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外来語，非外来語の認知処理に関する研究

日本人大学生と外国人大学生の読み時間の結果から
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　外国のいくつかの大学では，日本語を学習しようとす

る若者が増えている。その際，独特の言語といわれる日

本語と外国語の間の差異は決して小さいものではなく，，

外国人が日本語を学習しようとする時に遭遇する困難は

予想以上に大きいもののようである。

　豪州の大学の日本語学科で日本語教育に長年携わって

いるOgawaは，その経験から，外国人学生にとって，

漢字，平がな，片かななど日本語表記の種類の多様性が

第1に彼らを悩ますものであると述べている（Ogawa，，

1981）。

　特に，オレンジ，アイスクリームなどの外来語の学習

は，外国人学生にとって日本人教師が考える以上に困難

なようである。

　何故外国人にとって外来語の学習が困難なのだろう

か。この問いに対する答えを残念ながら我々は持ってい

ない。

　上述の問いに答えるには，日本語認知処理メカニズム

を明らかにする必要があるが，それについて我々は驚く

程無知であると言わねばならない。

　日本語の中でも，表意文字である漢字と，表音文字で

ある「かな」の処理メカニズムが異なることは知られて

いるものの（Sasanuma，19751Yamadori，19751・Hatta，

1977，19781Tzeng，1979），表音文字である平がなと片

＊　Reading　of　Japanese　and　foreign　lo4n　wo士ds　by

　Japanese　and　Australian　students．

＊＊　HATTA，Takeshi（Osaka　University　of　Education）

　HIROSE，Takehiko（Osaka、University　of　Education）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一121一

かなの処理の差異についてはよくわかっていない。特

に，通常片かなで表記される外来語と，漢字や平がなで

表記されることの多い非外来語（以下日本語）の処理が

どのように異なるのかについては何ら明らかにされてい

ないと言えよう。

　本研究は，外来語と日本語がどのように処理されるの

かについての基礎的資料の提供を意図したものである。

外来語と日本語が，日本人ではどのような処理メカニズ

ムで処理されるのか，英語を母国語とする外国人学生と

ではどのような差異が生じるのかを検討することを第1

の目的としている。

　そこで，まず日本人学生では外来語と日本語がどのよ

うに認知処理されるのかを明らかにし，1つの処理モデ

ルを提示する。このモデルを基礎にして，外国人との差

異を検討することを行なう。

　ところで，表音文字であっても綴りと音声との対応関

係が複雑な場合，たとえぱ英語表記法は“phonologically

deep”表記と呼ぱれ，綴りと音声様式が1対1対応して

いる表記法，たとえば日本語の「かな」は“phonologically

shallow”表記と分類されている（Lukatela，Popadic，

Ognjenovic，＆Tun7ey，1980；Katz＆Feldman，1983）。

Phonologically　shaIlow表記には日本語のrかな」の他

に，ユーゴスラビアで19世紀に入って作られたSerbα・

Croatian語がある。この言語はRomanアルファベット

とCyri11icアルファベットを併用したもりであり，表記

と読みが1対1対応しているものである （Lukatela，

Savi6，Gligorijevi6，0gnjenovi6，＆　Turvey，　1978；
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Lukatela，Savi6，0gnjenovi6，＆Turvey，1978）。この

言語を対象にし，Katz＆Feldman（1983）、Oま最近次の

ような実験を報告している。

　彼らは単語の読みに要する時間を測定し，ある単語に

先行して呈示される語が意味的に関連する場合と，関連

しない場合について，語の先行呈示の影響を検討した。

その結果，英語の場合には意味的に関連する語が先行呈

示されると処理時間が促進されたが，Serbo－Croatian語

ではこのような促進効果は出現しなかった。

　この結果は，前者の場合意味的に関連する語が先行呈

示されたことで，活性化された1exiconを介在する処理

が行なわれたことにより処理時間が短縮されるが，後者

の場合ではIexiconを介在しない処理が行なわれたこと

を示唆している。つまり，この結果は，英語のような

“deep”表記では単語の読みに際して1exiconが介在す

る視覚方略（Barron，1980）が使用されるが，“shallow”

表記では1exiconを介在させない音韻方略（Barron，

1980）が使用されたことを意味している。

　Katz＆Feldman（1983）はこれらの結果から，

“deep”表記の読みでは視覚方略と音韻方略の両方が使

用されるが，“shallow”表記の読みではもっぽら音韻方

略が使用されると結論し，このことを両表記の読みメカ

ニズムの主な差異であるとしている。

　本研究の第2の目的は，この主張の妥当性を検討する

ことである。“shallow”表記である「かな」の読みにつ

いても，もっぱら音韻方略のみが使用されているのか，

視覚方略は使用されないのかについて検討する。

　ところで，言語と表記の処理メカニズムの検討には従

来からストループ型の実験課題が有効なものとされて来

た（Dyer，19731Vaid，19811Hatta＆Kirsner，1983）。

そこで，本研究でもこれらを先行研究に倣ってストルー

プ型の課題を採用した。

　外来語が一般に片かなで表記されるのに対して，日本

語は平がなや漢字で表記されるので，これらの語のタイ

　プと表記タイプの組み合わせによるストループ型課題を

構成した。単語の読み処理については熟知性の要因が影
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響すると考えられるため（Berry，19711Forster＆

Chambers，1973），この要因も併せたストループ型課題

とした。

　実験1では，日本人大学生を対象に平がなおよび片か

な表記の外来語・日本語単語の読みに要する時間を測定

した。その結果に基づき，外来語，日本語の読みに関す

る一般的処理モデルを作成し，日本人学生では，特に学

習量が豊富と考えられる熟知語の読みに視覚方略が使用

されることを検証する。実験一では同じ課題を日本語を

学習し始めた外国人大学生に実施した。その結果に基づ

き，日本人学生の結果との差異について検討する。

実験　1

方法

　被験者＝男子12名，女子14名計26名の大阪教育大学生

が被験者となった。いずれの被験者も，視力，発声機能

に問題を持たない者である。

　刺激：平がなと片かなで表記した200語を刺激語とし

た。刺激語は，①平がな表記の高熟知性外来語，②平が

な表記の低熟知性外来語，③平がな表記の高熟知性日本

語，④平がな表記の低熟知性日本語，⑤片かな表記の高

熟知性外来語，⑥片かな表記の低熟知性外来語，⑦片か

な表記の高熟知性日本語，⑧片かな表記の低熟知性日本

語の8条件から成っており，各条件25語ずつから構成さ

れている。

　各刺激語はモノクロームスライドにされ，8条件がラ

ンダムな配列となるよう構成した。刺激語の熟知性につ

いては，，外来語は485語，日本語は440語を選び出し，

50名の大学生に5段階で熟知性について評定させた予備

実験の結果に基づいている。刺激語として用いられた外

来語の高熟知性語，低熟知性語の平均評定点はそれぞ

れ，4．90（S　D＝．04），1．17（SD＝．08）であった。

日本語については高熟知性語4。92（S　D＝．05），低熟

知性語1．02（S　D・＝、06）であった。

　本実験で使用した刺激語は表1に示すとおりである。

　手続ぎ：各被験者は暗室で個別実験を受けた。100cm
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表1　本実験で用いられた刺激の例　　　　　　　なった結果，①高熟知性外来語のRTは低熟知性外来語

外来語 日　本語

高熟知　　低熟知
性語　　性語

高熟知　　低熟知
性語　　性語

　　　　すてれお　あなかん　　だいがく　りんさん

平がな　　　ないふ　　るぴあ　　かいしゃ　あみもの

　　　　　たおる　　こぼる　　　くうき　　むせん

　　　　ステレオ　アナカン　　ダイガク　リンサン

片かな　　　ナイフ　　ルピア　　カイシャ　アミモノ

　　　　　タオル　　コボル　　　クウキ　　ムセン

前方のスクリーンに2秒間呈示される刺激語をできるだ

け速く，かつ正確に読み上げるよう教示した。刺激の呈

示はプロジェクタータキストスコープを用いて行なわ

れ，5秒の時間間隔で刺激語は次々呈示された。刺激を

呈示してから被験者の命名反応までの時間をボイスキィ

と電子時計で測定し，読みに要する時間とした。各被験

者は本試行に入る前に約15試行の訓練を受けた。また本

試行では50試行ごとに3分の休憩を挿入した。なお，平

がな文字は』Letraset5162，片かな文字はLetraset6162

を使用しており，スクリ・一ンに呈示される語は視野の中

央に縦2．40，横7．2。～8．4。の視角を成す大きさであっ

たo

結果

　被験者の読みに要する時間（以下RT）を条件別に

示すと表2のようになる。この結果について，表記タイ

　表2　日本人の各条件における平均反応時問（ms）

．より速い（q＝22．41，P＜．01：Tukey　Test）が，日本

語では熟知性の影響はそれ程強くない。②片かな表記の

外来語は平がな表記の外来語よりRTが速く（q＝8．57，

P＜．01：Tukey　Test），一方平がな表記の日本語は片

かな表記の日本語よりRTは速い（q＝11．30，P＜

．01；Tukey　Test）ことが判明した。

　以上の分析から，日本人学生では，①平がな表記の語

の読みに要する時間は比較的定常であり熟知性に影響さ

れにくいが，片かな表記の語では熟知性の影響力が大き

い，②日本語は片かな表記よりも平がな表記で，外来語

では逆に平がなよりも片かな表記の方が読みは速く，一

種のストループ効果が生じる（高熟知性外来語，低熟知

性外来語，高熟知性日本語，低熟知性日本語についての

表記タイプによるRTの差はそれぞれF（1，25）ニ28．54，

50．58，60．31，29．64で0．1％水準で有意である）こと

が明らかとなった。

　この表記と語のタイプについて更に検討を加えるため

に，Schmit＆Davis（典974），Cohen＆Martin（1975）

らの公式によりストループ量を算出した。これは表記タ

イプと語のタイプが整合しない条件（たとえば“おれん

じ”）から整合する条件（たとえば“オレンジ”）のRT

を減じたものである。表3に各条件のストループ量を示

した。

　　　表3　日本人の平均ストループ量（ms）

外来語 日　本語
外来語 日本語

高熟知　　低熟知
性語　　性語

高熟知　　低熟知
性語　　性語

高熟知性語

低熟知性語

27

44

53

39

平がな　　617

片かな　　590

755

711

623

676

652

691

プ×熟知性×語のタイプの3要因分散分析を行なった。

その結果，表記タイプ，熟知性の主要因が有意となり

（F（1，175）＝4．45184。12，それぞれP＜．01），熟知

性と語のタイプ，語のタイプと表記タイプの間の交互作

用も有意とならた（F（1，175）＝62．64124．24，それぞ

れP＜。01）。この交互作用について更に下位検定を行

　表3の結果を語のタイプと熟知性を主要因として分散

分析した結果，語のタイプの主要因と交互作用が有意と

なった（F（1，75）ニ5．6416．84，それぞれP＜．05）。下

位検定によれば，有意な交互作用は，高熟知性語は日本

語でストル【一プ量は大きいが外来語では小さいこと（q

・＝4．99，P＜．01：Tukey　Test），一方低熟知性語では日

本語，外来語ともストルrプ量に差のないことを反映し

ている（q＝0．24）。
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考察

　本実験では平がな，片かなの表記タイプと外来語，日

本語の語のタイプの組み合わせで刺激語を呈示するスト

ループ型実験課題でのRTを測定した。従来から，表記

の処理メカニズムの検討にこの種の課題が有効とされる

ためである（Dyer，19731Hatta＆Kirsner，1983）。

　さて，このストループ型課題を用いた本実験からは，

①外来語のRTは語の熟知性の影響が大きい，②日本語

でもRTは語の熟知性に影響されるが，その程度は小さ

い，③表記タイプと語のタイプの4通りの組み合わせの

すべてにストループ効果が生じる，④ストループ効果の

大きさは条件によって異なり，高熟知性日本語が最も大

きく，高熟知性外来語が最も小さい。低熟知性の日本

語，外来語は両者の中間に位置する，ことが明らかにな

った。

　これらの結果からは，日本語のかな読み過程がそれ程

単純なものではないことがうかがわれる。平がなが常に

片かなより速く読み処理されるわけでもなく，外来語が

常に日本語より処理が遅いわけでもない。また熟知性の

高低が読み処理の速さの決め手というわけでもない。更

に，語のタイプと表記タイプの組み合わせから生じるス

トループ効果の大小については，日常生活経験からの単

純な類推は困難と言えよう。

　我々は，これらの結果は読みのプロセスに次の4点を

仮定することで，整合的に説明できると考えている。

　①高熟知語で，表記タイプと語のタイプが一致してい

る場合は，視覚方略が採用されうる。

　②片かなは外来語lexicon，平がなは日本語lexiconと

対応関係にある。

　③1文字ずつの文字一音声変換は平がなの方が片かな

より速い。

　④語についての熟知性が高まると，文字一音声変換は

音節系列の推移確率がわかるようになり，変換速度が促

進される。

　①の仮定は，Katz＆Feldman（1983）の指摘に反す

るものであるが，“shallow”表記である「かな」でも熟
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知性が高く表記タィプと語のタイプが一致している語の

場合，音韻方略のみならず視覚方略も採用されると我々

は考えている。後述の読み過程で説明するように，スト

ループ効果の条件間の差異に関する結果が整合的に説明

できるからである。

　②の仮定は，広瀬（1984）とHatta（1984）の指摘す

るところである。本実験でも表記タイプと語のタイプが

不一致の条件では処理時間の遅延が生じたが，これは，

片かな語は外来語lexicon，平がな語は日本語lexiconへ

視覚的にアクセスされたが，対応する語が検索できず，

音声変換に移されることにより生じたと考えられよう。

　③，④の仮定については，特に裏づける証拠を持って

いないが，経験的に理解できる常識的な仮定と言えよ

う。

　これらの仮定に基づき本実験で用いた8種の条件の読

み過程に要する時間を表わしたのが表4である。この表

4に示すように，我々の仮定では，ストループ量に大小

が生じること，平がな，片かな両表記間で熟知性のRT

に対する効果が異なることなど，複雑なる結果の傾向が

すべて整合的に説明可能となる。

表4　モデルから推定される処理ルートと

　　ストループ量（日本人）

処理ルート　ストルー・プ量

高熟知性外来語

　片かな（例：ナイフ）

　平がな（例：ないふ）
P十9十〇R
P十G十〇R

小

高熟知性日本語

　片かな（例：クウキ）

　平がな（例：くうき）
P十9十〇R
P十G十〇R

大

低熟知性外来語

　片力、な（伽1：コボノレ）　　P十9

　平がな（例：こぼる）　P＋G

中

低熟知性日本語

　片かな（例ニムセン）　P＋9

　平がな（例：むせん）　P＋G

中

　　　ただし，表4ではPは視覚方略，Pは音韻方略を表わ

　　　し，前者は後者より処理速度が速い（Coltheart，Davelaar，
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Jonasson，＆Besner，1977），Gは平がなの文字一音声変

