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絵本の読み聞かせに関する心理学的研究（II）

　　絵本の読み聞かせが幼児の物語理解に及ぽす影響

＊

神戸女子大学中村年江＊＊

問　　題

　絵本は子どもが人生において最初に出会う本である。

一般的には，読書とは，本に印刷された文字を自分で読

んで，書かれた内容を理解する過程である。しかし，絵

本の場合，多くは幼児自身が読むのではなく，周囲の誰

かから絵本の文章を読み聞かせてもらう，という体験か

ら始まる。松居（1978）は，「絵本は子どもに読ませる本

ではなく，大人が子どもに読んであげる本」であること

を強調している。絵本の読み聞かせというものは，文字

で書かれた物語を大人が読み，子どもは耳でその“語り”

を聞きながら，本に描かれた絵を目で見ていく，という

独特のプロセスをもった言語活動である。それと，同時

に，本を読んであげる一読んでもらう，という大人と子

どものかかわりをとおして，イメージによって創造され

た物語の世界，創造の世界を共有する場であることを重

視したい。

　ところで，中村（1991）では，従来の心理学，国語教

育，保育関係の研究論文や実践指導書を中心に，絵本の

読み聞かせに関与している変数について調べ，①絵本自

体に関するもの，②読み手としての親や保育者に関する

もの，③聞き手としての子どもに関するもの，の主要な

3種類と，これらの相互関係にもとづくもの4種類，合
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計7種類の変数に分類して示した。その際，一つの注目

すべき事実として，国語教育や保育関係の指導書では，

子どもの言語教育における読み聞かせの意義が強調され，

望ましい読み聞かせの方法が提示されているが，この点

について科学的に検討した心理学的研究がほとんどない

ことが指摘された。

　上記の研究（中村，1991）では読み聞かせに関する実

践的研究には言及しなかったが，最近では，国語教育に

おいて，音読や朗読の教育的意義が見直され，群読とい

う新しい国語の総合学習法が学校の授業に導入されるな

ど，活発な実践研究が行われるようになった。たとえば，

音声言語教育研究会（1990～1991）において，増田は，

読み聞かせの実践例と授業での扱い方の貴重な研究を紹

介している。このほか，音読や朗読の理論や教育実践に

関する単行本や専門雑誌の特集号などが刊行されるよう

になった（たとえば，伊藤，1988；高橋，1990a）。さら

に，家庭教育や保育の領域においても，子どもたちへの

読み聞かせの意義や方法を具体的に説いた，すぐれた実

践書も出版されている（たとえば，ジム・トレリース，

1987；浅川，1989）。

　このように，読み聞かせや音読，朗読に関するさまざ

まな実践研究がなされているのにもかかわらず，そうし

た読み聞かせに関する指導法の試みが，子どもたちの理

解学習，表現学習に，実際にどのような効果をもたらす

かに？いて，教育心理学の立場から科学的に立証した研

究は極めて少ない。1歳から4歳までの幼児に絵本の読

み聞かせを行い，子どもの注視対象，微笑，絵本への行
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動，発話，内容理解などにっいて多角的に分析し，発達

的特徴を明らかにした水谷（1986）の研究や，中学生を

対象に，小説教材に導入する際，教師が朗読して聞かせ

るグループと，黙読のみさせるグループで，読後印象に

残る表現の回答を比較し，朗読グループのほうが回答数

が多く，また作品の表現に関する記憶の正確度が高いこ

とを見いだしている高橋（1990b）の研究は，むしろ例外

に属すると言えよう。

　そこで，中村（1991）では，絵本の読み聞かせに関す

る心理学的アプローチの試みとして，まず国語教育や保

育実践の指導書等にとりあげられている望ましい読み聞

かせの方法を参考にして，31項目を選び，保育実践者お

よび保育専攻学生を対象として調査を実施し，それをも

とに因子分析を行った。その結果，絵本の読み聞かせに

ついて6種類の因子が抽出された。本研究の目的は，こ

のような科学的方法によって絵本の望ましい読み聞かせ

の条件が確認されたことをふまえて，絵本の望ましい読

み聞かせと望ましくない読み聞かせが，幼児の物語理解

にどのような影響を及ぼすかについて実験的に検討を行

うことである。

方　　法

実験計画　2×2の要因計画が用いられた。第1の要因

は読み聞かせの質（望ましい，望ましくない）であり，

第2の要因は年齢（5歳児，4歳児）であった。

被験者　まず，幼稚園・保育所の5歳児・4歳児に対し

て，予めWPPSIの言語性検査の「知識」の問題（1～23）

を実施し，得点が10点以上の者を実験対象に選んだ。こ

うして，5歳児38名（男児17名，女児21名），4歳児38名

（男児20名，女児18名）が被験者に選ばれた。その年齢

範囲は，5歳児は5歳10か月から6歳10か月までで，4

歳児は4歳1か月から5歳11か月までであった。また，

その平均年齢は，5歳児は6歳5か月で，4歳児は5歳

5か月であった。彼らを年齢，男女，知能テスト得点が

ほぽ等しくなるように配慮して，次の4群に配置した。

それらは，（1）望ましい読み聞かせ・5歳児群，（2）望まし

い読み聞かせ・4歳児群，（3）望ましくない読み聞かせ・

5歳児群，（4）望ましくない読み聞かせ・4歳児群であっ

た。

　各群の年齢範囲は，（1）から順に，5歳10か月から6歳

10か月，5歳0か月から5歳11か月，5歳11か月から6

歳10か月，4歳11か月から5歳11か月であった。また，

各群の平均年齢は，（1）から順に，6歳2か月，5歳5か

月，6歳5か月，5歳5か月であった。そして，WPPSI

の各群の平均得点と標準偏差は，（1）から順に，15．63，

2．24；12．68，2．19；14．32，2．31；12．42，2．19であっ

た。

調査期日　平成2年1月26日から平成2年3月8日の期

間に実施した。

材料（1）フランク・アッシュ作・絵／岸田衿子訳の

絵本『なかないでくま』（1980　佑学社）。これは，全体

の物語が15場面から成っていて，1場面を描写する絵は，

左右見開きすなわち両ぺ一ジ全体にわたっていた（ただ

し，15場面だけが左のぺ一ジに描かれていた）。絵は，モ

ノクロを基調として焦げ茶色と薄茶色と黄色の彩色が施

されていた。絵本の大きさは，20．05cm×25．5cmであっ

た。

（2）録音テープ2本。望ましい読み聞かせ1本と望まし

くない読み聞かせ1本であった。これは，予め保母養成

課程の短大生に，読み聞かせの録音デモテープ4本を聞

かせ，A．「発音が明瞭である」，B．「感情がこもって

いる」，C．「声に高低（抑揚）がある」，D．「言葉に

区切りがある」，E．「適当な速さである」，F．「文章

内容がわかりやすい」の6項目について5段階（「たいへ

んあてはまる」から「まったくあてはまらない」まで）

で評定してもらい，より望ましい読み聞かせのテープ1

本と，より望ましくない読み聞かせのテープ1本を選出

した。なお，これらは，図1に見られるように，6項目

のすべてに有意差の認められた録音テープであった（A．

t＝11．80，df＝150，P＜．001；B．t＝45．04，df＝

150，P＜．001；C．t＝48．30，dfニ150，P＜．001；D．

t＝20．32，df二150，P〈．001；E．tニ12．79，df＝

一82一



ノ

絵本の読み聞かせに関する心理学的研究（II）

　4．
平
均
評

価3．
得
点

　2．

L

0．

図1．

　　　　　望ましい読み聞かせ　　　　　調査項目

　　　　　　　　　　　　A：発音が明瞭である

　　　　　　　　　　　　B：感情がこもっている

　　　　　　　　　　　　C：声に高低（抑揚）がある

　　　　　　　　　　　　D二言葉に区切りがある

　　　　　　　　　　　　E＝適当な速さである

　　　　　　　　　　　　F：文章内容がわ塑りやすい

　　　　　　望ましくない読み闘かせ

　A　　　B　　　C　　　D　　　E　　　F

材料（録音テープ）印象評定における各質問項目

（A～F）ごとの評価得点の平均値

150，P＜．001；F．t＝32．54，df＝150，P＜．001）。朗

読時間は，各3．5分であった。

（3）理解度テスト。物語の順序に沿って作成され，15場

面のすべてにおいて理解度を査定し，17項目より成るテ

ストであった。1項目1点であり，満点は17点であった

（表1参照）。

（4）WPPSIの言語性検査の「知識」の部分（23項目より

成る）。

手続き　実験は，すべて個別に実施された。被験者を部

屋に同伴し，机を前にして，実験者の対面に座らせた。

学習試行の後，テスト試行が実施された。

表1．理解度テストにおける質問項目と解答例

場　　面 質　　　問　　　項　　　　目 解　　答　　例

1 1．初めて，ほんものの月を見た時，くまはどう思いましたか だいすき

2 2．毎晩，くまは，どんな気持ちで月を眺めていましたか うれしいきもち

3 3．なぜ，くまは，めがねをかけて月を眺めたのですか おおきくみえるから

4 4．月がどんどん小さくなっていくのを見て，くまはどう思いま

　したか

しんぱいした

5．なぜ，くまは屋根の上に登ったのですか つきをたすけようとおもった

5 6．屋根から落ちた後，くまはどこへ行きましたか おいしゃさんのところ

6 7．月のことが心配で，くまは，その後どうなりましたか ごはんがたべれなくなった

7 8．くまは，月がやせていくのは，なぜだと思いましたか ごはんをたべていないから

8 9．くまが，寝ている時，蜂蜜を食べにきたのは何でしたか とり

9 10．朝，空になったお椀を見た時，くまはどう思いましたか つきがたべたとおもった

10 11．くまは，月が大きくなるのを見て，どう思いましたか うれしかった

11 12．なぜ，くまは，蜂蜜を食べなかったのですか つきに，はちみつをあげる

13．一羽の小鳥が，くまに月のことを教えてやろうとしたら，な

　ぜほかの鳥たちは，「よしなよ」と言ったのですか

もう，はちみつをもらえないとお

もったから

12 14．一羽の小鳥は，何をするために，くまの所へ行きましたか くまのはちみつを，とりたちがた

べていたことをいうため

13 15．くまは，蜂蜜を食べて，どうなりましたか げんきになった

14 16．もう，月を助けてあげられない，とわかって，くまは，どう

思いましたか

かなしかった

15 17．鳥たちは，くまをどう思っていましたか すき
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（1）学習試行

