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読解前活動と読解作業時問が英文読解に及ぼす効果について＊

茨城県立牛久栄進高等学校飯島博之紳

【研究の背景】

　読解前の質問を通じて，読み手がテクストを自分の経

験や背景的知識と関連付け，内容に関する予測を行うこ

とで，読解が促進されることは多くの研究者によって指

摘され（Carrel11984；Pearson19851Dechant1991），テ

クストの内容に関する質問を取り入れた幾つかの読解前

活動のモデルが提案されてきている。

　Moore，、Readence　and　Rickelman（1989）はBetts

（1946）が開発したDRA（Directed　Reading　Activity）

を紹介しているが，この活動は教師が読解前の段階で，

テクスト内には答が明示されていない質問をすることで

読み手のスキーマを活性化し，興味を高め，読解の目的

を与えることを目的としている。

　また，教師による質問が読解を促進する上で重要であ

ることを認めた上で，自立した読み手を養成するために

は，学習者自身も自問自答できることが重要であるとい

う観点に立った読解指導モデルも提案されている。

　Manzo（1969）はReQuest（Reciprocal　Question・

ing）を提唱している。この活動は教師と学習者が相互に

質問を考えることで，学習者が自問自答する能力を養い，

能動的な理解に至ることを意図している。この活動の特

徴は教師と学習者が相互に質問をしながら理解を深めて

ゆく点である。教師は自らの質問により学習者に質問の

仕方のモデルを提示すると同時に，学習者自身の質問を

通して，学習者をより能動的なテクスト理解へと導こう

寧　Effects　of　pre－questioning　and　reading　time　on　EFL　read・

　ing　comprdlension
軸IUIMA，Hiroyuki（Ushiku　Eishin　High　School，Ibaraki）

とする。読解の過程で，学習者はテクストの内容予測を

行い，その後の黙読は予測を証明するため作業として位

置づけられている。

　Singer（1978）は3段階からなる読解指導モデルを提

唱しているが，その第1段階においては，教師がテクス

トに関わる自問自答の具体例を示し，第2段階では教師

の指導の下で練習し，第3段階の能動的理解に至るとい

う指導モデルを提案している。

　Moore，Readence　and　Rickelman（1989）が紹介する

Stauffer（1969）によるDRTA（Directed　　Reading－

Thinking　Activity）や，その修正版と言えるThomas

（1986）のDIA（Directed　Inquiry　Activity）は，

ReQuestと比較すると，より学習者中心の活動である。学

習者はタイトルに基づき内容に関する予測を行う。その

後，自分の予測を検証するために，内容に関する予測を

たてながら，部分ごとに読み進む。教師は発問行動の例

を提示せずに，学習者自身が発問し，答を見つけること

で，学習者を能動的理に導こうとする活動である。

　以上の読解指導モデルが共通して目的としているのは，

読解前の質問を通して学習者がトピックに対して持つ背

景的知識を活性化し，読解に目的を与えること，そして，

最終的には学習者を自問自答できる自立した読み手に養

成することである。これらの指導モデルにおいては，読

解活動は読み手自身が立てた予測を検証するための過程

であり，その背景にあるのは，読解においてポトムアッ

プ処理と同様にトップダウン処理の果たす役割を重視し

た読解観である。この様な読解観を背景とする読解前活

動に理論的根拠を与えるのがスキーマ理論である

（Rumelhart　and　Ortony1977； Rumelhart1980）。
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　スキーマ理論は認知心理学の立場から読解の過程を説