換を表わし，9は片かなの文宇一音声変換を表わしてお

り前者は後者より処理速度が速い，ORは音声変換を促

進することを示している。

　以上に示したように，ストループ型課題による読みの

実験結果からは，熟知性の高い語で表記タイプが一致し

ている場合，視覚方略の採用が推察された。このことを

仮定することなしには，ストループ効果の大きさが語の

タイプと語の熟知性の高低により異なるという結果が説

明されないためである。本実験の被験者は日本人大学生

であり，彼らにとって高熟知語であること，さらに語の

タイプと表記タイプが一致していることは，学習経験が

非常に多いということができる。視覚方略の採用は学習

経験の多寡が決め手となるのかも知れない。この点につ

いては第2実験の中で検討する。

　第2実験では，外国の大学の日本語学科で日本語を学

習し始めた学生が被験者となった。彼らの読みのプロセ

スの特徴を知ることの他に，彼らから視覚方略の成立機

序を知る上での手がかりを得るためでもある。なぜなら，

読みに要する時間を比較する上で重要な要因となる知的

水準，視覚情報の音声化に関与する運動機能についての

水準が日本人大学生とほぼ等質とみなせるからである。

実験■

た。

　手続き：実験は西オーストラリア大学心理学教室で実

施した。手続きは実験1と同様である。被験者はスクリ

ーンに呈示される単語をできるだけ速く，かつ正確に読

み上げるように教示された。刺激の呈示から被験者の口

答反応までの時間をRTとして測定した。

結果

オーストラリア人大学生のRTを条件別に表5に示し

表5　豪州人の各条件における平均反応時問（ms）

外来語 日　本語

高熟知　　低熟知
性語　　性語

高熟知
性語

低熟知
性語

平がな

片かな

1381

1416

1558

1626

1283

1537

1410

1682

方法

　被験者：男子6名，女子8名計14名のオーストラリア

人大学生が被験者となった。いずれも西オーストラリア

大学日本語学科の学生で，高校での学習経験を含めて平

均4．2年（S　D＝1．8）の日本語学習経験を持つ者である。

平がな，片かなと若干の漢字を読むことができ，教師の

主観的判断では日本の小学2年～4年生の水準に相当す

る読み能力を持つと考えられる者である。日本と同様，

平がなを先習しているので平がなの学習経験の方が多

い。いずれの被験者も視力，発声機能に支障のない者で

ある。

　刺激：実験1と同一の200種の単語スライドを使用し

た。この結果を3要因（語のタイプ×熟知性×表記タイ

プ）分散分析した結果，熟知性，表記タイプの主要因は有

意となり（F（1，91）＝33．70330．78，それぞれP＜．01），

語のタイプと表記タイプの間の交互作用も有意となった

（F（1，91）＝13．90，P＜．01）。下位検定をTukey法で

行なった結果，外来語ではRTに表記による差異はみら

れないが（q＝2．39），日本語では平がな表記の方が片

かな表記よりもRTが速く（q＝12．18，・P＜．01），ス

トループ効果が生じることが明らかとなった。

　実験1と同様のやり方でストループ量を算出し，表6

に示した。表6の結果について2要因（語のタイプ×熟

知性）分散分析を行なった結果，語のタイプのみ有意と

なった（F（1，39）＝・95．45，　P＜．01）。

　結果をまとめると，①外来語と日本語では全体として

RTに差はない，②平がな表記の方が片かな表記より

RTは速い，③高熟知性語の方が低熟知性語よりRTが

速い，④日本語でストループ効果が生じる，となる。

　　　表6　豪州人の平均ストループ量（ms）

外来語 日本語

高熟知性語

低熟知性語

一35

－68

254

272
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　　　　　　　　　　　　　　読書科学

考察

　実験1と同じ課題を日本語を学習し始めて日の浅いオ

ーストラリア人大学生に実施した結果，日本人大学生に

比べて全般的にRTが長いことの他に，表記タイプと語

のタイプの組み合わせで生じるストループ効果のパター

ンが日本人大学生のものとは異なっていた。

　つまり，外来語ではストループ効果は生じなかった。

このことは，豪州人大学生の場合，外来語一片かな，日

本語一平がなというような表記に対応する1exiconが確

立されていないことを示すと考えられる。平がなと片か

なの文字一音声変換の処理速度の差異のみが作用した結

果が，日本語ではストループ効果を生じ，外来語では生

じなかった理由と考えられる。

　実験1と同様の方法で算出したストループ効果の大き

さは，日本人の場合と異なり熟知性の高低による差異

を生じなかった（外来語；q＝0．765：日本語；q＝0．

420）。

　まとめると，これらの結果は，①豪州人大学生では熟

知性のいかんにかかわらずすべて音韻方略が採用される

こと，②豪州人大学生は日本人大学生に比べて文字一音

声変換速度が遅いこと，③豪州人大学生には，片かな一

外来語，平がな一日本語というような表記に対応する

lexiconの分離が見られないこと，を示している。

　表7　モデルから推定される処理ルートと

　　　　ストループ量（豪州人）

処理ルート　　ストループ量

第28巻第4号

　表4に倣ってオーストラリア人大学生について読み処

理過程を表わすと表7のようになる。

　オーストラリア人大学生でも熟知性の高い語でRTが

速いのは，日本人大学生と同様，OR促進によると考え

られる。

総合考察

高熟知性外来語

片かな（例：ナイフ）　P十9十（OR）

平がな（例：ないふ）　P＋G＋（OR）

負

高熟知性日本語

片かな（例：クウキ）　P十G十（OR）

平がな（例：くうき）　P＋9＋（OR）

正

低熟知性外来語

片力、な：（｛列＝コボノレ）　　p十g

平がな（例：こぼる）　P＋G

負

低熟知性日本語

片かな（例ニムセン）　P＋G

平がな（例：むせん）　P＋9

正

　本研究では，外来語と日本語がどのような読み処理を

されるのかについて，日本人大学生と豪州人大学生につ

いて検討を加えた。先行研究にならって，表記タイプと

語のタイプの組み合わせによるストループ型の刺激語に

ついての命名実験を行なった。その結果に基づいて，日

本人と外国人学生での外来語と日本語の読みのプロセス

について検討した。

　日本人大学生の場合，外来語，日本語はそれぞれ片か

な，平がな表記と対応するIexiconの存在が想定できる

のに対して，豪州人学生の場合この種の存在は考えられ

ないことが示唆された。この原因についてにわかに診断

を加えることはできないが，lexiconの生成プロセスを

考慮するとき，1つの理由が考えられる。lexiconが生

成される過程は，まず音声語の語いの蓄積があり，つづ

いて意味，文法要素が形成され，しかる後に表記につい

ての情報が形成されるのが一般的と考えられる（Brown，

Sharma，＆Kirsner，1984）o

　豪州人大学生で外来語に対応するlexiconの形成が不

十分なのは，音声語の語いを持たずに表記についての情

報を先習したことに起因するのではないかと推察でき

る。表記を学習させる前に，外来語の語いを会話の中で

十分豊かにしておく必要があると考えられる。

　本研究の第2の目的として，分類上“shallow”表記

であるrかな」の読みが，すべて音韻方略を採るのかど

うかの検討があった。つまり，Coltheart　et　aL（1977）

が指摘するr英語の読みの熟練者は，英単語の読みに際

して，音韻への変換を行なうことなしに語い判断を行な

う」という現象が“deep”表記に特有なものかの検討で

あった。
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本研究からは，Katz＆Feldman（1983）の指摘とは

一致せず，日本人大学生で，熟知性が高く，かつ表記と

語タイプが整合する語の読みでは，音韻方略でなく，視

覚方略が採用されることが明らかとなった。表4の読み

のプロセスのモデルに示すとおりである。また，豪州人

大学生の場合，高熟知語で表記と語タイプが整合する語

の読みでも視覚方略は採用されないことが判明した。こ

れらの結果は，表音文字による語の読みにおいて視覚方

略が採用されるには4～5年程度の学習経験では十分で

ないこと，成熟要因，知的水準の向上などだけでは不十

分なことを意味している。視覚方略をもたらすものは，

長期間の読みのくり返し学習ということになる。

　本研究は，外国人学生が外来語を学習する上での困難

さ，・日本語を学習する上での困難さの原因について十分

な資料を提供できたわけではないが，比較文化的検討に

より，外国人学生と日本人学生では「かな」で表記され

る語の読みについて異なる処理メカニズムが推定され

た。今後は，漢字，アルファベットなど日本語表記に含

まれる「かな」以外の表記も組み入れて読みのメカニズ

ムを明らかにする必要がある。

　日本語の読みのメカニズムの理解は，外国人が日本語

を学習する上で，どのような要素を集中的に訓練すれば

効率のよい学習となるかなど，応用的な示唆をもたらす

ことになるからである。

要約

．日本語を学習している外国人大学生の単語の認知を検

討するために2つの実験を行った。

　実験1では，日本人大学生を用いて単語の読み時間を

測定した。用いられた刺激は，種々の語のタイプと表記

タイプの組み合わせによって出来ており，平がな表記の

外来語と日本語，片かな表記の外来語と日本語の4種で

あった。実験Hでは，豪州人大学生に対して同様の実験

を行ない，両結果から単語の読みのプ・セスに関するモ

デルが提唱された。
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SUMMARY

　Two　studies　were　conducted　to　examine　the　processes

of　reading　a　Japanese　text　by　foreign　learners　of　Japa．

nese　and　by　native　Japanese　speakers．The　reading　times

（RT）of26native　Japanese　university　students　were

measured　for　Japanese　and　foreign　Ioan　words　written

in　Hiragana　and　Katakana　presented　on　a　screen．The

reading　times　for　foreign　Ioan　words（FLW）were　in・

fluenced　by　their　familiarity，whereas　the　reading　times

for　Japanese　words（JW）were　less　inHuenced　by　their

familiarity．Stroop、like　effects　appeared　in　combinations

of　word・type　and　script・type　for　both　high・and　low・

familiarity　words；i．e．，RT　difference　between　high・

familiarity　FLW　written　in　Katakana　and　Hiraganal

however，there　were　differences　in　the　size　of　these

e鉦ectsfor　the　four　combinations：1．high・familiarity　JW

written　in　Katakana　and　Hiragana　l2．high．familiarity

FLW　written　in　Katakana　and　Hiraganal3．low・fami1・

iarity　JW　written　in　Katakana　and　Hiraganal　and4．

low．familiarity　FLW　written　inKatakana　and　Hiragana．

　The　reading　times　of14Australian　students，enrolled
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外来語，

in　a　Japanese　university　language　course，，were　mea・

sured　for　the　same　words　as　presented　to　the　Japanese

students．There　was　no　difference　in　the　reading　times

for　Japanese　words　and　foreign　loan　words．StrooP・1ike

eHects　apPeared　only　for　Japanese　words．

　　Based　on　these　results，models　of　the　reading　proc・

非外来語の認知処理に関する研究

esses　of　Japanese　and　foreign　students　of　Japanese　were

proposed．Both，visual・orthographic　and　phonologic　stra－

tegies　were　employed　in　the　phonogram　reading　of　the

Japanese　stuents，whereas　only　a　phonologic　strategy

was　used　by　the　foreign　leamers．
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物語の感想文に表われた役割取得能力の発達

　　　　　　　　　　r五色のしか』を用いて　　＊

上越教育大学

　　　　中　山　勘次郎＊＊

　「登場人物の気持ちを考えながら読む」というのは，

文学教材の読解指導においてしばしば用いられる方法で

あるが，他人の感情や立場を理解する能力は，児童の認

知的・社会的発達とともに発達していくものと考えられ

る。このような他人の感情を理解する能力の発達を，

松原（1973，1974）は，感想文の分析を通して記述して

いる。

　松原（1973）では，r五色のしか』という物語の中で

欲のために恩人を裏切る男を，r不可抗力的な」悪とし

て許容できるようになる発達的傾向が分析された。その

中で松原は，登場人物間のr相互的感情」を理解できる

かどうかが大きく関与していることを指摘している。す

なわち，最初は登場人物の感情を考慮することができ

ず，自分自身の感情や善悪観から直接的に判断を下して

しまう。その後，自分を登場人物の立場に置いてみるこ

とによって登場人物の心理を推測しようとするようにな

り，さらに自分自身の感情から一歩離れて登場人物同士

の相互的なr感情のやりとり」を推測し，考慮できるよ

うになるというのである。

　一方，このように他者の視点に立ってものを考え，そ

の感情を経験でぎる能力は，心理学では役割取得能力

（role－taking　ability）と呼ばれ，道徳的判断の発達を促

す基礎的要因として注目されてきている（Kohlberg，

1969）。Selman（1974，1976）は，この役割取得能力の

＊Development　of　role－taking　ability：Analysis　of　the

　children’s　dloughts　about　a　story　of　“dle　Five－

　Colored　Deer’，．

＊＊NAKAYAMA，Kanjiro（Joetsu　University　of　Edu・
　cation）

発達を検討し，次のような発達段階を記述した。

　レベル0（自己中心的役割取得）：他者の視点を自己

の視点と区別することが難しい。したがって，他者の行

為の背後にはその人なりの意図があることに気づかな

いo

　レベル1（主観的役割取得）：人々は情報や状況の違い

によって異なった視点を持つことを理解し始めるが，異

なった視点が両立し得るよう調整することができない。

　レベル2（自己内省的役割取得）：自分自身の思考や

感情を内省できるようになる。自分を他者の立場に置い

て，その感情を考えることができる。

　レベル3（相互的役割取得）：第三者の視点から互い

の視点を見ることができる。人々は相互的・同時的に互

いの視点を考慮し合っているということを理解する。

　レベル4（社会的習慣による役割取得）：当事者相互

の感情だけでなく，社会的習慣に基づいて判断するよう

になる。

　興味深いことに，このSelmanの発達段階は，松原の

指摘した発達傾向とよく類似している。松原の研究は不

可抗力的な悪の許容という問題に焦点を当てたものであ

り，最初から役割取得能力の検討を意図したわけではな

い。それにもかかわらずこの研究は，結果的に役割取得

能力の発達の一様相をよくとらえていると言えよう。こ

のことは，松凍の研究を，役割取得能力の発達という角

度から再検討してみることの重要性を示唆するであろ

う。

　こうした観点から松原の研究を見直してみると，いく

つかの特徴を見出すことがでぎる。第1に役割取得の研
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究では，短い例話を提示してその登場人物の行動や感情

を推測させるという方法が主に用いられているが，短い

例話の代わりに物語を用いることは，児童にその場面を

生き生きと想像させ，児童の関与感を高め，ひいてはよ

り明確な反応を引き出すことがでぎるという点ですぐれ

ていよう。また松原の研究では、，欲のために恩人を裏切

ってしまう男への感想を求めている。病気の妻のために

高価な薬を盗む男や，ネコを助けようと禁止されている

木登りをする少女など，役割取得や道徳的判断の研究で

用いられる例話には，不可抗力的な違反を扱ったものが

多いが，欲のために裏切るというこの物語の設定は，こ

れらの例話以上に視点の取得が困難な事態である。この

特殊な対象に対してどのように役割取得が行われるか

は，興味深い課題である。

　その一方，松原の提出した発達段階は感想文の類型化

に基づいて作られているが，中には該当者が2名という

類型もあり，類型として妥当かどうかには疑問があろ

う。また，被験者は4・5年生の2学年だけであり，各

類型が松原の指摘するような発達的順序に沿って出現す

るかどうかは，必ずしも明らかでない。被験者の範囲を

1年～6年に広げ，材料もrはだかの王様』に変更した

松原（1974）においても，発達の様相を数字的に裏づけ

ることには，それほど積極的ではなかったように思われ

る。

　これらのことから本研究では，松原（1973）と同様に

r五色のしか』に対する感想文を用い，これを役割取得

能力の発達という側面から分析することが意図された。

またこの時，発達の様相をなるべく数量的に記述するよ

う留意された。

　『五色のしか』は，宇治拾遺物語に収録された説話で

あり，内容は次のようなものである。川におぼれた男が

五色のしかに助けられ，しかの居場所を誰にも教えない

と約束する。ところが王様から金銀のほうびがもらえる

と聞いて心を変え，居場所を教えてしまう。しかは勇気

を持って王様に事情を打ち明け，許される。

　分析されるのは，登場人物の男に対する感想である。

役割取得の研究では，登場人物をどう評価するかより

も，どのような理由で評価するかを問題にすることが多

い。本研究でも，男を肯定するか否定するかには重点を

置かず，男を評価する過程に対して分析が加えられた。

具体的には，次のような観点を中心に分析された。

　①男の裏切りの背景にあるr欲」の存在をどうとらえ

ているか。

　②欲と助けられた恩との葛藤についてどのように言及

しているか。

　③男としかとの相互の感情にどのように言及している

カ㌔

　なお，r五色のしか』は現在どの教科書においても教

材として採用されていない。したがって，この物語に事

前に接触し，あるいは指導を受けたことのある児童はほ

とんどいなかった。

方法

　被験者　茨城県内の1小学校における小学3年生117

名（男子58名・女子59名），4年生119名（男子63名・女

子56名），5年生110名（男子55名・女子55名），6年生

107名（男子54名，女子53名）の計453名。

　材料　『五色のしか』（教育出版4年下，昭和43年度

版による）

　手続　実験は各教室ごとに集団で行われた。はじめに

物語を印刷したパンフレットが各自に配布され，実験者

（女子大学生）が物語を読み聞かせると同時に，児童に

も黙読させた。ついで，次に述べる質問項目が右端に印

刷されたB4版300字詰原稿用紙が配布され，回答が求

められた。質問は松原（1973）と同様であり，内容は次

の通りである。

　“今のお話の中で，しかに助けられた男が，し牟との

約束を破って王様に言いましたね。その男の人をあなた

はどう思いますか。またそれはどうしてですか。自分の

考えを書きなさい。”
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結果

　分析1

　ここでは，感想文を分類・評価するためのカテゴリFと

分類基準の設定について述べる。

　はじめに，感想文の全体的傾向から見て頻度の多い記

述について，松原による発達的傾向の記述やSelmanに

よる役割取得能力の発達段階の記述を参考にしながら分

　　　　　　　　　　　　　　　Table1

類し，13項目30カテゴリが設定された。これらは，全体

的な印象で判断するような分類をなるべく避け，1何らか

のキイワードやキイセンテンスヘの言及があるかどうか

によって具体的に分類できるようなカテゴリであるよう

留意された。

　これをもとに，4年生と6年生の感想文を2名の実験

者が独立に分類し，一致率が確かめられた。一致率は

（当該カテゴリに2名が一致して分類した感想文の数）

分類カテゴリと分類基準

A．　裏切りの理由への言及　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（．94）

　　　　裏切ったという男の行為だけでなく，r欲に目がくらんで」という理由に言及しているもの。

B．　裏切った時の男の心理の推測　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（．72）

　　　　欲に目がくらんだという一般的な言葉だけでなく，裏切った時の男の考えや気持ちに言及している

　　　もの。

　　　　（例：・しかの1匹ぐらいと思って　・頭の中は金銀でいっばいだったのだな）

C．　自分が男の立場だったら

　　C1　自分だったら絶対裏切らない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（．94）

　　C2　金銀がほしいのは，わかるが，自分だったら裏切らない。　　　　　　　　　　　　　　　，（．71）

　　C3　自分だったらどうなるかわからない。どちらとも言えない。　　　　　　　　　　　　（1．00）

　　C4　自分も同じように裏切るかも知れない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1．00）

D．　しかの感情の推測　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（。77）

　　　　男の裏切り に対するしかの気持ちに言及しているもの。

E．　しかに対する男の考え・感情への言及

　　E1　しかの感情について男はどう考えているのかに言及しているもの。　　　　　　　　　　（．89）

　　　　（例：しかは約束など忘れているだろうと思って）、

　　E2　自分の意見・要望として取り上げているもの。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（．89）

