　Science　of　Reading，〉01．30，No．4（1986）

認知心理学から読書への接近は可能か＊

お茶の水女子大学一内　田　伸　子＊＊

　読書といういとなみ

　読書といういとなみは人の生き方の根底を支えること

すらある。私は小学四年生の時にC．ブ・ンテの『ジェ

ーン・エア』に出会った。この作品は他の多くの物語や

他のジャンルの読み物に誘うきっかけを与えたばかりで

なく，その後，原作を手にする高校三年の夏まで，日本

語の文章を空んずるほど何十回となく読み返したもので

ある。なぜこの作品にこれほどまでに魅かれたのかは文

字にすることは難かしいが，心の中には，この作品の印

象的な部分が強く吸収され時間をかけて発酵し，長い年

月を経て独自のイメージを形成し，私の生き方に陰に陽

に今も影響を与え続けているように思われる。

　読書という奥深いいとなみに認知心理学はどの程度接

近しうるのだろうか。

　認知心理学が見出したこと

　テレビをつける，新聞を開く，雑誌や本を読む……，

日常生活の中で人の話を聞いたり文章を読む機会は多

い。にもかかわらずr文章理解」r談話理解」が心理学

的研究の中で市民権を得たのは1970年代にはいってから

である。たかだか10年やそこらの間に見出された知見は

それほど多くはないが，ここで簡単に素描してみよう。

　先行知識の重要性；まず文章を理解することは，こと

ばや文がわかるということではなく，文章全体が意味し

ていること，すなわち「内的意味」の把握が必要であ

る。このためには，字面の情報だけでなく読み手，また

は聞き手の経験や知識の働きが重要だということがはっ

＊Is　there　a　cognitive　psychology　apProach　to　reading？

＊＊UCHIDA，Nobuko（Ochanomizu　Women’s　Univer一
sity）

きりした。同じ作品を読んでも把握される内的意味が人

によって異なるのは，人それぞれのもつ経験や知識が異

なるからなのである。

　表現形式についての知識；文章理解の際に働く知識の

うち，よくとりあげられ一定の成果をあげてきたのは表

現形式に関する知識である。文章の全体をみわたした

時，あるいは最初の数行を読んだだけで物語か随筆かの

見当がつく。それぞれのジャンルに応じた表現形式や，

ジャンル特有の語り口や内容がどう展開するかについて

の典型（物語スキーマなど）を知っているかどうかは理

解や記億を左右する。

　文章理解に関する研究の多くは，文章の展開の骨格は

不変部として記憶に残り，骨格を埋める枝葉は可変部と

して細部が変容したり脱落したりするという点で一致し

ている。このことは，入力をそのまま受けとるのではな

く，読み手や聞き手の頭の内部にr物語スキーマ」のよ

うな展開構造についての知識があって，それに合わせて

入力をとり込んでいると考えることの根拠となる。

　広い意味での物語構造や表現形式についての知識は，

私たちが未知の世界や世の中の出来事を翻訳する時に使

う一種の「ものさし」なのである。私たちは経験をでき

る限り多くのものに通用するような形で蓄えておき，入

ってくる情報をいちいち細かく調べなくても「ああ，あ

のタイプ」ととっさに既有知識に関係づけることで情報

処理の省力化をはかっているのである。

　rものさし」が精度よくかつ柔軟性が高いものである

ほど，出来事の解釈は豊かになる。そのようなrものさ

し」を持つには幅広い読書経験が必要であるらしい。

　推論による補充1長い文章を読んでいる最中は，情報
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の一部分が目の前に示されているにすぎない。また，す

でに読み終えたところも，すべてが記憶の中に保持され

ているわけではない。目の前に示された部分はずでに読

んだ部分や，これから読む部分とあわさって理解できる

こともある。最後に，印象に残った部分を全体に関係づ

け，一つの解釈を構成するのである。

　解釈を構成するときは，文章の中でアクセントの強

い，印象に残る部分から印象に残らない部分を補充しよ

うとする。読み手の仕事は，明示された部分の間にある

ギャップを推論によって埋め，全体のつながりをつける

ということなのだ。

　解釈を構成する過程3ではどうやって解釈が構成され

るのか。アイカメラをつかって文章を読む過程を観察す

ると，文章の区切れ目で眼球運動が停滞したり，前の部

分に戻ったりする。ここで，情報を統合したり推論によ

って補ったりなど付加的処理が生ずるらしい。この付加

的処理の中味についてはまだよくわかってはいないが，

少なくとも，ある解釈を答えとして出すr問題解決のた

めの方略」や，この問題解決の過程を評価したり，出さ

れた解釈のもっともらしさを吟味したりといった「評価

の方略」が使われているらしい。

　読みの柔軟性1とくにこの評価の過程は大切である。

文章を読んで，“わかったか”“わかり方は十分か”とい

うように，自分の理解度を評価し，理解過程がうまく進

行しているかどうかをモニターするはたらきは，つまら

ぬ読み違えによる誤解を避けるといった浅いレベルで

も，主人公に共感したり，作家のモチーフを理解すると

いったより深い理解のレベルでも密接に関連しているの

である。そして，すぐれた読者ほどこのようなモニター

機構は発達しているようである。

　着手されはじめているテーマ

　以上にみたように，これまでの知見は，直観的にもよ

くわかっていることがらを実証的な証拠によって整理

し，明示的に説明したという域にあるようだ。単なる筋

の展開を追い，出来事の顛末を把握することに留まら

ず，字面を越え，書かれた表現の奥にぬけて作品のテー

マをつかみ，自分の生き方を考える，あるいは，作家が

その作品を著した動機を理解するといった，より深い理

解，’r客観的理解を越えた主観的理解」（丸野・高木，

1980）や，r創造的理解」（内田，1982）の研究は模索さ

れはじめたばかりである。

　視点をかえて

　せいぜい十数年の研究成果をみて結論を出すことは早

計だが，実験科学的にみて厳密であればあるほど（いや

厳密であるゆえか）認知心理学的研究はr読書」の周辺

には行けても，その奥深いところまで接近しうるかとい

う点であまり楽観的にはなれない。

　スラスラ字が書け，読める幼児が，絵本を読み聞かせ

ると，文字の方にばかり気をとられ，登場人物の気持が

わからなかったり，物語の面白さを全く理解していない

ことがある。外遊びが大好きで，本などあまり読まない

のに，目の覚めるような生き生きした作文を書く子ども

がいる。また，トップクラスの読書感想文を書く子ども

が多い学校では，逆に本を読むのが少ないと聞く。実際

に感想文で，賞をとった子どもに会ってみると，r3回

も書き直しをさせられた，自分の文章じゃないみたい。」

と達成感がないのに驚くことがある。また，心に残る物

語ほど深く心にしみ込んで具体的な感想にしにくいよう

な気がする。

　以上のような現象や内観は読書というものについて考

える上で実に興味深い問題を含んでいるように思われ

る。読書を研究しようとする時，読書が人の心に与える

ものを明らかにしようとする時には，ここにあげたよう

な現象に含まれる問題に取り組めるようにならねばなる

まい。それには，短期的で人工的な研究事態の枠から外

に出て，もっと長期的で柔軟な方法を工夫していかねば

ならない。

　クシュラが絵本によってはじめて人間性を拓いていく

ことができたように，読書というのは人間の全存在に関

わるいとなみなのだから。

　　　　　（筆者は第16回読書科学研究奨励賞受賞者）
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読書指導研究の課題＊

北海道教育大学鹿内信善＊＊

　過日，万葉集に目を通していた。巻二，挽歌「家にあ

れば笥に盛る飯を草枕旅にしあれば椎の葉に盛る（有間

皇子）」なんとかここまで読みすすんだものの，この歌

の意味がさっばりわからなかった。家におれば食器に飯

を盛るだろうし，旅行中なら葉っばに盛るだろう。それ

がどうしたというのか……。詩歌を読んでいてrそれが

どうした」という軽い苛立ちを感じることが時々ある。

しかし，この歌に感じた疑問は苛立ちにばかりつながる

ものではなかった。もう少し考えてみてもいい問題では

ないか。そういう思いが残った。

　それから数日後に読んだ本（安藤修平rねらいに即し

た感想文指導の展開」明治図書）の中で天折した少女の

ことが紹介されていた。彼女は，病床にありながら「家

にあれば一」．という挽歌に触発されて百人一首に取り組

むよ、うになったという。ごく短い記述ではあったが，そ

れを読んだ時には少なからぬショックを受けた。私には

よくわからない歌が，ある人にとっては生きていく力に

なっている。その力は何なのだろう。しばらく考えてみ

たが答えをみつけることができなかった。「家にあれば

一」という挽歌，今度は，重い問題を孕む歌として心に

残ってしまった。

　それから数日後，これも全く偶然に，雑誌「言語（1986．

3）」に載った論文を読んだ。r生きている感じ（有馬道

子）」と題された短い論文の中で次の記述が目をひいた。

r相違する視点を統合する記号の力動性が，隼きる感じ

に直結する」。フ・ムをひいたこの記述を読みかえして

＊Issues　in　reading　guidance．

＊＊SHIKANAI，Nobuyoshi（Hokkaido　University　of
Education）

いるうちに，有間皇子の挽歌をめぐる数日来の疑問がい

っぺんに解決してしまった。以下に記すようなことが瞬

間的にrわかって」しまったのである。挽歌の作者の名

前と論文の著者の名前がよく似ているというおまけまで

ついて，それは私にとって不思議な経験であった。

　はじめ，有間皇子の挽歌がわからなかったのは，そこ

に「相違する視点」からとらえた2つの風景を見ていた

からであった。この歌を読んでまず見えてくるのは，家

にいて食器に飯を盛る風景。そして，突然視点がとん

で，野原で葉っばに飯を盛る風景。どちらもあたり前の

風景だから，それらをただ羅列しても，やはり「あたり

前だ」という印象しか残らない。だから「それでどうし

た」ということになる。ところが「相違する視点を統合

する記号の力動性が，云々」という言葉に触れているう

ちに，この歌が全く別の風景に見えてきた。

　家にあれば→笥に盛る→飯を→草枕旅にしあれば→椎

の葉に盛る。つまり，以前は別々の風景に見えていたも

のが，家→笥（食器）→飯（米）→草→葉，というきわ

めて連想価の高いイメージの連鎖にかわってしまったの

である。さらに，家は生きる場所，すなわち「生」を，

旅は死地への旅，すなわち「死」を暗示する。

　有間皇子は，生と死という相違するイメージをひとつ

の風景の中にとらえてみせていた。処刑の地へむかう旅

にありながら，生きるということはどういうことかを考

えていた。死地へむかいながらも，なんらかのかたちで

生き続けることを本気で考えていた。だからこそr真幸

くあらばまた還り見む」つもりで「松が枝を引き結び」

さえしたのではないか。

　生と死という全く異なることがらを統合する。死に直
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面して，ようやくそのことを明確なイメージとして実現

した有間皇子はr生きている」という感じを強くもった

であろう。そして，このことを読みといた時に読者も

「生きている感じ」を共有することができる。以上のこ

とが，有間皇子の挽歌がもつ，人をひきつける力なのだ

ろう。

　ここまでの解釈は，きわめて突出した私的連合の結果

であるかもしれない。だがしかし，r生きている感じ」

をもとめて読書をするということはおおいにありうるこ

とである。われわれは生きている感じをもとめていなが

ら日常生活の中でそれを実感することは少ない。にもか

かわらず，読書がr生きている感じ」を獲得するための

手段となりうるのであれば，その実現を援助する方法を

整理していく必要があるだろう。

　そのための手掛りが「相違する視点を統合する」とい

うことである。次の詩句を例にしてみてみよう。rとう

とう／やじるしに，なって／きいているノうみは／あち

らですかと……（まどみちお）」このままであれば，こ

の詩句の意味はあまりよくわからない。それは「やじる

しになって」いることと「うみはあちらですかときいて

いる」ことという2つの風景がただ羅列されているため

である。これらを統合するためには何らかの装置が必要

である。たとえば「するめ」という装置をこの詩に付せ

ばどうであろう。2つの別々の風景は同一のコンテクス

ト内に共存しうるものであることがたちどころにみえて

くる。ところが，このような，うまい装置をみつけるこ

とがむずかしい。

　日常生活で遭遇する問題もこれと似ている。たとえ

ば，上司・同僚・自分の視点，さまざまな視点からとら

えた風景を統合せぬまま抱えてしまうと，われわれは悩

みに陥ることになる。この場合も，様々な風景を統合す

るうまい装置をみつければ悩みは解消していく。このよ

うな装置，すなわち，悩みをとりまく身体・感情・認識

すべてをひっくるめたものをうまく表わすことば，をみ

つけだす臨床心理学的方法がフォーカシングである（ジ

ェンドリンrフォーカシング」福村出版）。

　悩みに陥るということは，どうしても読みとけないが

気にかかる一編の詩を抱えこんだ状況に似ている。今，

この類似性に着目して，詩を読むことにフォーカシング

技法を適用できないであろうか。もし適用できるなら

ば，r相違する視点を統合する」読書が可能になるし，

何よりもその経験は，いつか遭遇するであろう悩みを解

決する際のモデルとなる。単に読書のための読書ではな

く，実生活にも転移可能な能力を培っていく読書，とい

う意味でも，このことは重要である（詳細は拙稿r詩の

教材解釈に対するフォーカシング技法の適用可能性」読

書科学28巻）。

　フォーカシングは，問題を解決するための装置を自己

生成するための一方法である。しかし，詩や問題によっ

ては，あるいは人によっては，自己生成することが困難

な場合がある。そのような時，人間が世界を認識するた

めに古くから用いてきた装置を引用するということも有

効であろう。

　先の詩を再び例にしよう。この詩の場合，主人公がや

じるしにされてしまうまでの経緯，海の方向を問わなけ

ればならない理由，等々の情報を読者が自己生成して一

種の物語をつくれば「やじるしになって」いることと

「うみはあちらですかときいている」ということ，これ

ら相違する風景は統合できる。これまでの記号論研究に

よって，人が語りついできた物語には，いくつかの構造

があることがあきらかにされている。このような物語構

造を引用することによって，より洗練された統合が可能

になるであろう（拙稿r物語として詩を読ませる指導の

試み」読書科学29巻）

　以上の考えについては筆者なりに実践的検討を重ねて

きているが，いまだ試案の段階である。どこまで実践化

をはかっていけるのか，また，「生きている感じ」につ

ながる他の方法はないのか。これから取り組みたい課題

である。r有能感」r環境に対する能動性」等のことばを

使った研究とつながっていくのだろうが，今のところ私

にはr生きている感じ」ということばがぴったりする。

　　　　　（筆者は第14回読書科学研究奨励賞受賞者）
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読み方教育の比較研究法＊

上越教育大学有沢俊太郎＊＊

　読み方教育の研究領域は，次のようにとらえられる。

　⑥原理（本質論・目標・内容論）

　（b）教材（教材分析論・教材開発論・教材研究法）

　（c）方法（学習論・教授論・評価論）

　これらの三領域のうち，原理，方法研究には，長年，

教育学・心理学の方法が，教材研究には，国語国文学の

それが応用されてきた。更に，近年の読みの機構の解明

に伴い，言語学・社会学・生理学等の方法も必要とな

り，読み方教育の研究方法は，ますます，複雑な様相を

見せている。

　比較研究法は，比較という操作に関連する上記の様々

な諸科学が集められて成立するひとつの方法である。も

ちろんr集める」には，ルールを守ることが必要で，複

数の諸科学がr比較」の下に再編成されると言いかえた

方がよいかもしれない。

　ところで，いわゆる「比較」は，その性格の違いによ

って，二種類に分けることができる。両者は，重なり合

う部分もあるが，それぞれ必要な諸科学が違い，果たす

役割も違っている。

　二種類の比較研究法とその目的は，

　（1）比較研究法（comparative　study）一→過去の外国・

日本間に発生した読み方教育の影響関係を研究し，成果

を歴史研究の資料とする。

　（2）対照研究法（contrastivestudy）一→ある時期・地

域の外国の読み方教育を記述・解釈（評価）し，未来の

教育の指針とする。

＊Comparative　studies　of　reading　instruction．

＊＊ARISAWA，Shuntaro（Joetsu　University　of　Educa一

　となる。現在は（2）を比較研究と呼ぶことが多いが，区

別する方が混乱を招かない。

　以下，筆者の研究に即して，（1）（2）の特徴を述べること

にするQ

（1）比較研究法

tion）

　わが国の近代の読み方教育は，（a）～（c）の各領域にわた

って，欧米のそれを消化・吸収して発達してきたので，

比較研究の素材は枚挙にいとまがない。筆者は，そのう

ちの（b）教材に位置づく，イギリスのレトリックの明治期

における受容を調べてきた。ここでいう受容とは，明治

の日本人Aがイギリス人Bから様々なかたちで影響を被

るということである。

　その具体的な手がかりは，Aの，

　①抄訳，訳述

　②翻訳

　③引用

　という行為に求められる。受容の様相は，粗い抄訳・

訳述から次第に精巧になり，ほとんど根跡を留めぬ引用

にまでなる。それは，外国のレトリックが日本人の手で

作り変えられていく過程でもある。そういう過程を経て

はじめて，外国のレトリックが国語の教材の読みに応用

されるまでになる。

　筆者の研究は，まだ，明治初期（10年代）の論弁学

（弁論術）を対象としている段階である。これらは，直

接的には当時の話しことば教育に寄与したけれど，一方

では標準語の形成と口語文を鍛えることに大きな役割を

果たしている。そうすれば，これらの論弁学は，後の書

きことばの修辞学の地盤をなすことになる。初期の論弁
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学には，後の修辞学にも認められる基本的な性格を，素