明する理論であるが，読解における背景的知識の存在と

その活性化の重要性を説明する理論さあり，読解指導に

おける読解前活動（Pre－Reading　Activity）の意義の理

論的根拠となるものである。読解前活動を通して，予め

テクストの内容理解に必要となる学習者の背景的知識を

活性化することが，学習者のテクスト理解向上の助けと

なることは，L1のみならず，ESL／EFL学習者の英文読解

においても，その有効性が報告されており，（Hudson

1982；Tudor1988；飯島1993；飯島1994），特に読解力下

位者に対して効果的であるという傾向が見られる

（Hudson1982；Tudor1988；飯島1994）。・

　読解前活動の効果を扱った先駆的研究であるHudson

（1982）ではESL学習者を対象としてテクスト読解前に，

その内容に関する絵を提示し予測させる活動（PRE），語

彙リストの提示（VOC），予めテクストを提示し，次に読

解テストも提示する（RT）という3つの活動を実施し，

その効果を比較した。その結果，PREは読解力下位者に

対してVOCやRTよりも効果的であった。

　飯島（1994）では，1〉英文の内容に関するPre－Ques・

tionを読み，その答を予測し冊子に書き込む活動（Pre－

Q），2）英文中の重要語の意味を学習する活動（V㏄），

の2種類の読解前活動を行い，読解テストの結果を低次

の項目（Factual　Questions）と高次の項目（lnferential

Questions）のそれぞれについて分析しているが，事後テ

ストの低次の項目においては，読解前活動の交互作用が

見られ，Pre－Qが読解力下位者に対して効果的であった

が，VOCと統制群との間に有意差は見られなかった。一

方，高次の項目においては読解前活動の主効果が見られ，

やはり，Pre－Qの有意な効果が見られたもめの，・VOCの

効果は見られなかづた。読解力下位者に対してPfe－Qが

効果的である点において，この結果は，Hudson（1982）

の結果を支持している。

　以上の諸研究を比較研究する際に考慮すべき点として

以下のような点が挙げられる。第1に，Hudson（1982）

では読解前活動としてRTの活動が行われたが，RTでは

予め同じテクストを読むことに加えて，読解後に答える

べき質問も予め提示してしまっている。つまり，RTに効

果があったとしても，2回同じテクストを読んだことに

よる効果なのか，それとも，後に問われる質問を予め

知っていることの効果なのかを区別することができない。

　そこで，本研究では，①読解前活動として，内容理解

のために注意すべきポイントに焦点をあてた質問（Pre－

Question）に解答する活動，②読解前活動の時間も読解

を行うことにし，結果として読解に倍の時間を使う活動，

を行いその効果を検討することにした。

　前者の活動については，飯島（1994）の研究結果から，

その有効性が確認されているが，学習者に内容を予測さ

せることで学習者の意識を高めづトピックに関するス

キーマの活性化を図り，学習者が背景的知識に基づく

トップダウン処理の過程を使用し易くすると推測される。

　一方，後者の活動は，トップダウン処理を促進しないも

のの，読解時間を多く与えることで，学習者がボトム

アップ処理に十分な時間をかけることができると考えら

れるσ

【研究の目的】

　本研究の目的は，日本人高校生学習者を対象に，読解

前のPre－Questioningの効果と読解作業時間の効果を比

較・検討することである。ここでいう効果は，事実を問

う低次の項目（factual　question）と，推論が必要な高次

の項目（inferential　question）から成る内容理解テスト

によって測定する。

【研究の方法】

①被験者：高校2年生145名

②実験実施期間：1994年5月～6月

③学習材料：文部省検定済教科書REVISED　NEW

　　　　　・CURRENT　IN　ENGLISH　I（第一一学習

　　　　　社）から，人間の睡眠に関する題材を選び，

　　　　　部分的に修正を加えた英文で単語数は373

　　　　　語，リーダビリィティレベルはFlesch　for・
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　　　　mulaで5gradeである。