　4群のすべてに対して，「今から，この絵本のお話を

テープレコーダーで聞かせるから，よく聞いていてね。

このお話が終わった後，私がお話の内容について質問す

るので，お話の内容をよく覚えていてね。」という教示を

与えた。絵本のぺ一ジは，実験者が，録音テープの読み

に合わせてめくった。1ぺ一ジごとの録音テープからの

読み聞かせが終わるたびに，そのぺ一ジの文章と絵を10

秒間，見る時問を与えた。

（2）テスト試行

　理解度テストを実施した。たとえば，絵本の第1場面

では，『あるばん，くまはそらをながめて，はじめてほん

もののつきをみた。ひとめでつきがだいすきになった。』

という内容表現に対して，実験者が『初めてほんものの

つきを見た時，くまはどう思いましたか。』と質問をす

る。以下，同様に，各項目について質問がなされた。

　被験者が，回答しなかった時は，「よく，考えてごら

ん。」，「よく，思い出してごらん。」などの促しをし，回

答する時間を与えた。

結　　果

・結果の処理は次のように行った。理解度テストにおけ

る各項目の正しい回答に対して1点を与えた。質問項目

が17項目あるので，満点は17点となる。表2は，理解度

テストにおける各群の平均得点と標準偏差を示したもの

である。これをもとにして，読み聞かせの質（望ましい，

望ましくない）と，年齢（5歳児，4歳児）とを被験者

間の要因とする，2×2の分散分析を行った。その結果，

読み聞かせの質の条件の主効果がF（1，72）ニ25．99，

表2．理解度テストの平均得点とSD

P＜．001で，年齢の条件の主効果がF（1，72）＝7．72，

P＜．001で，それぞれ有意であった。年齢ごとに，項目

別の成績を調べてみたところ，読み聞かせの質によって，

有意差または，有意な傾向の認められたのは，5歳児で

は，No．3（κ2＝7．80，df＝1，P＜．01），No．8（λ12＝

2．92，df＝1，．05＜P＜．10），No．13（κ2＝5．76，df＝

1，P〈．05），No．14（λ∫2＝13．58，df＝1，P＜．01）

であり，4歳児では，No．1（κ2＝5．76，df＝1，

P＜．05），No．7（λ12＝3．26，df＝1，．05＜P＜．10），No．

12（λ12＝2．93，df＝1，．05〈P＜．10），No．14（λ12＝

2．17，df＝1，．05＜P＜．10）であった（表3参照）。

考　　察

　本研究の目的は，絵本を読み聞かせる際に，読み手が

特に豊かな感情表現を心がけ，語りかけるように読む場

合と，感情が乏しく単調で平板な読み方をした場合とで，

幼児の物語理解に差が生じるか否かを検討するとともに，

表3．理解度テストの項目ごとの正答者の人数と

　　正答率（％）

平均得点　　SD

望ましい読み聞かせ　　・5歳児

望ましい読み聞かせ　　・4歳児

望ましくない読み聞かせ・5歳児

望ましくない読み聞かせ・4歳児

9．74

7．16

5．47

4．00

3．35

2．85

2．93

3．21

望ましい読
み聞かせ・
5歳児群

望ましい読
み聞かせ・
4歳児群

望ましくな
い読み聞か

せ・5歳児
群

望ましくな
い読み聞か

せ・4歳児
群

1 8（42．11） 5（26．32） 4（21．05） 0（0　）

2 5（26．32） 3（15．79） 4（21．05） 4（21．05）

3 17（89．47） 8（42．11） 9（47．37） 4（21．05）

4 9（47．37） 12（63．16） 11（57．89） 7（31．58）

5 13（68．42） 6（31．58） 10（52．63） 5（26．32）

6 14（73．68） 13（68．42） 16（84．21） 12（63．16〉

7 6（31．58） 3（15．79） 2（10．53） 0（0　）

8 9（47．37） 4（21．05） 4（21．05） 3（15．79）

9 19（100．00） 13（68．42） 18（94．74） 13（68．42）

10 11（57．89） 5（26．32〉 11（57．89） 6（31．58）

11 12（63．16） 3（15．79） 10（52．63） 6（31．58）

12 12（63．16） 9（50．00） 9（47．37） 4（21．05）

13 5（26．32） 0（0　） 0（0　） 1（5．30）

14 10（52．63） 3（15．79） 0（0　） 0（0　）

15 10（52．63） 6（31．58） 11（57．89〉 4（21．05）

16 13（68．42） 7（31．58） 9（47．37） 3（15．79）

17 11（57．89） 4（21．05） 8（42．11） 4（21．05）
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合わせて年齢（5歳児，4歳児）の差が幼児の物語理解

に及ぽす影響を検討することであった。

　表2からも明らかなように，5歳児においても，4歳

児においても，「望ましい読み聞かせ」の方が，「望まし

くない読み聞かせ」よりも，物語理解の得点が有意に高

かった。これは，「望ましい読み聞かせ」で絵本を読んで

あげた方が，「望ましくない読み聞かせ」で読んであげる

よりも，幼児の物語理解が良いことを示している。

　また，各年齢ごとに，項目ごとの成績を調べてみたと

ころ，前述の結果で取り上げられた項目は』被験者の幼

児にとっては，困難度が高く，正答の得にくい質問であ

ること，それだけに，読み聞かせの適否が，物語理解に

大きく影響を及ぼしたことを示唆している。

　改めて，それぞれの項目についての質問内容を列挙し

てみると，No．1は，「月に対する熊の感情」，No．7は，

「月のことを心配する熊の状態」，No．8は，「月のやせて

いく理由を熊がどうとらえているカき」，No．13は，「一羽

の小鳥の行動目的」について問うものであった。すなわ

ち，これらは，登場人物の心情や，行動理由などについ

て，適切な説明を求めているものばかりであって，生活

体験に基づく知識も，まだ十分でなく，言語発達の未熟

な段階にある5歳から6歳の幼児に正しい回答を期待す

ることは，困難であったと思われる。ただし，これら5

項目の質問に対する回答に必要な記述は，絵本の本文の

中にすべて明記されており，少なくともその情報は，読

み聞かせをとおして，子どもたちに「伝達」されている

はずである。では，なぜ，「読み聞かせの質」によって，

両群の被験者の物語理解に差が生じたのであろうか，こ

の点をもう少し検討してみよう。

　すでに述べたように，本実験における材料を作成する

にあたっては，予備調査を行う際に，A．発音の明瞭さ，

B．声の抑揚，C．言葉の分節，D．読みの速度，E．文

章内容のわかりやすさ，F．感情のこもり方など，中村

（1991）において明らかにされた「読み方・語り聞かせ

方」の因子のうち，負荷量の高い項目と特に関連の深い

ものを選んだ。これらについて短大生に評定を行わせた

結果，上記の6項目において，有意差の生じた録音テー

プが，各1本ずつ選ばれた。このことから，「望ましい読

み聞かせ」は，「感情がこもって」おり，「読む速さ」は

やや速く，「発音」や「言葉の分節」が明瞭で，「文章内

容もわかりやすい」という特徴を備えていると言える。

一方，「望ましくない読み聞かせ」は，「読む速さ」は，

普通であるが，「発音」，「言葉の分節」が不明瞭で，何よ

りも，「感情がこもって」おらず，「文章内容もわかりに

くい」という特徴を備えていると言える。

　このことをさらに確かめるため，両群の物語理解に差

が生じた場面7（項目No．8）に関する，録音テープの読

　．上一一』し
A．

8f

『

あるひくまはかがみをみて　じぶんがやせたとおもった

レ

さっとつきもごはんをちゃんとたべてないんだ

子「　　　ノ

だからあんなにやせていくんだな
2 ！e昂 0

働 6 砦 砦

そのばんくまはつきにたべさせたくて

13ちみつをそとにだした

　♪＿♪
B．．一一一
　『　7‘

D 5 ダ　5 レ．『－

あるひくまはかがみをみて　じぶんがやせたとおもった

一 ■り』噌』 ¶』噂』 少

きっとつきも　ごはんをちゃんと　たべてないんだ

”