朴ながら，すでに持っているといえる。だから，この研

究は領域（b）を超えて（a）に踏み込み，必要とされる諸科学

は，文体・文章論だけでなく，哲学・教育学にも及ぶこ

とになる。

　比較研究は日英の表現の分析を中心に外へ広がってい

く。これは，影響関係の性格とも重なっている。つま

り，それを実証することは見かけほど単純ではない。そ

もそも影響とは，その微妙さと合わせて，際限のない連

続を本質とし，BダカラAという単純な因果関係ではな

い。Aは，Bの外，それに付随する様々な要因が絡み合

って生成してくる場合がある。これは，BがAのどの部

分にどんな役割を果たしているか，相対的に考えること

の必要性を示唆している。研究は，日英の表現の吟味に

とどまらず，訳出引用された表現が，修辞学書全体の中

でいかなる力を振るっているか解釈（評価）することに

及ぶ。そこに，関連諸科学の方法が必要になるゆえんが

ある。

（2）対照研究法

　対照研究は，比較研究と違って，表現の分析・吟味と

いう手続ぎがないので，研究法の整備が一層必要であ

る。一つの外国の事実に対する記述・解釈（評価）は，

研究者によって無制限に揺れやすい。とりわけ，解釈

（評価）の段階はその傾向が著しい。

　“Comparative　Reading”（J．Downing編，Macmillan，

1973）は，この問題について明快な答えを出している。

　この本には，IRAによって行われた13力国の読みの

教育の対照研究の成果が収められているが，まず，編者

らは，読みの教育の成功と失敗を，r明瞭な認知と混乱

した認知」の枠組みで押さえている。もちろん，読みは

認知だけの営みではない。他を切り捨てたことに対する

批判はあろう。しかし，対照研究では，対照しても妥当

性を保つように対象を思い切って単純化する方が成功す

る場合が多い。

　さて，次に方法であるが，

　㈲言語的要因（話しことば，書きことばへの習熟度〉

　（B）学習者の気質・能力（省略）

　学習者の環境（地域・学校の教育環境）

　⑬）外部からの期待（教師・社会が学習者に求めるも

　　の）

　というモデルが提示されている。伍）～＠）は読みの学習

の性格を左右する要因であり，括弧内はその下位要因と

なる。㈹は，（β）⑥と同列に並んでおり，必ずしも，こと

ばを対象とする諸科学が基盤にならないことを示してい

る。要請される諸科学は幅広く，それが対象の性格によ

って組み替えられる。つまり，何を対照研究の対象に選

ぶかによって，下位要因も含めて（濁～④）の重要性が異な

ってくる。それに応じて諸科学の参加の仕方も違った様

相を見せる。読みのカリキュラムの対照研究と指導法の

それを比べて，諸科学の構成のあり方を考えてみればよ

いQ

　かつて，ハンス（N．Hans）は，対照研究の究極は国

民性の違いで解釈されると述べたが，読み方教育研究の

場合，それに至る㈹～⑥の要因を相対的に操作すること

が重要である。研究者は，一つの事象を解釈（評価）す

るために，各要因を再構成し，互いに関連させて研究の

視点としなければならない。この手続きを踏んではじめ

て，研究は偏狭な個人的見解の吐露のレベルを脱し，優

れて総合的な性格を持ちうるように思われる。・

　更に，この態度は，ある一つの事象を他から切り離し

てひき比べるという弊を避け，背後の状況との関連で解

釈（評価）することに通じる。ここに至って，対照研究

は比較研究とも方法論を共有することとなり，両者はひ

とつの「比較研究」とみなすこともでぎるわけである。

　以上，比較研究の方法について述べてきたが，研究の

歴史は浅く，多くの改善すべき点があると思う。今後

も，読み方教育を中心に国語教育上の具体的な事例にか

かわることをとおして，有効な方法を考えていきたい。

　　　　　（筆者は第13回読書科学研究奨励賞受賞者）
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書きことばと話しことば＊

文教大学池田進
＊＊

　本稿では，書きことばと話しことばについて，いくつ

かの現状を指摘し，その現状に対する心理学からの課題

を考えてみたい。

　考察のための手がかりとするのは，岡本（1985）によ

る一次的ことばと二次的ことばという分類である。彼に

よれば，これら2種のことばは次のようなものである。

前者は，幼児期から児童前期頃までにかけて，日常の現

実生活場面で，少数の親しい者を対象とする話しことば

である。後者は，児童後期以降，学校生活などのやや現

実を離れた場面で，不特定の多数者を対象とすることば

である。二次的ことばにおいては，書きことばが加わ

り，話しことばを用いる際には，単語の選択や文構造に

かなり意図的なものが目立ってくる。こうした一次的こ

とばと二次的ことばとは，個人が発達するなかで，相互

に影響を及ぽしながら併存していく。

　以上のような岡本説を前提として，いくつかの点をあ

げよう。

　第1に，とりわけ学校教育において，二次的ことばの

なかの書きことばを過度に偏重しているという現状があ

る。ここには2つの問題点があると思われる。1つは，

一次的ことばの発達を十分に保証しないままに，二次的

ことばとしての書きことばを優先していることであり，

いま1つは二次的ことばとしての話しことばを軽視して

いることである。

　ここで課題としてあげたいのは，一次的ことばの発達

を保証しつつ，二次的ことばとしての話しことばを教育

することが，二次的ことばとしての書きことばにどのよ

＊The　written　language　and　the　spoken　language．

＊＊IKEDA，Shinichi（Bunkyo　University）

うな影響をあたえるかを検討することである。

　このような検討は，教育実践に対して実際的な意義を

もつであろうし，井上（1981）の主張した，

　　　r話すように書け」などと信じていると文章を綴

　　ることが，苦行とまではいかなくても，人間にはや

　　や不自然な，もっといえばかったるい，そしてじれ

　　ったい作業となる。

　という説を具体的に分析することにもつながる。

　第2に，一次的にしろ，二次的にしろ，話しことばが

用いられているきわめて日本的な現状がある。

　木下（1986）は，日本人の言語習慣の特性として次の

8点をあげている。

　（1）もっぱら相手の立場をたてようとする配慮に重点

　　がある。

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

腕曲で間接的な表現に流れやすい。

敬語を多用しすぎる。

まず理由を述べてから発言の主題にはいる。

前置きがあってはじめて本論にはいる。

デパートや駅などで親切過剰な放送が聞かれる。

隅々まで明確にものを言うことを好まない。

討論が成り立ちにくい。

　木下は以上のような特性を列挙したうえで，日本人は

もっと簡潔に，また腕曲よりも明快・直戴を旨として，

できるだけ明確にものを言うべきだ，と論じている。

　木下があげた特性のうちの大半のものは，長い時間の

なかで歴史的かつ風土的な要因によって成立したのであ

ろう。このあたりのことを，ライシャワー（1979）は，

おおむね以下のようにまとめている。集約農業と，他国

との地理的な隔絶が，均質で単一な民族をつくりだし，
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これら2つの要因が高度に集権的な統治を可能にした。

このことは，ヨー・ッパ諸国における分権的封建制度と

いう歴史と対照的である。多くの人々が狭い空間のなか

で住み暮らしてきた結果，一人一人が自制し，他者への

配慮を心がけるようになった。尊重される美徳は，協調

性，物分かりのよさ，他者への思いやりである。

　さて，木下があげた以外の最近の傾向としては，早口

になったこと，「ウソー，ヤダー」といったこま切れこ

とばの横行，略語の多用，r見れない」といった文法上

の誤りの使用などが指摘できよう。

　以下では早口をとりあげてみよう。

　丸谷（1983）によれば，もともと日本人はrもの言は

ぬ国民」であった。彼の説では，農耕社会としての日本

においては生活の条件は長い間変化せず，年中行事にお

いても農事の慣行においても了解事項はすこぶる多くな

り，長々しく口をきく必要はなかった。さらに丸谷は，

「近頃はみんなおしやべりになつた，昔は百語とつづけ

た話を生涯一度もしなかつた人が全国民の九割以上もゐ

て，それは今日のいはゆる無口とはまるで違つてゐた」

という柳田国男が昭和16年におこなった講演を引用して

いる。私の想像では，「もの言はぬ国民」がものを言う

時の速度は現代人にくらべて著しく遅かったと思う。

　大正から昭和にかけて雄弁家として名声を誇った永井

柳太郎は，1分あたり230字の速度で演説し，昭和初期

の政治家大山郁夫は「早口で一本調子，せき込んだ語り

方」であったが，1分間で330字程度で演説した（芳賀，

1985）。現代においては，1分につき，NHKのアナウ

ンサーは380字でニュースを読み，民放のアナウンサー

は最高で780字で話したという記録がある（日本経済新

聞　1986年3月9日　朝刊）。私の経験からいっても，

現代の20歳台までの人には早口が多いような印象をうけ

るo

　第3に，第2のことと関連するが，二次的ことばが形

式的に用いられている現状がある。

　たとえば，小学校の教室で，子どもが教師の発問に答

えた直後，語尾を妙に長くのばしながら自ら発するrい

いですか一」ということば，そして，他の子どもが発す

る「いいで一す」という一次的ことばでは決して認めら

れない独特の発声。こうしたことばは，r諸般の事情等

を勘案し」とか「遺漏なきよう配慮されたい」といった

役所ことばや，r三々五々，老若男女達が」式のNHK

ニュースでのことばを想起させる。無論，子どもやおと

なが発するこれらの二次的ことばとしての話しことば

が，一定の伝達機能を果たしていることは確かであろう

が，現実感のともなわない形式性の方が顕著である。

　以上にあげたもろもろの現状に共通する課題は，それ

ぞれの状況が，知性や情緒の形成にどのような影響をあ

たえるのかを明らかにすることであると思われる。その

際，重要なことは，岡本が言うように，ことばの教育の

肯定的側面だけをとりあげることなく，今後の文化のあ

り方をどのように価値づけるかを考えていくことである

にちがいない。

引用文献

　芳賀綬1985言論100年日本人はこう話した

三省堂

　井上ひさし　1981　自家製　文章読本　新潮社

　木下是雄　1986　日本人の言語習慣を考える　中央公

論　9月号　中央公論社

　丸谷才一　1983　国語改革を批判する　日本語の世界

16中央公論社

　岡本夏木　1985　ことばと発達　岩波新書

　ライシャワー，E．0．1979ザ・ジャパニーズ國

弘正雄（訳）　文藝春秋

　　　　（筆者は第20回読書科学研究奨励賞受賞者）
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　　　　　私　の　読書論＊

アメリカにおけるTVの読書推進番組

小学館国際室長金平聖之助＊＊

　アメリカは，国民1000人当たりのTVセット台数が631

台（1980）に達し，世界でもっともTVが普及した国家

となっているが，1984年の2～5歳児，6～11歳児両グ

ループの年間TV視聴時間は，それぞれ28時間20分，26

時間34分で83年比，前者が71分，後者にいたっては104

分もの増となっているという，A．C．Nielsenの調査に

よって，明らかに裏付けられているように，アメリカの

子どもとTVとのつながりの深さも，また，世界に余り

類をみないものといえよう。

　それではアメリカの子どもの読書活動の展開，あるい

は，読書習慣の促進といった面においては，TVはいか

なる役割りを果しているのであろうか。

　1979年，アメリカで発行された“TheRead－Aloud

Handbook”は，著者のJim　Treleaseが“声を出して

子どもに本を読みきかせる行為こそ，子どもに読書の楽

しさを知らせるうえの最善策”という信念のもとに全米

各地で講演した材料をもとにしてまとめられた出版物で

あるが，同書のなかで，トレリースは，TVが読書に対

して与えるマイナス影響について，16項目にわたって説

明しているが，特に重要と思われるのは次の二項目であ

る。

　　年少児の発達のうえで観察するのは必要不可欠の行

　為だが，TV番組はアクションの連続のため，観察す

　る余裕をもてない。読書の際には，自分のペースで読

＊My　views　on　reading：Reading　promotion　as　seen　in

　American　T．V．programs．

＊＊KANEHIRA，Shonosuke（Shogakkan　Inc．）

　み，登場人物の性格，行動について，観察することが

　可能である。

　　学習の手段として，質問が大切なのはいうまでもな

　いが，TV視聴の間，質問はできず，受け身になって

　画面をみているだけである。読書の場合，三歳児への

　読みぎかせであっても，質問や話しあいという双方向

　コミニュケーションが成立できる。

　それによって，子どもは単に受け手にとどまらず，同

　時に参加者になり得る。

　しかし，アメリカでは子どもとTVとの切離しは，実

現不可能に近い状況にある以上，TVの持つマイナス面

のみに目を向けずに，何らかのかたちでTVを利用して

の読書習慣促進の可能性を，検討してみる必要があるの

ではなかろうか。幸いにして，最近，アメリカのTV側

に番組を通じて読書への動機づけを意図する姿勢が，た

とえ，徐々にもせよ，みられはじめつつある。

　TVと読書とのかかわりあい方としては，①児童書を

材料とした番組，②絵本・児童書そのものをとりあげる

番組という，ふたつの方向が考えられる。

　第一の方向としては，現在，わが国でも放映されてい

る「大草原の小さな家」にみられるように，かなり古く

からTV界で実施されてきている。最近では三大ネット

ワークのひとつC　B　S放送が，児童書を材料にした番組

のおわりで，主役クラスの人が役から抜けでて，視聴者

である子どもに向って，「さあ，こんどは，本を読む番

ですよ」と声をかけるといった“Read　More　About　It”

計画を開始したのがきっかけとなって，残りの二大ネッ
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トワーク，NB　C，AB　C両放送局も，児童書を材料に

した番組の最後に，それぞれ“When　you　tum　off　your

set，tum　on　a　book”とか“Watch　the　Program，一Read

the　Book”というメッセージを画面で伝達している。

　しかし，このようなTV局側の工夫に対して，社会・

児童問題評論家，Marie　Wim（r子ども時代を失った子

どもたち』）は，自著“Plug－InDmg”（1985，改訂）

のなかで「もし，TV局が“Don’t　watch　the　program

－read　the　book　instead”というメッセージを打ちださ

なければ，読書への動機づけとはならない」ときめつけ

ている。さらにウィン女史はr乳幼児の時代から，子ど

もに本を読みぎかせてやる両親によってのみ，将来の読

者づくりは可能なのである」という教育評論家，Nor・

manMorrisの言葉を引用し，TV番組によっては，読

者はつくりだせないとまでいい切っている，

　次に第二の例として挙げられるのは，1982年から公共

放送網（P　B　S）が開始したTV番組“Reading　Rain・

bow”が挙げられよう。同番組は6，7，8月の3か月間

の夏季休暇中は，朝，夕，二回ずつ30分にわたって放映

されている，4～8歳児を中心とした読書への関心の向

上を意図した番組である。

　毎回，一冊の絵本・児童書がとりあげられ，その場面

がTVスクリーンにうつしだされ，著名な芸能タレント

たちが，ナレーター役をつとめ文章を読んでいくQこれ

らタレントの姿や文字は画面には，まったく登場してこ

ないのだが，その理由について同番組のexecutive　pro・

ducerのTwin　Liggettは，アメリカの代表的な書評紙

“New　York　Times　Book　Review”（86年7月27日号）

のインタービュのなかでr文字やタレントを画面に出す

と，子どもの関心はそちらへ移ってしまい，ストーリー

の流れが中断され，そのおもしろさが失われてしまうか

らである」と説明している。

　「リーディ』ング・レインボー」では，ナレーターによ

る読みきかせばかりでなく，子ども自身が読んだ本につ

いての感想を自由に発表させたり，あるいは，作品の背

景となった場所を訪問して紹介したりする，といった工夫

がほどこされている。その結果視聴率は年と共に上昇し

ており，二一ルセマ調査では1983年が5。3％，84年には，

6．5％にまで達している，また，83年には2～5歳児，

6～11歳児の両グループで少くとも週に1回，同番組を

視聴した人数は，それぞれ，329万人，177万人にも達し

ている。

　以上のような高い人気によって，rリーディング・レ

インボー」で採用され読みきかせの対象となった絵本・

児童書の売上げが大きく増加することは，前述のN。Y．

タイムズ書評紙の記事のタイトル“TV　Make　The　Read－

er”によっても明らかであるが，同記事によると，1982

年に発行されたAliki著“Digging　Up　Dinosaurs”の売

上げは5000部どまりだったのが，翌83年，rリーディン

グ・レインボー」で取りあげられたところ，2万5000部

もの売上げを達成している。また，図書館においても，

番組の対象となった児童書が貸出し冊数が大幅に上昇し

た事実も同記事によって伝えられている。

　「リーディング・レインボー」で採用される本の選定

にあたっては，元児童書編集者のスタッフが中心とな

り，外部の児童書司書の助言を得て決定しているが，さ

らに選定された本を学校へ持参して子どもたちに実際に

読みきかせをしてみて，彼らが興味を示すか，理解して

いるかなどをチェックしたうえで，最終決定をくだして

いる。

　今後rリーディング・レインボー」がアメリカの児童

の間で読書習慣を促進するうえでますます大きな力を発

揮するのは疑問の余地のないところだが，あくまでも，

それは補完的な役割りにとどまっており，中心的な役割

りを果すのは両親たちであり，彼らの自分たちの子ども

への読みきかせによって，はじめて読者がつくりだされ

る事実を忘れてはならない。

　　　　　　　　　（筆者は第10回読書科学賞受賞者）
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読書指導の実践的改革＊