　　　　（例；しかの気持ちにもなってほしい）

F．　社会的視点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（．96）

　　　　誰だって，普通なら，など登場人物間だけでなく，社会的文脈の中で男の行為をとらえようとする

　　　記述。

　　　　（例：誰だって欲はある　・普通だったら殺す手伝いなどできないはずだ）

G．

H．

1．

J．

K．

男に対する評価の主な材料

G1　約束を破ったことや居場所を教えたことを材料にしているもの。

G2　助けてもらった恩人との約束を破ったことを材料にしているもの。

G3　助けてもらった恩人を裏切り，殺そうとしたことを材料にしているもの。

（助けられたことや約束を）　r忘れた」

「金と命のどちらが大切か」という比較

処罰

」1

　いるもの。

J2　男を「許せない」または「許す」。

道徳的価値観に基づく評価

（．99）

（．93）

（．86）

（1．00）

（．91）

　王様の行った処罰に何らかの言及があるもの。または自分だったら男をどう処罰するかを述べて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（．93）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1．00）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（．92）
『
～
す べき，～はいけない，～が当然など，道徳的価値観に基づいて男の行為を評価しているもの。

（カッコ内は・一致率）
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／（当該カテゴリに2名のうち少なくとも一方が分類し

た感想文の数）の式によらて求められた。その結果，一

致率．70以下のカテゴリを除外し，11項目18カテゴリ

が最終的に設定された（Table1）。

　このうちA～Fの6項目は，役割取得能力の発達に関

連する項目である。これらは，Selmanによる発達段階

との対応を考慮して設定されたものであるが，物語の特

、殊性もあって必ずしも直接的に対応づけることはできな

かった。項目AとBは，他人の行為だけでなく，行為の

背景やその時の心理を考慮に入れているかどうか，すな

わちSelmanのレベル0とレベル1以上を区別する指標

として設定された。項目Cは，自分を他者の立場に置く

ことによってその感情を内省するレベル2と関連する指

標である。内容的に4種類の意見が区別された。

　項目D・Eはレベル3と関連する項目である。自分か

ら男への感情だけでなく，登場人物間の感情のやりとり

に言及しているものを分類する。項目Dは「男について

どう思うか」という質問の範囲外の回答であるが，反応

頻度が高かったため，分類に含めた。項目Dの場合に

は，自分から男への感情と自分からしかへの感情とが別

々に述べられており，登場人物相互の関係をとらえるに

は至っていないと考えられるが，項目Eははっきり相互

的な感情をとらえたものである。ただこの物語では，男

はしかの気持ちを無視して裏切ったという展開であるた

め，しかの感情を男が推測しているという記述は少な

く，「しかの気持ちなど考えられなかったのだろう」と

いった記述が多かった。こうした否定的内容の記述は他

の項目でも分類に入れなかったため，ここでも分類しな

かった。また，項目Fはレベル4との対応を考慮したも

のである。

　項目G～Kは，役割取得能力の発達段階には直接組み

入れることはできなかったが，これと関連すると思われ

る項目を分類したものである。

　この物語では，男は表面的にはしかとの約束を破った

のであるが，もう少し深く見ると，助けられた恩がある

のにその信頼を裏切り，逆に殺す手伝いをした。つま

り，男は単に約束という社会的ルールに違反したのでは

なく，もっと強い意味においてしかを裏切ったのであ

る。この深い関係にどの程度気づいているかを分類しよ

うとしたのが項目Gである。全体的反応傾向から，表の

ような3つのタイプに分類された。

　項目Hは，男が助けられたことや約束したことを「忘

れた」という表現で，男の裏切りを理由づけているもの

である。すなわち，男の視点にある程度立ってはいる

が，裏切る時の葛藤やしかに対する感情のような微妙な

心理までは考慮でぎない段階と考えられる。また項目」

は，r金」という価値とr恩」という価値を比較してい

るものであり，自分個人の評価を越えて，社会的価値を

判断の基準にしようとしているものと考えられる。

　項目Kでは，男に対する処罰の記述が分類された。実

際に何らかの量刑を考える者のほか，rぼくは絶対許せ

ない」という内面的な罰の記述も多かったため，2つの

カテゴリが設けられた。最後に，項目Lでは，個人的感

情を越えて，より一般的な道徳的価値観に基づいて男を

評価しようとする記述が分類された。

　このほか，感想文中に用いられている男への評価用語

が分類された。2名の実験者が共同で評価用語を抽出

し，内容の類似している用語はまとめられた。この結

果，反応頻度が15以上の10種類（Table3）が分析対象

とされた。

　分析2

　ここでは，設定されたカテゴリに基づいて各感想文を

分類し，その発達的傾向が分析された。分類は2名の実

験者が独立に行い，一致しなかったものについては，協

議によって分類が決定された。最後に，それぞれのカテ

ゴリヘの反応頻度は，各学年ごとに被験者数に対する比

率に換算され，4学年間の反応率の差について，Z2検

定が行われた。

　項目A・Bに関する各学年の反応率を示したものが

Fig．1である。「欲に目がくらんで」という男の行為の

背景への言及は，3年生でもほぽ半数の者に認められた

が，4年生でさらに急激な増加が見られ，学年間の差は
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0．1％水準で有意であった（κ2ニ36．47，df＝3）。これ

に対して男の心理にまで言及している者は全体的に少な

く，学年とともに増加する傾向は見られるが有意なもの

ではなかった（κ2＝5．95）。

　項目Cについては，「自分だったら絶対裏切らない」

という否定的内容（C、）と，欲の存在を自分にも認め，

欲に目がくらんだ男に対して少なくとも部分的に理解を

示すもの（c2～c4）とにまとめて整理された（Fig。2）。

その結果，否定的内容は3年生でも10％程度見られ，そ

の後増加して5年生でピークを示した。ただし学年差は

有意ではない（X2＝4．85）。一方，理解を示す反応の出現

はもっと遅く，4年生以下ではほとんど見られなかった

　（Z2＝27．02，ρ＜・001）。なお，理解を示す反応の増加は

主にC2とC4の増加によるものであり，C3（自分はどうな

るかわからない）の反応は各学年とも1名ずつだった。

　項目D～Fの結果はFig．3に示されている。項目D

（％）

　50

40

30

20

10

0

3年　4年　5：年　 6年

Fig．1項目A，Bへの反応率
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への反応は5年生まで増加し，6年生では減少した。し

かしこの傾向は有意なものではなかった（Z2＝5．10）。

項目Eについては，E・・E2とも反応が少なかったため，

2つのカテゴリがまとめられた。その結果学年とともに

反応が増加する傾向が見られた（Z2ニ7．15，ρ＜。10）。

また，項目Fへの反応は3・4年生では1名ずつしか見

られないが，5・6年生にかけて急激に増加している

（Z2ニ26．89，ρ＜．001）。

　項目Gの結果はFig．4の通りである。予測と対応し

て，約束を破ったことにだけ着目しているものは学年と

ともに減少し（Z2＝18．42，p＜．001），命の恩人を裏切

　（％）
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Fig．4項目Gへの反応率

ったことに着目してし、・るものは逆に増加していた（z2＝

41．05，ρ＜。001）。また，しかが恩人であることには着目

しているが，約束を破ったことを判断材料としているも

の（G2）は，これらの中間的反応と考えられるが，この反

応は4・5年生に多く見られた（Z2＝7。43，p＜．10）。

　Table2は項目H～Jの結果を示したものである。項

目Hについては，他の学年に比べて5年生の反応が多い

のが特徴的である（Z2ニ8．38，p＜．05）。項目1につい

（％）
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40
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20

10

0 3年

Fig．5

Table2項目H～Jに対する反応率

4年　5年　6年
項目Kへの反応率

（％）

項　目 3』年 4　年 5　年 6　年

H
I

14．53　（17）

2．56（3）

12．61（15）

8．40（10）

24．35（28）

7．83（9）

12．15（13）＊

9．35（10）

Jl

J2

12．82（15）

2．56（3）

16．81（20）

0．00（0）

19．13（22）

0．87（1）

19．63（21）

10．28（11）

カッコ内は実数；＊p＜．05
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Table3　男に対する各評価用語の使用率 （％）

評価用語 3　年 4　年 5　年 6　年
悪い・いけない

ひどい

ひきょう

ずるい

最低・人間のクズ

いやな

にくらしい

欲ばり

自分勝手

嘘つき

44．44（52）

2．56（3）

11．11（13）

4．27（5）

1．71（2）

3．42（4）

3．42（4）

7．69（9）

2．56（3）

7．69（9）

23．53（28）

6．72（8）

29．41（35）

7．56（9）

2．52（3）

5．04（6）

3．36（4）

9．24　（11）

5．88（7）

3．36（4）

26．09（30）

7．83（9）

27．83（32）

15．65（18）

7．83（9）

2．61（3）

3．48（4）

6．09（7）

6．09（7）

　．87（1）

14．02（15）＊

13．08（14）＊

34．58（37）＊

16．82（18）＊

7．48（8）＋

4．67（5）

7．48（8）

11．21（12）

8．41（9）

2．80（3）

ては学年間の差は見られなかっ1た。また項目Jでは，具

体的な処罰の記述は各学：年ともほぽ同数であるが，内面

的な罰（1）の記述は6年生で増加していることが注目され

る。

　項目Kの結果はFig。5の通りである。ここに見られ

るように，道徳的価値観からの記述は5・6年生，特に

6年生において急激な増加を示した（Z2＝28．04，ρ＜

．OO1）。

　次に，男に対する評価用語の分類をまとめたのが

Table3である。このうち有意差の得られた用語につい

て見ると，r悪い・いけない」という反応が学年ととも

に減少する（X2＝27．78，ρ＜．001）一方，rひどい」rひ

きょう」rずるい」の各用語は学年とともに増加してい

た（Z2ニ9．12～18．66）。また「最低・人間のクズ」とい

う反応も，学年にともなって増加する傾向にあった（z2

＝7．77，P＜．10）。

考察

　自由記述式の感想文から一般的な発達傾向を推測する

という試みには大きな限界がある。児童は実験者の意図

を知らずに反応するわけであり，研究意図とはかけ離れ

た回答をする児童も見られる。また各児童の感想文の構

成のしかたによって，たとえぽ登場人物砂視点を理解し

てはいるのだが，それが感想文の中に表われてこないこ

とも少なくないと思われる。それに加えて，分類が微妙

　　　　　ヵッコ内は実数；＊ρ＜．05；＋ρ＜．10

な場合も多く，カテゴリによっては一致率を上昇させる

ことが難しいものもある。こうしたことから，本研究の

結果は，なるべく全体的な傾向を大づかみにとらえて検

討するのが適当と思われる。この点をふまえ，以下に得

られた結果をまとめ，考察を加えたい。

　項目A～Fに関する回答傾向から，大きく3つの発達

段階が区別できるように思われる。第1の段階は，男の

行為（約束を破ったこと）にのみ言及するもの，あるい

はr欲」という裏切り行為の背景に言及はするが，それ

にからむ登場人物の心理にまでは言及できないものであ

る。、また第2の段階は，自分を男の立場に置いたり，し

かの気持ちを推測したり，登場人物の視点をある程度理

解できるものである。さらに第3の段階は，男からしか

への感情についての言及や登場人物を越えた社会的視点

からの言及が見られるものである。

　第1段階の感想文は3年生に多く見られる。実際3年

生の感想文の多くは，多少の修飾は．あるにせよ，基本的

にr約束を破ったから悪い」あるいはr欲に目がくらん

で約束を破ったから悪い」という非常に単純で表面的な

評価に終始している。彼らは単に約束を破ったというこ

とで男を非難しているだけであり，r恩」とか「裏切り」

という関係については言及していないのである。また評

価用語も，この段階では「悪い」という漠然とした用語

しか用いられていない。r約束を破ったから悪い」とい

う内容を典型的に示す感想文だけを集計してみても，3
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物語の感輯文に表われた役割取得能力の発達

年生では19例（16％）見られたが，4年生では3例（3

％）と急速に減少しているのである。

　この中でも，「欲に目がくらんで」という行為の背景

に対する言及があるものは，役割取得能力の発達から言

えば一歩前進した段階と言えるかも知れない。しかしこ

の時期の欲の取り上げ方は単純であり，一種の決まり文

句として使われていることも少なくない。欲に対する男

の感情や，欲と助けられた恩とをめぐる男の葛藤といっ

た深い問題にまでは，まだ立ち入ることができないよう

に見える。

　第2段階の感想文は，4・5年生に多く見られる。こ

の時期を特徴づけるのはr自分が男だったら」という表

現としかの感情の推測であろう。これらは，この時期の

児童が登場人物の視点というものを考慮し始めているこ

とを示している。必ずしもr裏切り」という問題を理解

してはいないが，単に約束を破ったというのではなく，

しかが男の命の恩人であるということを考慮するように

なるのもこの頃である。

　しかしこの時期の役割取得は，まだ自分自身の主観が

充分分離されているとは言えない。たとえばr自分が男

だったら」という表現の中でも，r自分だったら絶対に

やらない」と単純に言い切ってしまう反応は比較的早く

出現し，「金銀が欲しいのはわかるが，自分だったらや

らない」というように，欲の存在をより普遍的なものと

してとらえ，男の葛藤を追体験できる反応の出現はもっ

と遅い。また，しかの感情の推測が男の感情の推測に比

べて早く出現することも，悪人である男より，善人であ

り被害者であるしかの方が役割取得が容易だからとも言

えようが，男を非難するという自分自身の視点がしかに

　　　　　　　　　　　　　　　　　投入されたためとも考えられよう。「しかも男をにくん

でいるだろう」というような表現が多く見られたこと

は，このことを支持するものと思われる。

　もうひとつこの時期の役割取得の不完全さを示してい

るのは，r（約束や恩を）忘れた」という表現が5年生で

顕著なことである。 この表現は様々な文脈で用いられて

いるため，一概に結論づけることはできないが，r忘れ

た」という表現は，男が裏切りに至った背景を彼らなり

に合理化しようとした結果であろう。助けられた時には

喜んで約束したのに，後で裏切ってしまうという矛盾に

対して，彼らは単に「男は悪い」と言ってしまうのでは

なく，なぜそうした矛盾が起こったのか，その背景を考

えようとしている。しかし，欲のために途中で心が変わ

って裏切ったのだという理解には達していない。彼らは

それを，忘れたから約束を破ってしまったのだという，

いわばご都合主義的な理由づけで解決しようとしている

のである。同じように主観的な理由づけを行っているも

のに，「男は最初からしかの居場所を知るためにわざと

川におぽれたのだろう（5年男子）」という回答も見ら

れた。

　第3段階は5・6年生にかけて発達する。男の行為

は，第1段階では約束を破ったということで評価され，

第2段階では一般的な約束ではなく命の恩人との約束で

あることは理解されるが，恩人を裏切ったということに

ついてはまだ充分な記述がなか？た。しかしこの第3段

階では，命の恩人を欲のために裏切ったという事実に，

はっきり気づいているようである。た≧えばこの時期に

は，約束を忘れたからと簡単に問題を片づけることはし

ない。「人は時がたてば大切なことを忘れてしまうこと

がある。だがこの人は覚えていた。（6年男子）」と述

べ，欲のために裏切ったという男の悪意をはっきりとら

えている。また欲にからむ男の心理への言及も増加し，

「自分は助かったのだからそれでいいと思ったのかも知

れない」rお金持ちになりたく，て，しかのことはなんで

もいいと思い」r助けられた時の気持ちは，ほんとはた

だ命が助かっただけの喜びでいっばいで，うそだったん

だろうな」（いずれも6年女子）と男の視点をよくとら

えた内容の回答が多い。こうした男の視点の理解は，

「自分が男だったら」、．という回答において・欲というも

のを誰にでも多かれ少なかれあるものとして考え，それ

をふまえて自分だったらどう対処するかを述べた内容

（C2，C4）が増加してくることにも表われていよう。

　さらにこの段階では，登場人物の視点だけでなく，よ
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　　　　　　　　　　　　　　　　読書科学