だからあんなにやせていくんだな

げ

そのばんくまはつきにたぺさせたくて

勝 ぴ 匹

はちみつをそとにだ1レた

図2．絵本「なかないでくま」の第7場面（質問項目8）

　　の読み聞かせの録音テープの楽譜による表記

　　　（A＝望ましい読み聞かせ，B＝望ましくない読

　　み聞かせ）

一85一



読書科学第36巻第3号

表4．図2に基づく望ましい読み聞かせと望ましくない読み聞かせの特徴の比較

望ましい読み聞かせ 望ましくない読み聞かせ

・　変ホ長調の曲想である。 ・　ハ長調の曲想である。

・　曲の速さは，1分間に16分音符が336回打た ・　曲の速さは，1分間に16分音符が304回打た

れる速さである。 れる速さである。

・　音の幅がラbからミbである。 ・　音の幅がシbからドである。

・　音の高さは4種類である。 ・　音の高さは2種類である。

・　テンポに変化がある。 ・　速さは一定である。

・　旋律の波形が統一されていない。 ・　音の高さが明瞭にとれる。

・　よく使用されている音符は，ラシミドであ ・　21．05秒の時間を要した。

る。

・　21．05秒の時間を要した。

み聞かせ部分を取り出し，これを音楽専門家に依頼して，

楽譜に表してもらった（図2参照）。表4は，この楽譜部

分の分析から明らかになった読み聞かせの質について，

音楽的特徴を比較したものである。この結果，両群には，

音高，拍，旋律，テンポ，曲想などにおいて，明瞭な違

いがあることがわかった。すなわち，「望ましい読み聞か

せ」群は，変ホ長調の曲想・曲の速さは，1分間に16分

音符が336回打たれる速さ・音の幅はラbからミb・音の

高さは4種類・テンポに変化がある・旋律の波形が統一

されていない・よく使用されている音符はラシミド，と

いうような特徴を有している。これに対して，「望ましく

ない読み聞かせ」群は，ハ長調の曲想・曲の速さは1分

間に16分音符が304回打たれる速さ・音の幅がシbから

ド・音の高さは2種類・速さは一定・音の高さは明瞭に

とれる，という特徴を有している。このことから，上記

の予備調査でチェックした，読み聞かせの質に関する「望

ましい」「望ましくない」の要因の特徴が音楽的な分析か

らも，確かめられたと言えるであろう。

　以上，本実験の結果にもとづいて判断するならば，読

み聞かせの適否を決定する最も重要な条件は，一つは言

葉の明瞭さであり，もう1つは感情のこもり方である。

発音が不明瞭で正確に聞き取れなければ言葉の最も基本

的な機能である情報の伝達が果せなくなるので，文章理

解あるいは物語理解に重大な影響を与えることは，改め

て指摘するまでもないが，本実験によって，感情のこもっ

ていない，平板で単調な言葉（読み聞かせ）が，文章理

解あるいは，物語理解を左右する重要な条件であること

が明らかにされた点に注目したい。従来の研究では，こ

の種の検討がなされていないので，文献的な比較はでき

ないが，読書中の情緒の要因について，実験的に検討し

たものに，次のような研究がある。

　宇留野・阪本（1959）は，中学校2年生女子，小学校

5年生を対象にして，読書中に体験する情緒をP．G．R．

（Psycho－galvanicresponse〉で測定している。これは，

P．G．R．，すなわち皮膚電流反射測定器の電極を被験者

の左手の指2本にとりつけ，左手を固定し，実験材料を

黙読させ，右手第2指で今読んでいるところをたどらせ

る方法である。実験者は，その指の位置によって被験者

の読んでいる位置を判定し，P．G．R．曲線が描かれてい

く記録用紙にチェックをする。物語（本）は，「ひとふさ

のぶどう」と「山椒大夫」が用いられた。その結果，両

方の作品とも，読書中の被験者に情緒の変化が明瞭に生

じることが確かめられた。また，渋江（1979）は，小学

校5年生を対象にして，読書中の情緒の変化を「心理曲

線法」によってとらえることを試みている。「心理曲線法」

とは，「主として，文学的文章において，読み手の感動・

感情や，登場人物の気持ちの動きを，ある視点を与えて

分析的にとらえ，それを曲線で表すことにより，その作
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品の読みを深めようとする方法」（赤坂，1970）である。

作品には，山本有三の「くちびるに歌をもて」が用いら

れた。その結果，物語の展開に伴って登場人物の心情の

とらえ方や読み手自身の感情状態がさまざまに変化する

ことが明らかにされた。

　これらは，児童・生徒を対象としたものであるが，渡

辺（1983）は，幼児を対象として，絵本の読み聞かせ場

面における心拍数と指尖脈波の変化を調べている。その

結果，心拍数については，場面ごとに顕著な差異は認め

られなかったが，指尖脈波の場合には，試行前から試行

中，試行後にかけて，直線的な増加が見られた。また，

絵本の内容理解度テストの成績と心拍数・指尖脈波との

関連性について調べてみたところ，やはり心拍数の変化

は顕著でなかったが，指尖脈波については，低得点者に

おいて直線的な増加傾向が認められた。

　このように，「読み」においては，情緒が重要な要因と

して関与していることが広く知られているが，絵本の読

み聞かせについては，まだ，この点の実証的究明がなさ

れていないのが現状である。

要　　約

　本研究の目的は，絵本の読み聞かせ方が幼児の物語理

解に及ぼす影響を，心理学の観点から実験的に検討する

ことであった。

　被験者は5歳児クラス（平均年齢6歳5か月），4歳児

クラス（平均年齢5歳5か月）の幼児各38名であった。

材料として，絵本「なかないでくま」と，望ましい読み

聞かせ方及び望ましくない読み聞かせ方を録音したテー

プ各1本が使われた。

　被験者は，次の4群に配置された。①望ましい読み聞

かせ・5歳児，②望ましい読み聞かせ・4歳児，③望ま

しくない読み聞かせ・5歳児，④望ましくない読み聞か

せ・4歳児。

　①，②群の被験者には，絵本を提示し，望ましくない

読み聞かせ方の録音テープを聞かせ，③，④群の被験者

には，同じ絵本を提示し，望ましくない読み聞かせ方の

録音テープを聞かせた。

　読み聞かせ終了後，すべての被験者に，絵本の物語に

ついての質問を行い，内容の理解度を調べた。

　2種類の読み聞かせ方については，楽譜に採録し，音

楽の観点からその特徴の分析を行った。

　主な結果は，次のとおりである。5歳児クラスの幼児

も4歳児クラスの幼児も，望ましくない読み聞かせの群

よりも，望ましい読み聞かせの群の理解度の得点の方が

有意に高かった。

　この結果は，望ましい読み方（明瞭な発音，適切な声

の抑揚，ほど良い読みの速さ，感情のこもった読み方）

が，幼児における絵本の物語理解に対してより促進効果

のあることを示唆している。
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本論文の作成にあたり，懇切なご指導と貴重なご助言

SUMMARY

　The　purpose　of　this　study　was　to　determine　the

effects　of　the　quality　of　oral　reading　methods　on　the

comprehension　by　young　children　of　a　story　in　a

picture　book．The　subjects　were38kindergarten

children　in　an　older　age　class（average　age：6：5）and　a

younger　age　class（average　age：5：5）．The　children

were　randomly　assigned　to　one　of　four　groups：

（1）well－presented　reading　to　older　children，（2）well

－presented　reading　to　younger　children，　（3）poorly

presented　reading　to　older　children，　and　（4）poorly

presented　readi㎎to　younger　children．The　reading

material　came　from璽Moon　Bear，”a　picture　book

written　by　Frank　Asch　and　translated　into　Japanese

by　Eriko　Kishida．The　material　was　recorded　in　two

formats：one　using　good　reading　techniques　and　the

other　using　poor　articulation　and　intonation．Both

tapes　were　recorded　in　musical－score　formats　accord－

ing　to　qualities　of　tone，speed，rhythm，and　the　like，

and　the　characteristics　of　the　tapes　were　analyzed

from　this　musical　viewpoint．Subjects　in　groups（1）

and（2）individually　saw　the　picture　book　while　listen－

ing　to　the　skilled－reading　tape．Subjects　in　groups（3）

and（4）individually　saw　the　same　picture　book　while

listening　to　the　poor－reading　tape．After　listening，all

subjects　answered　story－comprehension　questions．

The　main　findings　were　as　follows：（1）The　subjects

who　listened　to　thegood－quality　reading　scored　signif・

icantly　higher　than　the　subjects　who　listened　to　the

poor－quality　reading．（2）Children　in　the　older　class

scored　higher　than　those　in　the　younger　class　for　both

types　of　reading．The　results　suggest　that　good　read・

ing　techniques　（clean　articulation，apPropriate　into－

nation，moderate　reading　speed，and　reading　with

emotional　expression）have　a　considerable　facilitative

effect　on　young　children　in　their　comprehension　of　a

story　in　a　picture　book．
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現代児童文学と読者

読者論的研究の展開　　＊

鳥取大学　萬　屋　秀　雄＊＊

1　現代児童文学と大学生

　筆者の勤務する鳥取大学教育学部では「児童文学」の

授業を1976年度から開講しており，主として「現代児童

文学」を取り上げ，学生たちと作品を読み合い，話し合っ

てきた（1）。その時，多くの学生たちは現代児童文学に出

会ってはじめて「生きることについて」「人間について」

「アイデンティティの確立」などといった，人間にっい

ての根源的な問いを真剣に考えさせられた，と述べる。

本来なら中学・高校時代から考えるべき問いであるにも

かかわらず，それに応える現代文学がきわめて少ないこ

と，現代児童文学との出会いがな牟ったこと　（児童文学

は子どもが読むものという誤った常識が災いしている）

などによるのだろう。更には，今日の非人間的学校教育

体制も原因にあげられよう。現代児童文学と感動的な出

会いをし，児童文学の世界に深く関わっていったひとり

の女子学生の例を紹介しておこう。

　　昭和53年4月，「児童文学」の講義を受け，「現代児

　童文学」との出会いをもつ。これは私にとって衝撃的

　であった。新しい世界を垣間見た思いだったと言えば

　いいだろうか。外国の童話から少年少女世界名作全集，

　そして小説の世界へと辿ってきた私は，「現代児童文

　学」とはほとんど縁がなかったからである。『兎の眼』

　『クローディアの秘密』などに「ハッとしてグッド」

申　Reading　styles　of　recent　children’s　literature　by　different

age　groups。
串串　YOROZUYA，Hideo（University　of　Tottori）

　昭和54年4月。「児童文学」について興味をもつ仲間

と共に，萬屋研究室内に「児童文学ゼミ」をもつ。先

生の助言を仰ぎながらの，9名，週1回のスタートで

ある。11月に灰谷氏の講演会を予定計画し，準備に皆

で奔走する。まさにrB＆Bこれが青春だ！」（中略）

　昭和54年11月。ゼミ，その他の主催で，「灰谷健次郎

講演会」を開く。盛況。この講演会は，一度に多くの

人たちとの出会いをもたらしてくれた。倉吉本の会，

鳥取本の会の方たちの「児童文学」に対するあつい思

いを聞き，ますます「児童文学」の可能性を感じる。

そして，ゼミのみんなと力を合わせ，目標達成ができ

たことは，私の「これから」の力になった。また，灰

谷氏と交わした一つ一つの言葉が重く心に残り，課題

をたくさんもらったような気がしたことを付け加えて

おかなければならない。

　昭和55年7月。「日本児童文学・夏のゼミナール」（日

本児童文学者協会主催）第9分科会「評論を学び深め

ていこう（講師・古田足日氏）」に参加。そこで知りあっ

た人たちとの会話は熱いものであった。

（中略）

　児童文学を通してのさまざまな出会いは，私にいろ

いろなものを投げかけ，その都度衝撃を与えるもので

あった。

　その中でもやはり，灰谷健次郎氏の人と作品との出

会いは，全く大きなものであったと言える。氏の作品

を読む度に，現在の自分を突き動かされる思いをもっ

た。自分の中の傲慢さを指摘されているように一。し
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かし，それでいながら，何か生き方を暗に示してくれ