「大造じいさんとガン」を例に

日本国語教育学会会長　倉　澤　栄　吉＊＊

1．問題意識

標題を問題にするのは次の理由による。

ア．物語文の指導は，永い間マンネリ化した方法で扱わ

れており，実践のうえで思い切った改革を迫られてい

　ること

イ．読書指導の研究が，実践的原理を持たないままなさ

れ，実践体験をふまえた，説得力に富む報告に乏しい

　こと

ウ．物語文への理解が画一化していて，その本質を押さ

　えた教材理解がされていないこと

エ．一人一人にしみとおる作品の受容が考えられず，全

　体的理解を押しつけられ，結果的に物語から外へ追い

　やることになってしまう指導が圧倒的に多かったこと

　このほかにも，いくつかの欠陥が指摘される。たとえ

ば，小中学校を通じて，物語文教材の授業は，r理解授

業」が中心であり，文字や語句や文章の，認知や解義

や，構造が指導の本体になっていて，にもかかわらず，

指導者は，r文学教育」というけばけばしい用語の中に

埋没している。また国語教室の物語文がr読書指導」の

典型だとされ，教室における読みが学校図書館の蔵書の

道案内に直結する（すべきもの）と信じ込んでいること

などがあり，意識の思い切った改革が必要である。

　なお「大造じいさんとガン」を例にしたのは，これが

いわゆる全国教材に準ずるもの（全国の九割以上の五年

生が通過しなければならない作品）で，物語文教材の中

＊Practical　improvement　of　reading　instruction：An

　example　using　a　we11－known　children　story．

＊＊KURASAWA，Eikichi（President　of　National　Coun・

　cil　of　Teachers　of　Japanese）

枢にあり，何千何万という教室で実践され続けてきたこ

とによる。それは，小学校低学年の民話風の題材を承

け，やがて中学校の文学らしい題材につながる中間地点

に在る，代表的な椋鳩十の作品だからである，

　2．r大造じいさんとガン」をどう教材化するか

　上に述べた問題から筆者は，この作品を上記ウの観点

から問いなおし，実践的に試行する提案を示したい。こ

の提案をうけて，実地に授業を展開し，従来の実践と，

比較した考察の報告を，全国的な学会員から集積して，

この提案の有効性を保証したいものである。ウの出発点

からすると，方法は，次下に述べるような手段にならざ

るを得ないと，筆者は考える。その手だてとは，結論的♂

に箇条書きにするとこうである。

　・　物語文の扱いは，作品と作者をとりまく，執筆時

　　の状況をふまえなければならない。したがりて随時
　　　　　　　　　　　　　

　　に作者の心に立ち返るようにする。

　・　物語文は全文丸ごと読んでゆくべきこと，いうま

　　でもない。だから，便宜上，区切って扱うとしても

　　作品の流れに即して扱うべきである。

　・　主題の結晶がある部分一大むね終末のフィナーレ

　　の場面一に露出しているからといって，その部分に

　　全力を傾け，教師の一人舞台による一斉指導方式を

　　それに集中することは止める，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むしろ，その場面こそ，読み手一人一人の静かな

　　　　　　　　　　　　　　　

　　読みひたりにゆだねるべぎである。

　・　読み手の持っているイメー・ジは絶えず変容する。

　　捨て去られたり，再生されたりする。主人公のイメ

　　ージが核となってさまざまな心情的残像がゆれ，浮

　　かび，消え，累積してゆく。期待と予見が証拠だて
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　　られたり，裏切られたりする。この流れに添って指

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　導者は，すべての読み手の意外性に訴え，共鳴共感

　　の場を教室に現成する。

　・　総じていえば，・物語文のはじめの部分，伏線状況

　設定を今よりももっと強化して指導にあたらなけれ

　ばならない。また，作品全体を通して貫流している

　　もめ一芦田恵之助の言う「師弟共流」の境地に身を

　置くべぎである。

　　　　　　　×　　　　　　　　　　　×

　「大造じいさんとガン」の初出は衆知のように昭和16

年11月号のr少年クラブ』である。後に文体が改められ

冒頭部がけずられたが，今回は，初出文によって考察す

ることにする。光村本の『国語』五上銀河78頁に冒頭部

分のまえがきがある。それによると，作者と大造じいさ

んとの出会い，この作品が書かれた事情が明確に示され

る。読者は，前書きの末尾r大きなまる太がパチパチと

燃え上がり，しょうじには，自在かぎとなべがうつり，

すがすがしい木のにおいのするけむりの立ちこめている

山家のろばた」を想像しながら読んでいく。したがっ

て，大造じいさんの話じょうずな語り口，ろばたの火に

照らされたつややかなほほ，かりうどらしい太い声，話

に引きずられて身を乗り出す作者，まる太のはじける

音，しょうじにうつる影，木の匂いに囲まれた二人の人

物。ときには，早いテンポの話の流れとなり，ふととだ

えたじいさんの思い入れに，人々を囲む山家の静寂とた

き木の燃える音一こういう状況の中でこの作品は，展開

するのである。

　r大造じいさんとガン」の最後の場面は，大造じいさ

んとガンとの出会いの場面，また大造じいさんとガンと

が敵対者として，あるへだたりを置いて向かい合ってい

た状況を前提にしなければ成立しない。この場面の高ま

った感動は，その前提を受けて，読者一人・一人の心に盛

り上がるのである。幾朝かの大造とガンとの出会い，す

れちがい，その折々の大造の心の動ぎを，とくと読み込

まなければ，4の場面のフィナーレは，子どもの心をゆ

すぶらないであろう。

　おりのふたをいっばいに開けてやった大造の気持ちは

どうでしたか，などと問うてみても，4の部分だけから

は，何も出てきはしない。「らんまんとさいたスモモの

花が，そのはねにふれて，雪のように清らかに，はらは

らと散りました。」などと大造じいさんが語ったわけで

はない。作者の虚構である。しかしrお前みたいなえら

ぶつを，おれはひきょうなやり方で，やっつけたかあな

い」はこの言葉通りではあるまいが，多分，大造が作者

に語ったそのままをうつしたものであろう。少しばかり

の悔恨の（反省の）思いを込めて，椋さんに向かって吐

露したに違いない。

　こういうことは，前の方の部分をしっかりと読みすす

めてゆく中で，一人一人の子どもに，しみ込んでいる。

だから，一斉扱いで教師が強要する必要はない。もし，

子どもたちの反応を確かめたいのであれば，声に出して

読んでみるだけでよい。または，r語り終わった大造じ

いさんは……」の書き出しを与えて書きつがせてみるだ

けでよい。

　ガンとハヤブサとの死闘も，一斉扱いでことばしらべ

をするよりも，この場面を語っているときの，大造じい

さんの気負った表現を想像させるpすでに残雪に身を寄

せた大造じいさんが，「残雪は，むねのあたりをくれな

いにそめて，ぐったりとしていました。しかし，第二の

おそろしい敵が……」の場面を語るとぎの表情，口調，

一瞬，まる太の火がばっと燃えあがったかもしれないい

ろり，これらを想像させながら，この場面に至るまでの

物語の流れを読み返させる。ハヤブサとの死闘のすさま

じさは，子ども一人一人に読みひたらせるのがよい。

　上の提案は舌足らずだが，これを「ごんぎつね」その

他の物語文に適用できること申すまでもない。

　　　　　（筆者は元会長，第7回読書科学賞受賞者）
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視点研究と読書＊

上越教育大学鈴木情一＊＊

　最近の視点論に関する著書を紐解くまでもなく，視点

という概念が私たちの日常の認識や表現において根本的

ともいえる役割を果たしていることは言うまでもない。

　視点の問題はこれまで絵画，文学，映画等の領域で広

く追及されてきてはいたが，この概念が新たに注目を集

める契機をつくったのは認知心理学と機能言語学（又は，

語用論）の発展である。文学におけるこれまでの研究

は，表現学会や文芸研の研究を除くと，研究者や作家，

評論家等の卓越した能力を有する一部の人々に依るもの

であり，その意味で優れた知識と経験とが必要とされ，

多くの素人には手の届かないものであった。久野の『談

話の文法』や佐伯の『イメージ化による知識と学習』は

視点に対する新しい観点からの興味を喚起すると同時に

視点の日常性に私たちの眼を向けてくれた。特に久野の

研究はたとえ文レベルのものであっても言語学的直感に

もとづく実証性の高い研究であり，視点の客観的・操作

的研究への道を心理学に開いてくれた。

　視点の（言語，文章心理学的）研究はそうした久野の

研究をふまえ，その言語・心理学的実在性を検討すると

ころにまで来たとはいえ，最近の著書（例ニウスペンス

キー，宮崎・上野，等）を見る限りでは，知覚・認知の

領域から文学構成の問題にいたる包括的なモデルを構築

するにはほど遠い状況にあるというのが実態である。

　知覚・認知（問題解決）の領域はさておいて，言語の

領域における視点の基本的な問題（例えば，特有の視点

を含む文の理解の過程において必要とされる能力，等）

を1つ1つ追究していく必要がある。ここでは視点論か

＊Apsycholinguisticstudyofthereader’spointofview．

＊＊SUZUKI，Seiichi（Joetsu　University　of　Education）

らみた文章の読みの過程を考え，そこに含まれている幾

つかのポイントを探ってみたい。勿論，1試案に過ぎな

いo

　視点を発達的にみるとき，1つの段階を形成するのは，

周知の如く「脱中心化」であり，転位語の獲得である。

その発話事例を1例述べると，著者の3歳0ヵ月の娘は

隣の1歳年下の男の子が自分の家に遊びに来た時，つぎ

のような発話を行っている：自分の父親を日常rパパ」

と呼んでいる。別室の父親を2人で探しながら，rおじ

ちゃん，いたよ，おじちゃん，見て来る？」，r（自分の

母親に向かって，その子のバンドエイドを指して）K君

のおばちゃんに貼ってもらったんだよ」。父親を男の子

の視点に立って，「おじちゃん」と呼ぶ。しかし，一方

では「K君のママ（お母さん）」とは言わずに「おばち

ゃん」と自分の視点を離れることができない。後者の発

話は偶然的な擬似直接話法であり，男の子への視点の移

行が完全にできないか，又は表現の変換（Deixis　reshu・

ffling）ができない。視点の言語的な研究で最も重要な

概念はr視点の移行」，r表現の座標軸」の移動である。

　文章の読みについて視点論からのアプ・一チを考え

る。一般的なレベルの読者の場合では，それらが音読であ

れ，黙読であれ，読者が文章を「読む」時，彼はr語り

手」を感’じる。それは文章を物語る人である。読むこと

によって，読者は文章の語り手（作者と区別される）を表

象の中で対象化して再現しながら，その語りを聞く聞き

手になるp読み手は（主に地の文において）語り手がr顔

出し」をする場合には語り手と向かい合ってその話しに

耳を傾け，聞き手の役割を演ずる。又，時には語り手（作

者）が視点を移行した「視点人物」に，自らの分身を重
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ねて（寄り添って），視点人物の認知，情緒，行動，価

値を再現的に理解しながら，その人物の体験を追体験

し，同時に語り手とその経験を分かち合う。読者は読む

ことによって文章の語り手を対象化しつつ，その語りの

聞ぎ手役を果たすという2重の役割を演ずるのである。

　読むことによって語り手を作り出した読み手は地の文

における語り手の顔出しに対してはその聞き手の役割を

演ずる。両者の関係はつぎのように図示でぎる。

（1）〔読み手〕一一→（〔聞き手〕⇔一⇒（語り手））←一

　　（作者）

読み手の分身である聞き手は物語の世界で語り手と向か

い合ってその話しに耳を傾ける。その時の聞き手は語り

手とr今，ここ」の関係にたつ。このr今，ここ」は読

み手が文章を読んでいるr今，ここ」とは次元を異にす

るものである。聞き手は語り手の「顔出し」に応じて，

ともに物語の世界を移動しながら，絶えず新たなるr今，

ここ」を作り出していく。読み手が読みを中止する時

に，聞き手を演じていた世界はその読みを中止した場に

対して2次的な（仮想的な）場であうたことが実感され

るQ

　読み手は，聞き手として語り手に導かれて，語りの世

界へと入っていく。語り手の意識は薄くなり，語り手の

設定した視点人物（ウスペンスキーの「心理的視点」）

とともに行動を共にし，又，一体化し，その体験を追体

験する。ここにおいて読者は読みの場から（語りの場

（語りの内容の場））という2つの世界を移動する。語り

手が顔出しをすることによって，語りの場へr戻り」，

読み手が自発的に読みを中断する場合か，文章の終結に

よって読みの場へと戻る。

（2）〔読み手〕一→（（〔聞き手〕一⇒（語り手）一→

　　（（視点人物）一→（対象人物・事物等：翻って，視

　点人物の特徴））））←一（作者）

　（1）と（2）の文章中における交替の仕方，そして，視点人

物（と対象人物）の交替の仕方は視点による文章構成の

基本を形作るものである。

　このモデルの前提となっているテーゼがある。1つは

宮下の言う「……表現主体が対象を認識するときには，

常に現在の関係で認識する」というものであり，2つ目

は，聞き手は，たとえ一時的にしろ，話し手の立場（視

点）にたって（GriceのCooperativeprincipleηこよっ

て，その話しを「真」として受け入れ），その内容を再

現的に構築するというものである。話し手は勿論聞ぎ手

も，過去，未来の話しさあれ，想像上の物語であれ，そ

の世界に分身を派遣し，そこで起こるさまざまな物事

を，それが眼前で起こっているかの如く体験する。

　これらのテーゼを支えている能力とは，任意にr人，

今，ここ」を選択し，それに応じて視座を変換し（座標

軸をそこに置き），さらにそれに応じた表現（理解）を

する能力である。市川が表象・言語レベルにおける脱中

心化に依る経験の可逆性の獲得として説明する能力であ

る。

　読みとは，読者が1人何役かの役割を演ずる作者の分

身である語り手との想像上の同伴旅行である。

　最後に，著者は視点の研究を実証的なものにするため

に，視点を表現する固有の表現を収集することを考えて

いる。それはThe　Linguistic　Deviceと呼ぶものであ

る。視点の表現は特有の言語的手掛りに頼る。理解（読

み）はその手掛りに導かれるのである。

　　　　　（筆者は第16回読書科学研究奨励賞受賞者）
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特定読書による人格と智慧の形成＊

東京教育大学名誉教授平澤 薫＊＊

　最近では，科学的認識のさまざまの領域で，ますます
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

広く適用されているシステム的・構造的分折という方法

は，人間の哲学的諸問題一それらの端初的な諸概念を

も含めて一を研究するさいに，重要な役割をはたす使

命を担っている。科学的世界観の弁証法的方法によっ

て，人間の本質にたいする原理的な見地が示される。

　社会は諸個人の総和ではなくて，具体的・歴史的な社

会的諸連関の体系（体制）であり，人間のあいだの相互

関係の体系である。他方，人間個人の方はといえば，社

会的な有機体のなかを歩きまわる孤立したアトムでもな

ければ，またある種の神秘的な“実体”の所産でもなく

て，複雑な構造をもち，人間という生物の空間的・肉体

的な枠のなかには，とうてい入りぎれない特定のシステ

ムである。“アトム論”，“・ビンソン物語”，“実体”，“流

出”などといった諸原理に対置されたのは，人間の対象

的・実践的な活動の成果としてつくられる，社会的諸関

係の総合的な総体が，なんらかの程度で表現されるとこ

ろの独特なシステムとして，人間をとらえる人間理解で

ある。

　rシステムとしての人間」，という概念のような不変

の諸要素となるのは，r社会的なものと自然的なものと」

である。生物学的なものと社会的なものとは全体的シス

テムとしての人間の構造をなしている，安定的な構成要

素である。

　人間（哲学的見地における）とは，社会的・文化的・

歴史的活動の主体であり，所与の社会的諸関係の主体で

＊The　effects　on　personality　and　wisdom　of　directed

　reading．

＊＊HIRASAWA，Kaom（Emeritus　Professor，Tokyo
　University　of　Ed、ucation）

あり，まさにそのことによって，歴史的・文化的な過程

の主体である。同時に，人間は，単に主体であるばかり

でなく，それらの諸関係と諸過程との総合であり，総括

である。

　ここでは，社会的・文化的・歴史的な関係をもたない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

個人概念は除外して，人格とは，人間の意識とふるまい

が，社会の一定の成熟度と，かれ自身の個性，個別的な

諸能力を発揮しようとする志向とによって特徴づけられ

るような，そういう人間の精神的，社会的，政治的，道

徳的，意志的な諸質の，相対的に安定的な，動的な，社

会的に制約された総体である。いいかえれば，人格と

は，社会的行為の相異なる諸形態のなかで，自己を実現

する（自己を客観する）ところの，社会的な現象として

の個人の現実性である。社会的行為の基礎的形態をなす

のは労働である。人間は，労働とその諸成果のなかで，

つまり物質的および精神的な諸価値のなかで，自己を客

観化するのである。

　しかし，具体的社会学的な見地では，人格はまずもっ

て，社会的過程の客体であり，人格によって果たされな

がらも結局のところ，所与の社会の社会構造によって決

定される「社会的諸機能の総体」である。

　科学的世界観は，心理学・社会学その他の諸科学にお

ける研究成果にもとづきながら，人格を，人間的活動の

過程で形成される，相対的に安定的，全体的な，構造と

みなしている。しかし，その構造は，閉じられた静的な

システムではなくて，開かれた動的なシステムである。

　人間は，個人と社会との相互媒介・相互浸透によっ

て，peopleとして存在するが，この民衆は，文化的同

一性をもつ集団である民族と，一国家内の政治的集団で
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人間一