り広い社会的視点において男の行為をとらえようとする

記述も増加する。r誰だって」r普通なら」といった，い

わば世間体を気にするような記述が高い段階だと考える

ことには議論の余地があるかも知れないが，5・6年生

での著しい増加傾向を見ても，この回答がある程度高い

発達段階にあることは否定できないように思われる。ま

たこの傾向は，道徳的価値観に基づく判断が同じように

著しく増加することとも対応している。いずれも，登場

人物間だけの視点や利害を越えて，より広い視野に立っ

て判断を加えることができる段階としてまとめることが

できるのではないだろうか。

　ところで，松原（1973）では悪に陥る人間の許容に至

る発達段階を扱っており，男の行為を不可抗力的なもの

として肯定・許容できるという内容の回答を最高の段階

としている。松原の述べるような「誰にでも欲はあるの

だから男の行為もしかたがない」という回答は，本研究

では4年生に1名，6年生に3名しか見られず，発達に

ともなって増加するかどうかを結論づけることはできな

かった（松原の研究でも該当者は、2名だけである）。し

かし，これらの回答を見ると，松原の掲げている例でも

本研究でも，男を許容する代わりに，しかや王様やおき

さき様が原因だと述べ，悪人を他に見つけようとしてい

る傾向が見られる。これは責任転嫁にしかすぎないので

はないだろうか。おきさき様や王様はたしかに男の行為

を誘発する原因のひとつではある。しかし，だからとい

って男が裏切ったことを積極的に許容する理由にはなら

ないであろう。誰にでも欲はあるのだからというのも，

許容の理由としてはかなり心細いものである。

　本研究では，男を肯定することを低く見ているわけで

はない。むしろ，男を肯定するか否定するかという結論

に重点を置かず，そこに至る過程で様々な視点をどのよ

うに取得し，理解して㌧・るかに焦点を当てたのである。

こうした観点から見ると，次の回答などは，ユーモラス

な表現の中で欲を人間に普遍的なものとしてとらえ，し

かもそれを克服し得る人間の力の存在に言及し，非常に

大きな視点から判断している点で興味深いものであっ

第28巻第4号

た。

　“ぼくは，この男をゆるせなあ一い。どんな言いわけ

をのべても，ゆるせなあ一い。いくら自分勝手のぼくで

も，こんなことはしないよ。欲があったからと言って

も，命を助けてもらっといて，その恩をあだでかえすな

どもっての他だ。しかし，それが，本当の人間の姿かも

しれないような気がする。欲，欲，欲で，欲ばっか。で

も，ぼくはやだね。そう言うのってぎらいだな。欲ばっ

かそも，人間はそれをおさえられるだけの力があるはず

だもんな。こいつには，そういう所がぬけてんだよ。嫉

っきり言って，ぽくは，絶対ゆるさないもんね。ヘン。”

　（6年男子）

　最後に，用いられたテキストについて少しふれておき

たい。r五色のしか』は過去において数社の教科書に採

用されていたが，再話者によって物語のニュアンスが異

なるようである。本研究では教育出版（43年度版）と光

村図書（46年度版）の2種類と，他に鈴木・寒川（1976）

による絵本が入手できたが，たとえば光村図書出版で

は，おふれが出てから男が王様に申し出るまでの様子を

詳しく書いている。すなわち男は，r五色のしかと，金銀

のたから物が，入れかわり立ちかわり，うかんでは消え

（p．65）」る葛藤の末，4日めにようやく決心したこと

になっている。逆に鈴木ら（1976）では，おぽれている

男の描写の中ですでに「左ほおには大きなあざが見えま

した。しかは一瞬ぎくりとしました（p．8）」と述べ，男

を最初から悪人として描いている。おふれが出た時も，

男は目をむいて喜び，さっそく御殿へと駆けつけるので

ある。

　また，本研究では約束そのものへの言及を低い段階と

してとらえたが，教育出版の解説（P．145f）では，約束

という言葉を何度も使われる重要な言葉であると述べて

いる。これは，指導の際の観点と本研究での観点とが異

なっていることを示すかも知れない。このようなテキス

　トの要因が児童の感想にどのような影響を与えるかにつ

いては，今後検討が必要であろう。
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要　約

物語の感想文に表われた役割取得能力の発達

　　　　　　　　　　教育出版　1968　五色のしか（新訂標準国語

　　　　　　　　　　　　98－108）．

　本研究では，r五色のしか』において恩人を裏切った

男に対する感想文の分析を通して，児童の役割取得能力

の発達が検討された。その結果，3つの発達段階が区別

された。第1は男の表面的な行為に関心が向けられる段

階，第2は登場人物の視点を理解し始めるが，主観性の

強い段階，第3は登場人物間の相互的な感情を理解し，

さらに広い社会的視点を取得できる段階である。

註

（1）先に述べたように評価の方向は問題にしなかった

　　ためこの中にはr許せる」という肯定的な反応も

　　含まれている。
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SUMMARY

　The　development　of　role－taking　ability　was　analyzed

using　childr¢n’s　writing　about　the　story“The　Five．

Colored　Deer．”After　the　story　was　told，453students

in　grades　three　through　six　were　asked　to　write　their

thoughts、about　the　man　who　betrayed　the　deer。Their

responses　were　categorized　according　to　the　perspectives

they　attributed　to　the　man　and　the　deer．

　Three　developmental　stages　of　role．taking　were　iden・

tified．In　the　first　stage，　third　grade　children　judged

the　man　mainly　on　the　basis　of　his　overt　behavior．In

the　second　stage，fourth　and丘fth　grade　children　began

to　understand，albeit　insuf五ciently，the　perspective　of

the　man．In　the　third　stage，鉦th　and　sixth　grade　chil・

dren　could　reflect　on　the　mutual　feelings　between　the

man　and　the　deer，and　could　judge　the　man　from　a

social　perspective．
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The　Science　of　Reading，Vo1．28，No．4（1984）

読書量と内発的動機づけの関係（■）＊

筑波大学

桜井茂男＊＊

　桜井（1984）は，小学3・4年生を対象に，読書量と

内発的動機づけの関係を検討した。その結果，両者間に

は．30程度の有意な相関が得られた。さらに，知能偏差

値でコントロールした場合にも，同程度の有意な偏相関

が認められ，内発的動機づけと読書量の間の正の関係は

支持された。しかし，この研究には次のような、2つの問

題点が指摘できる。第一は，内発的動機づけの測定に，

桜井（1983）が作成した内発的一外発的動機づけ尺度

〈日本語版＞が用いられた点である。この尺度は，Harter

（1980，1981）がぞ学校での教室学習場面における内発

的動機づけ傾向を測定するために開発した尺度を日本語

版にしたものであった。それゆえ，どうしても日米間の

文化差が反映され，表現や内容にやや不適切な箇所が認

められた。さらに，因子分析の結果では，原版より1因

子多い6因子が抽出されており，この点でも尺度の改善

が望まれた。第二には，被調査者数や対象とされた学年

数の少ない点が指摘できよう。

　本研究では，以上の問題点を踏まえて，読書量と内発

的動機づけの関係をさらに詳細に検討することが目的で

ある。そのため，内発的動機づけの測定には，桜井・高

野（1985）がHarter（1980，1981）および桜井（1983）

の尺度を参考にして，新たに開発した内発的一外発的動

機づけ測定尺度が用いられる。この尺度では，教室学習

場面の他に，家庭での学習場面に関する質問項目が加え

られ，生活領域全般にわたって，学習に対する内発的動

機づけが測定できるように工夫されている。ただ，6つ

の下位尺度で構成されているこの尺度が，全体としてど

の程度内発的一外発的動機づけ傾向を測定しているの

か，については詳細な検討がなされていない。それゆ

え，まず林の数量化3類（林ら，1970；三宅ら，1977）

を用いて，本測定尺度の構造の分析が行われる（調査

1）1続いて，内発的動機づけと読書量の関係が相関分

析により検討される（調査n）。なお，調査対象とする

学年は，小学3年～5年である。

＊The　relationship　between　the　amount　of　reading

　and　intrinsic　motivation（II）．

＊＊SAKURAI，Shigeo（University　of　Tsukuba）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一140一

調査　1

　目的

　林の数量化3類により，桜井・高野（1985）の内発的

一外発的動機づけ測定尺度の構造を検討する。内発的一

外発的動機づけ傾向を測定していると解釈できる第1軸

の抽出が予想される。

　方法

　被調査者　長野県長野市公立S小学校の3年生80名

（男子35名，女子45名），4年生82名（男子42名，女子

40名），5年生70名（男子37名，女子33名）の合計232名

（男子114名，女子118名）であった。

　内発的一外発的動機づけ測定尺度　　Harter（1980，

1981）および桜井（1983）の尺度を参考にして桜井・高

野（1985）が作成した新尺度である。この尺度には，①

内発的動機づけに関する多様な概念化が取り上げられて

いること，②教室学習場面の他に，家庭での学習場面を

含め，できるだけ多くの知的活動場面から項目が作成さ

れていること，③回答形式の単純化（二者択一法の採

用）に伴い小学校2年生から適用できること，などの特

徴が加えられ，6つの下位尺度で構成されている。それ



読書量と内発的動機づけの関係（H）

らは，①挑戦（challenge），②知的好奇心（curiosity）。

③達成（mastery），④認知された因果律の所在（percei・

ved　locus　of　causality），⑤内生的一外生的帰属（endo・

genous＿exogenous　attribution），⑥楽しさ（enjoyment），

である。

　直接動機づけレベルに関連するのは，挑戦，知的好奇

心，達成という3つの下位尺度である。挑戦下位尺度は

困難な課題に挑戦しようとする傾向を，知的好奇心下位

尺度は拡散的好奇心（diversive　curiosity）ンこより様々な

課題に接近し情報を収集しようとする傾向を，達成下位

尺度は教師や友だちに頼らず課題に取りくもうとする傾

向を，それぞれ測定している。認知レベルに重点を置い

た下位尺度には，認知された因果律の所在（略して，因

果律）下位尺度と内生的一外生的帰属（略して，帰属）

下位尺度がある。因果律下位尺度はある課題をする意図

（intention）が個人によってひき起こされていると認知

する（内的原因性：intemal　causality）のか，それとも環

境によってひき起こされていると認知する（外的原因性

：extemal　causality）のかという傾向を，帰属下位尺度

はある課題をすることそれ自体が目的となっている（内

生的帰属）のか，それともその他に目的がありそのため

に当該課題は手段となっている（外生的帰属）のかとい

う傾向を，それぞれ測定している。最後に，感情レベル

に重点を置く下位尺度として，楽しさ下位尺度があり，

文字通り内発的動機づけにより活動したときの楽しさを

測定しようとしている。

　これらの下位尺度は，5項目ずつで構成されており，

尺度全体では30項目である。回答形式は，2つの選択肢

から自分に該当すると思われる方を選択する強制二者択

一法である。内発的動機づけ傾向を示す選択肢を選択し

た場合にはユ点，外発的動機づけ傾向を示す選択肢を選

択した場合には0点が与えられ，得点化された。したが

って，高得点者ほど内発的動機づけ傾向が高いことにな

る。

　手続き　1982年7月，被調査者に対しクラスごとの集

団で上記の内発的一外発的動機づけ測定尺度が実施され

た。実施者は，学級担任の教師で，事前に実施上の注意

事項が詳細に説明されていた。実施方法については教師

と相談の結果，小学3，4年生では教師が1問ずつ質問

を読みあげ，それに順次回答する方式が，また，小学5

年生では教師が回答の仕方をよく説明した後，各児童が

質問項目を黙読し，自由に回答する方式が採用された。

これらは，桜井・高野（1985）の場合と同じである。な

お，データの分析は，筑波大学学術情報処理センターの

SPSSによって行われた。

　結果と考察

　林の数量化3類により構造の分析が行われた結果，基

本的な1軸（r＝．500）が抽出された。第2軸までと

り，図1に反応のまとまりが示されている。第1軸のプ

ラス領域には内発的動機づけ方向の反応が，マイナス領

域には外発的動機づけ方向の反応が，それぞれ大きなま

とまりを形成している。したがって，本尺度が大きく，

内発的動機づけ方向と外発的動機づけ方向に分かれる尺

度である点は支持された。しかし，図1をみると，内発
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図1　林の数量化3類による反応のまとまり
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　　　　　　　　　　　　　　　　読書科学