ているようなものがあった（2）。

2　「兎の眼」と読者

　「兎の眼」はすぐれた教育実践記録がすぐれた文学作

品になり得ている希有の作品である。新婚で新卒一年目

の若い女教師の実践・苦闘・葛藤を通して，ほんとうの

教育とは何か，子どもの美しさとは…を問いつつも，い

つか「人間とは何か」「人間の美しさとは…」「人間のや

さしさとは…」といった人間の根源的な問いを読者につ

きつける異色の文学作品である。

　よって，読者（子どもと大人の両者）からの反応（反

響）が大きく，出版社（理論社）へ多くの感動的な読者

の声が寄せられた。次作「太陽の子」で更に加速され，

当時，理論社の編集長・小宮山量平は「読者カードの寄

せられ方は，出版界でも新記録かも知れません（3）」（1万

何千枚）と述べ，「兎の眼」「太陽の子」を読んで感銘を

表1．『99の人生との出会い　全3巻』執筆者学校・職

　業別集計

巻 1 2 3 小計 合計

小学校 2 2
学 中学校 3 2 2 7

高　校 15 2 1 18 39

生 予備校 2 2
．人

大学生 3 1 5 9
勤労学生 1 1
保育園 1 1

教 小学校 4 1 2 7 18

中学校 1 1 2
，人

員 高　校 5
2・

7
特殊学級 1 1

一 主　婦 11 6 17

社会人 2 10 11 23 43

般 雛 2 2 人
僧侶 1 1
合　計 33 33 34 100 100，人

受けた「読者が創る本」として『99の人生との出会い』

（全3巻　1981）が刊行された。全3巻の執筆者の構成

は表1の通りである。

　その後も次のように灰谷児童文学は書き続けられる。

　「きみはだっくす先生がきらいか」’81　「我利馬の船

出」’86　「島物語全4巻」’82～’88　「海の図（上）（下）」

’88などの少年小説群。

　「マコチン」’75　「ろくべえまってろよ」’75　「いえ

でぽうや」’78　「さよならからみきぼうはうまれた」’78

「だれも知らない」’81などの短編童話群。それらは，『全

集版・灰谷健次郎の本　全24巻』’89にまとめられた。そ

の後も「少女の器」’89　「砂場の少年」’90と書き続けら

れている。

　これら多くの作品への読者の反応・反響もやはり大き

く，毎年刊行される読者感想文集『考える読書』（全国学

校図書館協議会編　毎日新聞社）に多数寄せられている。

この書には入選した読書感想文のみ収録されているが，

灰谷作品を読んで感銘を受けた小学，中学，高校生たち

の多くの声が寄せられている。収録感想文を作品別に小，

中，高の学年別に集計してみた（表2）。

3　「兎の眼」の読者の享受の実態

　一どのような読者に，どう読まれているか一

　（1）小学校の場合

　小学校では3年生から読まれている（読んでもらって

いる）実態の記録（『99の人生との出会い第一集』）があ

る。まとまった感想文になると小学校高学年といわれて

いるが，教師や親の読み聞かせによれば3年生にも享受

され得ることが事実（記録）によって証明されることに

なる。

　〈小学校3年生＞

　「兎の眼」「太陽の子」に強く心うたれた若き教師・金

丸真明の情熱と子どもへの愛情によって，3か月かけて

「兎の眼」は読み続けられ，3年白組・43名の子どもた

ちの心をも打った。

　　a　ぽくは，うさぎのめはいい本です。人のこころ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現代児童文学と読者

表2．　『考える読書』入選者，作品・学年別集計（1977年～1991年）
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い
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ち
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小
さ
な
声
を
肇
け

合
計

小
学
校

1 1 1 1 1 2 7 13

2 2 2 1 5 10

3 1 1 1 1 4

4 1 3 5 9

5 1 1 1 2 3 8

6 10 5 3 18

小計 2 10 2 1 1 8 2 7 1 3 12 12 1 62

中
学
校

1 2 1 8 11

2 2 15 2 2 1 22

3 3 15 1 1 1 21

小計 2 5 1 38 3 2 1 2 54

高
校

1 1 9 10

2 1 1 4 6

3 1 2 1 6 1 11

小計 1 3 2 1 19 1 27

合計 4 16 2 1 1 9 2 48 1 3 12 5 12 1 2 1 20 2 1 143人

〔備考〕作品は発行順：に並べる
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読書科学第36巻第3号

　を，きずつけている人にきかしたらとおもうとぼくた

　ちは，いい本を，よんでもらったとおもいます。この

　本はさべつ「のけもの」ということは，はじめだけで，

　あとでは，みんな友だちなんだ。友だちということは，

　いいものだと，しくしく思う（4）。　　　　　（山田君）

　　b　こたに先生やあだち先生にあってたのしい気も

　ちになりました。本の中でも心がつうじあえるんだと

　思いました。もっとも，しょりじょうの子どもたちと

　もあって，つらいこと，かなしいことなどをおもいし

　らされる気もちでした。でもたのしいこともありまし

　た。てっぞうや，じゅんの本はとってもたのしかった

　です。今，わたしは，何ともいえない気もちです。こ

　たに先生もしみなこちゃんやしょりじょうの子にあっ

　たら，元気でってつたえてください（5）。　（庄野さん）

　彼らはこの作品からもっと多くのものを享受しもっと

沢山の思いをもったようだが，文章表現ではそれらを十

分書き切れていないようだ。ストーリー全体を十分に把

握するというよりも直観的・感覚的にとらえ，自分に関

心のあるところに部分的に反応する読み方になっている。

　〈小学校6年生＞

　　a　人間のねうちは，表面や，ある一面ではわから

　ない。鉄三のように，能力が奥深くひそんでいる例が

　どんなに多くあるかもしれない。鉄三には，だれにも

　まねのできない良さと才能がある。鉄三だけではない。

　人間にはみなそれぞれ持って生まれた良さがあるのだ。

　小谷先生はそれをりっぱに育てた先生だ。私は大きく

　なったら学校の先生になりたいと前から思っていたが，

　この本を読んでいっそうその気持ちが強くなった。今

　まで勉強さえできれば，先生になれると思っていた。

　でも，小谷先生や鉄三の事を考えていると，それだけ

　でりっぱな先生になれないと，ずいぶん考えさせられ

　た。先生という仕事だけではない。世の中のどんな仕

　事についても，まず人間を愛するという事が大切だと

　感じた（6）。　　　　　　　　　　（和歌山・蒸野恵子）

　　b　小谷学級では，みな子ちゃんは，みんなのなく

　てはならない仲間になったが，このことは，みな子ちゃ

　んにとって良かっただけでなく，小谷学級の一人一人

　にとっても，とても良い体験だったと思う。みな子ちゃ

　んとのかかわりを通して，クラス全体が一つにまと

　まったし，一人一人を大切にしあう事を学べたのだ（7》。

　　　　　　　　　　　　　（神奈川・内田れい子）

　6年生になると「兎の眼」はかなりに享受され深い感

銘を与え，自己と関わらせて鋭い感想・意見を表現し得

ている。aでは，人間の可能性の豊かさに思いを寄せ，

従来自分のもっていた甘い教師観を変革させる程の影響

をこの書から受けている。bでは，障害児・みな子に焦

点をあて論じようとしている（作品の中でのみな子の存

在の大きさを理解している）。小学3年生が直観的，部分

的に享受・反応していたのに対して，作品から普遍的真

実を読み取ることが可能になっている。

　一方，「兎の眼」を「差別のカーテンで覆われた眼こそ

真っ赤な兎の眼」「決して兎の眼にならないように。」と

いった誤読に近い読み取りも見られ（作品が提示してい

るやさしさの象徴としての「兎の眼」のとらえ方からほ

どとおい），全体的にみて読みの安定性に欠ける面も指摘

しておかなくてはならない（「兎の眼」という作品享受の

困難性も浮き彫りにされている一小学6年生全体が享

受するには困難な作品といってよい。）

　（2）中学生の場合

　　a　何か言葉では言い表せない暖かいものが心の中

　から湧き出てくるような気がした。これが読後の率直

　な気持ちだった。この明日への希望を感じさせる暖か

　さとは一体何なのだろう。それについて僕の考えを書

　きたいと思う。

　　荒廃する学校，断絶の深まる家庭，このような現状

　の中では今，最も足りないものは心のふれ合いではな

　いだろうか。新任女教師小谷芙美先生は，この心のふ

　れ合いによって臼井鉄三を本当の人間の子どもにして

　いった。またそれとともに先生自身もいろいろな面に

　おいて成長していった（8）。　（山梨・中3・千野政寿）

　　b　兎の眼とは何だろうか。一小谷先生はそれを

　優しい善財童子の眼に見い出したが，僕はむしろ，こ
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現代児童文学と読者

　の血と汗と泥にまみれながらも懸命に生きぬこうとし

　た先生や子供達の目に見る思いだった。

　　心の伴わない合理主義の世の中で，どんなに苦しく

　ても自分なりに精一杯生きぬいていく「抵抗の精神」

　こそ，この人達の人生をこんなにも美しく，胸うつも

　のにしているのだろう。そして，更に，それは周囲の

　人たちの心を動かし，愛の波紋を拡げていくことだろ

　う（9）。　　　　　　　　　（神奈川・中2・中島洋一）

　小学生のものに比べ格段の深まりと追求がなされてい

る。病める今日的な問題一現代的課題の中から「暖か

さ」「心のふれ合い」「自己成長・変革」の大切さを追求

している。「絶望から希望への橋（10）」を希求する作者・灰　，

谷の思いを受けとめ，子ども自らの言葉で表出し得てい

る。bのやさしさの象徴としての「兎の眼」の意味づけ

は，登場人物・小谷芙美を越えて，より拡がりと深まり

のある読みを提示し得ているではないか。この作品の

キーワードの一つともいうべき「抵抗の精神」を深いレ

ベルでとらえ考えている（小学生ではそこまで考えられ

なかった）。

　中学生になると作品の主題・思想を丸ごと読み取り，

自分なりの解釈が可能になる（「兎の眼」は中学生以上の

読者に安定的に享受され得る作品であるといってよい）。

　（3）高校生の場合

　　a　小谷先生が美しいのは，失敗してもやり抜く，

　ひたむきさがあるからだ。美しくなりたいという思い

　に対して，どこまでも素直なのだ。決して下を向いて，

　ひっこんでしまわない。ともかく，ぶつかってゆく。

　やりもしないうちから，できないと逃げてしまう，そ

　れが私の甘えだ。できないんじゃない，やろうとしな

　いのだ。

　　自分を見つめることは大切だけど，それには，もう

　ひとつの視点がいる。いたずらに，自分というちっぽ

　けな殻の中で見つめたって，何もならない。自己嫌悪

　に陥るか，優越感でおごり高ぶるのが関の山だ。自分

　より，もっと大きくて，美しいものから自分を照り返

　さねばならない。小谷先生と善財童子の関係のように。

今の私に必要なのは，上を見ること。下を見ていくら

嘆いてみても何も始まらない。自分で自分の可能性に

天蓋してしまわないこと。すなわち，美しくなりたい

思いに対して素直であること。私はアカンねんとあき

らめてしまう前に，本当に素直に自分に問いかけてみ

よう。何でもできる私とできない私，輝いている私と

ウダウダした私。どちらの私がいいか？もちろん何で

もできて輝いている私のほうがいいに決まっている。

だったら，そうなろう！言い訳するな！誤魔化すな！

欲する思いが君を動かしたのだ。小谷先生を変えて

いったのだ。私も，一瞬一瞬を，本当に一生懸命に生

きよう。美しくなりたい，美しくなろう，いや美しく

なる！（11）　　　　　　（大阪府・高3・加古川淳子）

　b　足立先生がこんなことを言っている。「いまの人

はみんな人間の命をたべて生きている。戦争で死んだ

人の命をたべて生きている。戦争に反対して殺された

人の命を食べて生きている。」と。戦争が現在の私たち

にも関わっていることを，現在の自分が多くの死の上

に成り立っていることを真剣に考えたことがあっただ

ろうか。それだけではない。地球の北半分にいる自分

が，その反対側に住む人々の飢餓の上に安住している

ことを，辛い気持ちで考え続けていただろうか。私は，

たくさんの生命を平気で食べ続けてきたのではなかろ

うか。現代，同じ大地の上にいる人の生命を平気で食

べる私に，戦争のために死んだ，過去の人の生命を苦

しそうに食べることが，なぜできるのだろう（12》。

　　　　　　　　　　　（福井県・高3・水野雅恵）

　c　灰谷先生の作品を読んでいると，あふれるばか

りの優しさと思いやりを感じる。言葉に表わすことが

できないほどの，あるいは私には手に入れることがで

きないほどの一。（中略）灰谷先生の作品を読んで

ショックだったことは，私自身が小谷先生やふうちゃ

んを通しての，灰谷先生の優しさに触れて，「懐かしい」

と感じたことだった。なんて乾いた人間なんだろう。

ゆとりなんて，これっぽちもない。でもどうしてPど

うしてこうなってしまったんだろう。（中略）
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読書科学第36巻第3号