一個人一
　　↓1

一社会集団一
　（社会）

　　特定読書による人格と知慧の形成

　　民族
　　↓丁　　　　　　　一個性化一

一
（

人鷲衆）一・↓↑一撒琴一

　　↓1　一普遍化一（社会的人間性）

　　国民

ある国民との二重の相互規定をうける。このpeopleは

特定の歴史的社会体制において，個性化と普遍化の相互

媒介・相互浸透によって，人格となる。この人格は，さ

らに，矛盾と疎外の克服のたたかいの活動過程におい

て，主体化と民主化の相互浸透をおこない，これによっ

てラセン状の発展をすることとなる。こうした人間の歴

史的社会的な発展過程のなかから，主体的・民主的な人

格が生成し発展することになる。この主体的・民主的な

人格は，同時に，自治的・集団的な人格である。すなわ

ち，主体的（自治的・自立的）・民主的（集団的・連帯

的）な人格であるといえよう。なおまた，r具体的なも

のが，普遍的なものと特殊的なものと個別的なものとの

統一である」ということによって，rおのおのの個々の

人間（人格）は，類（普遍的なもの）と種（特殊的なも

の）と個（個別的なもの）との統一である」こととの相

互連関が注目されるであろう。

　日本の教育基本法にあるr第一条　教育の目的は，人

格の完成をめざし云々」のなかの人格の完成を，わたし

は上記に詳述したr人格の全面発達」と理解したい。社

会関係をもった人間をpeopleとpersonalityとしてと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らえることによって，いわゆる社会関係をもたない個人

の自由や権利，欲望などを再検討することが必要であろ

う。（イジメ問題の根源はここにある）

　なおまたここでは，部分的分析的な認識である知識

knowledgeではなく，全体的総合的なイメージを直観

する智慧wisdomを重視することにしたい。

一（自立的）

　（自治的）

　主体化
　　↓1

　民主化
　（集団的）
一（連帯的）

　長年のガンの病いに苦悩していた，70才の知人を慰め

はげますために，かれに宮本武蔵著r五輪書」と吉川英

治著「宮本武蔵」，およびr仏教聖典」を送り，その読

書をすすめた。そして1年後に，かれと面談したときに

全く驚かされた。かれは，生死の不安をのりこえ，釈尊

の人格と智慧に導かれて，悟りの世界に喜びを感じつつ

あった。私はかれの心境をつぎのように表現することが

できよう。r生老病死を超越して，矛盾の統一に努め，

今ここに刹那の生の充実に精進することによって，肉体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いのちは衰退し死滅しても，人生を解脱して，永遠の悟りの命

に転換することが仏心である。」r仏心の智慧に照らされ

今ここに／悟りの歩みありがたくゆく」

　つぎに，25才の丁大学生Mが学業を放棄して放浪して

いるので，かれに，英文の日本国憲法，宮本武蔵著五輪

書，日本の近・現代史に関する書数冊を読書することを

すすめた。数回面談し，討議をおこない，1年後にはす

ばらしいr真理探究者」に変身することができた。かれ

の心境もつぎのように表現できよう。r真理の智慧に照

らされ今ここに／悟りの歩みありがたくゆく」r真理の

道を求めて今ここに／学びの歩みひたすら行かむ」なお

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さとしかれの学びの旅路は，r旅の日毎に幸あれと／高き教示

の数々は／矛盾と疎外のこの世を清めゆく／未来をつく

る若人は／真理と正義を求めつつ／平和と民主をきづき

行かむ」と表現できよう。（この二人の読書はいずれも，

人格・智慧形成の心読・体読である。）

　　　　　　　　　　　　　　　（筆者は監事）
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読書への飢餓感＊

埼玉大学名誉教授　井　上　敏　夫悉＊

　（1）

　大正期後半，テレビはもとよりラジオすらまだなかっ

た時代一私などの少年時代は，新しい情報，魅力ある

物語は，印刷された読物をとおして獲得するよりほか仕

方がなかった。しかも，その読物の私たちへの供給路

は，ほとんど杜絶されているといってよかった。村役場

にも，小学校にも，図書館とか図書室とかよばれるよう

な施設は，全く存在しなかった。本屋のある町までは，’

4キ・余りの道を歩いて行くほかなかった。

　私たちは，読物に関して，まさに飢餓状態にあったと

言ってよい。だから，家の中で活字の匂のするものはす

べて漁り尽くし，やがて，東の方に漱石の本を持ってい

るという家があると聞けば，見せてほしいとお願いに行

き，西の方に何々全集をとっている家があると聞けば，

つてを求めてお願いに出かける，といった状態であっ

た。とにかく手に入るものは一応，すべて片端から読ん

で飢えを満たそうとする，まさに濫読であった。

　母が時々町に出た序に，r主婦之友」やr家庭雑誌」

などを求めて来て読んでいたが，そのr主婦之友」誌上

で，私は久米正雄の小説『破船』第1回を読んだ記憶が

ある。調べてみると，この連載が始まったのは，大正11

年の1月，私の小学校4年生の時のことである。

　主人公小野が久米自身であり，勝見漂石が夏目漱石で

ある，などというような知識は，その段階では恐らくま

だもっていなかったことと思う。その後，6年生になっ

たとき，その春師範学校を出たばかりの気鋭の先生に受

＊Hungry　for　reading．

＊＊INOUE，Toshio（Emeritus　Professor，Saitama　Uni・

versity）

け持たれ，r坊ちゃん』の魚釣りの一節をプリントして

読ませて下さったり，体操の時間，近所の山に出かけ，

円陣を作った中で『二百十日』の圭さん砥さんの軽妙な

対話文を読み聞かせて下さったり，ということがあっ

た。この頃には多分，漱石や久米をめぐる事実に関し

て，ある程度の知識はもつようになっていたことと思う。

　『二百十日』を読んで頂いたあと，近所の家に，券陽

堂刊のr鶉籠』と題する布装小型判の漱石作品集のある

ことが分かり，その家の縁側で夢中になって全編を読み

とおしたときの満足感も忘れられない。

　r赤い鳥」にはじめて出会うのは同誌が発行されて二

年め，小学校3年生のときである。師範学校入学直前の

若い受持の先生が，大の「赤い鳥」ファンであったらし

く，作文も読書もr赤い鳥」カリキュラムに準拠して指

導されたといってよい程であった。そのr赤い鳥」を，

時には母にねだって買ってもらい，手にして読んだとき

の喜びは，r更級日記』筆者の心情さながらであった。

「読書指導」などという旗印は特別にかかげられなかっ

たけれども，3年生の時の先生からも，6年生の時の先

生からも，私の一生の方向を徐々に決定づけられていく

ような読書指導を受けていたように思い返される。

　（2）

　戦争中の文化統制・物資欠乏による戦後の読書環境の

貧困さも，もはや当時を経験した人々の間だけの語りぐ

さになってしまっている。岩波で『善の研究』を売り出

すという日の前夜から，書店の前に行列ができたなどと

いう事実は，今日，とうてい想像できないであろう。あ

る女の先生は，敗戦直後，小学校4年生のとき，他に何

も読物がないので天野貞祐のr学生に与ふる書』を読ん
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でいたと話していた。たまたま当時，身の回りにあっ

た，初期の頃の岩波新書r零の発見』r日本的性格』な

ども，片端から読んでいったという。その読書慣習が今

に続いて，この先生は皆からr活字の虫」とよばれるほ

どの読書愛好家になっている。

　読書環境の不如意さが，かえって人々の意欲を奮起さ

せ，読書活動へ誘引する力の大きいことを思わされる。

　（3）

　現在，子どもたちの読書離れ，活字離れの傾向に拍車

がかけられ，将来の日本人の人間形成という点で，大き

な関心を集めている。児童をとりまく言語環境のなか

で，テレビと電話とファミコンとが，いつのまにかその

首座を占めてしまった以上，これは避けることのできな

い趨勢というべきである。文明の進歩は，生活の安楽化

を求めて行われる、時には，r倍屈贅牙」など，という

修飾語によって表現されるほど難解な書き言葉を通し

て，物語や情報を理解する困難さに比べて，情景や人物

の表情まで克明に映し出してくれるテレビを通しての理

解が，どれだけ平易であるか分からない。情報の正確安

易な摂取という点で』児童の関心が，読書からテレビヘ

と移行することは，きわめて自然というべきである。ワ

ープ・の普及もまた，やがて手書きの煩労さを追放する

と同時に，手書き書信の人間味をも喪失させてしまうで

あろう。好むと好まざるとにかかわらず，それらは，文

明の進歩がもたらす必然の帰結であるといえよう。

　けれども，かつて読書活動に熱中し，今も活字メディ

アの優越性，とくにそれが人間形成のうえで果す機能の

大きさを体験している年輩者たちにとっで，この帰結

は，たんに「好ましからざるもの」として看過している

わけにはいかない。何としても，これから育ちゆく少年

少女たちの関心を活字文化にひきよせ，読書活動に復帰

させたいという願いは，誰しも共通にいだいているとこ

ろであろう。

　そのために考えられることとして一つには，テレビ視

聴に関する自己規制がある。今夏，西ヨー・ッパ数か国

を歩いてみたが，どの国もテレビのチャンネル数は日本

よりはるかに少なかった。中には国営2チャンネルだけ

という所さえあり，放送時間も，日本のようにのべつ送

られているというわけでは、ない。

　チャンネルを回せば必ず何かに出会うことができると

いう環境の中では，鍵っ子や，個室住まいの子供たち

が，テレビに惹きつけられるようになるのは当然であ

る。成人の確固たる見識が，テレビ文化のコマー・シャリ

ズムに打ち勝って，不良番組が自滅するのを待つ，とい

うのでは，百年河清を待つに等しいであろうけれども。

　二番目は，読書に対してもう少しハングリーな状態に

なりうるような環境の設定である。これはたんに読書活

、動だけに限定される問題ではないが，今，子供たちは，

おおむね，欲しいと思うものが，すぐ与えられる状態に

あるといわれる。年輩者たちの子供時代には想像もでき

なかったほどに，いわば恵まれた時代であるといえよう。

　ほしくてたまらなかった一冊の本が，ようやく買って

もらえた時の喜び，読みたくてたまらなかった本が，誰

かの好意でついに手にすることができたときの嬉しさ，

一その後に続く読書活動がどんなに充実し，効果的な

ものであるか，そしてまた一冊の書物を読む活動をとお

して身につくものが，たんに読書力とか読書内容の獲得

とか以上のものであることは言をまたないであろう。

　子供の読書意欲は大いに盛んにする，ただその読書意

欲を実際の読書活動に展開するまでには，何らかの営為

を必要とするような，しばらくいわばハングリーな状態

におく，というようなことは実現できないであろうか。

　図書室とか文庫とか，どこかへいけば充実した読書資

料の蒐集が行われている。読みたい本は，そこへ行って

見つけ出して読むという，読書にいたるプ・セスにもう

少し手間ひまを費させるようにしたら如何であろうか。

しかし，そんなことをしていれば，ますます活字離れの

勢いを助長するばかりだといわれるであろうか。

　少なくとも，子供の意欲に先だって，つねに先へ先へ

と書物があてがわれるような環境からは，真に充実した

読書活動は生れてこないであろうと思われる。

　　　　　　　　　（筆者は第16回読書科学賞受賞者）
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読むことと生活世界＊

筑波大学湊 吉　正＊＊

　1．生活世界の観点からみた読むことの特質

　読むことは，読む主体が文字記号を見てその意味内容

を把握することとして規定されうるが，それはまず，読

む主体が，語，文，文章と展開された文字記号の配列体

としての文字言語表現に身を近づけ，文字記号の世界に

目を開くことであると説明されうる。その文字記号は，

ことばを表示し意味内容を指示するものであるので，そ

れは，意味内容のまとまりとしての情報をになうことに

なる。そして，その情報の背後には，読む主体の身体の

内外に広がる生活世界の存在がみとめられる。

　したがって，読むということは，読む主体が，文字記

号，言語記号の世界に目を開くことを通して，広く情報

を求め，生活世界へと身を開いてゆくことであると説明

されうることになる。

　メル・・ポンティ（M．Merleau－Ponty）は，r見る者

はただその眼なざしによって物に近づき，世界に身を開
　　（注1）
くのである。」と述べているが，われわれが読む立場に

立って読むことを進めてゆく場合も，基本的に，メ》

ロ・ポンティのいう「見る者」（1e　voyant）と異なった

立場に立ってはいないであろう。

　書くことは，文字言語表現を表出・表現することを通

して全体的意味内容を構成する活動であるが，読むこと

も，文字言語表現を受容・理解することを通して，そこ

に全体的意味内容を構成する活動である点において，そ

れと共通している。ただし，書く活動に際しては，表出

的，凝集的，定着的に，いわば第一次的テクスト，原テ

クストを生産する方向づけのもとに全体的意味内容が構

成されるのに対し，読む活動に際しては，受容的，拡散

　　　（注2）
的，移行的に，いわば第二次的テクスト，再生的テクス

トを生産する方向づけのもとに全体的意味内容が構成さ

れる点において，両者間に相違点が見いだされる。

　書くことが，生活世界に対し，書く主体に身を立てさ

せる面を促進するものとして意義づけされうるのと対照

的に，読むことは，生活世界に対し，読む主体に身を開

かせる面を促進するものとして意義づけされうるとみら

れる。

　人間は，基本的に，生活世界への自己同化を通して自

己を生かしてゆく存在であり，人間の個性とか創造性と

かいわれるものも，そのような生活世界への自己同化の

道筋を経てはじめて真にその名に価する実質が生じてく

るものであろう。人間の「学ぶ」という行為は，そのよ

うな生活世界への自己同化を直接の目標とした営為にほ

かならない。読むことは，学ぶ行為の中でも最も一般的

で基本的な方法の一つとして位置づけられるものであ

る。

　そのような生活世界に属する事物・事態は，われわれ

の学習経験の広がりと深まりに伴って，自然，人間，社

会，文化，論理というような諸領域に分化した形で，わ

れわれの前に顕現し，われわれにその習得と蓄積とを迫

ることになる。読むことは，そのような各領域における

さまざまな情報を，自己の身体の中に真に生きた知識・

　　　　　　　　　　　　　　　　　（注3）
素養として習得し蓄積する方法をなすものである。読む

ことが，学ぶ行為の中で最も一般的で基本的な方法の一

つとして位置づけられるゆえんも，そこに見いだされ

る。

＊Reading　and　the　outside　world．

・＊＊MINATO，Yoshimasa（University　of　Tsukuba）
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2．生活世界を読む

われわれが読む立場に立って読むことを進めてゆくと

き，われわれは，何を対象として読んでいるのであろう

か。そのような読むことの対象世界として，三つの段階

を設定することが可能である。すなわち，第一にことば

を読む段階，第二にイメージを読む段階，第三に生活世

界を読む段階である。

先にも触れたように，読むことはまず，文字記号の世

界に目を開くことであるが，それはまた，文字記号に密

着しそれによって表示される言語記号の世界に目を開く

ことでもある。したがって，読むことは，何よりもま

ず，直接的には，ことばを読むこととなる。そこで，こ

とばを読むことは，語，文，文章と一次元的線条的に展

開してゆくことばの流れを読みとってゆくことである。

それは，個々の語や文の構造・意味を読みとることだけ

ではなく，そこに展開してゆく韻律を読みとり，それを

自己の身体内の韻律として内面化してゆくことをも含意

している。

　以上第一の，ことばを読む段階の基盤の上に，第二

の，イメージを読む段階が設定される。読むことはま

ず，一次元的線条的に展開してゆくことばの流れを読み

とってゆくことであるが，そのことばの流れは，ことば

の骨格をなす概念的意味の流れとともに，それに随伴す

るイメージ的意味の流れを形成してゆく。rことばの中

　　　　　　　　　　　　（注4）
で自然的に与えられる事物の幻想は，深い。」とは，ソシ

ュール（F．de　Saussure）の言であるが，このイメージ

的意味の流れは，事物を読む主体へと媒介する機能をに

なっている。ことばを読むことは，同時に，イメージを

読んでゆくことを，そこに随伴させることになるとみら

れる。

　以上第一・第二の段階の基盤の上に，第三の，生活世

界を読む段階が設定される。ことばを読み，イメージを

読むことを通して，読む主体は，その第一次的テクス

ト，原テクストの生産者たる書く主体との間に，対話・

交流を進めてゆくことになる。そして，その対話・交流

の発展の中で，生活世界のさまざまな事物・事態を読み

とってゆき，読む主体の読みとりのスタイルに即して，

生活世界を把握し再構築する試みを進めてゆくことにな

るのである。どんなにささやかな，小さな読みにも，読

む主体のそのような生活世界への展望が含蓄されている

とみられる。読むことに，何か本質的ともいうべき幻想

性が見いだされるのも，この点に由来するのであろう。

　　　　　　　　注
　（注1）M・メルロー＝ポンティ滝浦静雄・木田元訳

『眼と精神』みすず書房，1966。258頁。……il（le　vo・

yant）1’approche　seulement　par　le　regard，il　ouvre　sur

le　monde．〈M．Merleau－Ponty，L’oeil　et　l’esprit，Ga・

11imard，1967．p．18．＞

　（注2）rテクストの悦楽ははかなくはない。もっと

　　　　
　　 　　 　