的動機づけ方向の反応はよくまとまっているが，外発的

動機づけ方向の反応は，第2軸のプラス，マイナスの両

方向へ，かなり大ぎくちらばっているといえよう。これ

は，外発的に動機づけられている場合には．，内発的に動

機づけられている場合に比べて，かなり多くの要因が関

与していることを示唆しているものと考えられる。下位

尺度についてみると，第1軸のマイナス領域で，因果律

下位尺度と達成下位尺度の反応が，第2軸のプラスとマ

イナスの方向に，それぞれ大きくかたよっている。

第28巻第4号

　　　表1　読書量（冊数）の平均と標準偏差

性議小学3年小学4年小学5年全
体

男

女

全体

18．714　　　15．814　　　13．592

（19．609）　　（11．560）　　（11．774）

37．419　　　　30．333　　　　18．756

（26．492）（15．982）（15．695）

28．543　　　　23．897　　　　15．944

（25．115）（15．876）（13．862）

15．583

（13．938）

28．310

（20．196）

22．102

（18．523）

調査　■

　目的

　調査1により，内発的一外発的動機づけ構造が確認さ

れた桜井・高野（1985）の測定尺度を用いて，読書量と

内発的動機づけの関係を検討する。桜井（1984）の報告

と同じように，正の関係が予想される。

　方法

　被調査者　長野県長野市公立H小学校の3年生59名

（男子28名，女子31名），4年生97名（男子43名，女

子54名），5年生90名（男子49名，女子41名）の合計

246名（男子120名，女子126名）であった。各学年とも

学校図書館の図書利用について，特別な指導は行われて

いなかった

　手続き　1982年7月，桜井・高野（1985）の内発的一

外発的動機づけ測定尺度が，被調査者にクラスごとの集

団で実施された。実施方洗は調査1と同じであった。読

書量としては，1982年4月～7月まで，すなわち1学期

間に，各児童が学校図書館で借り出した本の冊数が調査

された。これは，桜井（1984）の場合と同じである。

　結果と考察

　（1）読書量と内発的一外発的動機づけ測定尺度得点

　読書量（冊数）の平均と標準偏差が，表1に学年別お

よび男女別に示されている。学年×性別で分散分析を実

施した結果，学年（F＝9．213，dfニ2／240，P＜．001）お

よび性別（Fニ31．956，df＝1／240，P＜．001）の主効果

と，交互作用（F＝3．319，df・＝2／240，P＜．001）が認め

（）内は標準偏差

られた。学年別では，高学年になるにつれて学校図書館

で図書を借りる量が減少し，男女別では，男子より女子

の方が多くの図書を借りているといえよう。男女差につ

いては桜井（1984）の報告やこれまでの知見と一致す

る。また，高学年になるほど図書を借りる量が減少する

傾向は，加齢とともに学校図書館の本よりも，家庭にあ

る本の利用や宿題や塾通いによる読書時間の減少などの

要因によるためと推察される。

　内発的一外発的動機づけ測定尺度得点の平均と標準偏

差は，表2に学年別および男女別に示されている。学年

×性別で分散分析を行った結果，学年（F＝9．632，df・＝

2／240，P＜．001）および性別（F＝5．734，df＝1／240，

p＜．05）の主効果は認められたが，交互作用（F＝・．671，

df＝2／240，n．s．）は認められなかった。学年別では，

小学5年生の得点が，小学3，4年生より大幅に低下し

ている。この点は，男女別に学年を追ってみてもほぼ同

じ傾向にある。男女別では，男子よりも女子の方がやや

高得点である。

表2 内発的一外発的動機づけ測定尺度得点の

平均と標準偏差

性状小学3年小学4年小学5年全
体

男

女

全体

19．786

（5．903）

21．774

（、6・360）

20．831

（6．176）

18．442

（6．970）

21．667

（5．274）

20．237

（6．261）

15．939

（8．375）

16．854

（7．098）

16．356

（7．790）

17．733

（7．473）

20．127

（6．545）

18．959

（7．100）

（）内は標準偏差
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読書量と内発的動機づけの関係（豆）

読書量でも内発的一外発的動機づけ測定尺度得点で

も，小学5年生での極端な低下が認められる。表1およ

び表2でみると，この原因は，どちらかと言えば小学5

年生女子の低下にあるといえよう。この現象について

は，今後の検討が必要であろう。

（2〉読書量と内発的一外発的動機づけ測定尺度得点の

　　関係

読書量においては，学年差，性差ならびにそれらの交

互作用が認められ，他方，内発的一外発的動機づけ測定

尺度得点では，学年差と性差が認められた。そこで両指

標による相関分析は，最初，学年別，男女別に行われ，

次に，それらをまとめて全体で行われた。その結果は，

表3に示されている。

学年別でみると，内発的一外発的動機づけ測定尺度の

全体得点において，小学3年生（r＝．267）と4年生

（rニ．203）に有意な相関が認められるが，5年生（r

＝一．001）には認められない。・下位尺度においては，小

学3，4年生とも，知的好奇心および因果律の下位尺度

に有意な相関が認められ，小学3年生には，これに加え

達成下位尺度にも有意な相関が認められる。小学5年生

では，どの下位尺度にも有意な相関が認められない。以

上をまとめると，高学年になるほど，学校図書館で借り

た本の冊数と内発的動機づけとの関係は低下していくと

いえよう。

　男女別にみると，男子ではどの下位尺度にも有意な相

関は認められないが，女子では，帰属下位尺度をのぞく

すべての下位尺度に有意に相関が認められる。その結

果，全体としても，女子にはr＝．257（P＜．01）とい

う低いが有意な相関が検出された。男子に有意な相関が

認められなかった点は，桜井（1984）の報告とは異なっ

ている。これは，1つには今回の調査校が農村地帯にあ

り，男子児童の内発的な興味が，読書よりも屋外での学

習活動に向けられたためと考えられよう。さらに，小学

校高学年になると，学校図書館の本よりも家庭にある本

や各自購入した本の利用が活発になることや，宿題が多

くなり読書時間が少なくなることも考えられる。これら

の点については，今後読書調査により明らかにしていく

必要があろう。

　全学年では，挑戦および帰属の下位尺度をのぞく残り

4つの下位尺度に，有意な相関が認められ，その結果，

全体でもrニ．208（P＜．001）という有意な相関が認め

られた。

　以上のように，全体としては読書量と内発的動機づけ

の正の関係は支持された。しかし，その相関は低く，性

差や学年差も認められた。桜井（1984）の結果と比較し

ても，全体で．20程度の相関はかなり低いといえる。こ

れらは，既に述べた地域差の他に，①調査対象として小

学5年生を加えたこと，②新しい内発的動機づけ測定尺

度を用いたこと，などが影響していると考えられる。

　今後の課題

　読書量と学習に対する内発的動機づけとの間に，r＝

．208（全体）という有意な相関が示された。しかし，学

年別では小学5年生に，男女別では男子に，それぞれ有

意な相関が認められなかった。したがって，全体として

表3　読書量と内発的一外発的動機づけ測定尺度得点との相関係数

下位尺度　　小学3年　　　小学4年　　　小学5年 男 女 全体

1．挑　　戦

2．知的好奇心

3．達　　成

4．因果律
5．・帰　　属

6．楽しさ
　全　　体

．171△

．272＊

．240＊

．261＊

．108

．065

．267＊

一
． 061

．329＊＊＊

．117

．253＊＊

．081

．165△

．203＊

一
． 106

41

．086

．128

一
． 070

．014

一
． 001

一
． 026

．119△

．104

．021

一
． 047

．068

．047

．181＊

．216＊＊

．257＊＊＊

．263＊＊＊

．063

．153＊

，．257＊＊

．077

．236＊＊＊

．177＊＊

．234＊＊＊

．027

．168＊＊

．208＊＊＊

＊＊＊P＜．001，　　＊＊P＜．01，　　＊P＜．05，　　△P＜．10

一143一



　　　　　　　　　　　　　　　　読書科学

は読書量と内発的動機づけとの正の関係は支持されたも

のの，学年別，男女別では必ずしも支持はされなかっ

た。今後は，以下の3点を中心により詳細な検討を加え

る必要があろう。

　第1は，読書調査により読書量を正確に測定すること

である。特に，小学校高学年になると，学校図書館以外

の本の利用が活発になると思われる。そのような本の利

用も含めた分析が必要である。

　第2は，地域差の検討である。桜井（1984）のデータ

は，都市部の小学校で収集されたが，今回のデータはど

ちらかといえぽ農村部で収集された。環境の違いは，読

書活動に大きな影響を与えると考えられる。多様な地域

から大量のデータ収集を行い，分析検討することが重要

であろう。

　第3は，性差の検討である。本研究では，男子に有意

な相関が認められなかった。この点については，読書を

する動機について詳細な調査をする必要があろう。男子

の場合には，女子の場合に比べて，外発的な動機により

読書活動をしている場合が多いのではないだろうか。特

に，学校図書館の本の利用については，この点が考慮さ

れるべきであろう。

要約

　調査1では，林の数量化3類により，桜井・高野（1985）

の内発的一外発的動機づけ測定尺度の構造が分析され

た。内発的一外発的動機づけを測定していると解釈され

る第1軸（r＝．500）が抽出された。

　調査豆では，読書量と内発的勤機づけの関係が検討さ

第28巻第4号

れた。読書量としては学校図書館で借り出された本の冊

数が，内発的動機づけの測定には調査1で構造が確認さ

れた内発的一外発的動機づけ測定尺度が用いられた。小

学3，4，5年生全体では，r＝．208（P＜．001）とい

う低い正の相関が認められた。しかし，下位分析では，

小学5年生および男子に有意な相関が認められなかっ

た。この点については，①読書量の測定の改善，②地域

差の考慮，③読書をする動機の調査，などにより詳細な

検討をすることが提起された。
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SUMMARY
　The　purpose　of　this　study　was　to　investigate　the

relationship　between　leaming　motivation　and　the　amount

of　reading．The　Motivation　for　Leaming　Scale（Sakurai

＆Takano，1985）was　used　to　assess　intrinsic　vs．extrinsic

motivation　of246students　in　grades3，4and5．The

number　of　books　which　each　student　borrowed　from　the

school　library　was　used　as　an　indication　of　the　amount

of　reading．The　obtained　correlation　of．208for　the

sample　was　significant　（p＜．001）．　The　coe伍cients

obtained　for　the　subsample　of5th　graders，and　for　the

subsample　of　boys　in　all3grades　were　slightly　positive

but　not　significant．
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「幼児の言語生活の評定スケール」の作成＊

琉球大学

石川清治＊＊

1．　はじめに

　Bemstein（1961）が，人々が使用する話しことばは

r限定コード」（Restricted　code）とr精巧コード」

（Elaborated　code）の2つに分けられる。この言語コー

ドは社会的認知を規定すること，また子どもの使用する

言語コードの如何は学習の問題と直接的に関連している

（Bemstein1961）と述べて以来．それを検証する研究

があいついで行なわれている。Hess＆Shipman（1964）

とBeeら（1968）は，母親に子どもに積木課題を教示

させて，その言語的特徴を分析するとともに，母親の言

語操作と子どもの認知能力の関連性を検討した。Cook－

Gumperz（1973）は，母親の言語機能についての認知を

含む子どもの社会化プロセスに使用される言語について

多角的に研究している。・

　Loban（1961）は，言語教育の立場から児童の話しこ

とばと書ぎことば（作文）の分析を行ない，その発達的

特徴とそれに関与する諸要因，そして言語能力との関係

を検討していた。Bemstein（1961）の言語コード仮説が

発表されてからは，子どもの話しことばを分析するとと

もに，言語能力や認知能力との関連性をとりあげた研究

がなされている。例えば，Bougere（1969）は小学校1

年生の話しことばと言語能力，Frender（1970）は小学

校3年生を対象として国語学力との関連性，Edmaiston

＆Larsen（1983）も同じく3年生について，作文に見ら

れる文構造の複雑さと言語能力の関連性について，それ

＊　Cく）nstruction　and　validation　of　speech　characteristic

　measurement　scale　for　pre－school　children．

＊＊ISHIKAWA，Kiyoharu（University　of　the　Ryukyus）

ぞれ検討している。

　その結果は，母親の子どもへの課題教示のことばには

属性によってちがうこと，そしてそれは子どもの認知能

力と関連性がある。児童の話しことばも言語能力や国語

学力，さらに認知的な諸能力と相関が高いということで

あった。このことは，児童のことばの特徴が言語能力を

はじめ，学習達成を規定する要因になっているといえよ

う。幼児の話しことばと言語能力を検討した石川（1983）

の報告はその関連性を示すものである。

　本研究は，幼児の言語生活を評定するスケールを作成

することによって，すでに述べた，子どもの話しことば

の特徴と言語能力の関連性を検討しようとするものであ

る。具体的には，沖縄の言語環境にある幼児を対象にな

されるが，幼児の言語生活の把握は，他の地域の幼児に

ついての理解はもとより，言語指導の方法についても示

唆するところがあると考えられる。幼児の言語生活の把

握は，言語分析によるのではなく，教師によって評定さ

れるものとする。研究の目的はつぎに述べるとおりであ

る。

　1．　「幼児の言語生活の評定スケール」を作成して幼

児の言語特性を測定し，その信頼性と妥当性を検討す

る。

　2．　「幼児の言語生活の評定スケール」で把握された

言語特性が幼稚園教育を受けることによってどのように

変化するかを検討する。

　3．　「幼児の言語生活の評定スヶ一ル」で測定された

言語特性が言語能力とどのような関連性をもつかを検討

する。

　この3つの目的は，幼児の言語特性の把握はもとよ

一145一



　　　　　　　　　　　　　　　　読書科学

り，幼稚園における言語指導に対する示唆をひき出す意

図のもとになされる。

研究1

1．目的

　幼児の話しことばの分析によるのではなく，教師が観

察可能で，しかも簡単に評定できるr幼児の言語生活の

評定スケール」を作成する。そして信頼性と妥当性を検

討して，幼児の言語特性の把握可能なものとする。

2．方法

　項目の作成Hoffman（1936），本永（1981）を参考

に，幼児の言語生活の観察と教師からの意見聴取，教師

による幼児の言語生活の観察にもとづくエピソードなど

によって，スケール項目を収集した。これらの収集され

た項目を，（1）言語能力や認知能力と関連すると考え

られる要素をもつこと，（2）教師が幼児の言語生活を

評定するにあたって観察可能で簡便であることを条件に

整理した。そして，（1）幼児の話しことばの特徴，

（2）幼児が教師のお話しを理解できる能力，（3）幼

児が聞いたお話しを伝達できる能力，（4）幼児のお話

しや発言の積極性の言語生活の領域にしぽって項目を選

択した。これを幼稚園の教師に依頼して，修正と追加ま

たは削除を求めた。その結果は表1に示す10項目で構成

第28巻第4号

される「幼児の言語生活の評定スケール」を作成した。

評定は4件法（とてもそうだ～そういうことはぜったい

ない）とした。

　対象・沖縄県浦添市立K幼稚園児（5才児）265人（男

児130人，女児135人）について，担任教師8人に依頼し

て，1981年6月に評定を行なった。教師には“子どもの

言語生活を知るため”と説明した。

　G－P分析・スケール項目の適切性の検討をつぎのよ

うに行なった。（1）探索的な因子分析（Varimax回転）

による因子の抽出，（2）因子に負荷した項目の合計得

点と項目間の相関の算出，そして（3）相関が有意（P

＜．001）であるものを最終のスケール項目とする。以上

の手続きによるG－P分析の結果はすべての条件を満た

すものであったので，当初の10項目の「幼児の言語生活

の評定スケール」（1）を最終スケールとした。

3．結果

　因子分析・表1は「幼児の言語生活の評定スケール」

の因子分析表（Varimax）である。すでに述べたように，

4つの言語特性を規定したスケールを作成したが，因子

分析の結果は3因子構造であった。

　第1因子にはr話しことばは単語だけか一語文が多

い」r話しことばは確りしていて文の型をなしている」

などの3項目が負荷している。その内容は幼児の話しこ

表1　r幼児の言語生活の評定スケール」の因子分析（Varimax回転後）

Factor
h2

1 2 3

01　話しことばは単語か一語文が多い

03話しことばは確りしていて文の型である

02話しことばに方言と共通語の混用がある

05親に伝えなさいといった事はしっかり伝えている

04教師が話すことはよく聞いて理解している

10　お話しを聞いていると経験が豊富だ

08　自分からすすんで先生に話しかけてくる

06お話をさせようとすると自信がなさそうにして目をそらす

09先生が話しかけると緊張する

07指名してお話をさせると緊張しないでできる

．729

．801

．880

．175

．083

．402

．238

．259

．062

．428

．274

．265

．181

．840

．866

．728

．052

．104

．273

．302

．168

．024

．144

．107

．085

．341

．773

．744

．804

．742

．637

．713

．828

．749

．765

．673

．657

．631

．725

．718

Eigenvalue

Cumulative　Variance

4．60　　　　　1．32　　　　　1．17

46．00　　　　　59．20　　　　　70．90
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とばの特徴を示す項目である。この因子はr話しことば