　　私たちが今すべきことは，何か。私たちが今すべき

　ことは，これを考えることだ。と言っても，あまりに

　も漠然として，どうすればいいのか予想もつかないが，

　とりあえず人間は自分を知って他人を知って思いやり

　を持つことであるだろう。灰谷先生の作品は，私たち

　が成すべきことの基礎になっているのである。私は今，

　これを素直にすばらしいと思うことができる。私たち

　が灰谷先生の作品に惹かれるのは，私たち1人1人の

　小さな向上心が，その作品によって目ざめさせられた

　からに違いない（13）。　　　（大阪府・高3・楠本裕美）

　高校3年生ともなると生活経験が豊かになると共に，

友情，恋愛，進学，進路等の自分に直接関わる諸問題，

日本及び世界情勢などの社会的な諸問題とも真正面から

ぶつかり，真剣に考え，それぞれが苦悩し葛藤し格闘す

る中で傷つき，いつか非行道的・非主体的（自信喪失）

な若者になってしまう者が多いという実態がある。

　aもそのような「アカンねんとあきらめ」型の若者に

なりかかっていたようだが，この作品との出会いによっ

て「本当に一生懸命生きよう。」「美しくなろう，いや美

しくなる！」べく生きようとしている。苦悩のなかでの

格闘を経ることで迫真力ある深い思いに高められている。

　bもこの作品との出会いで「あまりにも弱い自分への

疑問と憤り」を思い知らされている。更に現在の人間は

過去の死者の上に生かされているとの指摘のこの読者に

与える衝撃は大きい。全く新しい物の見方・考え方の提

示一人が生きていることの根本的な問題提起がなされ

ており，「生きること」へのきびしい認識変革が迫られて

いる。

　cは更に幅広く灰谷文学との出会いを通して己の弱さ

とみにくさと共に社会の持つ悪をも告発しようとしてい

る。これらの問題を考えるもっとも基礎になるものとし

て灰谷文学をとらえなおしている。作家・灰谷健次郎の

人間観・思想との出会い・対決といってもよい。（小中学

生にはここまで幅広く灰谷文学と出会い深く掘り下げて

の追求はなされてはいなかった。）

　自我に目覚め，自己にきびしい目をもつ高校生にとっ

ては，文学作品も中学生のように，単に主題・思想に素

直に感銘するだけでなく，むしろ自己に引き寄せ，自己

の生き方を考える一そのような読み方が顕著である。

　（4）大学生の場合

　鳥取大学教育学部の学生のレポートから紹介してみよ

う。やがて教師となる彼らの「兎の眼」との出会いは，

小中高生の読者より，より一層切実な緊迫感を生み出し

たようだ。

　　a　私は教育学部に通う教師の卵です。その私から

　見ると，この本はまさに考えさせられた本でした。教

　師1年生の小谷先生の苦労は，2，3年後私たちが直

　面しなくてはならないそのもの自身なのです。私はそ

　んな意味で，この小谷先生の態度に，行動に，読みな

　がら精一杯声援を送っていました。“小谷先生，負け

　ちゃだめだ，泣いちゃだめだ，ガンバレ！ガンバレ！”

　と。そして，本の中の小谷先生も，声援に応えてくれ

　たかのように大きな先生へと成長し，教師の卵のとき

　の殻をやっとぬいだようでした。終わりまで読んだ時，

　私は笑顔をいっぱいに教壇に立つ小谷先生の小さくて，

　それでいて大きな姿を見たような気がしました。そし

　て，小谷先生の先生としての成長に安堵し，それと同

　時に自分のことを思って，愕然としてしまいました。

　先生になった時に自分は果して，大学を卒業して就職

　できてもやっていけるのだろうか。私の恩師の方々，の

　ように生徒を導いていけるのだろうかと。授業を受け

　ていても，しばらくの間そのことが頭から離れず，こ

　んなことを習い，学習しても実際に教職についた時，

　何がどれだけ役立つのだろう。日々に成長し問題を起

　こし，それを乗り越えては成長していく生徒たちにっ

　いていくこともできないのではと思っていました。で

　も，1か月もたった今，生徒とともに私も成長してい

　くしかない。あせってもしかたない。この小谷先生の

　ように自分も苦しんで良い先生になっていこうと思っ

　ています（14）。　　　　　　　　（鳥取大2・西垣悦子〉

　　b　小谷先生は私にとって理想の教師像に近い。大

　学出たての新米先生，泣いてばかりいたお嬢さん先生
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現代児童文学と読者

　が，鉄三のことで悩み，父兄，同僚から反感をかいな

がら立派な教師になっていった。その事がたまらなく

　愛しく尊い事に思われる。鉄三の家庭教師にしても，

放課後の家庭訪問にしても全くの時間外勤務である。

　時間，空間に囚われず（家庭においても）小谷先生の

頭からは子供達の事が離れない。「いいかげんにしてお

　くことやな。」と夫は言う。「家庭の生活もきちんとで

　きない者に，ひとの子の教育ができてたまるか。」夫は

　又言う。家庭を顧みなかった小谷先生が悪いのか，妻

　を理解しようとしなかった夫が悪いのか，結局小谷先

生は離婚するのだろう。一生懸命やってきた小谷先生

　にとっては報われぬ悲惨な結果になってしまった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中略）

　小谷先生のまわりですべてが順調に運ぶ中で，この

　離婚だけが暗い陰を落としている。作者は何を言わん

　とするのか。教師として立派に役目を果たした小谷先

　生に，女としての幸福をあげてもよさそうなものなの

　に。「教師という職業はお前が考えている程甘いもんや

　ないんや……。」元教師だった作者は私にこんな警告を

　発しているようだ。「女だから……という弱さに甘えて

　いては一人前の教師になれないぞ。」と。ああ，それに

　しても小谷先生は子供の心をつかんだ代わりに，何て

　大きな代償を強いられたことか。ここに教師という職

　業の難しさを思い知らされる（15）。

　　　　　　　　　　　　　（鳥取大2・常峰　幸）

　やがて教師になることになる教育学部の学生だけに，

小谷先生に切実に同化体験し，共に悩み共に泣き，共に

行動すると共に，更に小谷先生をわきから眺め（異化体

験）し，一心に声援を送り，小谷先生の生き方を自分の

ことのように真剣に考えている。

　aは小谷先生に声援を送りつつも，己自身のことだと

考え愕然とする。教師になることの大きな不安が高まる。

この不安は教育学部学生に共通にみられるものである。

この不安があまり大きくなり過ぎて自信喪失になる学生

や教師もいる位である（16》。

　bもやがて自分も教師になるものとして，小谷先生を

「理想の教師像に近い」と賞賛しつつも教師という職業

の難しさに改めて思い知らされている。小谷先生の離婚

（又は夫婦の不和）問題は，この作品を取り上げる際常

に出てくる問題である。筆者は，「なによりも教育につい

て，人間について考えざるを得ない〈理想的精神主義者＞

小谷先生と土地・家・事業第一に考える〈現実的物質主

義者＞夫との「生き方のちがい」ととらえ，やがてくる

かもしれない離婚は，小谷先生にとってあながち不幸と

はいえないのではないか。小谷先生の人間的成長による

帰結とみることもできるのではないか。いや，読者自身

が改めて二人が夫婦として生きることの意味を考えるこ

とこそ大切ではなかろうか。（17）」とかつて述べた。これ

からの女性の生き方の問題として追求していくことこそ

大切であろう。

　第2章で紹介した，現代児童文学と感動的な出会いを

し，児童文学の世界に深く関わって「灰谷健次郎作品研

究」の卒論を書き上げた女子学生は，卒論のおわりに「付

一作家の素顔」で次のように述べている。

　「その時私は，とても落ち込んでいた。確かなものな

どこの世に一つもないとわかっていながら，虚脱感がま

とわりつき，すべて後悔ばかりしていた。（中略）卒論に

も全く気持ちが入らないどころか，生き方の根本的なと

ころで完全に自分を見失っていた。そんな時だった。『淡

路島へ移ったら遊びにいらっしゃい。』去年お会いした時

におっしゃった言葉が思い浮かんだ。私はさっそく拙文

をしたため送った。そして間もなく一枚のハガキがまい

こむ。（18）」（彼女は姉と友人と三人で灰谷宅を訪問し歓待

され，一日話し合う幸運な時を持つことになる。）

　「『なんかしんどいこと，あったんちゃうのP』氏には

お見通しであったようである。一瞬おどろいた。自分の

ことを語るには，あまりにも小さなことのように思えて，

そう思えるようになっていた。『もういいんです……。』

はにかみながら答えると，それはよかったと深くうなず

かれた。（中略）私はやはり，灰谷健次郎という人と作品

にささえられてはげまされて生きていくのだという実感

をあらたにした（19）」
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　灰谷の全著作を読み，更に彼の思想・人格を尊敬・信