④手続き：以下の2）～4）は小冊子にまとめ，監督者

　　　　の指示により実施された。

　1）事前テスト：国連英検D級1991年の長文読解問題

　　　　　　　3問に質問項目を追加し，予め検討

　　　　　　　を加えた4肢選択20項目。実施時間

　　　　　　　は40分。

　2）学　　　習：読解前活動（15分）→英文読解（15

　　　　　　　分）なお，読解前活動として，統制

　　　　　　　群を加え，以下の3種類の学習活動

　　　　　　　を各群が行った。

　　a．「Pre－Q」群：英文の内容に関するPre－Ques－

　　　　　　　　tionを読み、その答を予測する。

　　b．「倍時間」群：読解前活動の段階で既に英文を

　　　　　　　　読む。

　　c．統　制　群：英文と内容的に全く関係のない

　　　　　　　　　アンケートに回答する。

　3）事後テスト：低次の項目10項目，高次の項目7項

　　　　　　　目から成る4肢選択の内容理解テス

　　　　　　　ト。実施時間は10分。テストの全項

　　　　　　　目は予備実験により検討が加えられ

　　　　　　　ている。

　4）アンケート：．実験と日頃の英文読解学習に関する

　　　　　　　内容で，実施時間は5分。

　5）保持テスト：事後テストと同内容であるが，質問

　　　　　　　項目の順番は変更した。実施時間は

　　　　　　　10分。事後テスト実施から2週間後

　　　　　　　に行った。

⑤分析方法：分散分析

3，4，5に示すとおりである。

3．分散分析の結果，以下のとおりであった。

①事後テスト（低次の項目）：表6に示される様に，

　読解力と読解条件の交互作用が有意であった（．F

　（2，139）＝5．36，ρ＜．01）。各水準ごとに単純主効果

　を分析した結果，読解力は「倍時間」群と統制群に

　おいて1％水準で有意であった。読解条件は読解力

　下位者において1％水準で有意であった。LSD法を

　用いた多重比較の結果，読解力下位者においては，

　水準3条件の間の差は「Pre－Question」群＞「倍時

表1　事前テストの平均値及ぴ標準偏差

平均値：8．88
標準偏差：　3．77

被験者数：145

【研究の結果】

1．事前テストの平均値と標準偏差は表1のとおりであ

る。まず，事前テストの得点順に被験者を並び変え，

読解力上位者／読解力下位者に分け，さらに，それぞ

れを等質な3群に分けた。

2．事後テストと保持テストの平均値と標準偏差は表2，

最高可能得点：20

表2　事後テスト（低次の項目）の平均値とSD

条件（B） 人　数 平均値 SD

読解力

上位者

（A1）

Pre－Q群（B1） 25 7．20 2．14

倍時間群（B2） 25 7．16 2．33

統制群　（B3） 23 7．74 1．39

読解力

下位者

（A2）

Pre－Q群（B1） 27 7．04 1．43

倍時間群（B2） 23 5．17 2．60

統制群　（B3） 22 4．82 2．23

表3　事後テスト（高次の項目）の平均値ζSD

条件（B） 人　数 平均値 SD

読解力

上位者

（A1）

Pre－Q群（B1） 25 3．80 1．83

倍時間群（B2） 25 4．16 1．54

統制群　（B3） 23 4．26 1．80

読解力

下位者

（A2）

Pre－Q群（B1） 27 3．48 1．60

倍時間群（B2） 23 2．30 1．54

統制群　（B3） 22 2．41 1．15
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表4　保持テスト（低次の項目）の平均値とSD

条件（B） 人数 平均値 sp

読解力

上位者

（A1）

Pre－Q群（B1） 25 6．08 1．96

倍時間群（B2） 25 5．28 2．62

統制群　（B3） 23 5．35 2．24

読解力

下位者

（A2）

Pre－Q群（B1） 27 5．26 2．15

倍時間群（B2） 23 4．13 2．27

統制群　（B3） 22 4．14 2．32

表6　事後テスト（低次の項目）の分散分析結果

S．V．　　SS df MS F
　A　　103．05
AatB1：　　0．32

AatB2：　47．44

AatB3：　102．61

103．05

0．32

47．44

102．61

23．35軸

0．07ns

10．75艸

23．25牌

　B　　　26．03

B　at　A1：　　5．03

B　at　A2：　　68．32

13．02

2．52

34．16

2．95＋

0．57ns

7．74艸

表5　保持テスト（高次の項目）の平均値とSD

AxB　　　47．32

Sub　　　　613．33

2　　　　　　23．66　　　　5．36串率

139　　　4．41

条件（B〉 人　数 平均値 SD

読解力

上位者

（A1）

Pre－Q群（B1） 25 3．12 1．82

倍時間群（B零） 25 3．24 1．70

統制群　（B3） 23 3．04 1．60

読解力

下位者

（A2）

Pre－Q群（B1） 27 2．67 1．05

倍時間群（B2）、 23、 2．39・ ・1．28、

統制群　（B3） 22 2．27 1．71

Total　　789．73　　　144　　　＋p＜．10　串＊p＜．01

表7　事後テスト（高次の項目）の分散分析結果

S．V．　　SS df MS F
　A　　　64．98

AatB1：　　1．22

AatB2：　41．41

AatB3：　41．24

64．98

1．22

41．41

41．24

24．36＊率

0．46ns

15．53軸

15．46軸

間」群，「Pre－Question」群＞統制群の順で有意差が

見られた（〃S6ニ4．41，5％水準）が，「倍時間」群

　と統制群との間には有意差は見られなかった。

②事後テスト（高次の項目）1：表7、に示される様に，

読解力と読解条件の交互作用が有意であった（F

　（2，139）ニ3．54，ρ＜．05）。そこで，各水準ごとに単純

主効果を分析した結果，読解力は「倍時間」群と統

制群において1％水準で有意であった。読解条件は

読解力下位者において5％水準で有意であった。

LSD法を用いた多重比較の結果，読解力下位者にお

いては，水準3条件の間の差は「Pre－Question」群

　＞「倍時問」群，「Pre－Question」群＞統制群の順で

有意差が見られた（κSε＝2．67，5％水準）。しか

　し，「倍時間」群と統制群との間には有意差は見られ

　なかった。

③保持テスト（低次の項目）：表8に示される様に，

　B－　　4．35『
B　at　A1：　　2．82

B　at　A2：　　20．42

2．17

1．41

10．21

0．81ns

O．53ns

3．83率

AxB　　　18．90　　　　2

Sub　　　　370．72　　　　139

9．45　　　3．54零

2．67

Total　　458．94　　　144　　＊p＜．05　串＊p＜．01

豪8　保持テスト（低次の項目）の分散分析結果

S．V．　　SS df MS F

A
B

AxB
Sub

40．58　　　1

28．73　　　2

1．06　　　2

744．48　　　　　139

40．58

14．37

0．53

5．36

7．58＊串

2．68＋

0．10ns

Total　　814．86　　　144　　　＋p＜．10　榊p＜．01

読解力の主効果（F（1，139）＝7。58，ρ＜．01）と読解

条件の有意傾向（F（2，139）ニ2．68，ρ＜．10）が見ら

れた。LSD法を用いた多重比較によれば，3条件の

間の差は，「Pre－QUestion」群＞「倍時間」群の順
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表9　保持テスト（高次の項目）の分散分析結果