の特徴」と呼ぶことができる。第2因子ばr親に伝えな

さいといったことは確り伝えている」「先生が話すこと

はよく聞いて珪解している」などの，ことばの理解と伝

達，それを支える経験の3項目で構成される因子であ

る。r聞く・話す能力」の因子と命名することにする。

第3因子は発言や話しかけの積極性を示す4項目が負荷

している。r自分からすすんで先生に話しかけてくる」

r先生が話しかけると目をそらす」などで，言語発表の

積極性であるが，社会性も伺える性格も持っている。し

かし，r発言の積極性」と解釈できるのでそのように呼

ぶことにする。

　信頼性・表2は3因子間の相関，表3は信頼性及び安

定性の係数である。相関は各因子に負荷した項目の合計

得点によって算出した。各因子はほぼ同じ相関値であ

り，スケールで評定された因子は相互に関連している

ことを示している。信頼性係数はクロンバックα及び

Spearman－Brown係数ともに，項目数を考慮すれば高い

ものといえよう。安定性係数は，別の幼稚園の教師2入

　　　表2　言語特性の下位スケール間相関

足すべきものと考えられる。

　妥当性・r幼児の社会的行動の有能さの測定スケール」

（石川，1984）ξr幼児・児童読書力テスト」（幼年教

育研究所）で測定した言語能力によって検討した。な

お，両スケールとも言語生活の評定とほぼ同じ時期に実

施した。社会的行動の有能さのr情緒の統制」は言語生

活の評定スケールの各因子と相関が低く，特に「発言の

積極性」の因子と顕著である。しかしその他の相関は有

意である。言語生活の特性が社会的に有能な行動と関連

していることを示しており，興味深いものがある。言語

生活の各因子は言語能力とすべて有意な相関であった

表4　言語特性と社会的に有能な行動の下

　　位スケールの相関

社会的に有能な行動のスケール

1集団　2情緒　3課題　4．思い
’参加　　9統制　　。遂行　　やり

1．話しことばの特徴．335＊＊＊．173＊＊・452＊＊＊・364＊＊＊

2．聞く・話す能力　．461＊＊＊．223＊＊＊．683＊＊＊．377＊＊＊

3．発言の積極性　　．522＊＊＊。024　．334＊＊＊．326＊＊＊

言語特性の下位スケール

1話こしとば　2聞く・話す3．発言の積極
’の特徴　　　　●能力　　　　　性

1
2

1．000 ．675

1．000

．505

．523

申＊P〈．01　　＊＊＊Pく．001

が，相関の高さについてみると，r聞く・話す能力」が

r＝・．414，P＜．001ともっとも高く，っづいてr話し

ことばの特徴」がr＝．317，P＜．001で，r発言の積

極性」がもっとも低くr＝．262，P＜．001であった。

r聞く・話す能力」が言語能力ともっとも関連性が強い

ことを示すものといえよう。

表3　信頼性と安定性の係数

研究2
1話しこと　2聞≦・話　3発言の積
●ばの特徴　●す能力　　●極性

クロンノミックα

Spearman－

Brown係数
安定性係数＊

．625

．694

．632

．807

．707

．701

．789

．781

．679

＊Nニ62

が62人の幼児を1ケ月後に再評定したものである。「話

しことばの特徴」の相関がいくらか低いようであるが，

このことは幼児の話しことばが急速に変化することを示

すものであろう。しかし，3因子ともに安定性係数は満

1．目的

　r幼児の言語生活の評定スケール」で評定された幼児

の言語特性が，1）就園時から卒園時までにどのように

変化するか，2）就園時の言語特性と就園時及び卒園時

の言語能力の相関を検討して，言語能力に強く関与する

言語特性を明らかにする。この問題の検討は，幼児の言

語特性に及ぽす幼稚園教育の効果を明らかにすることに

なるとともに，言語指導の示唆をひき出すものになると

考えられる。
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2．方法

　対象・研究1に同じ265人（男児130人，女児135人）

である。

　測定・r幼児の言語生活の評定スケール」を使って，

第1回（研究1）につづいて，第2回の教師による評定

を1982年2月に行なった。幼児の言語能力も同’じく，第

1回（研究1）とともに，第2回を1982年2月にr幼児

・児童の読書力テスト」を実施した。

　データーの分析・研究1のr幼児の言語生活の評定ス

ケール」を因子分析して得られた3因子を，幼児の言語

特性の3下位スケールとして分析する。第1回及び第2

回の言語特性と言語能力のデーターを分析して，研究の

　　　表5　言語特性の就園時と卒園時の

　　　　　平均と標準偏差

第28巻第4号

eO

q

3
9》一く：
霧壌

o＿●姻薩
．一＿●車岨靡

o

⊂’

『

官

●

岬皇

・● ●

0一一一一一一一一一一一一一＿0

男児 女児 全体

1．話しことば　　8．73
　の特徴　　　　（1．82）

　　　　　　　8．56
　　　　　　（1．81）

10．02
（1．64）

9．55
（1．56）

9．39
（1．84）

9．06
（1．75）

璽⑫

0 ●

q
● ●

0 o

2 愈確

嶺5レ｝蝋ゼ 1糠・総牟 饗勧
n蒔砺螺 　　跨拗

図1　言語特性

罧側盟

2．聞く・話す　　8．44
　能力　　　　　（2．14ン

　　　　　　　8．81
　　　　　　（1．88）

9．01
（1．71）

9．60
（1．72）

8．73
（1．95）

9．21
（1．84）

3．発言の積極　　　8．03
　性　　　　　（2．19）

　　　　　　　8．68
　　　　　　（1．81）

8．98
（1．87）

9．51
（1．56）

8．52
（2．09）

9．10
（1．74）

註．上段は就園時，下段は卒園時の又，S．D．

目的で述べた問題を検討する。データーの分析は琉球大

学計算センターで，SPSS（三宅，1970）によって行な

った◎・

3．結果

表5は幼児の言語特性の3下位スケー一ルの平均と標準

偏差である。ところで，r発言の積極性」は4項目であ

ったので，因子負荷量の高い3項目を採用し，他の2下

位スケールと同じ3項目で構成することにした。図1は

表4を図示したものである。幼児の就園時と卒園時の言

語特性の変化が読みとれる。表6は性別による入園時と

卒園時の性差と，性別毎の検定を行なった結果を示した

ものである。

性差・言語特性の3下位スケールは就園時と卒園時と

もに女児が男児よりも高い。就園時についてみると，

「話しことばの特徴」が顕著（tニ6．06，P＜．001）に

高く，「発言の積極性」（t＝3．06，P＜．01）がっづい

ている。r聞く・話す能力」は性差がもっとも小さいが，

表6　言語特性の就園時と卒園時の比較

性別毎の比較 性　　差

男児 女児 全体 就園時 卒園時

1．話しことばの特徴

2．聞く・話す能力

3．発言の積極性

1．42

2．67＊＊

3．84＊＊＊

0．90
6．49＊＊＊

3．70＊＊＊

1．58

6．37＊＊＊

5．32＊＊＊

6．06＊＊＊

2．38＊

3．06＊＊

4．31＊＊＊

3．23＊＊＊

一
3
．

61＊＊＊

＊P＜．05　＊＊P＜．01　＊＊＊P＜．001
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それでも女児が有意（t＝・2．38，P＜．05）に高くなっ　　　　　表7　就園時の言語特性と言語能力の相関

ている。卒園児ではどの言語特性も同じ有意水準で女児

に高い。女児は男児と比較して就園時から卒園時を通じ

て，整ったことばを使い，発言に積極的で，話しかけや

伝達に有能であるといえる。

　就園時と卒園時の比較・性をこみにしてみると，r話

しことばの特徴」は就園時に対して卒園時が低くなって

いる。しかし，r聞く・話す能力」とr発言の積極性」

は伸びが著しくその差は同じ水準（P＜。001）で有意で

ある。性別によってみると，男児ではr発言の積極性」

（tニ3．84，P＜．01）と「聞く・話す能力」（t＝2。67，

P＜．01）が高くなっているが，r話しことばの特徴」に

は有意な差はない。女児では「聞く・話す能力」が著し

く（t＝6．49，P＜．001），ついで「発言の積極性」（t

＝3．70，P＜．001）である。しかし，r話しことばの特

徴」は男児と同じように有意ではなかった。幼児は，就

園してから卒園までの間に，r聞く・話す能力」とr発言

の積極性」の言語特性を獲得するが，r話しことばの特

徴」の言語特性は伸びが停滞するようである。これは，

教師が幼児に期待することに対する幼児の対応と解釈さ

れよう。いっぼう，幼児の話しことばに教師があまり関

心を示さず，言語指導を行なわないためでもあろう。

　言語特性の比較・言語特性間の比較を，性をこみにし

て，就園時と卒園時について検定した。就園時では「話

しことばの特徴」がもっとも高く，r聞く・話す能力」

「発言の積極性」の順であった。例えば，r話しことば

の特徴」はr聞く・話す能力」（t＝7．02，P＜．001），

「発言の積極性」とは（t＝7．15，P＜．001）の有意差

がみられた。しかし，r聞く・話す能力」とr発言の積

極性」の間には有意な差（tニ1．63，n．s．）はなかっ

た。就園時の言語特性は，他の2つの特性と比較して整

ったことばをもっているといってよい。卒園時について

はr聞く・話す能力」が高く，r発言の積極性」r話しこ

とばの特徴」の順であった。しかし，言語特性間の比較

はいずれも有意な差はなかった。

　言語特性と言語能力の相関・言語特性が言語能力とど

言語能力

就園時 卒園時

1．話しことばの特徴

2．聞く・話す能力
3．発言の積極性

．317＊＊＊

．414＊＊＊

．262＊＊＊

．396＊＊＊

．510＊＊＊

．213＊＊＊

ホ＊＊P＜．001

のように関連しているかをみるために，就園時の言語特

性と就園時及び卒園時の言語能力との相関を求めた。表

7についてみると，両者の相関はr聞く・話す能力」

（r＝．414，P＜．001），r話しことばの特徴」（r＝

．317，P＜．001）r発言の積極性」（r・＝．262，P＜．001）

となうている。卒園時の相関の大きさの順序は就園時と

同じである。しかし，r発言め積極性」との相関は就園

時のそれよりも低下している。この言語特性は言語能力

との関連性が，発達的には低下していくことを予想させ

る。これに対して，r聞く・話す能力」の言語特性は，

卒園時の相関が就園時よりも高くなっている。言語能力

や認知能力の予測変数として，r聞く・話す能力」は有

効性をもつものであろう。

4．考察

　幼児の言語生活の観察可能性と，その評定が簡便にで

きると同時に，幼児の言語指導にも利用できることを目

的として，10項目で構成される「幼児の言語生活の評定

スケール」を作成した。そして因子分析をしたところ，

1）話しことばの特徴，2）聞く・話す能力，3）発言

の積極性の3因子が抽出された。この3つの言語特性

は，幼児の言語生活の特性であるとともに，教師が言語

指導の目的とするものでもあろう。信頼性と安定性を検

討したところ，スケールとしての条件を備えていた。特

に興味深いことは，言語特性が幼児の社会的に有能な行

動と関連していたことである。

　ところで，認知能力に性差を認める研究（大沢，1975）

が多く，読みの能力についても女児が高い（Johnson，

1973－1974；石川，1984）ことが報告されている。本研

究の幼児の言語特性も，就園時と卒園時を通じて女児が

一149一



　　　　　　　　　　　　　　読書科学

男児よりも高かった。このことは．，就学レディネスの問

題をはじめ，就学後の学習達成とも関連して興味ある問

題であろう。しかし，女児が優位にあることは，環境を

はじめ，教師の評定が女児に好意的ではないか（Davis

＆Slobodian，19671Brophy，1974）という問題がある

が，本研究はすべて女教師によって評定されているため

に言及でぎない。今後の検討課題である。

　いっぽう，幼児の就園時の言語特性間に有意な差が認

められたが，卒園時にはそれがなくなっていた。これ

は，幼児が幼稚園に適応していることによる結果である

と考えられるが，教師（日名子，19751Granowasky＆

Krosner，1970）や子ども仲間（Hamilton＆Stewart，

1977）が，言語モデルとして機能していることを示すも

のでもあろう。いいかえれば，教師や子ども仲間が相互に

言語モデルとして影響しあって，言語教育の効果（Mc・

Cartney，1984）となっているのであろう。

　最後に，幼児の言語特性と言語能力の関連性は，就園

時と卒園時ともにr聞く・話す能力」ともっとも高く，

「話しことばの特徴」r発言の積極性」の順であった。

そして，この関連性は卒園時にはより強くなっていた。

確りと聞くことができる，聞いたことを理解できる，そ

してそれを相手に伝達できる（石川，1983）言語特性

が，言語能力ともっとも関連する要因であることを示す

ものといえよう。言語特性が就学後の言語能力をはじ

め，教科の学習達成にどのような予測性をもつか，興味

ある検討課題である。

　本研究は沖縄の言語社会にある幼児の言語生活に着目

してなされている。したがって，以上の結果や考察はお

のづと限界をもつものであるといえよう。しかし，スケ

ールの項目を修正すれば，幼児の言語生活の理解と言語

特性の把握に利用できるものと考えられる。

5．要約

　本研究は，1）「幼児の言語生活の評定スケール」の

作成と，2）そのスケールで評定された幼児の言語特性

の性差，変化及び言語能力との関連性を検討することで

あった。265人の幼児を「幼児の言語生活の評定スケー

第28巻第4号

ル」によって，8人の教師が評定したデータを分析し

た。その結果をまとめると次のごとくであった。

　1．「幼児の言語生活の評定スケール」は，1）話し

ことばの特徴，2）聞く・話す能力，3）発言の積極性

の3因子で構成されていた。

　2．信頼性係数は項目数を考慮するときわめて高いも

のであった。1ケ月後の再検査による安定性係数も満足

すべきものであった。

　3．　幼児の言語特性は社会的に有能な行動と関連して

いることが認められた。言語能力との相関は「聞く・話

す能力」の言語特性ともっとも高かった。

　4。言語特性は就園時及び卒園時ともに性差が認めら

れた。就園時の言語特性間には有意な差が認められた

が，卒園時にはその差はなくなっていた。

　5．就園時の言語特性と就園時及び卒園時の言語能力

の相関は，r聞く・話す能力」がもっとも高く，次に，

「話しことばの特徴」であり「発言の積極性」は低かっ

た。卒園時の言語能力の相関はr聞く・話す能力」が高

くなっていたのに対して，r発言の積極性」は低くなっ

ていた。

　以上の結果は，就学レディネスや言語モデル，そして

言語指導の問題として考察された。また，r幼児の言語

生活の評定スケール」の適用可能性についても示唆され

た。

註

（1）スケールには基本的習慣の形成度についての1項目

　が含まれていたが分析から除外した。
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資料

日本読書学会年表＊

　　　　　　（敬称略）

〔1956年〕

9月1日　日本読書学会創立趣意書を発表して，学会活

動を開始（資料1）。　日本読書学会会則発効（資料

2）。

初代役員就任

会長（理事長）　石山脩平，副会長　阪本一郎

常任理事　島崎敏樹，長島貞夫，波多野完治，平沢

　　　薫，深川恒喜

理事裏田武夫，大内茂男，岡本奎六，勝田守

　　　一，佐藤泰正，花田哲幸，松村康平，村石

　　　昭三，村上俊亮，室伏武，望月久貴

監　　事大内茂男，村石昭三

11月9日　会則第10条を改正（資料2）

〔1957年〕

11月1日～2日　日本読書学会第1回研究大会

会場　東京教育大学　　『

主題　人間形成をめざす読書指導の実践

講演　道徳的人間形成の目標と方途　石山脩平

シンポジウム　道徳教育と読書指導　倉沢剛，小沼洋

　　夫，近藤修博，滑川道夫，加藤いさ子

研究発表30件

11月2日　会則第17条を改正（資料2）

〔1958年〕

5月14日　室伏武，理事を退任し役員を退く。渡辺茂男

新理事就任。

11月22～23日　日本読書学会第2回研究大会

会場　お茶の水女子大学

主題　読書とマス・コミュニケーション

＊Outline　history　of　the　Japan　Reading　Ass㏄iation，1956

－1984．

講演　読書とマス・コミュニケーション　波多野完治

シンポジウム　マス・コミ時代の読書　木々高太郎，

　　’手塚治虫，堀秀彦，波多野完治，指方竜二

研究発表29件

11月23日　役員改選（退任者の正式期日は前日）

石山脩平会長，阪本一郎副会長再任。

島崎敏樹，常任理事から理事となる。長島貞夫，常任

理事から監事となる。他の常任理事は全員再任。松村

康平，望月久貴，理事から常任理事となる。大内茂男，

村石昭三，監事と理事から常任理事となる。滑川道夫

新常任理事就任。裏田武夫，理事から監事となる。勝

田守一，理事を退任し役員を退く。他の理事は全員再

任。井口忠司，伊藤英一，伊藤正勝，尾原淳夫，加賀栄

．治，蒲池正夫，小針孝哉，駒田錦一，佐藤宏之助，佐

藤貢，清水正男，荘司雅子，竹内実次，松本茂，嶺光

雄，三宅千代二，弥吉光長，渡辺正亥，渡辺やすゑ，

各新理事就任。

11月23日　会則第5条，第16条を改正（資料2）

　　　日本読書学会支部規定制定（資料3）

12月4日　部会に関する内規を制定（資料4）

　　依託研究・調査に関する内規制定（資料5）

〔1959年〕

2月21日　研究費補助に関する内規制定（資料6）

11月14～15日　日本読書学会第3回研究大会

会場　東京教育大学

主題　マスコミ時代における読書教育

講演　読書雑感　土岐善麿

シンポジウム　マスコミ時代における読書教育藤田

　　圭雄，曽野綾子，阪本一郎，千葉雄次郎，花田

　　哲幸
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　研究発表　30件

〔1960年〕

6月18日　石山脩平会長死去の為）阪本一郎副会長が会

　長の職務を代行。

11月12～13日　日本読書学会第4回研究大会

　会場　東京学芸大学

　主題　人間形成の読書教育

　講演　わたくしの読書観　堀秀彦

　シンポジウム　人間形成の読書教育

　　　　城戸幡太郎，清水慶子，吉田精一

　研究発表　30件

11月12日　役員改選

　阪本一郎，副会長から会長となる。

　常任理事は全員再任。岡本奎六，渡辺茂男，理事から

　常任理事となる。

　伊藤英一，荘司雅子，渡辺やすゑ理事を退任し，役員

　を退く。その他の理事は全員再任。石森延男，大西誠

　一郎，叶沢清介，菅忠道，沓掛伊佐吉，久保田彦穂，

　黒沢信男，桑原善作，西藤寿太郎，高細功，藤田圭

　雄，三輪計雄，三輪和敏，室伏武各新理事就任。

　裏田武夫，長島貞夫両監事は再任。

〔1961年〕

8月3～6日　日本読書学会第5回研究大会・読書指導

　講習会

　会場　伊勢丹ホール

　主題　不明

　研究発表　13件（8月3日）

　講習会　8月4～5日

　　　　阪本一郎，大内茂男，亀井勝一郎，松村康平，

　　　　望月久貴，滑川道夫，岡本圭六，深川恒喜

　　　　8月6日　見学・観光

〔1962年〕

8月2～4日　日本読書学会第6回研究大会

　会場　伊勢丹ホール

　主題　不明

　講演　現代読書論　中島健蔵，児童文学論　石森延男

　　　児童漫画論　阪本一郎

パネルディスカッション　道徳教科書をめぐって　深

　　　川恒喜，石井利雄，波多野述磨，山崎幸一郎

研究発表　17件

8月2日　役員改選

阪本一郎会長再任。

渡辺茂男，常任理事から理事となる。他の常任理事は

全員再任。

佐藤泰正・理事から常任理事となる・山本晴雌新常任

理事就任。

高細功，三宅千代二，村上俊亮，各理事退任し，役員

を退く。花田哲幸，渡辺正亥，理事から監事となる。

他の理事は全員再任。裏田武夫，監事から理事とな

　る。井沢純，金沢孝，清水慶子，各新理事就任。長島

貞夫，監事を退任し役員を退く。

〔1963年〕

8月8日～10日　日本読書学会第7回研究大会

会場　伊勢丹ホール・同婦人ルーム

主題　不明

講演　子どもの本の選び方読ませ方

　　　増村王子（低学年の読書指導）竹ノ内一郎（高

　　　　学年の読書指導）　松本武（婦人の読書活動に

　　　　ついて）　尾原淳夫（読書指導の新しい課題）

　　　　読書指導のあり方について　古谷綱武

研究発表　24件

〔1964年〕

8月7日～8日　日本読書学会第8回研究大会

　会場　東京都文化会館大会議室

　主題　道徳の指導資料をめぐって

　シンポジウム　道徳の指導資料をめぐって

　　　　春田正治，深川恒喜

　研究発表　11件

8月7日　役員改選（全役員が再任）

8月8日　会則第17条を改正（資料2）

〔1965年〕

8月8日～9日　日本読書学会第9回研究大会
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　　　　　　　　　読書科学　第28巻第4号
会場　私学会館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤謙一