頼して，全身で体当たりして灰谷宅をたずね話し合う中

で，彼女の悩みはいつかずっと小さくなり，もっと大き

な未来の希望・課題を見出し帰路についている。

　灰谷文学にはこのような読者がかなりいるようである。

大学生ともなると直接，講演会を聴いたり，話し合った

り，時には彼女のように作家宅までたずねて長い時を共

に過ごす読者もいる（小，中，高生にはなかった読者で

ある）。

4　総括一結びと今後の課題

　「兎の眼」は年齢（精神年齢）により，生活経験によ

り様々に読まれていることが明らかになってきた。読者

の読み方，追求の仕方（読者の姿勢）によって色々の問

題をいくらでも引き出せ考えさせる作品であることもわ

かってきた。読み手に応じて浅くも深くも又いくらでも

豊かに読み込んでいける作品といってもよい。これは古

典的な文学作品であることの一つの大きな条件である。

　読者の幅を更に広げ，教師，親，一般社会人となって

も，「兎の眼」のような傑作は，読者一人一人の年齢（精

神年齢）が上がるにっれ，又人生経験の積み上げによっ

て，その他の能力（例えば文学鑑賞・批評力）も付け加

わって，次第により深いより豊かな読みに発展していく

ものと予想し得る。すぐれた文学には，下限はあっても

上限はない（「兎の眼」の下限は小学3年生頃）ことを今

更のように痛感させられた。

　最近，灰谷文学への批判がかなり出されるようになっ

てきた（20）。結構なことである。灰谷文学作品程多数の読

者をもつ作品・作家への批判が無い方がむしろ異常と言

うべきだろう。

　灰谷文学はモラリスト的な文学である。灰谷の願う生

き方を語る（志を語る）文学である。人間とはなにか，

人間的であるとはどういうことか，人間のやさしさとは

なにか，どう生きることが美しいのかを一貫して追求し

てきた文学である。灰谷文学によってどれだけ多くの若

者たちが生きる支え，勇気を与えられたか計り知れない

程である。（漱石文学が倫理的であるという理由で当時の

多くの専門的な文学者の批判を受けつつも多くの一般の

日本人の読者をもち，彼らの心の支えになってきた（今

日でもなお多くの読者をもつ希有の作家・作品である）

ことと通じるものがある）（21）。

　　　　　　＊　　　　　　　　　　＊

　従来の児童文学研究は，一般文学研究と同じく，作家

研究，作品研究，文学史研究が中心であった。（最近，読

者論的研究が注目されるようになってきた）。しかし，児

童文学研究であるからには読者＝子ども側からの分析検

討は本来欠かすことはできないはずである。又児童文学

は文学教育や読書教育の題材（教材）に使われることか

らも，読者＝子どもの享受の実態の究明は重要な研究課

題といわなくてはならない。さらに，文学教育や読書教

育の実践（記録）や研究の成果を取り入れた学際的研究

も今後の大きな課題となってこよう。そのような萌し（展

望）（22）は見えつつある。

付　　記

本稿は，『日本の科学者』（Vol．27，No．5，1992．5）

に「児童文学の現状と研究の展望」として発表したもの

を元に，大幅に加筆して完成させたものである。
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SUMMARY

RecentlyanmberofsuperiorworksofJapanese

children’s　literature　is　being　read　by　both　children　and

adults．璽璽Usagi　no　Me”（The　Rabbit’sEye〉byKenjiro

Haitani　is　a　typical　example　of　such　a　popular　book．

This　study　analyzedthe　impressions　ofthestorygiven

by　readers　from　elementary　schoo1，jmior　high

schoo1，senior　high　school，and　college　undergradu・

ates．The　findings　show　that　subjects　of　different　age

levels　have　their　own　styles　of　reading．The　report

identified　and　gave　examples　of　styles　and　analyzed

how　readers　progress　from　one　level　of　sophistication

to　the　next．The　discovery　of　ways　in　which　people

enloy　reading　as　they　mature　adds　to　our　knowledge

of　the　reader’s　contribution　to　the　act　of　reading．
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読速度と内容理解度から見た縦書きと横書きの
　　　　　　　　　読みやすさに関する研究

　　　一一斜め書きの読みやすさとの比較から　　＊

帝塚山学院大学瀬川武美＊＊

1．はじめに

　日本語の文章は，古来，漢学や書の影響を受け，縦書

きが表記形式の主流であり，いまもなお，この傾向は根

強いものがある。日本の人文科学系の書物のほとんどは

縦書きであり，新聞・雑誌も，横書きは皆無に近い。し

かし，諸外国との文化交流や情報交換が盛んになった国

際化社会の今日，欧米諸国の横書きの文字がどんどん日

常生活に入ってきている。このような時代の趨勢の中で，

日本語は縦書きである，という固定観念にとらわれ続け

ることは，はたして望ましいものなのだろうか。いずれ，

日本語の表記はヨコが主流になるだろう，という佐竹

（1991）のような見解もある。文章の表記形式は，おそ

らく「読みやすさ」という基準で大衆の好む傾向が自然

と決められていくものであろうから，「読みやすさ」とい

う観点から見直してみる必要があるように思われる。

　ところで，日本語の文章は横書きのものが読みやすい

か，それとも縦書きのものが読みやすいか，という問題

は，「古くて新しい課題」のようである。というのは，昭

和初期以来，様々の議論がありながら，未だに結論が出

ていないからである。例えば，主な知見として次のよう

なものがある。草島・村石らは，大学生を被験者として，

申　An　analysis　of　the　readability　of　vertical　and　horizontal

texts　as　determined　by　reading　speeds　and　comprehension

－A　comparison　with　the　readability　of　diagonally　slanted

text一
榊　SEGAWA，Takemi（Tezukayama　Gakuin　University）

中学2年程度の文章と小学4年の教科書の文章を対象に，

読書量と読書をする時の眼球運動の状態を調査したとこ

ろ，横と縦の読みやすさに差はない，と結論している（草

島・村石，1954）。五十嵐は，中学生を被験者として，仮

名文字の無意味文字系列と小学校6年用の有意味文字系

列に関して，横書きと縦書きの読みの速さを比較して，

仮名が同じであれば読む時間に差はない，と結論してい

る（五十嵐，1957）。渡辺・永野・林らは，中学・高校生

を対象に，新聞の文章に関して，字詰めの違いと平体・

正体・長体の3種類の字形の違いからくる読みの速さと

理解度を調査した結果，理解度は変わらないが，読みの

速さにおいては縦書きの方が横書きよりも早く読まれる，

と結論している（渡辺・永野・林，1960）。以上のよう

に，統一見解の得られないこの問題はまだ研究の余地が

ある。しばらく，研究者の関心が遠のいていたようだが，

国際化社会における，日本の活字文化を改めて見直す意

味で，今日的課題ともいえる。

　以上のような動機から，筆者は「日本語の文章におけ

る縦書きと横書きの読みやすさに関する研究」（瀬川，

1992）に取り組んだ。横書きと縦書きの読みやすさを比

較する材料は，普通の漢字仮名まじりの文章の他に，五

十嵐の行ったような仮名文字の無意味綴りと有意味綴り

などである。また，渡辺らの行ったように，字形，活字

の大きさ，字間，行間，行の長さなどが検討の対象になっ

ている。筆者は，普段われわれが読む一般的な日本語の

文章という意味で，朝日新聞の「天声人語」の文章を材
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料とし，字形，活字，字間，行間，行の長さなどは一定

にした。調査方法としては，読みの速さ，内容理解，眼

球運動などの調査がこれまでに多く用いられてきたが，

筆者は，文章の読速度，すなわち読みの速さ，と内容理

解度から調査した。その結果，横書きと縦書きとの間に

読みやすさの差はない，という結果がでた。

　　そこで，今回はこのような読速度と内容理解度によ

る測定方法で，本当に縦書きと横書きの読みやすさとの

間に差が検出できるのか，ということを明らかにするた

めに，斜め書きという正常でない表記を加えることにし

た。遅読の原因の1つに，改行時における視点移動が，

前行の末端から次行の先端ヘスムーズに移動できないこ

とがあげられる。縦書きや横書きの文章は万人が経験す

るところの表記なので，両者間において改行時の視点移

動の難易さに大差はないだろう。しかし，斜め書きの文

章は万人の経験しないところの表記形式である。した

がって，改行時の視点移動は縦書きや横書きの文章を読

む場合よりも困難をきたすであろう。その結果，読速度

や内容理解度において，縦書きや横書きと斜め書きとの

間に差がでるはずである。差が出なければ，本調査の測

定方法には検出力はないが，差が出れば，本調査の測定

方法は検出力があるといえる。

II．調査の方法

　1．調査日・被験者

　調査は，被験者の都合で1990年10月8日に58名，9日

に28名の合計86名に実施した。被験者は本学の女子学生

で，年齢は18歳から20歳である。

　2．調査対象の文章と内容の読みやすさ

　調査の対象とした文章は，前回の調査に用いたものと

同様の10編である。今回のように縦書き，横書きという

表記形式の違いからくる読みやすさを調査する場合，と

りあげる文章の内容は，読みの行動を妨げるような難解

さのないものが望ましい。読みやすさを測定する方法の

1つにクローズ法があるが、これらの文章は，予備調査

においていずれも40％以上のクローズ得点を得ている

表1．調査対象になった文章とクローズ得点

文　　章　　名
クローズ

得点（％）
文　　章　　名

クローズ

得点（％）

アラブのアブラ 49 サリドマイド和解 68

一円玉 54 田淵寿郎さん 47

大佛次郎の絶筆 54 中国の核 55

クジラの会話 59 超能力少年 54

さまよえる「むつ」 44 無責任な話 58

（表1）。

　ところで，これらのクローズ得点は，1989年に本学の

女子学生35名の予備調査群に調査をした結果得られたも

のである。クローズ法によると，読みやすい文章という

のは，30名以上の被験者においてクローズ得点が40％以

上なければならないので，これらの得点はこの条件を満

足したことになる。しかし，被験者が異なるので，本調

査の被験者にとって読みやすい文章であるとは断定でき

ない。そこで，本調査群とクローズ法による調査をした

35名の予備調査群との等質性を検証した。

　検証の方法は，前回の予備調査で用いた文章（資料1〉

の読速度と内容理解度の測定によった。本調査群と予備

調査群の等質性の検証に用いたこの文章は，すでに1983

年に本学の女子学生47名によってクローズ法により調査

をしたところ，56％のクローズ得点を得，読みやすいも

のであることが測定されている。

　文章はワード・プロセッサOASYSによって，文字間隔

3．8㎜，行間隔6．4㎜，1行40字詰で，A4サイズの用紙1

枚に，横書きで作成した。

　資料1の文章の読速度と内容理解度の測定は，予備調

査群には1989年にすでに実施しているので，本調査群に

のみ行うことにし，本調査の1週間前に実施した。

　文章の読みとり時間の測定は，コンピュータで時計を

作成し，これを24インチのディスプレイに提示すること

によった。文字は教室の後席から十分見える大きさであ

る。

　ディスプレイには，例えば0137，というように4桁で
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時間を提示する。この場合は1分37秒を表している。時