悪いQ早すぎるのだ。……それは理解されるや否や，，忘

我の要因が効果を失い，次のものに移らなければならな

い。」・ラン・バルト沢崎浩平訳『テクストの快楽』み

すず書房，1977，99頁・La　jouissance　dりtexte　n’est　pas

pr6caire，elle　est　pire：1り形σ06θ1……dさs　qu’il　est　com・

pris，le　principe　de　la　perte　devient　inefficace，　il　faut

passer　a　autre　chose．〈Roland　Barthes，Le　plaisir　du　te・

　ノxte，Edition　du　Seui1，1973．p．84．＞

　（注3）r……読み方教授の意義は自己を読ましむる

といふ一事によつて解決し尽されてある。」という芦田

恵之助の立言は，この趣旨を端的に表現したものであろ

う。芦田恵之助『読み方教授』育英書院，1916．（r近代

国語教育論大系5大正期n』光村図書，1975。所収本44

頁。）

　（注4）…rillusion　des　choses　qui　seraient　nα顔rε・

ll6ηzεn孟40ηn685dans　le　Iangage　est　profonde．　〈F．de

　　　　　　　　　　　　　　グSaussure，Cours　de　linguistique　g6n6rale：Edition　cri．

tique，par　R．Engler，Wiesbaden，Harrassowitz，1967－

1968．IP．25．Note．9．1［3295］＞

　　　　　　　　　　　　（筆者は常任理事）
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わたしの読書論＊

青山学院大学出雲路猛雄＊＊

　読書は生きるための不可欠の日常生活である。わたし

は，読書と出合い，かかわりながら，想起できる幼年期

から今日まで，60年を振返るとき，そこに，わたしの読

書論があった。

　いま，読書指導に，幼児期のナーサリーライム（子守

歌）の効用や，読み聞かせが大切であるということを自

信をもって提唱し，人間が精神生活を始めるために，ど

うしても必要な感性の啓発に，このことが大きな役割り

を果たしていたことを，自分の体験の中で証言したい。

　1923年（大12年）9月1日の大震災は，わたしの誕生

後満1年1ケ月の時である。多分，わたしは母親と共

に，現在の青山墓地に退避し，瓦礫と火災の難をまぬが

れたらしい。大災害と不況と大恐慌の波の中で，わたし

の父も御多分にもれず，失業と貧困のどん底にあえぐの

である。わたしの幼年期はこのような状況の中にあっ

た。しかし，このような状況の中で，ある日，日溜りの

縁に近い畳の上でわたしは，忘れ難い童謡のリズムと歌

声を心に深く刻みつけたのである。その後もずっと心の

中で尊敬しつづけた母方の伯父が，わたしに膝まくらを

貸しながら歌ってくれていた童謡である。もの心がつく

ようになってから，この童謡が菊池寛編集になる小学生

全集（赤表紙）の中の一冊（童謡編）にあることを発見

した。当時の伯父は遠く関西で活躍していたのである

が，わたしは，その心に刻みついて忘れないリズムをた

どって，この童謡のことばを覚えた。記憶することばは

原典と，違ったものかもしれない。

　rどの玉　つなご，赤い玉　つなご，青い玉つなご，白

＊My　views　on　reading．

＊＊IZUMOJI，Takeo（Aoyama　Gakuin　University）

　　　　　　　　　　　なないろごしき
い玉つなご，つないだ玉は，七色五色，お人形さまの，

くびかざり」

このことばとリズムは，わたしの生涯を通じて人間の温

い心のぬくもりを伝えてくれるものであった。わたし

は，赤い玉を不屈の勇気の玉とし，青い玉を澄んだ知恵

の玉に，白い玉を雲のようにやわらかくて温い愛の玉と

呼ぶことにした。そして10年の校長在職中は，いつも，

入学式の時に，また後には幼稚園児に，この三つの玉を

学校の中で探し出そうと呼びかけたものである。幼い心

に刻みつけた一編の童謡のリズムは，わたしの精神生活

の緒口となり，やがて，次代を励ます心の宝探しの話と

なり，つぎの世代の小さいもの達の心への影響力となっ

て働きかけていた。1冊の童謡集は，その後ぽろぼろに

なるまでわたしの子ども時代を共にしていたのである。

わたしに，もし歌心があるとするなら，この日の一一時の

伯父の膝の揺藍に目覚めていた，

　わたしの少年時代の生活は，貧しい故の精神的挫折を

幾度か経験しなければならなかった。中学への進学は許

されず高等小学校に通わねばならなかったとき，師範学

校受験をただ一つの希望に歩いていた。その折に，国語

の教科書は，何より親しまれた。教科書にある文章は，

すべて読み物であった。そこに見出した寺田寅彦の文章

は，わたしに文章の清々しさを覚えさせた。その後，よ

うやく尋ねあてた“藪柑子集”は寺田寅彦随筆集に熱中

させると共に，その師，夏目漱石の小説にむすびつけら

れた。父の書棚に点々と散在する漱石全集は，まるで歯

の抜けた頼りないものであったが，ともかく思春期の求

知心を満たす読書であった。“吾輩は猫である”を読了

すると，わたしには，大人の図書を読破できる自信がつ
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いたものである。さらに，神戸で活躍するかつての伯父

の家に夏休みの長期の滞在をさせてもらったことは，わ

たしに師範入学前の大きな読書転機となった。

　それは，わたしが，従兄弟達の買ってきて読みふけっ

ている少年倶楽部にどんなにか羨望させられていたこと

であったか。彼らのすきをみて，その雑誌を盗み読みし

た。天兵童子など吉川英治の作品を中途半端に経験し

た。しかしそういうわたしの姿をみつけた伯父は，わた

しに雑誌の再話などはつまらぬものだ，これを読めとわ

たされた本が“椿説弓張月”（有朋堂文庫）である。わ

たしは馬琴の原典をまがりなりにも読み終った時，鎮西

八郎為朝という英雄諄に魅せられながら，知らぬ間に古

文読解の自信がついていたのである。この読書の原典主

義は，その後師範学校に入学後，三国谷三四郎校長に叱

咤されて，万葉集古義の読破を余儀なくされるまで，わ

たしの読書鍛錬の基礎を築いてくれたのである。万葉集

を勉強したいと言いながら万葉集古義も知らないのか，

まずそれを読んでから，もう一度出直してこいと，校長

室で厳しく申し渡されたわたしは，勉学への猛烈な決意

をしていたのである。求知心は求道心となり向学心とな

って燃え立つ頃は，すでに日本は大戦争の最中だった。

　読書は，思春期の最も重要な糧である。少年の15～6

才時代は，体力の異常な発達と，生涯で最も激しい精力

を持つ時代である。

　わたしのこの思春期から青年期は，大いに大戦で消耗

することになる。それだけに，戦後の空洞感は，死ぬ以

上に生きるための苦悩となった。しかし，この大戦没入

直前までにわたしを読書世界に導いてくれた先達によっ

て，わたしのその後を生き継ぐ道を見出す手がかりが啓

発されていた。読書は，それが，自分の人生や，人間の

生き様にかかわる限り1，読書をともなう人格との出合い

が，読書世界を，かけがえのない自分の人生の伴侶とさ

せるのである。

　“君たちはどう生きるか”（吉野源三郎著）に出てくる

コペル君は，貧困家庭と中流家庭の違いこそあれ，わた

しと似た読書との出合いがあった。彼には叔父があり，

わたしには伯父が居た。時にやさしく，時に厳しく，思

春期に至る少年期の心を育ててくれていたのである。こ

の心を支えるIntellectua1な愛情は少年を人生の求道に

向けて目を啓かせている。

　　　　　　　　　　　　　かいこん　　　　　ひら
　読書が思春期において，人生の開墾に目を啓かせる最

も重要な働きを，すでに，自分の揺藍期の小さな記憶に

発見してきた。この記憶は，静かなリズムで，温かなぬ

くもりで，心の安らぎとなっている。激しい人生の曲折

の波間にあって，絶えず心の平衡感覚を失わないのは，

心に残るこの音があるからである。この音を聞き返し呼

び覚す聴覚が，乳のみ児の頃に築かれていたことをわた

しの読書体験に確認しておきたい。

　さて，読書は生きるためのわたしの日常生活である。

戦場のさ中で，わたしは，万葉集を口ずさんでいた。四

　　　　　　　　かず千五百首のかなりの歌数が，時には長歌で，時には短歌

で，恋歌が，富士の歌が，防人の歌が，東歌が，わたし

の心に生きたいという思いをかき立てた。暗闇の中で本

がなくとも，わたしには歌数が繰返せた。食糧のない復

員後のくらしの中では，わたしは宮沢賢治と共に生きた

いと思った。賢治の本気の虚構の世界が，わたしには生

きる具体の真実な世界と思えた。賢治の足跡を自分の足

に再現した。「ただほのかにうちのぞみかすかなのぞみ

をたくするものは，あさを着，けらをまとい，汗にまみ

れた村人たちや，全く見知らぬ人の，その人たちに，た

まゆらひらめく。」このような詩の心にひもじい体がよ

りそっていた。

　わたしは遂に一人の人に出合った。塚本虎二先生であ

る。わたしは，キリスト者になったのである。聖書を読

み，罪のままで義とされる道があるということを，先生

の言葉通りに信じて，聖書が，わたしの畢生の読書生活

となった。祈りながら読み，祈りながら学べと教えられ

たわたしは，不思議なことに，聖書を学びながら，原典

から深く読み出すことに，日毎の生きる力を与えられる

のである。わたしの読書論は，この万巻の書の頂点に至

るための道程であったのである。1986．9．1

　　　　　（筆者は第7回読書科学研究奨励賞受賞者）
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読書と読書指導のむずかしさ＊

鳴門教育大学野地潤家＊＊

　　　　　　　　　　1

　読み手として，読書することへの意欲を持ちつづけ，

どういう書物についても，積極的に読んでいくことがで

き，読書のよろこびと手ごたえを得ることができる。こ

うした読書体験を積み重ねている人々は少なくない。読

み手として，たえず自己に役立ち，多くのものをもたら

してくれる書物を選んで，読むことにうちこんで，集中

して読みぬいていくという，はりのある読書活動を，わ

がものとなしえた場合，その読書生活は充実感をおぼえ

るものとして営まれていく。

　しかし，読書しようとしても，読むべき書物，読みた

　　　　　　　　　　　　　　　　　ずい書物を，必要に応じて購入することができず，借り出

すことも思うにまかせないという場合，読み手として

は，読書への思いを満たすことができず，読み得たとい

う充足感をおぼえることもできない。そこには，たえず

読書へのひもじい思い（飢餓感）ばかりがあって，つい

には読書生活の貧しさを嘆くようになってしまう。公共

の読書環境に恵まれず，個人としても読みたい書物・雑

誌を思うように入手しえない場合，読書へのひもじさ

（飢餓感）は，読書意欲をつのらせながら，読み手を無

力感に追いやってしまう。

　私自身，小学校に学んだめは，昭和初期（昭和2年

＜1927〉～8年〈1933〉）であったが，四国の山村の学童

として，いつも読書へのひもじさ（飢餓感）を感じつづ

けていた。それが満たされるようになるのは，旧制中学

校（昭和8年〈1933〉～昭和13年〈1938〉）を経て，広

島高等師範学校に入学してからであった。広島での学生

＊Reading　and　difficulties　in　reading　instnユction．

＊＊NOJI，Junya（Naruto　University　of　E（1ucation）

生活が始まってからは，夢中になって読むことに没入し

ていったが，そこでは読書への必要感に加えて，無限感

とでもいうべきものを覚え，一層大きい飢餓感に包まれ

るようにもなった。ただ，夢中になって読書にうちこむ

ことに終始して，どう読むかについて，十分に思いめぐ

らし，工夫を積んでいくということにはならなかった。

その面では，読み手として，はなはだ未熟であった。

　　　　　　　　　　2

　私が個性読みについて，初めて述べたのは，r読書の

機能と価値」と題する講演（昭和48年2月16日〈金〉，

広島県安芸郡府中町，府中中央小学校講堂，同校国語科

研究大会）においてであった。この講演の内容は，後に

「読書の機能と価値一読書指導の進展のために一」と題

して論稿にまとめ，r学校教育研究所年報」17（昭和48

年5月，学校教育研究所刊）に掲載することができた。

やがて，それは，小著r個性読みの探究」（昭和53年11

月10日，共文社刊）の巻頭に収められた。この論稿の中

で，私は個性読みについて，次のように述べている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「私は，読書指導の究極目標を，個性読みにおいた。

個性読みは，読書の機能と価値とを主体的につつみこん

だ，ひとりひとりの読み手の読書生活の確立・充実を目

ざすものであって，単なるわがままな読みであってはな

らないQ

　　　　　　　　　　　

　個性読みは，自己のペースで読みとり，読み味わい，

読み深めていく。読破した分量も軽視することはできな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
いが，そのことよりも，個性読みによって，どういう価

値をみずから生みだしていったかという質的な面に重き

をおく。本来，読み手が読書するというとき，そこにあ
　　　　　　　　　　　　　

るのは個性読みしかないともいえる。．、しかし，それは単
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に恣意的な読みぶりをもってよしとするのではない。深

く，鋭く，らしさ（その読み手らしさ）をもって，読ん

でいくことによって成り立つ，読みの理想像ともいうべ

きものを目ざしているのである。

　流行的な平浅俗悪な読書事象におし流されることな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く，読書文化の質的向上と深くかかわるように，個性読
　

みのできる読み手を育てていくこと一これは読書指導

の永遠の課題である。」（r個性読みの探究」，28～29ぺ）

　個性読みを読書指導の究極目標に措定しつつ，読書指

導に際して，考えさせられるのは，一人の読み手が一冊

の本を手にとって，読んでいくという，読書行為（活動）

の成立が容易なことでは．ないという，読書行為そのもの

のむずかしさである。一人の読み手を真に読書へと向か

わせ，実地に読書をさせる力は，どこから生まれてくる

のであろうか。

　一人の読み手が読書生活を設計し，読書活動をつづ

け，積み重ねていくことは，いつでも，どこでも，だれ

でも，試みることができるように思われがちである。し

かし，読書生活の真のむずかしさは，いつでも，どこで

も，だれでも，読書活動を成り立たせることができるよ

うでいて，できないところに見いだされる。どのように

多くの書物に接しても，一冊の本を選んで読んでいこう

とはしない。読み手をして読書をさせるには，読み手自

身が覚悟を決めて読書に臨むのでなければできない。

　読み手一人ひとりの読みを育てていくむずかしさは，

読み手としての読み（読書）がどのように成り立つのか

と深くかかわっている。本格的な読書活動の成立と深化

は，考えれば考えるほど，容易ではないことに気づく。

　　　　　　　　　　　3

　一人ひとりの読み手が読まずにはいられないという場

に立って，読書活動に手ごたえを覚えながら，読み手と

して成長していくという場合，改めて“読書”のもつむ

ずかしさに思い当たる。読み手として，どういう書物

、（本）を選んで読んでいけばいいのかについて迷うの

は，まだ深刻ではないとも思う。目の前に読書すべぎ書

物（本）があっても，読もうとしないという，読書にお

ける拒絶，拒否の姿勢を見ていると，読書指導のありか

たに関して，暗然としてしまうことがある。読書への拒

否，拒絶の姿勢を持する読み手に対し，読書への誘導を

したり，助言をしたりするのは，容易なことではない。

　近来私自身，読書そのもののもつむずかしさ，読書指

導の当面するむずかしさを身に沁みて感じるのを否むこ

とはできない。しかし，そのむずかしさから目をそらさ

ないように，むずかしさにどう対処していくかに心を注

がなければならない。

　考えてみれば，読書そのもののむずかしさ，読書指導

のむずかしさは，個性読みを育てることのむずかしさに

ほかならないとも言える。読み手一人ひとりの読書への

意欲と姿勢と集積を見まもりながら，真の読み手たらし

める指導は，初めからむずかしさを覚悟してかからなけ

ればならない，重い課題なのである。

　読書のむずかしさ，読書指導のむずかしさを身に沁み

て感じるにつけ，読み手としての自己の貧しい姿が見え

てくる。読み手としての自分がますます小さく細ってい

くように思われる。しかしまた，読書のむずかしさ，読

書指導の真のむずかしさが痛切に感じられるようになっ

て，初めて新たに気力を奮い，一層本格的な読書活動，

読書指導を目ざすことができるようになってきていると

の、思いも強い。

　新刊書店に入り，古書…津に入り，図書室に入り，書庫

（図書館などの）に入って，おびただしい書物（本）に

囲まれ，ふと気が遠くなるような思いをすることも少な

くない。そこでは，いつも自己の読書量の乏しさを思わ

ずにはいられない。また，読書活動が多くの制約を受け

た，限られた営みであることにも，改めて気づかされ

る。彪大な量の書物（本）に対面しつつ，自ら読むべき

書物（本）を選ぼうと努め，選びえて読書活動を始める

とき，すこしではあるが救われたような気持になる。た

とい，未熟の面の多い読み手であっても，自己の読書を

個性読みとして育てていくことから，読書指導への一つ

の道が開けていくように思われる。

　　　　　　　　　（筆者は第19回読書科学賞受賞者）
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情報化社会における読書の位置と条件＊

筑波大学福沢周亮＊＊

　はじめに

　読書という，われわれの行動は，文字で代表される記

号を読むことであるが，その記号は，現時点ですでに

「情報化社会」が指摘されているように，過多の状態に

ある。ところが一方では，例えば毎日新聞社の調査にみ

るように，活字ばなれが指摘されていて，ある種の読書

が敬遠されつつあることも事実である（注），

　これは読書のスタイルが変ったために現われた現象で

あろうか。それとも，沢山のものが与えられているが，

欲求を満たすものが与えられていないために現われた現

象であろうか。

　いずれにせよ，情報化社会における読書の位置や条件

は．改めて問われなければならない情況にあるとはいえる

ようだ。そこで以下に，情報化社会の特徴をとらえたう

えで，情報化社会における読書の位置と条件を検討しよ

う。

　情報化社会と読書との関係

　情報化社会は，コンピュータを中心とした情報処理装

置の発達，普及により，また，マス・メディアの発達に

より，情報が過剰に提供される社会であり，しかも情報

が重要な役割を果す社会だといわれている。従って情報

化社会では，情報の処理は社会のどの層においても重要

な仕事となり個人においても同様となる。

　ということは，情報化社会では，読書をせざるを得な

いことを意味している。読書は，どのように定義して

も，情報の処理という過程を否定できないからである。

＊The　status　an（l　condition　of　reading　in　the　informa、

　tion　age．

＊＊FUKUZAWA，Sh丘suke（University　of　Tsukuba）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一182一