主題　不明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究発表　15件

読書療法講習会（8月9日）　　　　　　　　　　　　　〔1968年〕

　　読書療法の原理　阪本一郎，読書療法の実際　　’8月9日～10日　日本読書学会第12回研究大会

　　室伏武，心理療法の諸型　高橋雅春　　　　　　　　会場　大阪厚生年金会館

研究発表　15件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主題　読解指導と読書指導

8月8日　会則第2条を改正（資料2）　　　　　　　　　　公開講座　読解指導と読書指導

〔1966年〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　望月久貴，弥吉菅一，浜中重信，深川恒喜，阪

10月21日～22日　日本読書学会第10回研究大会　　　　　　　　　　本一郎

会場　東京都立教育研究所　　　　　　　　　　　　　　　研究発表　20件

主題　読書能力の開発　　　　　　　　　　　　　　　　8月10日　役員改選

講演　文章と性格　安本美典，世界の読書教育　阪本　　　阪本一郎会長再任

　　一郎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常任理事は全員再任。倉沢栄吉新常任理事就任。

シンポジウム　読書能力の開発　　　　　　　　　　　　　松本茂，理事を退任し役員を退く。他の理事は全員再

　　阪本一郎，福沢周亮，阪本敬彦，佐藤泰正　　　　　任。出雲路猛，浜中重信，松本武，弥吉菅一各新理事

研究発表　13件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　就任。深川恒喜，望月久貴両監事再任。

10月22日　会則第17条を改正（資料2）　　　　　　　　　　〔1969年〕

　　読書科学賞規程制定（資料7）　　　　　　　　8月10日～11日　日本読書学会第13回研究大会

〔1967年〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場　私学会館

1月9日　役員改選　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主題　国語の読みの授業法と読書指導の一体化

会長互選は次回の常任理事会にて行うことを決定。　　　　講演　国語教授法の歴史的展望　井上敏夫

深川恒喜，望月久貴，常任理事から監事となる。松村　　　シンポジウム　国語の読みの授業法と読書指導の一体

康平，常任理事から理事となる。他の常任理事は全員　　　　　　化　若尾忠，林進治，川野理夫

再任。岡田明，加賀秀夫，阪本敬彦，福沢周亮，各新　　　研究発表　8件

常任理事就任。　　　　　　　　　　　　　　　　　　8月10日　会則第17条を改正（資料2）

伊藤正勝，菅忠道，沓掛伊佐吉，黒沢信未，桑原善　　　〔1970年〕

作，駒田錦一，島崎敏樹，各理事退任し役員を退く。　　4月1日　役員改選

他の理事は全員再任。岡田温，楮本良平，西村友円，　　　阪本一郎会長再任

芳賀純，古野有隣，本間康平，渡辺正巳各新理事就　　　滑川道夫，常任理事から副会長となる。

任。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加賀秀夫，常任理事から理事となる。波多野完治，常

花田哲幸，渡辺正亥，監事から理事となる。　　　　　　任理事を退任し，役員を退く。増田信一一，新常任理事

3月27日　阪本一郎会長再任。　　　　　　　　　　　　　　就任。他の常任理事は全員再任。出雲路猛，理事から

8月7日～8日　日本読書学会第11回研究大会　　　　　　　常任理事となる。’

会場　国立教育会館　　　　　　　　　　　　　　　　　石森延男，裏田武夫，清水慶子，古野有隣，本間康

主題　不明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平，森田宗一各理事退任，役員を退く。他の理事は全

講演　ケストナー論　高橋健二，少年倶楽部の思い出　　　員再任。今村秀夫，大神貞男，土橋寿，舟茂俊雄，水
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野寿美子，吉井善三郎各新理事就任。

深川恒喜，望月久貴両監事再任。

8月3日～4日　日本読書学会第14回研究大会

会場私学会館

主題　国語科における読書指導

講演　国語科における読書指導

　　　倉沢栄吉（読解指導と読書指導）　滑川道夫

　　　（文学教育と読書指導）　井沢純（道徳教育と

　　　読書指導）　室伏武（学校図書館と読書指導）

研究発表18件

〔1971年〕

8月3日～4日　日本読書学会第15回研究大会

会場　東京都立教育研究所

主題　読書による人間開発

講演　情報化社会の読書　穐山貞登

　シンポジウム　読書による人間開発

　　　倉沢栄吉，山村賢明，岡田明，室伏武

研究発表15件

8月3日　会則第17条，第9条，第10条，第11条，第13

　　　　条を改正（資料2）

〔1972年〕

2月14日　日本読書学会役員選挙規定制定（資料8）

4月1日　役員改選（この回から選挙による改選とな

　る）

阪本一郎会長退任して役員を退く。滑川道夫，副会長

から会長となる。倉沢栄吉，－常任理事から副会長とな

　る。

大内茂男，常任理事を退任し役員を退く。岡田明，佐

藤泰正，村石昭三常任理事から理事となる。平沢薫，

　山本晴雄，常任理事から監事となる。他の常任理事は

　全員再任。

深川恒喜，監事から常任理事となる。

井口忠司，井沢純，大西誠一郎，岡田温，加賀栄治，

加賀秀夫，楮本良平，金沢孝，叶沢清介，蒲池正夫，

久保田彦穂，小針孝哉，西藤寿太郎，佐藤宏之助，佐

藤貢，清水正男，竹内実次，土橋寿，西村友円，芳賀

日本読書学会年表

　　　　純，花田哲幸，浜中重信，舟茂俊雄，松村康平，松本

　　　　武，嶺光雄，三輪計雄，三輪和敏，水野寿美子，弥吉

　　　　光長，渡辺正亥，渡辺正己各理事退任し，役員を退

　　　　く。他の理事は全員再任。岡田明，佐藤泰正，村石昭

　　　　三各新理事就任。望月久貴，監事から理事となる。

　　　7月17日　読書科学賞規程を改正（資料7）

8月3日～4日　日本読書学会第16回研究大会

会場私学会館

主題　これからの読書生活

講演　日本読書学会の15年間　阪本一郎

　　　これからの読書指導の問題点　滑川道夫

　シンポジウム　これからの読書生活

　　　外山滋比古，俵萌子，倉沢栄吉，大村はま

研究発表12件

8月3日　会則第2条，第8条，第11条，第13条，第14

　　　条，第15条を改正（資料2）

〔1973年〕

8月2日～3日　日本読書学会第17回研究大会

会場　東京都立教育研究所

主題　読書指導の学際的研究

講演　読書研究の国際的視点　阪本敬彦

　　　読書と教育　重松鷹泰

　シンポジウム　読書指導の学際的研究

　　　内田勝，門脇厚司，多田俊文，福沢周亮，湊吉

　　　正

研究発表16件

8月2日　会則第2条，第18条を改正（資料2）

〔1974年〕

4月1日　役員改選

倉沢栄吉，副会長から会長となる。

望月久貴，理事から副会長となる。

　滑川道夫，会長を退任し常任理事となる。深川恒喜，

　常任理事を退任し理事となる。他の常任理事は全員再

　任。

藤田圭雄，弥吉菅一，吉井善三郎，渡辺茂男，各理事

　退任し役員を退く。他の理事は全員再任。大村はま，
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　　　　　　　　　　　　　　読書科．学

輿水実，野地潤家，椋鳩十各新理事就任。平沢薫，山

本晴雄両監事は再任。

11月16日～17日　日本読書学会第18回研究大会

会場　東京教育大学

　主題　読書研究の新しい視点

　講演　新聞の読み方　黒羽亮一

　シンポジウム　読書研究の新しい視点

　　　滑川道夫，牧田清志，村石昭三，阪本敬彦

　研究発表10件

〔1975年〕

6月7日　阪本一郎賞内規の変更（資料9）

8月1日～2日　日本読書学会第19回研究大会

　会場私学会館

　主題　生涯教育と読書

　講演　読書論　谷川徹三

　シンポジウム　生涯教育と読書

　　　今西祐行，平沢薫，深川恒喜

　研究発表14件

8月1日　会則第18条を改正（資料2）

10月29日　役員選挙規定第3条を改正（資料8）

〔1976年〕

4月1日　役員改選

　望月久貴，副会長から会長となる。

　岡本奎六，常任理事から副会長となる。

　倉沢栄吉，会長を退任し常任理事となる。出雲路猛，

　福沢周亮，常任理事を退任し理事となる。他の常任理

　事は全員再任。井上尚美，湊・吉正各新常任理事就任。

　今村秀夫，大神貞男，佐藤泰正，各理事退任し役員を

　退く。他の理事は全員再任。高木和子新理事就任。

　平沢薫，山本晴雄両監事は再任。

8月9日～10日　日本読書学会第20回研究大会

　会場　東京都立敦育研究所

　主題　日本の読書・西洋の読書

　講演　日本における読みとその指導　倉沢栄吉

　　　米国における読みとその指導

　　　　　　　　　　　ワルター・マッギニテ

第28巻第4号

　セッション　増田信一，ケネス・グッドマン，

　　　滑川道夫，メリー6オースチン

　研究発表11件

　〔1977年〕

7月28日～29日　日本読書学会第21回研究大会

　会場　東京都立教育研究所

　主題　ゆとりある教育と読書

　講演　新教育課程と読書　野地潤家

　シンポジウム　読みの教育における理解と表現

　　　滑川道夫，岡本奎六，大村はま，岩坪昭子

　研究発表　8件・．

7月28日　会則第18条を改正（資料2）

　〔1978年〕

4月1日　役員改選

　岡本奎六，副会長から会長となる。

　滑川道夫，常任理事から副会長となる。

　井上尚美，常任理事を退任し役員を退く。望月久貴，

　会長を退任し常任理事となる。他の常任理事は全員再

　任。福沢周亮，理事から常任理事となる。

　岡田明，輿水実，椋鳩十各理事退任し役員を退く。他

　の理事は全員再任。井上敏夫，岩坪昭子，嶋路和夫，

　田近洵一各新理事就任。

　平沢薫，山本晴雄両監事は再任。

10月14日～15日　日本読書学会第22回研究大会

　会場　筑波大学附属小学校

　主題新しい読書生活の設計

　講演　日本人の読書生活 外山滋比古

　シンポジウム新しい読書生活の設計

　　　大村はま，倉沢栄吉，林四郎，福沢周亮

　研究発表　8件

　〔1979年〕

　8月2日～3日　日本読書学会第23回研究大会

　会場　東京都立教育研究所

　主題　読書学の創造と読書教育

　講演　心理学と読みの教育　岡本奎六

　イシンポジウム　読書学の創造と読書教育
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　　　井上尚美，関口安義，田近洵一，福沢周亮