問は，0000から9959まで提示できるようになっている。

被験者には，このディスプレイの数字を文章の読み始め

と読み終わりに，それぞれの（）内（資料1）に記録

するように指示した。さらに，速く読もうとしないで，

普段，本を読んでいるのと同じように気楽に読むこと，

黙読すること，一通りだけ読むこと，内容理解テストを

するときは文章を見ないこと，テスト問題を見てから文

章を読まないことなど，前回の予備調査と同様の教示を

行った。

　読速度の測定は，被験者の記録した時間から筆者が読

み取り時間を出し，読字係数を算出した。読字係数とは，

（読んだ時間（秒））÷（文字数）×10の式で求めるもので

ある。すなわち，10文字を何秒で読んだかを表す値であ

る。

　文章の内容理解度の測定は前回の調査と同様で，文章

の各段落のポイントと，文章全体の大意に関する問題に

解答させることによった。解答はすべて再認法によった。

　以上の手続で測定した予備調査群と本調査群における

読字係数と，内容理解テストの成績に関して，それぞれ

の群間差をt検定（両側検定）にかけた。読字係数につ

いてはtニ3．69となり，有意水準1％で本調査群の方が

速く読み，内容理解テストの得点についてはtニ1．09で

有意差がなかった。したがって，予備調査群と本調査群

は読速度において等質とはいえない。しかし，予備調査

群より速く読むことができるということは，本調査に用

いる文章の内容は，予備調査群にとって読みやすいもの

であったのだから，本調査群にとっても読みやすい内容

と判断することができる。すなわち，今回の調査対象と

なる文章は，本被験者に用いることができる。

　3．文章の表記形式

　文章は横書き，縦書き，斜め書きとも，文字間隔4．2

㎜，行間隔1cm，1行40字詰でB4サイズ1枚に作成し

た。横書きはOASYSで作成し，縦書きと斜め書きは，

OASYSで作成した文章を，パーソナル・コンピュータ

FMR－50によって上記の条件で作成した。

B

A

図1

75。

C

　調査に用いる斜め書きの角度は，本学の女子学生10名

の視覚調査によって決定した。つまり，縦書きの文章を

冒頭の文字から1文字ごとに少しずっ右にズレルように

し，そのズレ方を10種類作り，10種類の斜め書きの文章

を10名の学生にランダムに見せ，一番読みにくいものを

選択させた。その結果，10名中7名が資料2の斜め書き

が読みにくいと判断した。したがって，本調査にはこれ

を使用した。この斜め書きの文は，図1の直角三角形

ABCの斜辺ACであり，∠BACが15度，∠BCAが75度で

ある。

　文字の読みやすさに関する研究は阪本（1965，1966）

らによる種々の知見がある。しかし，今回は文字の大き

さ，字詰，行間隔といった，いわゆる印刷形式の違いか

らくる読みやすさを研究するのではないので，調査材料

の活字，文字間隔，行間隔，1行の文字数を上記の大き

さで一定にすることにした。

　4．読む順序の決定と横書き・縦書き・斜め書きの組

　　合せ

　クローズ得点の順に読ませることのないように，それ

ぞれの文章に番号を付け，コンピュータの乱数発生に

よって，読む順番を決めた。

　1つの文章の表記形式は横書き・縦書き・斜め書きの

3種類である。各被験者が10種類の文章をどのような表
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表2．各文章における被験者の数

No 文　章名 横 縦 斜 No 文　章名 横 縦 斜

1 サリドマイド和解 28 25 33 6 大佛次郎の絶筆 31 30 25

2 クジラの会話 20 23 43 7 アラブのアブラ 31 24 31

3 中国の核 28 23 35 8 田淵寿郎さん 26 32 28

4 無責任な話 31 21 34 9 さまよえる「むっ」 29 31 26

5 超能力少年 27 32 27 10 一円玉 30 28 28

記形式の組合せで読むかは，予めコンピュータによる乱

数発生で決めておいた。例えば，被験者1は横，縦，横，

斜め，縦，斜め，縦，横，横，斜めの順序で，被験者2

は，縦，斜め，横，縦，横，斜め，縦，横，横，縦の順

序で読んでいくことになった。それぞれの文章の横書

き・縦書き・斜め書きを読む被験者の数は，表2の如く

である。

　以上の手続きを経て，文章と内容理解テストを次のよ

うにして1から10まで順番に綴じた。それぞれの文章に

関する内容理解テストは，OASYSによって，文章と同様

にB4サイズ1枚に作成して，それぞれの文章の後に綴じ

た。各文章とその内容理解テストとは用紙の裏側（白紙）

が背中合せになるようにし，文章を読む時にテスト問題

が透けて見えないようにした。なお，最初の文章が調査

開始前に見えないように白紙を一枚上に綴じた。

　5．教示

　調査の実施に当って，次のように教示を行った。

　「横書き・縦書き・斜め書きの読みやすさを調べるた

めの調査をします。これは，皆さんの文章の読解力を調

べるテストではありませんので，普段読書をしているの

と同じように気楽に臨んでください。調査の方法は，先

週行ったのと同じです。文章を読んだ時間と，文章の内

容についての理解度を調べる2種類です。今から調査用

紙を配ります。調査用紙は文章が10枚と，テスト問題が

10枚です。調査用紙の上に白紙の表紙が1枚綴じてあり

ます。用紙を受け取ったら，文章1の次に内容理解テス

ト1，という順に10まであるか，それぞれプリントに書

いてある番号を確認して下さい。そして，文章をめくっ

たら，次にテスト用紙の裏側が見えるようになっている

か確認して下さい。確認が終わったら，指示があるまで

表紙を上にしてプリントを見ないで待っていて下さい。

『
O

　それでは，やり方を説明します。1つの文章とそれに

関する内容理解テストの問題は，それぞれ1枚のプリン

トに印刷されています。文章を読んだ時間は，1つの文

章を読む度に測定します。時間の測定方法は，先週行っ

た調査と同じです。プリントの読み始めと読み終わりの

それぞれの（）内に，ディスプレイに出ている時間を

記録して下さい。上（右）の読み始めの（）の中に読

み始めの時間を，下（左）の読み終わりの（）の中に

読み終わりの時間を記録して下さい。例えば，読み始め

の時に0050という数字がディスプレイに出ていたら，そ

のまま0500と書き，そして，読み終わりの時に0138とい

う数字がディスプレイに出ていたら，そのまま0138と書

いて下さい。文章は一通り読むだけです。1つの文章を

読み終わったら，その文章に関する内容理解テストをし

て下さい。つまり，1の文章を読み終わったら，すぐ1

のテストをします。テストの時間は記録しなくてよろし

い。テストをする時は文章を見ないようにすること。作

業は1の文章から順番に進めていくように。途中からや

最後の文章からしないように。文章の用紙は横書き，縦

書き，斜め書きのすべて真直ぐ机に置いた状態で読むこ

と。質問はありませんか。一。

　それでは始めて下さい。」

　4．測定

　横書きと縦書きについての読みやすさの検討は，読字

係数と内容理解テストの成績を測定することによった。

　読字係数を算出するために，被験者には前述の教示に

記したように，10編のそれぞれの文章の読み始めと読み

終わりの時問を記録させた。この記録に基づいて，筆者

が読字係数を算出した。内容理解テストは，予備調査と

同様，各段落のポイントに関する問題が6問，全文の大

意に関する問題が1問の計7問で，すべて再認法である。

調査は90分以内で終了した。
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皿．本調査の結果

　本調査は，同じ被験者に，10種類の文章をそれぞれ横・

縦・斜めの表記形式で読ませる計画による。表1のクロー

ズ得点が示すように，10種類の文章の読みやすさは既に

検証されているので，文章間の検定は不要である。そこ

で，文章の表記形式，すなわち，横書き・縦書き・斜め

書きを1つの要因として検定した。

　ところで，各被験者の読む横書き・縦書き・斜め書き

の文章の数は一定していない。10種類の文章のうち，横・

縦・斜めの割り合いが，3：3：4，2：5：3，など

様々である。そこで，各被験者ごとに，横書き・縦書き・

斜め書きに関して，読字係数と内容理解度の平均をそれ

ぞれ算出したところ，それぞれの平均と標準偏差は表3

の通りであった。

　これらの結果を被験者（個人）の要因を含めて検定す

るため，分散分析を行うことにした。まず，読字係数に

ついての検定結果は，横書き・縦書き・斜め書きの間の

差と被験者間の差はいずれもF＜1で有意でなかった。

しかし，内容理解度については，被験者間の差はF＜1

で有意でなかったが，横書き・縦書き・斜め書きの間の

差はF＞5で有意であった。表3の内容理解度の得点か

ら，この有意差の原因は斜め書きにあると推察できる。

そこで，斜め書き以外は有意差がないことを確かめるた

めに，横書きと縦書き間の差と被験者間の差を検定した。

両者の読字係数と内容理解度をそれぞれ分散分析した結

果，横書きと縦書き間の差と被験者間の差はいずれも

F＜1で有意でなかった。すなわち，両測度とも，一致

して，横書きと縦書きの読みやすさに差がないことを示

している。また，読み手の個人差も認められなかった。

lV．結果の考察

　横書きと縦書きの読みやすさに関して，斜め書きも加

えて読速度と内容理解度を調査した結果，皿に見たよう

に，読速度においては3者間に有意差はなかったが，内

容理解度においては，斜め書きが横書きと縦書きのいず

れよりも悪かった。しかし，横書きと縦書きとの間では，

前回の調査と同様，内容理解度に有意差はなかった。こ

の結果は次の理由から信頼性のあるものと考える。

　横書きと縦書きは普段見慣れているが，斜め書きは見

慣れていないので，横書きや縦書きよりも読みにくいは

ずである。したがって，測定の結果に有意差が出なけれ

ば，測定方法に信頼性はないと言える。だが，本調査の

測定方法によって斜め書きの理解度が横書きと縦書きの

いずれよりも悪いという結果が出た。このことから，読

速度と内容理解度から測定した本調査の読みやすさに関

する調査方法は検出力があるといえるからである。

　ところで前回の調査と同様に1週間後，同被験者にア

ンケート調査（資料3）を行ったので，これも参考にし，

所見を述べることにする。

　アンケートの結果は前回（資料4）と類似している。

例えば表4の如くである。

　これらの結果から言えることは，総体的に縦書きがよ

く読まれ，比較的読みやすいと感じられ，また，好まれ

ているようである。縦書きをよく読む理由の半数は，横

書きの文章よりも縦書きの文章が市場に多いということ

にある。

表4．アンケート調査の結果

表3．統字係数と内容理解度（得点）の平均

表記形式 読字係数（SD） 内容理解度（SD）

横書き 1．46（0．30） 97．30（3．98）

縦書き 1．43（0．31） 97．44（4．04）

斜め書き 1．47（0．27） 95．99（4．65）

調査項目 本　調 査 前回の調査

普段よく読む文章 縦書き 86％ 縦書き　　74％

読みやすい文章 縦書き 52％ 縦書き　　59％

好きな文章 縦書き 47％ 縦書き　　49％

縦書きを読む理由 市場に多い 50％ 市場に多い50％
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　日本語の文章というと，縦書きが一般的な表記形式と