　情報化社会と読書とは密接な関係にあるといえるの

だ。

　もっとも，読書を文字どおり本を読むことに限定する

と，情報化社会は情報が様々なルートを通って提供され

る社会であるだけに読書の存在価値がなくなる可能性も

ある。そこで読書を広狭二様にとらえることにする。

　広義の読書の位置と条件

　心理学では，もともと読書を“書いたものを読むこ

と”として幅広くとらえてきた。今日，広義の読書とし

て取り上げられる読書であるが，この読書は文明社会で

は生存のための基本的条件をなすものであるため，情報

化社会では，ますます，その重要性を増すことになる。

　といって，どのような条件をもった読書であってもよ

いのではなく，読書行動の重要な部分をなす理解が，読

書材と読者との間に成立する働きであることを考える

と，情報化社会の中では，おのずから考慮されなければ

ならない，以下のような条件をもった読書が要求される

のである。

　1　主体的思考が働く読書であること

　情報化社会は情報過剰の社会であるため，ともすると

情報に押し流されてしまって，主体的思考を停止せざる

を得ない情況が生まれやすい社会である。また，過剰な

情報は常に有用な情報のみを含んでいるとは限らないた

め，情報化社会では，情報に対して受動的であればある

ほど情報による被害を受けやすいといえるであろう。

　もっとも，この点は，情報量が少なくても有り得るこ

とかもしれない。しかし，情報を発する側である種の統

制をしない限り，過少の状態より過多の状態のほうに様

々な種類の情報が流れやすいとは指摘できるのではある



情報化社会における読書の位置と条件

まいか。

　従って情報化社会にあっては，情報に対して能動的な

姿勢をもつことが重要であり，それは読書としても同様

に要求されることになる。情報化社会の中では，読書は

能動的に意志的に行われることが望ましく，それによっ

て主体的思考を確保することが重要といえるのである。

　2　批判的思考が働く読書であること

　上記と直接関係する問題であるが，過剰な情報へのか

かわり方は単に能動的であればよいというわけではな

く，同時に，批判的であることが望ましい。情報をその

まま受け入れるのではなく，取捨選択できることが望ま

しいのである。もちろん，読書においても例外ではな

いo

　ただし，この批判的思考の問題は，態度や意識のみの

問題ではなく，技術的な問題も絡む点に注意したい。批

判的思考の仕方が直接のかかわりをもつのだ。

　従って，これを身につけているか否かは，この条件の

成立の鍵を握っている，例えば，一般意味論で取り上げ

ているr抽象のレベル」やr言葉の魔術」などの考え方

を身につけることは一つの在り方のように考えられる。

　3　日本語に基づく論理的思考が働く読書であること

　過剰な情報に対して主体的にかかわり，批判的にかか

わっていくにしても，もう一つ重要な“武器”となるの

は日本語の構造を踏まえた論理的思考である。情報のも

つ論理の矛盾を明らかにしたり，内容の問題点を扶り出

したりするのに有効に働くと考えられるからだ。
　　　　　　　　＼
　しかしながら前項以上に，技術的な問題で，統語的，

語彙的側面を重視した日本語についての能力を背景とし

ている点に注意する必要がある。

　狭義の読書の位置と条件

　活字ばなれが問題にされたとき，一方で活字ばなれは

ないとする立場からは，漫画や劇画の類が沢山読まれて

いる事実があげられた。確かに前出の毎日新聞社の調査

でも，漫画週刊誌の読書率は高い。

　しかし，活字ばなれという考え方が標的とした“活字”

は，いわば単行本のそれであり，内容では文学作品や専

門書が中心ではなかったかと思う。対象が児童や生徒と

いうことになると，国語の教科書に載っている文章の発

展した形が考えられるのであって，まず，文学作品，そ

れに，いわゆる新書版に取り上げられるような話題と文

章であろうか。いずれにせよ，これは，国語科教育で読

解指導の延長線上に読書指導を置くときの，読書の内容

といってよいであろう。

　では，こうした内容の読書の位置づけはどのように考

えたらよいのだろうか。

　一つは，こうした読書に読書を限定すべきではないと

するものであろう。映像文化が氾濫している情況の中で

活字にのみこだわるのはおかしいと考えるのであって，

映像の読みにも同等の市民権を与えようとするものであ

るQ

　つまり，これは前記の広義の読書と重なる点が多い読

書であるが，これは，これで一つの見解であり，十分そ

の意義は認められる。しかし，そうすると，狭義の読書

をとくに主張する意義はないのだろうか。

　ここでは前記のとおり，上記を認めたうえで，なお，

狭義の読書を積極的に位置づけたいと思う。

　その主な理由は，活字による著作物は，論理的思考を

促すという点で格段に豊かな内容をもっているというこ

とにある。もちろん，文学作品がもたらす感動と映像に

よる著作物がもたらす感動を区別しているわけではな

い。前者と比較して後者が劣っているとはいえないであ

ろう。しかし，論理的思考による，より深い思考となる

と，映像より言葉のほうが勝れている。われわれの思考

が日本語に依存しているからである。従って，狭義の読

書は，とくにしっかりした説明文を対象にしたものであ

ることを大きな条件としたい。

　　（注）福沢周亮1979資料からみた活字ばなれ，言

語生活，329号，28－36。（筆者は常任理事，第9回読書

科学研究奨励賞及び第11回読書科学賞受賞者）
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小学校における読書指導の課題＊

京都市教育委員会学校指導課嶋路和夫＊＊

　1．　まず，教師の読書観に問題はないか

　rよだかの星』（宮沢賢治作）を読んだ中学3年生（女

生徒）は，読書感想文を次のようにしめくくっている。

　「（前略）今の私たちは，よだかのような美しい心を

持つと同時に，もっと自分の理想を実現できる勇気をそ

なえていかなくてはならないと思います、そしてそのた

めに私たちは今，いろいろと勉強しているのではないか

と思うのです。」

　r風景との対話』（東山魁夷著）を読んだ同じく中学

3年生（男生徒）は，読書感想文のまとめの部分に，次

のような決意を書いている。

　r（前略）僕は今，入学試験という波におぼれそうで

ある。また僕には，幼児から悩まされている難聴という

大波もある。これらの波にいらだたず，あせらず，独

り，自己の浮力で浮き上がらねばならない。自分の中の

「ひとすじの道」をしっかりと見つめ，少しずつでも歩

いていこうと思っている。」

　少し前，ある新聞の朝刊に『一冊の本　暴走少年は変

わった』という見出しの記事があった。暴走族に入り，

シンナー，覚せい剤にも手を出していく。やがて，乱闘

事件を起こし，相手をナイフで刺して逮捕された一少年

の軌跡である。少年院に入って2，3か月後，図書館で

ふと一冊の本を手にした彼は，見事に変容していく。一

一1冊の本との出会いで，人間はこうも変わるものなの

か　　彼は，今春，東京の私大を卒業，さらに国立大学

医学部に入学したのである。

＊Problems　of　elementary　school　reading　guidance．

＊＊SHIMAJI，Kazuo（The　Kyoto　City　Board　of
　Education）

　小学校高学年ごろから中学生の時期を，r第二の誕生』

といわれることがある。この時期に，どんな読書経験を

したかが，子供の将来の進路を決定したり，将来の展望

を確立したりすることにかかわって，大きく影響してい

くものであることを強烈に思い知らされる事例である。

　かつて，京都新聞に子供の読書について連載記事を書

いていたころ，見知らぬ母親から一通の手紙をいただい

た。自分は事情があって中学校までしか行かなかった。

読書も十分にできず，つらい思いをしてぎた。そのこと

は，生活そのものにも影響し苦しいものであった。せめ

て我が子には，同じ生き方をしてほしくない，そのため

に，何としても読書のできる子にしたい……切々たる母

親の願いが綴られていた，

　どの子にも，読書のできる力をつけなくてはならな

い。読書力は，生きる力である。より人間らしく，豊か

に生きるために，どの子にもつけなくてはならない力で

ある。この力をつけるのは，すべての教師の責務である。

　子供の立場から言えば，学力保障，権利としての読書

力である。教師の立場から言えば，責務として読書力を

保障しなくてはならない。

　人か物か一究極のところ，教師の認識と実践につな

がる情熱である。本気で読書の重要性を考える教師であ

ることが，いま，切望される。ごくひとにぎりの教師だ

けが，読書指導をしているというようなことがあっては

ならない。

　2．読書力につながる読みの授業か

　小学校学習指導要領・国語には，各学年の「1．目標」

に読書に関する指導目標が明記されている（（2）の後段）。

また，r第3　指導計画の作成と各学年にわたる内容の
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取扱い」の（5）には，次のような配慮を促している。

　「各学年の内容のBのうち，読むことの指導について

は，日常生活において児童が読書活動を活発に行うこと

を促すように配慮するとともに，他の教科における読書

についての指導や学校図書館における指導との関連を考

えて行うこと。なお，児童の読む図書については，人間

形成のため幅広く偏りがないように配慮して選定するこ

と。」

　全体にかかわる「第1章　総則」の「8　以上のほ

か，次の事項に配慮するものとする。」の中に，次のよ

うな事項がある。

（1）学校生活全体における言語環境を整え，児童の言語

　活動が適正に行われるように努めること。

（2）視聴覚教材などの教材・教具や学校図書館を計画的

　に利用すること。

　以上のような読書指導にかかわる目標や配慮事項が，

どうも周知徹底していないように思われる。

　小学校における読みの指導は，読書生活につながる基

礎・基本の力をつけることである。したがって，生活の

中で生きて働く読書力となるためには，どんな基礎能力

が必要なのか。そのような基礎能力をつけるためには，

どのような学習活動をさせるのが最適なのか。その活動

を促すためのふさわしい発問は，等々確かな授業設計が

なされなければならない。

　しかし，現状はどうか。

　国語の授業は，教科書教材を指導書（教科書会社出版

のもの）の通りに読解指導されていることが極めて多

い。子供たちに，いまさせている学習活動は，どんな言

語の力がつくのか，その力は，読書力のどんな基礎能力

につながっていくのか，といったような定見もないまま

に進められている場合すらある。

　読みの指導を考えるときは，常にr読書力」r読書生

活」という視座から「読み」を考えていく必要がある。

　3．　指導法の工夫・改善を

　テレビに加え，テレビゲーム，パソコン等のゲーム機

が，多くの家庭に普及してきた。放任しておけば，子供

たちは，益々活字離れ，読書離れしていくであろう。

　現状を直視レて，子供たちのために，読書力をどのよ

うにつけていくか，創造的な指導法の工夫・改善が，い

ま，特に望まれる。

（1）個人差に応じた指導の工夫

　　子供たちは，それぞれ個性をもち，能力・適性・興

　味・関心等において多様である。読書指導は，適書に

　出合わせることから，といわれるように，個人差に応

　じて，かかわり方の工夫をすることが大切である。

（2）学校図書館の活性化のための工夫

　　学校図書館が十分に利用され，機能しているだろう

　か。もっと積極的に，意図的計画的に利用させる必要

　がある。子供たちは，図書館へ入ることを好んrさい

　る。

　　図書館の利用は，読書する力をつけるためだけでな

　く，図書館を利用する能力（読書力の一つ）をつける

　ためでもある。この力は，公共図書館を利用する力に

　つながるのである。

　　生涯教育，自己教育力という視点から読書力を見直

　すとき，公共図書館の利用指導は重要である。学校図

　書館が十分に利用され活性化されることにより，地域

　の公共図書館も利用されるであろうし，公共図書館に

　魅力を感じ積極的に利用する子供は，また，自分の学

　校の図書館もよく利用する。

（3）生活を育てることとしての指導の工夫

　　読書生活を確立させるためには，読書指導を，その

　子の生活を育てる問題としてとらえていく必要があ

　る。読書指導は生活指導であり，生き方にかかわる指

　導である。（筆者は第8回読書科学研究奨励賞受賞者〉
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情報社会と読書＊

亜細亜大学室伏 武＊＊

　情報社会と呼ばれる現代の社会において，読書の問題

は，21世紀に向けて大きく変わろうとしている。なかで

も，電子工学の発達によってメディアの多様化と多量化

の傾向が増大し，やがて，電子出版物やI　N　S，キャプ

テンシステムなどのオンラインネットワークシステムの

普及は，文字，図，音声などが同時に使われるマルチメ

ディアの時代を迎えることになった。これまでの単一の

メディアが優位の社会からさまざまのメディアの個性化

と総合化する新しい社会一多媒体社会が形成されるよ

うになった。これまでの送り手主体の社会から受け手主

体を特徴とする情報社会において，読書とその教育は，

産業社会における教養主義のもとに展開された時代とは

大きく変わろうとしている。この新しい読書の問題は，

次の三つに集約できる。

　（1）多媒体的読書

　　文字メディアと他のメディアとの相互作用的なか

　かわりあいにおいて読書が行なわれる。

　〈2）情報処理能力としての読書能力

　　読み書き能力（リテラシー）から知識生産をめざ

　す情報処理能力としての読書能力と，メディアリテ

　　ラシーとしての読み書き能力とに変化する。

　〈3）創造的読書活動

　　教養的知識から創造性のある知識へとその考え方

　　が変わり，生産性のある知的活動としての読書活動

　が展開されるようになる。

　1．　情報処理能力としての読書能力

　1960年代，アメリカを中心として教育爆発の時代にお

＊Information　age　and　reading．

＊＊MUROFUSHI，Takeshi（Asia　University）

いて，これまでの教養主義の思想に墓づいた教養（知

識）人の資質としてのr読み書き能力」は，新たな知識

を創ることができる能力の開発が求められるようにな

り，読書能力が情報処理能力として統合されることにな

るo

　「読み書き能力」は，産業社会の発展の原動力として

大きな役割を果たした。はじめ産業社会の指導者たち

は，古典教養主義のもとに知識人としての資質である古

典の読み書き能力とその結果としての知識力を持つこと

であった。やがて，19世紀中頃になると労働者階級が拾

頭し，実学教養主義が起こり実用を中心とする読み書き

一リテラシーが問題となる。このリテラシーの教育の

必要性から学校教育や社会教育が制度化され3Rを中心

とした教育が展開される。古典教養主義の社会では，古

典の読解とそれを憶えるための読書力であった。これに

対し実学教養主義では，産業社会に必要な実用的知識，

娯楽的知識，精神的知識が理解できるための能力であっ

た。そして，このことは，読み書き能力を持つことによ

って，知性ある人間となることであった。さらに，読書

の普及は，それが指導者階級の手から大衆のものとなり

大衆文化の方向に流れるとともに，読書とその能力が生

活化されるようになって現在に至っている。

　情報処理能力としての読書能力は，生産性のある知識

を創造する情報主義に基づいている。情報の収集，理

解，組織，利用という知識の認識過程＝知識生成過程に

おいて，読書能力は，他の能力との個性的なかかわりに

おける能力であり，それは，理解と表現との相互作用の

中に見い出されるものである。この情報の収集から始ま

り新しい知識を創造するために必要な理解と表現の能力
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において，読書は．，その全体における部分としての能力