研究発表16件

8月2日　会則第18条を改正（資料2）

〔1980年〕　　　　　　　　　　　　嘲

4月1日　役員改選

滑川道夫，副会長から会長となる。

倉沢栄吉，常任理事から副会長となる。

室伏武，望月久貴，常任理事を退任し理事となる。

他の常任理事は全員再任。村石昭三，理事から常任理

事となる。井上尚美新常任理事就任。嶋路和夫，理事

　を退任し，役員を退く。他の理事は全員再任。平沢

薫，山本晴雄両監事は再任。

7月30日～31日　日本読書学会第24回研究大会

会場　東京都立教育研究所一

主題　1980年代の読書

講演　見ることと読むこと　江藤文夫

　シンポジウム　1980年代の読書一問題と展望

　　　有沢俊太郎，金平聖之助，山花郁子

研究発表17件

〔1981年〕

7月28日～29日　日本読書学会第25回研究大会

会場　東京都立教育研究所

主題　知的読書の開発

講演　読書について　上田薫

　シンポジウム　知的読書の開発

　　　滑川道夫，岩坪昭子，水野寿美子

　研究発表　9件

7月28日　会則第8条，第18条を改正（資料2）

〔1982年〕

　4月1日　役員改選

倉沢栄吉，副会長から会長となる。

　阪本敬彦，常任理事から副会長となる。

　滑川道夫，・会長を退任し常任理事となる。

　他の常任理事は全員再任。理事と監事も全員再任。

10月16日～17日　日本読書学会第26回研究大会

　会場　筑波大学附属小学校

主題　読書で育つもの

講演　読書と文学教育　関口安義

シンポジウム　活字ばなれ

　　　石井彦澄，石野博史，滑川道夫，森久保安美

研究発表　9件

〔1983年〕

7月28日～29日　日本読書学会第27回研究大会

会場　東京学芸大学附属図書館

主題　読書と映像一文字ばなれを中心に一

特別講演　視覚経験と言語経験の構成

　　　　　　　　　　　H・アラン・ロビンソン

特別研究発表　読みの遅れている児童の指導

　　　　　　　　　　メリー・アリス・ラスバン

　　　　　　　　　　ラッセル・W・サウンダーズ

講演　活字と映燥　大内茂男

シンポジウム　読書と映像一文字ばなれを中心に一

　　　滑川道夫，福沢周亮，増田信一

研究発表　5件

〔1984年〕

4月1日　役員改選

阪本敬彦，副会長から会長となる。

井上尚美，常任理事から副会長となる。

倉沢栄吉，会長を退任し常任理事となる。

滑川道夫，常任理事を退任し理事となる。他の常任理

事は再任。

井上敏夫，出雲路猛，理事を退任し役員を退く。加藤

薫敏，嶋路和夫両新理事就任。監事は再任。

7月26日～27日　日本読書学会第28回研究大会

会場　東京学芸大学附属図書館

主題　読書と映像一新しい読みとその指導一

講演　米国・英国の学校でみた読書指導　稲垣忠彦

シンポジウム　読書と映像

　　　　　　一新しい読みとその指導一

　　　井上尚美，加藤豪之助，伊藤経子
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資料1

日本読書学会創立趣意書

読書科学

最近のわが国における読書文化の発達はめざましいも

のがある。しかし，読書文化のもつさまざまな局面を科

学的に分析研究する学的活動は，いまだじゅうぶんでな

いうらみがある。

最近，全国の各学校・家庭・社会等の関心を集めるよ

うになった読書指導の分野においても，学的な基礎と方

法をもつ研究が漸次あらわれてはきたが，わが国の読書

文化の向上を図るためには，複雑な実態をもつ読書現象

を科学的に究明することが現下の緊要事である。

これには，教育学・心理学・社会学・言語学・医学・

図書館学，その他の諸科学と学校・家庭・社会などの指

導の立場にある者とが提携協力して総合的に研究を進め

ることが必要である。よって，われわれは，ここに日本

読書学会を創立し，各界の同志の参加を得て，新しい読

書学の領域を開拓し，わが国における読書文化の発達な

らびに読書指導の進歩に寄与しようとするものである。

　昭和三十一年九月一日

　　　　日本読書学会創立世話人

代表東京教育大学教授　　　石山脩平

　東京大学講師　　 ・　裏田武夫
　文部事務官　　、　　　　　大　内　茂　男

　立正学園女子短期大学助教授　岡　本　奎　六

　東京大学教授　　　　　　　　勝　田　守　一

東京学芸大学教授

東京教育大学助手

東京医科歯科大学教授

東京教育大学助教授

お茶の水女子大学教授

阪本一郎
佐藤泰正
島崎敏樹
長島貞夫
波多野完治

東京教育大学附属小学校教諭　花　田　哲　幸

東京教育大学教授

文部事務官

お茶の水女子大学助教授

国立国語研究所員

平沢　薫
深川恒喜

松村康平
村石昭三

第28巻第4号

　　東京学芸大学学長

　　慶応義塾大学講師

　　東京学芸大学助教授

　　最高裁判所家庭局第三課長

資料2

日本読書学会会則

村上俊亮
室伏　武
望月久貴
森田宗・一

　　　　第1章　名称と事務所

第1条　本会は日本読書学会と称する。

第2条　本会の事務所は当分の間東京教育大学教育学研

　究室内に置く。

　　　　第2章　目的と事業

第3条　本会は読書に関する科学的研究を志す者の連携

　協力によって日本における読書文化の発達ならびに

　読書指導の進歩を図ることを目的とする。

第4条本会は前条の目的を達成するために次の事業を

　行う。

　1．会員の研究促進を目的とする大会の開催。

　2．会員の共同研究を目的とする部会の開催。

　3．会員の日常の研究・実践活動の情報の収集ならび

　にその紹介。

　4．読書及びその指導に関する内外諸文献の調査並び

　にその紹介。

　5．内外における関係諸団体との緊密な連絡。

　5．会員の研究業績その他を掲載する機関誌の編集。

　7．会員が本会の組織運営に関して協議する総会の開

　催。

　8．その他本会の目的を達成するために必要な事業。

　　　　第3章　組織と運営

第5条本会の会員は正会員，名誉会員とする。

　正会員は本会の趣旨に賛同して会員となることを申

　し込み会費を納入したものとする。

　名誉会員は本会の運営に功労のあったもの，または

　本会の事業に財政的援助をしたもので，理事会が推

　薦したものとする。

　会員であって会員の義務を怠り，または不都合な行
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　為をしたものは除名されることがある。

第6条会員は本会が営むあらゆる事業に参加すること

　ができ，また本会の機関誌その他の出版物について

　無料配布または優先的配布をうけることができる。

第7条本会の事業を運営するために次の役員を置く。

　1．理事　　若干名

　2．監事　　　2　名

第8条理事及び監事は総会において正会員が互選す

　る。

第9条　理事は本会の事業執行の責任を負う。

　理事によって理事会を構成する。

第10条　理事の互選による理事長を置く。

　理事長は会長として本会を代奉する。

第11条理事の互選によって理事長の外に常任理事若干

　名を置く。

　理事長及び常任理事によって常任理事会を構成す

　　る。常任理事会は理事会の委託をうけ本会の通常の

　運営について常時執行の任にあたる。

第12条　監事は本会の会計を監査する。

第13条理事及び監事の任期は2年とする。但し重任を

　妨げない。

第14条　役員はすべて無給とする。

第15条　本会に支部を置くことがでぎる。支部に関する

　規定はこれを別に定める。

　　　　　　第4章会　　計

第16条　本会の経費は会費，寄附金または補助金等によ

　　って支弁する。

第17条　会費は当分の間年額400円（仮）とし毎年3月末

　　までに次年度の会費を納入すべきものとする。

第18条　本会の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年

　　3月31日で終る。

　決算報告及び予算案は総会において承認及び審議決

　定される。

　　　　　　第5章雑　　則

第19条　本会の会則の改正は総会において審議決定され

　　る。

　附則
第1条本会則は昭和31年9月1日より効力を発生す

　る。，

第2条本会の創立より2年間の役員は，第8条の規定

　にかかわらず，創立世話人をもってあてる。

第3条昭和31年度に限り会計年度は昭和31年9月1日

　に始まり昭和32年3月31日で終るものとする。

第4条昭和31年度に限り会費は200円とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上）

1956年11月9日　第10条をr理事の互選による理事長お

　　よび副理事長を置く。理事長は会長として本会を代

　表し，副理事長は副会長として会長を助ける。」と

　改正。

1957年11月2日　第17条をr会費は当分の間年額500円

　　とし，毎年3月末までに次年度の会費を納入すべぎ

　　ものとする。」と改正。

1958年11月23日　第5条を「本会の会員は正会員，名誉

　会員及び賛助会員とする。正会員は本会の趣旨に賛

　同して会員となることを申し込み会費を納入したも

　のとする。名誉会員は本会の運営に功労のあったも

　の，または本会の事業に財政的援助をしたもので，

　理事会が推薦したものとする。

　賛助会員は本会の趣旨に賛同して，賛助会費を納入

　　したものとする。

　会員であって会員の義務を怠り，または不都合な行

　為をしたものは除名されることがある。」と改正。

　第16条をr本会の経費は会費，賛助会費，寄附金ま

　たは補助金等によって支弁する。」と改正。

1964年8月8日　第17条を「会費は当分の間年額800円

　　とし，毎年3月末までに次年度の会費を納入すべき

　　ものとする。」と改正。

1965年8月8日　第2条をr本会の事務所は当分の間日

　本女子大学児童学科研究室内に置く。」と改正。

1966年10月22日　第17条をr会費は当分の間年額1000円

　　とし，毎年3月末までに次年度の会費を納入すべぎ

　　ものとする。」と改正。
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1969年8月10日　第17条をr会費は当分の間年額1500円

　とし，毎年3月末までに次年度の会費を納入すべき

　ものとする。」と改正。’

1971年8月3日　第7条をr本会の事業を運営するため・

　に次の役員を置く。

　1．会長　1名。2．副会長　1名。3．常任理事　若干

　名。4．理事　若干名。5．監事　2名。」と改正。

　第9条をr理事は理事会を構成し，本会の事業執行

　の責任を負う。」と改正。

　第10条をr副理事長は理事の互選により選出し，理

　事長の任期終了とともに次期理事長となる。理事長

　は会長として本会を代表する。副理事長は副会長と

　　して会長を補佐し，会長事故あるときは，その職務

　を代行する。」と改正。

　第11条をr常任理事は理事が互選する。常任理事会

　は理事長，副理事長および常任理事によって構成す

　る。常任理事会は理事長の委託をうけ，本会の通常

　の運営について常時執行の任にあたる。」と改正。

　第13条を，「役員の任期は2年とする。ただし理事長

　　・副理事長のほかは重任を妨げない。」と改正。

1972年8月3日　第2条を「本会の事務局は．当分の間日

　本女子大学児童学研究室内に置く。」と改正。

　第8条を「理事及び監事は正会員が互選する。監事

　は理事が兼ねることはできない。」と改正。

　第11条をr常任理事は理事が互選する。理事長が，

　運営上必要と認めたときは，前項の互選によるもの

　のほか，理事の内2名に限り指名して，理事会の承

　認を経て常任理事に加えることができる。

　常任理事会は理事長，副理事長及び常任理事によっ

　て構成される。

　常任理事会は理事長の委託をうけ，本会の通常の運

　営について常時執行の任にあたる。」と改正。

　第13条をr役員の任期は2年とし，原則として改選

　の年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。」

　と改正。

　第14条の全文を削除し，r本会に名誉会長を置くこ

第28巻第4号

　　とができる。名誉会長は理事会の推戴による」とす

　　る。

　　第15条を「本会の事業を遂行するために事務局に次

　　の職員を置く。

　　1．　事務局長　　1　名

　　2．書　記　若干名

　　事務局職員に関する規定は別に定める。」とする。

　　従来の第15条は第16条とし，以下1条ずつくり下げ

　　る。

1973年8月2日　第2条を「本会の事務局は当分の間財

　　団法人野間教育研究所内に置く。」と改正。

　　第18条をr会費は当分の間年額2000円とし，毎年3

　　月末までに次年度の会費を納入すべぎものとする。」

　　と改正。

1975年8月1日　第18条をr会費は当分の間年額2500円

　　とし，毎年3月末までに次年度の会費を納入すべぎ

　　ものとする。」と改正。

1977年7月28日　第18条をr会費は当分の間年額3500円

　　とし，毎年3月末までに次年度の会費を納入すべき

　　ものとする。」と改正。

1979年8月2日　第18条をr会費は当分の間年額4500円

　　とし，毎年3月末までに次年度の会費を納入すべき

　　ものとする。」と改正。

1981年7月28日　第8条を「理事及び監事は，正会員が

　　互選する。理事長が運営上必要と認めたとぎは，前

　　記の互選によるもののほか，正会員の内若干名を指

　　名して，理事に加えることができる。」と改正。

　　第18条をr会費は当分の間年額5500円とし，毎年3

　　月末までに次年度の会費を納入すべきものとする。」

　　と改正。

資料3

　　　日本読書学会支部規定（1958年11月23日）

第1条　本会の正会員が10名以上ある地方には本会の支

　　部を置くことができる。

第2条　支部の事務所は，その地方の大学その他の学校

　　研究所函書館その他これに準ずる機関内に置く。
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第3条支部は本会の事業に協力するほか，その支部の

　独自の事業を行う。

第4条支部には支部長1名を置く。

　支部長は支部の事業執行の責任を負い，かつ支部を

　代表する。

第5条　支部は研究その他の事業に対して本部に協力を

　依頼し，また研究費の補助を受けることがある。支

　部が研究費の補助を受けたばあいは，一定の期限ま

　でにその研究の成果を会長に報告するものとする。

第6条　支部の設立は申請によって理事会がこれを承認

　する。

第7条以上のほか必要な規定は支部において定められ

　　る。

　付則　この規定は昭和33年11月23日より効力を発生

　　する。

資料4
　　　部会に関する内規（1958年12月4日）

　　　　　　　　　　　　　　　日本読書学会

第1条　本会の研究部会は理事会の議を経て設置され

　　る。

第2条　各研究部会に属する部員は，その部会の推薦に

　　よって，理事会において承認されるものとする。

第3条各研究部会には当分の間世話人1名を置く。世

　　話人はその部会の事務の執行にあたる。

第4条前条の世話人は，その部会において互選する。

　　世話人の任期は1年とする。ただし重任を妨げな

　　いo

第5条各研究部会は，年度の初めに研究計画書を，年

　　度の終りにその報告書を会長に提出するものとす

　　る。

第6条　前条の計画書および報告書は，理事会において

　　承認されるものとする。

資料5
　　依託研究・調査に関する内規（1958年12月4日）

　　　　　　　　　　　　　　　日本読書学会

第1条本会は外部から研究，調査の依託（以下依託研

　究という）の申し出があった場合は，これを受ける

　ことがある。

第2条　依託研究の申し出には，依託者は次の事項を記

　載した書類を会長に提出する必要がある。

　　a．研究の趣旨および概要

　　b．条件

　　c．期限

　　d．予算

　　e．その他必要な事項

第3条　会長は依託研究の申し出を受理した場合はこれ

　を常任理事会に図って諾否を決定する。

第4条　依託研究の受諾が決定したときは，会長は依託

　者との間に必要な契約を結ぶ。

第5条依託研究の執行は部会もしくはそのために特設

　　された委員会によってなされる。この委員会は会長

　　の依嘱したものによって構成される。各研究部会の

　協力を得るようにする。

第6条前条の部会もしくは委員会がその研究を終った

　　ときは，その成果及び経過を会長に報告する。

　会長は前項の成果の報告を常任理事会の承認を経た

　　上で依託者に送付する。

第7条依託者が第2条に関する事項を変更しようとす

　　るときは常任理事会の承認を経なければならない。

第8条　会長は適当と認めたときに委員の依嘱を解く。

第9条　依託研究の成果の利用については依託者側にお

　　いて公正を期せしめるものとする。

資料6
　　研究費補助に関する内規（1959年2月21日）

1．本会は会員（個人，共同及び支部）の研究費又はそ

　の一部を補助することがある。

、2．研究費の補助を希望する会員嬬次の事項を記した

　研究費補助願を提出する。

　（1）申請者，氏名，住所

　（2）協同研究者氏名，職業

　（3）研究主題及びその説明

　（4）研究計画の概要
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（5）予算，及びその説明

3．研究費補助願の提出は，とくに指定する場合のほか

　随時でもよい。

4．研究費補助の申請に対しては，常任理事会において

　補助額が査定され採否が決定される。

5．　研究費の補助を受けた会員は，約束の期限までにそ

　の研究を終了し，その成果を会長に報告する。

6．その他必要なる事項は会長と申請者との間で取決め

　られる。

資料7

　　　r読書科学賞」規程（1966年10月22日）

1．　（趣旨）本会は創立10周年を記念して，この規定を

　設ける。

2．　（目的）本会は会則第3条の目的を達成するため

　に，読書に関する科学的研究に顕著な功績のあった者

　に対してr読書科学賞」を贈呈する。

3．　（対象）　r読書科学賞」贈呈の対象は，毎年4月か

　ら翌年の3月までの間に発行された書籍・モノグラフ

　・雑誌等の著者もしくは編集者等とする。それは本会

　の会員であると否とを問わない。ただし毎年1名であ

　ることを原則とする。

4．　（種類）前条の受賞者のほかに本会機関誌r読書科

　学」の同期間に発表された論文等のうち，優秀で将来

　を期すべき新人若干名に対して，r読書科学研究奨励

　賞」を贈呈する。

5．　（選考）　r読書科学賞」の選考は，本会会長が依嘱

　した選考委員若干名の審議による。ただし受賞候補者

　の推薦は本会の会員及びその他の学識経験者に依頼す

　る。

6．　（経費）この規程の実施に要する経費は，本会の経

　費及び寄付金をもって充当する。　　　　　（以上）

1972年7月17日　読書科学賞規程の目的，対象，種類を

　　改正

2．（目的）本会は会則第3条の目的を達成するために，

　読書に関する科学的研究や実践に顕著な功績のあった

　個人または団体に対してr読書科学賞」を贈呈する。

第28巻第4号

3．　（対象）　r読書科学賞」贈呈の対象は本会の会員で

　あると否とを問わない。

4．　（種類）前条の受賞者のほかに，前年度に発行され

　た本会機関誌r読書科学」またはこれに準ずる専門誌

　に発表された論文等のうち，優秀で将来を期すべき研

　究者・実践家若干名に対してr読書科学研究奨励賞」

　を贈呈する。

資料8

　　日本読書学会役員選挙規定（1972年2月14日）

第1条　理事と常任理事の定数は，当分の間次の通りと

　　する。

　　　理　　事　　20名

　　　常任理事　　5名

第2条選挙の管理は理事長の指名によって構成される

　　選挙管理委員会がこれにあたる。

第3条　理事・監事選挙の選挙人および被選挙人は，役

　　員改選の年の1月1日現在の正会具とする。

第4条　（1）投票は，理事については5名連記，監事に

　　ついては2名連記とする。

　（2）投票は無記名とし，あらかじめ選挙人に送付する

　　投票用紙を用いなければならない。

　（3）投票は郵送による書面投票とし，指定の日付まで

　　の消印があり，開票日までに事務局に到着したもの

　　をもって有効とする。

第5条　（1）理事・監事の当選者の決定は，得票数の順

　　により上位から定数までを当選とする。

　（2）当落の境界に同点者の生じた場合は抽せんによ

　　る。

　（3）欠員の生じた場合は次点者をもって補う。

　（4）理事と監事の両者に当選した者の生じた場合に

　　は，理事の当選を主とし，監事の当選は次点者をも

　　って補う。

第6条常任理事・副理事長の選挙は，理事・監事の選

　　挙に引きつづき行なわれる。常任理事・副理事長選

　　挙の選挙人および被選挙人は，理事選挙の当選者と

　　する。但し投票日現在における理事長と副理事長
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