して結びつけられやすい。現に2回のアンケート調査か

らも，市場には横書きよりも縦書きの文章の多いことが

類推できる。習慣というものが，人間の行動を決定する

要因であるとするならば，本被験者においては，普段読

み慣れている縦書きの方が，読み慣れていない横書きよ

りも，読速度は速いはずである。ところが，本調査では，

縦書きの方が横書きよりも速く読まれる，という結果は

出なかった。また，アンケートからも分かるように，主

観的には日本語の文章は縦書きが読みやすい，と思って

いる傾向がやや強いようだが，今回のような客観的測定

によると，縦書きも横書きも読みやすさに差はなかった。

　1で述べたように，草島・村石（1954〉らは，眼球運

動の調査から横書きと縦書きの間に読みやすさの差はな

い，五十嵐（1957）は，読書速度の調査から読みの速さ

の差はない，とそれぞれ結論している。筆者の場合は，

読速度と内容理解度の調査から横書きと縦書きとの間に

読みやすさの差はない，という結果がでた。草島・村石，

五十嵐らとは調査方法は異なるが，検出力のある，しか

も2度にわたる同じ調査結果は信頼性のあるものと考え

る。すなわち，文字の大きさ，1行の文字数，文字およ

び行の間隔が同じであれば，横書きと縦書きという表記

形式の違いからくる「読みやすさ」に有意差はない，と

いうことが言える。

　国際化という時代の趨勢を考えた時，これからの日本

語の文章の表記形式は，日本人のこれまでの慣習や主観

に拘泥することなく，このような「読みやすさ」に関す

る客観的な調査研究の結果から見直されていくべきであ

る。
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読み始め（　　　）

辺秋，一雁の声。白露の候となり，葉末にむすぶ朝夕

の露が白く光る。シベリアやカムチャッカからそろそろ

雁が渡ってぐるころだ。先日，陸中海岸で雁を見たとい
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うハンターの話をきいた。雁は夜だけ飛ぶ。たがいに鳴　　な枝は，子雁かも知れない。村人たちはこの枝をひろい

きかわしながら，いまごろは，どこの月夜の海をわたっ　　集め，それで風呂をたいて雁を供養する。これが「雁風

ているのだろうか。 呂」の言い伝えである。

津軽半島に伝わる「雁風呂」の話は，ご存じの方も多　　　口にくわえていた枝の上で休めるほど，雁の目方は軽

いと思うが，心やさしく，またあわれ深い伝説である。　　いのだろうか。そうした詮索をはじめる人は，空想の美

雁は遠い北国から海を渡るとき，木の枝を口にくわえて　　しさを知らぬ手合いであろう。津軽には，藩の御料林へ

飛ぶ。疲れると枝を海に落として，その上で羽を休める　　の立ち入りが許されず，日々の薪にも事欠いた人々がい

という。 た。

秋，津軽半島にたどりつくと，必要なくなった枝を海　　　だから海辺に打ち寄せた木片は，海水を吸ってもちが

辺に落とし，翼をつらねて日本列島をさらに南へ向かう。　よく，またとない贈り物だったという。春3月となり，

山を越え，谷を渡っても，力つきておぼれ死ぬ心配は，　　厳寒をたえぬいた村人たちは，北に帰る雁の鳴き声をき

もうない。日本で越冬し，早春に津軽に戻る。そのとき　　きながら，枝をひろったにちがいない。そうしたきびし

自分の落とした枝を見つけ，またこれをくわえて北に帰　　い風土と貧しさであればこそ，この珠玉のような悲しく

る。

雁の群れが去ったあと，海辺に残された枝の数は，死

美しい民話を生んだのであろう。

読み終わり（ ）

んだ雁を意味する。狩人に撃たれたものもいよう。小さ

資料2

　　　　　　　　　のろじ　ぬだ曇し・ラに　読　文
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　　　　　　　　　　　　　　　　　読書科学

資料3

　日本語の文章の横書きと縦書きに関するアンケート

　次の質問を読み，6以外は該当する答えを1つだけ選

び，○で囲んでください。

1．普段，よく読む文章の形式は，次のどれですか。

　横書き　　　　縦書き　横書きと縦書きが同じくらい

　　2％　　　　86％　　　　　12％

2．読みやすい文章は，次のどれですか。

　横書き　　　　　縦書き　横書きも縦書きも変わらない

　16％　　　　52％　　　　　31％

3．好きな文章は，次のどれですか。

　横書き　　　　縦書き　横書きも縦書きも変わらない

　21％　　　　47％　　　　　32％

4．横書きをよく読むと答えた人，その理由は次のどれ

　ですか。（いくつでもよい）

読みやすいから　好きだから　　速く読めるから

　50％　　　　　0％　　　　　　0％

　なんとなく　市場には横書きの本が縦書きより多いから

　　0％　　　　　　　　　　　　50％

　　その他　0％

5。縦書きをよく読むと答えた人，その理由は次のどれ

　ですか。（いくつでもよい）

読みやすいから　好きだから　　速く読めるから

　　28％　　　　　4％　　　　　　9％

　なんとなく　市場には縦書きの本が横書きより多いから

　　12％　　　　　　　　　　　　50％

　　その他　0％

6．横書き・縦書き・斜め書きの文章を読みましたが，

　読みにくいと思った順に，1．2．3と番号をつけて

　ください。

　　一番読みにくかったものには1，区別がっかなけれ

　ば同じ番号をつけます。

　　横書き　（1－4％　2－84％　3－12％）

　　縦書き　（1－1％　2－42％　3－57％）

　　斜め書き（1－97％　2－3％　3－0％）

第36巻第3号

7．あなたは，普段，日本語の文章を読む時，斜めにし

　て読む傾向がありますか。

　　はい　　　　いいえ　　　　たまにある

　　2％　　　　84％　　　　　14％

　資料4

日本語の文章の横書きと縦書きに関するアンケート

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（前回）

　次の質問を読み，該当する答えを1つだけ選び，○で

囲んでください。

　1．普段，よく読む文章の形式は，次のどれですか。

　　　　　　　　　　　　横書きと縦書きが同じくら　　横書き　　　縦書き
　　　　　　　　　　　　い
　　9％　　　　74％　　　　　17％

2．読みやすい文章は，次のどれですか。

　　　　　　　　　　　　横書きも縦書きも変わらな　　横書き　　　縦書き
　　　　　　　　　　　　い
　　9％　　　　59％　　　　　32％

　3．好きな文章は，次のどれですか。

　　　　　　　　　　　　横書きも縦書きも変わらな
　　横書き　　　縦書き
　　　　　　　　　　　　い
　　14％　　　　49％　　　　　37％

4．横書きをよく読むと答えた人，その理由は次のどれ

　ですか。（いくつでもよい）

読みやすいから　好きだから　　速く読めるから

　　18％　　　　0％　　　　　36％

　なんとなく　市場には横書きの本が縦書きより多いから

　　18％　　　　　　　　　　　　18％

　　その他　9％

　5．縦書きをよく読むと答えた人，その理由は次のどれ

　ですか。（いくつでもよい）

読みやすいから　　好きだから　　速く読めるから

　　23％　　　　　2％　　　　　　8％

　なんとなく　市場には縦書きの本が横書きより多いから

　　12％　　　　　　　　　　　　50％

　　その他　6％

　謝辞

　パーソナル・コンピュータによる斜め書きの作成につ
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読速度と内容理解度から見た縦書きと横書きの読みやすさに関する研究

いては，本学の平田啓一教授のアドバイスとご協力を得 たことを申し添え，深く感謝申し上げる次第である。

SUMMARY

　　An　earlier　study　by　the　author　used　reading　speed

and　comprehension　level　in　comparing　the　readability

of　vertically　and　horizontally　printed　Japanese　texts．

The　results　showed　no　difference　in　readability．In　the

present　study，a　diagonally　slanted　text　was　added　to

vertica1－and　horizontal－text　conditions　to　study　read・

ability　differences　since　people　are　not　accustomed　to

reading　such　a　text　format．It　was　hypothesized　that

the　slanted　text　would　be　more　difficult　to　read　than

either　vertical　text　or　horizontal　text．If　it　is　more

difficult，then　measures　of　reading　speed　and　compre－

hensionshould　determine　readability　ofdifferenttext，

and　the　results　should　be　more　reliable．Subjectswere

86female　college　students，ages18to20．The　texts

were　ten更Tensei　Jingo”columns　from　the　Japanese

－language　As8hi　Sh加伽n，each　between700to800

words　in　length，printed　in　the　three　text　formats．

The　texts　of　different　fomlats　were　presented　to　each

subject　in　random　order．Reading　speeds　were　record一

ed　foreachtype　oftext，and　a　seven－itemcomprehen・

sion　test　was　administered　immediately　after　each

reading．Six　questions　covered　the　main　points　in

various　parts　of　the　texts　while　a　seventh　was　on　the

overall　meaning　of　the　article．All　questions　were

multiple　choice　with　three　options．An　analysis　of

variance　of　reading　speeds　and　comprehension　levels

showed　that　there　was　no　significant　difference　in

reading　speed　among　the　three　types　of　text．The

comprehension　test，on　the　other　hand，showed　no

significant　difference　between　the　horizontal　and　the

vertical　formatsbutcomprehension　oftheslantedtext

was　lower　than　that　for　either　of　the　other　two　for・

mats．Since　the　supposedly　more　difficultslanted　text

did　have　a　lower　readability　level，the　validity　of　the

method　used　in　the　present　study　and　the　findings　of

an　earlier　study　were　both　supported．This　also

showed　that　there　is　no　difference　between　vertical

and　horizontal　texts　in　overall　readability．
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