であるとする考えと，これら全体が読むという能力であ

るとするものとがある。

　また，知識生産としての能力は，これまでの知識観で

はなく，新しい知識に対する考え方に基づいた理論と，

それが科学的に検証されたものでなければならない。特

に，その中心をなすものは，言語的二知識的な論理思考

力と，創造的思考力とが調和のある能力として見直しを

されなければならない。こうした中で創造的思考力の優

位性を強調する人たちもいる。

　2．知識生産としての読書活動

　読書活動とは，読者の主体的な知的活動であり，自己

創造をすることである。それは，文字言語を読むことに

よって，それが伝えようとする内容を理解することであ

り，イメージ（心像）を形成することである。この知識

の理解としての読書活動は，新しい知識を生産すること

を理念として展開されることに基本的な問題がある。

　この創造性と読書の問題は，読書的思考の問題である

と言うことができる。この読書的思考は，読書的認識に

おける言語的思考としての論理的な集束的思考と，知識

的認識における知識的思考としての拡散的思考との二つ

がある。ことばの理解としての言語的認識である読書的

認識は，言語的論理によるものであり，論理の美学ない

し情意の美学である。この論理の美学は，言語的知識の

世界を，また情意の美学は，人間が人間らしく生きる自

己の精神の世界を形成する。そして，知識の理解として

の読書的認識は，論理的思考による知識的認識による知

識（学問）の世界を，また創造的認識，特に拡散的思考

による新しい知識の生産をする創造の世界がある。この

知識の創造は，新しい知識観の導入が必要である。

　こうした読書活動は，古典的教養から実学的教養へ，

そして創造的教養と呼ばれる新しい時代における新たな

人間の資質が求められることによって21世紀へと前進す

ることになる。この知識生産としての読書活動は，古典

的教養主義におけるr人間論」から，実学的教養主義に

おける「知識論」へ，そして，知識生産主義における

「情報論」への流れにおいて，読書活動がその中心的な

役割を果たしてきたし，またこれからもこのことは変わ

ることのないことであると言うことができる。そこに，

読書の社会的使命の重要性があり，だから，それぞれの

時代における人間とその社会を創りあげることに大きな

力を発揮してきたと言える。

　この知識生産としての読書活動は，読書的認識におけ

る創造的読書であり，それは，知識生成の過程であると

言うことができる。この過程において読書活動は，自己

創造をすることができる。

　（1）情報や知識の収集

　　情報検索の活動であり，例えば書誌の読み書きが

　必要とされる情報検索能力としての読書能力と活動

　がなされる。

　（2）情報や知識の理解

　　情報や知識を「読む」r見る」「聞く」といったこ

　　とによる理解することである。r読む」ということ

　　は，言語的，幾何学的にイメージを形成する。

　（3）情報や知識の組織化

　　情報や知識を特定の視点から操作することであ

　　り，その結果として新しい知識を創造する。

　（4）情報や知識の利用

　　生産された新しい知識を実際に活用する。

　　　　　　　　　　　　　　　　（筆者は理事）
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映像文化の中の子供と読書指導＊

中野区立大和小学校　皆　川　和　子＊＊

　1．現在の読書指導に対する疑問

　現在，小学校での読書指導は，大体次のような目標を

もっている。

　①本を好きにする。

　②本を利用でぎるようにする。

　③読書によって自己変革ができるようにする。

　これらの目標に対して指導体系表が作られ指導計画が

立てられている。私が教職についてから20年，理論的に

整理され，方法技術が工夫され，更にここ数年は，自己

学習力の言葉と共に課題解決学習の指導が強調されてき

てはいるが，大きな目標や指導計画は変わっていない。

それに比べ子供の生活する環境は大きく変わってきてい

る。いわゆる映像文化であり，情報化社会であり，マン

ガ・週刊誌の氾濫する環境である。この環境の変化に読

書指導はどのように対応してきたかと考えるとき，何と

も貧弱な答えしか見つけられないのである。

　又，理論が整理され指導計画や方法がいろいろと研究

されてはいるが，どこか本来の読書や現実の子供達から

離れていくような気がしてならない。日本の教育が教師

中心の授業であり，それが課題解決学習の形を取ってい

ても，いかに能率的に能力をつけるかという能力主義で

ある以上仕方のないことかもしれない。が，どこか違

う。読書は，能力だけでは片付けられないものをもって

いる。心に直接働きかけるだけに理論の枠に納まらない

部分がある筈だ。それを忘れてはいないだろうかと考え

＊Children　and　reading　guidance　in　a　non－print　mass－

　media　culture．

＊＊MINAGAWA，Kazuko（Yamato　Primary　Schoo1，

　Nakano，Tokyo）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一188一

るのである。

　2。一人一人の謙書は違う筈である

　読書とは，読み手の全人格にかかわってくるものであ

る。読書によって心を豊かにするというが，本に反応す

る心は，その人の経験，即ち人とのふれあいや自然との

ふれあいから生まれてくる。読書は，それを少し進めた

り繋ぎ合わせたりするものである。然るに子供一人一人

の読書が違ってくるのは当然である。

　例えば，現担任の6年でも，1は，紹介された本をま

じめに読み，新聞も読み，本との関連記事を切りぬいて

紹介するなど，教師から見て理想的な読書をしている。

Kは，受験勉強と体力作りのサッカーに追われまとまっ

た本は読めない。・暇ができるとrキャプテンはつらい

ぜ」のシリーズを読む。今，Kの心を支えているのは，

この本のブラックキャットのメンバーなのである。Y

は，漢字が大嫌いで読む力もあまりないが，r地べたっ

こさま」が気に入って何度も読んだ。又「ぼく日本人な

の？」の読み聞かせに感動し，今は「千本松原」にとり

くんでいる。この三人三様の読書は，どれも，その子の

生活や心としっかり結びついていて，どれが上とは言え

ない。三人とも，本の価値を体で感じとっているのであ

る。

　教師の指導のもとに全員が理想的な読書をすればいい

のかもしれないが，担任や学校が変わればやめてしまう

読書は，個性を認めていない指導に多いと考える。又，

行動を伴わない頭の中だけの自己変革も同じである。本

を読み取る能力と生活能力がアンバランスで，度が過ぎ

ると危険な読書になることがある。



映像文化の中の子供と読書指導

　3．　マンガの人気と役割

　このごろの高学年は，テレビを見る時間がだんだん減

っている。その原因の一つは，マンガの盛況だと言え

る。テレビのアニメは，マンガ雑誌に発表されたものを

次々にアニメ化して乱造している。しかも，コマーシャ

ル漬けと言っていいほどコマーシャルが入り，長く見た

割には，内容は少ない。それに子供達は，テレビの一過

性をよく心得ている。その点マンガは，時間が少なくて

すみ，くり返しいつでも読むことができる。現在の，忙

しい子供達のコマ切れの余暇に食いこんでいるのは，何

と言ってもマンガなのである。

　マンガは，まちがいなく本である。しかも今，マンガ

のジャンルはどんどん広がっているし，表現方法も工夫

され，マンガを芸術にまで高めようとする試みも多くな

ってきている。子供達が，よく読んでいるマンガのジャ

ンルを挙げてみると次のようである。

　①歴史マンガ子供は，歴史は好きだが，知識や経

　　験の不足から，文章をイメージ化することが難し

　　い。が，マンガなら分かり易いので人気がある。

　②　学園もの　「タッチ」に代わる活字本は見あたら

　　ない。ズッコケ三人組やおまかせ探偵局のシリーズ

　　が，かろうじてその役を果たしているぐらいであ

　　る。

　③　スポーッもの　rキャプテン翼」に匹敵する活字

　　本はない。「友情のキックオフ」などがあるが，そ

　　のスケールは，キャプテン翼にとうてい及ばない。

　　それでも子供達は，とびついて読もうとする。

　④　怪奇もの　感心できないものが多いが，活字本で

　　も，雨月物語や小泉八雲の怪談ぐらいしかない。

　　「ゲゲゲの鬼太郎」のようなものはないのである。

　この他，SFやノンフィクションもある。

　又，マンガには，かなりの文字が入っている。例え

ば，ジャンプ40号のキャプテン翼には約1900字が入って

いる。キン肉マンではもっと多い。おそらく，週刊ジャ

ンプ1冊では，2万3千字ほどを読むことになるだろ

う。読む力をつけるのに，マンガも相当の役割を果たし

ていることは否定できないのではないか。更に，活字本

を余り読まない社会科の好きな子が，内容的に相当高度

な「アドルフに告ぐ」を読み通すのである。

　このような現状を見るとき，マンガを読書指導の中に

どう位置付けていくべきかを真剣に検討しなければなら

ない時期に来ていると考える。確かに文字が多くても，

文章としてつながらず，あくまでも絵の補助であること

が多いから活字本と一緒にするわけにはいかない。が，

幼児からテレビと寝起きしてきた子供達に，良質の大衆

小説の役割をするものが，どうしても必要なのである。

又，マンガに対する選択眼も育てる必要があると考え

る。

　4．終わりに

　個性を認める読書指導もマンガを認める読書指導も，

結局は，現実をよく見て発見していくことである・こと

ぽ遊びや音読が見直されて来ているのも，時間に追われ

るコマ切れ文化の中で，言葉の存在を子供の心にいかに

して気付かせていこうかと模索した結果であろうと考え

る。しかし，ことば遊びや音読はそれ自体の楽しさが子

供を引きつける。読書指導の中の単なる手段としか考え

ない指導であれば，子どもの読書生活には結びついてい

かない。それは，読み聞かせやストーリィテリングでも

同じである。

　私は，現実の子供をよく見たところに，従来の理論の

枠をはみ出た指導の発見をもっともっとしていかなけれ

ばならないと考える。r今の子供にとって，活字でなけ

ればならない必要性はどこにあるのか。」r文章や言葉を

大切にする必要性はどこにあるのか。」それと，文化を

伝達する教師の役割を，単に読書指導だけでなく，音楽

や演劇，パソコンやいじめなど，社会全体の文化，環境

の中で考えていかなければならない時代だと考えるから

である。　　　　　　　　　　　　　（筆者は常任理事）
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私　の読書論＊
若い人へのアドバイス

東京学芸大学　井　上　尚　美＊＊

　1．　読書の習慣を

　本を読むか読まないかということは習慣の問題であ

る。読書の習慣のついている人は，電車を待つ間とか食

事の前のわずかな時間でも本を開くし，そうした習慣の

ない人は何時間あっても本を手にとろうとはしない。

　一度習慣がついてしまえば，読書の魅力というものは

断ちがたいものがあるから，若い人々はまず何としてで

も読書を習慣化させるように努めることが第一である。

　それには，推理小説など，筋が面白くてグングン最後

まで読者を引張っていくようなものがよい。あるいは推

理小説に限らず，自分が興味を持っていることがらに関

する本を読むのがよい。

　とにかく，手当りしだいに読むことが大切である。

　そのようにして本に親しむ習慣がついてきたら，その

次の段階として，自分の読書生活に対して反省を加える

ことである。

　読む速度：まず読みのスピード。一生は限られている

し，読むべき本は無限に近い。とすれば，読みのスピー

ドの遅速は一生の間にはずいぶん大きな差となるであろ

う。こう述べると，すぐ頭に浮かぶのが「速読法」のこ

とであろう。これが有効なことは確かだが，ここではご

くフツーの読み手のことを考えてものを言っているの

で，特別な訓練は想定しない。しかしそれでも，自分で意

識的に努めることによって，一度に目に入る範囲（span）

を広げることはでぎる。これは読解力と直接関係するこ

＊My　views　on　reading：Advice　to　young　people．

＊＊INOUE，Shobi（Tokyo　Gakugei　University）

とはもちろんである。

　この読解力というのも，いざ規定しようとするとなか

なか難しいが，少なくともその中心をなすものは次のよ

うな能力であろう。

①今，目に入っている範囲をひとにらみで理解する能

　力

②　これまで読んできたところを頭の中でまとめる（要

　約する）能力

③これから先の展開を予測する能力

　こうした読解力がつけば，spanもずっと広がってい

くし，速く読むこともできるようになるのである。

　読み方：次に読み方であるが，これには何もルールは

ない。読みたいように読めばいいのである。新聞の場合

は，必ずしも1ページから最後のページまで順に読むと

いうことはしないであろう。本も，自由な読み方をして

よいのである。

　人間とつき合うにも，初めから親しみ易い人もあれ

ば，初対面のときにはぶっきらぽうで感じが悪いと思っ

てもじっくりつき合ってみると味のある人もある。同様

に書物にも，冒頭の部分は何だかよくわからなくても少

し飛ばして先へ行くと読み易くなってくるようなものが

ある。これには著者の筆癖や独特の用語法になじんでく

るというせいもあろう。とくに洋書など，1ページ当た

りの読みのスピードは，その本の半ばごろになると飛躍

的に増してくることがある。

　また，細切れの半端な時間を利用すること，TPOに

応じて何種類かの本を同時進行の形で読むことをお勧め

一190一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　私の

したい。これらは読書の能率を目に見えて向上させる。

　批判的に読む：第三に，rことごとく書を信ずれば書

なきにしかず」というとおり，本の中で述べられている

ことを自分なりに批判的に読むということが大切であ

る。批判的（critica1）というと，なにか揚足をとること

と同じだと考えている人もいるようであるが，critica1

とはcriterion（一定の規準・尺度）にもとづくという

意味である。従って，良いものを良いとするのもcritical

なのである。

　われわれはまず素朴な読者として，そこに書かれてい

ることをできるだけ忠実に読みとろうとする。しかし，

すぐれた読者であるためには，その上に自分なりに批判

することが求められるのである。

　むろん初めのうちは，r理解するのがやっとで，批判

などとてもとても」ということもあろう。たしかに，A

という本を読むと著者のいっていることがいかにももっ

ともに思えてくる。しかしまた，反対の主張が述べられ

ているBという本を読むと，それも正しいと感じられ

る。これではまるで波に漂う小舟のように，自分自身の

主体性はまったくないように思われるが，実はそうでは

なく，Aを読みBを読んでいくにつれて読者自身知らず

知らずの中に弁証法的な思考の発展があるのである。

　2．本のいろいろ

　「二度読むに値しない本は，一度読むにも値しなかっ

た」ということばがある。近ごろは書名だけを見るとい

かにも食欲をそそられるが，いざ読んでみると，時間を

損したというような本もある。

　そうかと思うと，世界最高のベストセラーといわれる

『聖書』のように，読む前と読んだ後とでは，たしかに

自分が変わったと思われるような，自己を浄め・高めて

くれるような書物もある。

　また，いわゆる「読みつつある本」というような座右

の書もある。私の場合でいうと，徒然草がそれである。

そして，そのすぐれた入門書として私は，沼波項音著

読書論

　『徒然草講話』を忘れることができない。この本は，中

学で徒然草を習ったとき，単なる参考書のつもりで偶

然，読んでみた。ところが，その各段につけてある著者

の「評」が大変ユニークで面白く，その評を通じて私は

兼好法師の人がら・生活・思想を身近なものとして知る

ことができた。その後，徒然草について書かれたいろい

ろな文献を読んだが，この本のように兼好の思想や生活

を親しみやすく感じさせてくれる本には出会わなかっ

た。

　とにかく，私の思想形成にとって徒然草は大きな影響

を与えているし，その徒然草に私を導いてくれたのが沼

波氏の本なのである。

　その沼波氏が，氏の随想を集めた本の中で，r名著と

は万人が名著と認めるものではない。著者自らが，これ

こそ名著なりと信ずるものをいう」という趣旨のことを

書いていたが，私には深くうなずけるところがあるし，

『徒然草講話』もまさに名著だと私は今も固く信じてい

る。かつてケーベル博士は，もし無人島で暮らさなけれ

ばならないとしたらどんな本を持っていくかと問われた

ら，何冊かの座右の書とオーケストラのスコア（総譜）

を持っていくと答えると述べていたが，そうした場合，

私だったら徒然草を第一に挙げるであろう。それも沼波

氏のおかげである。

　3．おわりに

　本を読むのはあくまでも自分自身である。世間の評判

や批評家の言うことなどあまり気にしないで，自分自身

の感覚で取捨選択して読めばいい。ただし，その感覚が

偏狭なものにならないためには，他人の意見にも十分に

耳をかす謙虚さが必要なのは言うまでもない。けれど

も，情報氾濫時代の今日，私たちは「情報についての情

報」が多すぎて，肝心のオリジナルなものに接すること

が案外少ない。従って，腹をすえて直接現物に当たり，

もっと自分本位の読み方をすればいいのではないかと私

は考えるのである。　　　　　　　　　（筆者は会長）
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読むことに帰ろう＊

千葉大学首藤久義＊＊

　読む力は読むことによって伸びるという常識に．帰ろ

う。そして，教室で一緒に読むときは，教師も生徒も協

力して読み合おう。

　読めない文字や，意味のわからない言葉があったら，

教師も生徒も，聞き合い，考え合い，調べ合って協力し

て読もう。感じること，思うことを交流し合いながら，

とにかく読もう。そして文章になじもう。そのように読

むことが重なるにつれて，一人一人の中に読む力が蓄え

られ，伸びていく。

　教師が発問し，正解を競って生徒が発表したり議論し

たりして，いわゆる「活性化」させられた教室を，私

は，読みの学習にとって好ましい教室だとは思わない。

　発問による授業において，何が正解かを判定するのは

教師である。そもそも発問が教師の頭の中で計画された

時点で，正解も決められているものである。答えがわか

っていて問う。問う者が一段上にいる。自分がわからな

いことを，問うて明らかにしようという姿勢はない。わ

かっている者が，わかっていない者を試し，教えるとい

う姿はあるが，教師も生徒も共に文章に対面して，力を

合わせて読み合うという姿はない。中に，生徒の意見を

聞くうちに正解を変える柔軟性を持ち合わせた教師がい、

たとしても，何を正解にするかを決めるのは，やはり教

師である。結局，正解は教師の腹の中にあることにな

る。生徒は，文章よりも，教師の腹を読むことに力を注

がされることになる。いくら自分なりに誠実に文章を読

み解いても，それが教師によって正解と認められなけれ

ば，その教室では誤りとされるのであるから……。

＊Let，s　return　to　reading．

＊＊SHUTO，Hisayoshi（Chiba　University）

　「問答は開発」という，はき違えがある，と芦田恵之

助が鋭く指摘している。

　「注入はその名のごとく詰込みで，外よりするもの，

開発は引出すことで，内よりするものです。そこで従来

の漢文教授は（中略）多くは教師の独演を，生徒が傾聴

するのでしたから，注入と考え，開発の新方法として，．

児童と問答することが工夫されました。そこで独演は注

入，問答は開発とは，ぎちがえたものがありまして，見て

いても，顔の赤くなるような愚問愚答が臆面もなく試み

られるようになりました。（中略）

　独演の中に立派な開発が行われています6問答の中に

残酷な注入が行われています。即ち児童と共にあること

を究明しようとしての苦心・経過・結果等を語るのは，

よしそれが独演であっても，聴者はこれに共鳴したり，

疑ったり，解決したり，是正したりして，内的活動は頗

る鋭敏なものがあります。所が教師があることを児童に

教え込もうとして，それを問答の形によって進めたとし

たら，いかにそれが巧妙に運ばれても，注入であること

はいうまでもありません。」（r第二読み方教授』芦田書店1925

年P．236－7）

　ではどうするか。議論するより行えと芦田は言う。

　r何としても駄問駄答一若しありとしたら一を廃

して，読むなり，話すなり，聴くなり，書くなり，綴る

なりの行に立たせたいと思います。」（r国語教育易行道』同

志同行社1935年p．177）

　r余は作業を教訓であると常にとなえている。維新の

頃にもr議論より実を行えなまけ武士。」という諺様の

ことがはやったというが，まことに実を行って，論の解

決せらるることは多い。」（r綴方教授の帰着点」r国語教育』
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1916年11月号育英書院p．25）

　「吾人の日常生活に顧みるも，読みが事なく通ずる場

合には，意義は既に六七分解することが出来る。（中略）

然るに当今の読み方教授は，不十分なる通読の上に，意

義・文法・修辞等の取扱を試みておる。もし砂上の楼閣

が危険であるというならば，かかる教授も亦危険である

といわねばならぬ。徹底した通読は，今日の読み方教授

に特に声を大にして要求すべき事である。」（r読み方教授』

育英書院1916年。引用は『近代国語教育論大系5』光村図書

1975年P．74）

　生徒は，日本語を使って生活しており，就学時には既

に，読んでもらって文章をイメージ化し味わうことが，

相当自由にできるようになっている。それを，自分で読

めるようにするために教えるのである。教師には何でも

ないように思える読字が，生徒にとっては大変なことな

のである。それが楽にできるようになるために生徒は学

んでいるのである。

　教科書の文章に対薗して，まず生徒がしなければなら

ない仕事は，それを読みあげることである。読みあげる

ということは，文字の列を言葉の列によみがえらせるこ

とである。心の中だけで言葉によみがえらせれば黙読，

声に出して言葉によみがえらせれば音読となる。これが

できなければ文章を読むことができない。

　読みあげれば意味もわかり味わうこともできる文章な

のに，読みあげることに抵抗が多くて苦労している生

徒，言わば読みの入口のところで足踏みしている生徒

は案外多い。そういう生徒を置き去りにしたまま，つま

り読みあげることを十分にしないまま，読解・鑑賞にか

かわる論議に入っても，それに参加できるのは少数の生

徒だけになってしまう。そして少数の生徒によって立派

な意見が出され見事な板書ができたのに，その文章を満

足に読みあげられない生徒が何人もいるというようなこ

乏が起きてしまう。

　厳密に言うと，読みあげる声は毎回変わる。理解・鑑

賞の程度によっても変わる。たどたどしい読み声から，

よどみない読み声，とつとつと読みながら聞く者の心に

しみ入る読み声までいろいろある。読みあげるという一

事に，読字・読解・鑑賞のすべてが含まれる。奥が深

い己読みあげるということは，読みの学習の中に実に重

大な位置を占めるものなのである。

　読みを十分にしないで「議論をしたり，発表をしたり

してばかりいる」教室の生徒に思いを寄せて，芦田は，

「こうした生活を六年間継読，読めもしない本を諦視

し，（中略）人の読むのを聴いたふりに，本を持ったり置

いたりして面白くもない月日を送って来た事を思うと，

まるで缶詰のような生活です。気の毒でたまりません。」

（r国語教育易行道』前出p．56－7）と述べている。感慨を禁

じ得ない。

　こういう教室から抜け出すのに，何も特別の難しい技

術は要らない。読むことに帰ればよい。生徒の感性や理

解力をもっと信じて，もっと読ませるとよい。協力して

読み合うとよい。読むことに時間を費せばよい。そうす

れば，文章を読む時間を切り詰めて，読解・鑑賞にかか

わる「高度な」論議に多くの時間を費していた授業にお

けるよりも，はるかに多くの生徒が読みに参加できる

し，あの子がこんなによく読めわかり味わえる子だった

のかと目を見張る嬉しい体験をすることになろう。

　その教室は，正解をめざして生徒同士が競い合う教室

ではなく，r師弟全部が，共に育つのを楽しむというよ

うな和やかさ」（『国語教育易行道』前出p・57）の漂う教

室でありたい。その中で生徒は，命令されて読まされる

のでなく．，朗読劇を演ずるために，あるいは絵本やアソ

ソ・ジーを作るために，目で読み，口で読み，手で書き

写しながら読んでいるという姿が欲しい。

　これは机上の幻想ではない。現実に実践されている。

最近の実践報告としては，川島浩子rまるごと読み，学

ぶ全文視写活用の指導」（r実践国語研究別冊国語科授業の実

践記録⑤』明治図書1986年9月）や卯月啓子r詩の本の世界

ヘアンソロジー（名詩選）作りを通して」（r月刊国語教

育研究』翫172日本国語教育学会1986年9月号）などがある。

（引用文の表記は現代風に直した）

　　　　　（筆者は第11回読書科学研究奨励賞受賞者）
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読みきかせによる物語経験と読書＊

山形大学高木和子＊＊

　子どもの時代に，おはなしを聞いたり絵本などめ読み

きかせを受けることを楽しみ，沢山経験することは良い

ことだと大抵の人が考えている。しかし，何のために良

いのか，それは何故なのか，ということになるときちん

と答えられる人は少い。r読書好ぎの子になる」という

説明にしても，物語や文学への興味を持ち続けるという

範囲から，科学読み物や論理的文章を読みこなせるよう

になるという範囲のどこに焦点をあてているのか定かで

はない。それでも，文字によって綴られた文化財（物語

や思想や科学）を読み解く活動である「読書」に親し

み，自ら積極的にかかわる「力」をつけるのに役立つは

ずだという気持を捨てることはできない。

　筆者が研究者として初期の頃には，rおはなし」や絵

本の表現形式が，日常の会話とは異る「書きことば」で

あることが鍵になっていると考えていた。ことばだけで

情報をきちんと伝えるために，組み立てを考えて表現さ

れている書きことばの様式（文の形での表記，接続詞等

の多用等）に慣れることが読書に移行する際に大ぎな

「力」となることを実験的に証明しようとしたこともあ

る。この時の考えが誤りであったとは思っていない。け

れども，r物語理解」の研究を進めていくうちに，子ど

ものおはなしの理解のしかたの変化に気づき，子どもの

おはなしの楽しみ方の中に重要な問題が含まれていると

考えるようになった。子どもははじめ，読み手や語り手

との声による交流を楽しむのであり，自分が気に入った

ところをとらえて楽しむのであって，物語を順序だてて

＊Vicarious　experience　through　being　read　stories　and

　reading．

＊＊TAKAGI，Kazuko（Yamagata　University）
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記述されたまとまった内容として理解するのは，ずっと

後のことらしいのである。

　またApplebee（1978）がr子どもの物語の概念」と

いう本の中で，物語とは，ことばをことばとして楽しむ

詩的言語であり，その時の言語使用者は，ことばの世界

を見物人的役割をとって楽しんでいるのだ，といってい

ることにも大きく影響された。おはなしをしてもらうこ

と，絵本を読んでもらうことは，日常の話しことばのよ

うに，返事をしたり，応答したりする必要がない。つま

り1，中味の意味理解についての強制がない。聞こえてく

ることばの流れの中で自分が楽しめるところだけ楽しん

でいることが許される。途中がわからなくとも，静かに

聞いてさえいれば楽しいところが来る。どんな風に理解

し，楽しむかは聞き手にまかされているのである。

　もちろん，何度も同じ話をきいたり，話を聞いて楽し

むことに慣れてくれば，一人よがりの楽しみ方から，お

話の世界の構成がわかった上での楽しみへと変ってく

る。このr慣れて変ってくる」間に子どもたちはどのよ

うな学びを展開しているのかを考えてみたいと思う。

　認知心理学では，学びによって子どもの知識が獲得さ

れるとする。そして，その知識には，大別して，事柄に

関する知識（knowing　what）と，知り方についての知

識（knowinghowtoknow）を考える。おはなしを沢

山聞けば，毎日の生活では経験できない事柄についての

知識を広めることができる。だから，お話を楽しんでい

なかった子よりも，文学への興味が深まることも当然で

ある。しかし，ここでとりあげたいのは，物語経験によ

ってどんな知り方の知識が育つのかである。それこそ

が，読書にかかわるr力」となるはずのものと考えるか



読み聞かせによる物語経験と読書

らである。

　おはなしのことばは日常の話しことばとは異る。けれ

ども，話し手と聞き手とがことばを介して同じような楽

しみを共有する場で交わされることばである点は，同じ

である。その上子どもにとって，大人である話し手か

ら，何の制約も受けずに自由に自分の楽しみを作り出し

ていける場でのことばであることが加わる。読み手（又

は語り手）の大人にとっても，この場は日常会話の場と

は異る楽しみをもたらす。自分が声に出して読んだり，

語ったりする世界を自らが楽しむことができるのであ

る。（これが楽しみを伴わない，単に書かれた文字の音

声化であるとしたら，以下の議論にはあてはまらなくな

る。でもそのような読みきかせはずっと少いはずであ

る。）つまり，読みきかせの場ではおはなしという世界

を間においた自由で間接的な楽しみと，一緒にそこで声

を交わしあっているという直接的触れあいとが同時に進

行している。そして，語られていることばは，書きこと

ばの性質をもっているのである。

　読みきかせや語りによる子どもの物語経験の質をこの

ようにとらえると，同じ話を何度もせがんで楽しむこと

を通して彼らがどんなことを学んでいくのかを考えるこ

とができる。まとめていえば「ことばを通して自分自身

が理解できる世界を作りあげる」ことを学ぶのである。

その土台となるのは，ことばで語られる世界は，自分な

りに理解できるはずのものだという見通しである。全て

がきちんとわからなくとも，自分なりにわかる世界をつ

かめるはずだという気構えは，くり返し物語を聞くうち

に理解の世界が広がっていく中から培われるだろうし，

読み手と共に楽しめる共有の世界への見通しもそれを助

ける。

　次に考えられるのがr物語の世界」についての理解で

ある。物語の世界は日常の生活とは別のところに組み立

てられている。「はじまり」があって，主人公が登場し，

沢山の事件がおこるけれども，主人公は何とかそれを解

決して「おわり」，世界は閉じられる。だから主人公が

登場し，事件がおこるとどんな終りが待っているのかを

推理しながら，（一つの安心感をもって）途中の展開を

楽しめる。途中で理解がむずかしくなっても，終りへの

興味が物語を聞き続ける力となることさえある。事件が

解決して「ほっ」とする場面の楽しさにひかれて聞いて

いる子もみうけられる。

　物語の展開を推理するためには，主人公の性格や，お

きた事件の原因などをきちんととらえておくことが重要

になる。人間の行動原理や事象の因果関係など物語を楽

しみながら学べることは非常に多い。また，事件の展開

を表現するために用いられる「ところが」や「すると」

といった接続詞の役割なども学んでいき，結果的には書

きことばの構造に親しむようになっていくのである。

　おはなしや読みきかせの時間が，それを共に楽しむ大

人との共有の場であり，子どもたちの自分なりの理解と

楽しみが保障され，さらに，興味ある話のくり返しの要

求が満される時，子どもたちの学びは伸びやかに拡が

り，話しことばの獲得の時と同じような楽しさと積極性

をもって書きことばの世界へ入っていける。読書材を，

はじめから構造化された論理的なものとしてきゅうくつ

に考えずに，読みの自由を認めた上でのわかり合いの世

界として子ども達に楽しんでもらうことも大切な気がす

るのである。（筆者は第2回読書科学研究奨励賞受賞者）
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もう一つの読書＊

国立国語研究所村石昭三＊＊

　読書神話

　「本を読まないと偉い人になれない。」これを伝統的

なr読書神話」と呼ぶならば，この読書神話は現代でも

どの程度の確かさを持つか，あるいは，いつまで持ち続

けられるか。これに関係した話題として，「本好きの子

は伸びる」ともいわれるが，まずはこの方の確かさを検

討する必要があるだろう。

　結果から先に一本を読むのが大好きな子。このよう

な子どもの学力は，本を読むのが嫌いな子に比べて，よ

く伸びる，という関係は今も続いている。その調査結果

を紹介しよう。私が直接に関係した『児童の表現力と作

文』の調査から見る。これは，小学6年生約600名が対

象だった。本が大好きという読書好きの群と，テレビが

大好きというテレビ好きの群とを両極に置いた5群に，

各自がどこに入るかをアンケートで答えてもらい，それ

とテストした作文（正確には文章表現力テスト）の成績

との関係を見た。すると，本好きの子どもは作文の成績

がよく，テレビ好きの子は作文の成績がよくなかったと

いう結果であった。

　本好きの子は作文の成績がいい。あるいは作文の成績

がいいのは本好きの子と考えるべきかもしれない。直接

に，この調査では読解力との関係は調べなかったが，お

そらく，本好きの子は文章がすらすら読め，話の出来事

のつながりや，人物の気持が読みとれるから，作文する

ときは，出来事や人物の気持の表し方が正しく，内容も

豊かになっていくだろう。それがテレビ好きの子の場

テレビ，本好きと作文力の得点

本が大好き

どちらかといえば本

テレビと本同じくらい

どちらかといえばテレビ

テレビが大好き

31．29

29．30

27．10

25．80

24．28

＊Another　approach　to　reading。

＊＊MURAISHI，Shozo（The　National　Language　Research
Institute）

　国立国語研究所（昭和53年）による。

合，テレビからでは文章への表し方を直接的に学ぶこと

はむずかしかろう。こう考えれば，本好きの子は読解力

がよくつくし，さらに作文力もつくというつながりが出

てくるだろう。こうして，そのつながりを少し短絡的に

求めていけば，本好きの子が得意な読解，作文は国語の

授業の中心だから，国語学力は伸びるし，さらには国語

は．「読・書・算」の中心だから全部の教科にもよい影響

が及んで，かくして，r本が好きな子は伸びる」という

ことになる。今の限りテレビ時代でも読書神話はくずれ

ないが，その内容はだいぶ変わっていくのではないか。

　折角，テレビ時代だというのに，どうしてテレビ好ぎ

の子やテレビがだめという陰の部分だけが浮きあがって

見えるのか。この原因に，調査学年が第6学年だという

ことがありそうだ。テレビ好きの子は学年が上になれば

なるほど，読書の大切さはよくわかっていよう。それが

わかっていながら，もはや読書という，文章を読んで楽

しみを得るということができないということを問題にし

なくてはいけない。読書で楽しみが得られないままに，

テレビでしか楽しみが求められない袋小路に追いつめら

れているのではないか。

　東京都に「子ども基本調査」というのがあって，テレ

ビを長時間だらだらと見る習慣がついた子は勉強時間や

読書時間が少ないという結果である。これは，単純に，
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もう一つの読書

テレビを見過ぎるから読書の時間がそれだけ減ってくる

という，生活時間の差引計算で考えるのはどうか。低学

年の子どもならともかく，高学年になれば，読書で楽し

みを得られないから，テレビに楽しみを求めざるを得な

いという危機状況にあるのではないか。私は読書の発達

に「9歳の壁」があると考えているが，この子たちは，

基礎的な読書力を身につけず，読書の楽しみを体験しえ

ないままに高学年に移行した結果，創造的な読みを自分

のものにできないでいるのではないか。

　かくして，一見，昔からの読書神話は生きているが，

子どもを取り巻く読書環境，読書文化は変質して，子ど

もの読書生活もr重読書」からr軽読書」に変わってぎ

た。そこで，従来の読書指導に，もう一つの読書の意味

を考えてみる必要があるだろう。その視点の変更を「読

書と読解力」から2つ。

　読書と読解力

　読解力という言葉はあまり好きでない，とことわった

上で，小学校低学年の読解力系列を，現行の学習指導の

実態から見ると，各学年ごとに次の目標を置いて指導す

ることになっているようだ。すなわち，第一学年は，

r書かれている事柄の大体を理解しながら読むことがで

きるようにするとともに，易しい読み物を楽しんで読も

うとする態度を育てる。」第二学年は，r事柄の順序や場

面の様子の移り変わりを中心にし七内容を理解しながら

文章を読むことがでぎるようにするとともに，易しい読

み物を進んで読もうとする意欲を高める。」そして第三

学年は，r内容の要点を正しく理解しながら文章を読む

ことができるようにするとともに，いろいろな読み物を

読もうとする態度を育てる。」とある。少し引用が多く

なったが，ここでは，読書と読解力のつながりと，読解

力の発達を問題にしたかったからである。

　最初の問題の各学年の読解力の目標は，一・様にr～す

るとともに，読書する態度を育てる」という述べ方で，

読書とのつながりをあげている，ちょっと見た限りで

は，読解力が先にあって，それから後に読書する態度や

意欲が育ってくると考えがちである。しかし，本当は楽

しんで読む，進んで読むという活動が先にあってこそ，

だんだんと必要な読解力を身につけていく，このような

つながりもあることを大切にしなければならないだろ

う。たまたま，読解力が先行するような記述は，国語教

育からの学力達成の目標域が先行するためで，子どもか

らの読書好きになる方略とは違っている。

　そのことを納得した上でも，なお，読解力がそれなり

につかなければ，楽しく読むことなどできないではない

かという神話的な考えももっともなことである。しか

し，読書の楽しみがr好きこそ，ものの上手なれ」で，

読みの技術を上達させていくのである。そして，そのカ

ギとなる読書の楽しみは，子どもが話の人物に自分を見

立て，話を自分がいる世界に見立てて遊ぶことができる

からである。特に幼児や小学校低学年の子どもは，本を

読みながら，イメージの世界を創ることが必要で，生

来，子どもは創造的な読みをする。

　次の問題。各学年での読解力の内容が変わっていく。

大体の理解から，その行く先は話の中心点を読みとり，

主題・意図を読みとるという方向で一つ線がひかれてい

る。いってみれば，だんだんと書き手の心にたどりつく

ための能力の発達である。そして，これは教科書の文章

を初め，名文，名著を前にして，その文章の字句的な水

準の読みから一歩でも二歩でも内容に深く入り込んで，

やがて深奥の心に触れるという方向である。

　読書の型に重読書と軽読書があるといわれるが，これ

は重読書の型に適っているが，軽読書という現代の読書

習慣には必ずしも適っているとは思われない。軽読書向

きの現代には，もっと恣意的に，文章の字句に触発され

た拡散的な読みの広がりもあっていい。書き手に読み手

がすいこまれる過程が読書の深まりならば，書き手を読

み手が〈創造的に〉とりこむ過程が読書の広がりであ

り，後者に視点をあてる，これがもう一つの読書であ

る。深まりと広がりと，その上で，伝統的な読書神話を

見守っていく必要がある。　　　　　　（筆者は副会長）
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