S．V． SS df MS F

A
B

AxB
Sub

17．22

1．38

1．05

346．0

　1

　2

　2

139

17．22　　　6．92申申

0．69　　　0．28ns

O．53　　　0．21ns

2．49

Total　　365、．66 144 紳pく．01

　で有意差が見られた（〃S6＝5．36，5％水準）。しか

　し，「Pre－Question」群と統制群，，「倍時間」群と

　統制群との間の差は有意ではなかった。

④保持テスト（高次の項目）：表9に示される様に，

　読解力の主効果（F（1，139）＝6．92，ρ＜．01）が有意

・であったが，読解条件の有意な効果は見られなかっ

　た。

【研究の考察】

　第一に，事後テスト・保持テストにおいて，「Pre－

Question」群の効果が認められたことから，スキ｝マ活

性化の基本的有効性が確認できたと言える。この結果は

読解前活動によるスキーマ活性化の効果に関する先行研

究（Hudson1982；Tudor1988；Akagawa1992；飯島

1994）を支持するものであった。

　次に，事後テストの低次・高次の両項目ともに，読解

力と読解条件との間に交互作用が見られた。両項目とも

に読解力下位者に対する「Pre－Question」によるスキー

マ活性化の有効性が示されたことから，読解力下位者は

自力で適切なスキーマを活性化する能力が劣っているこ

と，しかし，その読解力下位者であっても，適切なス

キーマを活性化することが可能になれば，・読解力の向上

が期待できることが推察される。

　・一方，読解力上位者は自力で適切なスキーマを活性化

して英文を処理する能力が高いため，スキーマ活性化の

ために外部からの手助けを必要としないのではない、か、と

考えられる。

　保持テストにおいても，高次の項目においては読解条

件の有意差は示されなかったものの，低次の項目におい

ては読解条件の有意傾向渾見られ，「Pre－Question」の効

果が示されている。「Pre－Question」のある程度の有効性

が記憶の保持においても認められている。

　また，事後テスト・保持テストともに「倍時間」群と

統制群との間に有意な差が見られないことから，読解力

下位者に対して，読解作業時間をより長く与えるという

ことが必ずしも効果的でないということが指摘できる。

この結果は，「倍時間」群が最も効果的で海った飯島

（1993）の結果とは一見，一致していないが，読解過程

での未知語の有無にその原因が求められるであろう。飯

島（1993）においては，「倍時間」群は低次・高次の両項

目に対して最も効果的であったが，テクズトの提示の際

に重要語の意味が欄外に日本語で与えられていた。しか

し，同じテクストを使用した本研究では，テクストの提

示に当たり，重要語の意味を与えていない。そのため，

語彙力に劣るであろう読解力下位者は読解作業時間をよ

り長く与えられても，十分なボトムアップ処理ができず，

またトップダウン処理能力も劣っているため自力で適切

なスキーマ活性化もできず，他のグループの倍の読解作

業時間を与えられた効果が無かったのではないかと推察

される。この結果は，読解力の劣る学習者に対して他者

より、も読解作業時間を余計に与えることでテクストの理

解度の向上を期待しても，現実にはそれが難しいことを

示唆している。

　また，テクストの重要語の意味を提示しなかった本研

究において，重要語の意味を提示した飯島（1993）とは

対照的な結果が得られたことは，読解における語彙力の

重要性をあらためて裏付けていると言えるであろう。先

行研究の結果からも，例えば，Stahl．and　Jacobson

（1986）・は語彙の難易度と背景知識の双方が読解に必要

であるとしながらも，語彙の難度が高すぎる場合には，

背景知識によって語彙的難しさを克服することに限界が

あることを指摘している。また，Dechant（1991）は単語

の認知の速さを読解の成功の重要な要因であるとして，

読解指導の効果は読み手の単語処理能力が前提であると
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している。

　本研究においては，「倍時間」の効果が読解力上位者・

下位者のいずれに対しても見られなかった。読解力上位

者はボトムアップ処理が円滑に行われるため「倍時間」

の必要がなく，一方で読解力下位者はボトムアップ処理

そのものに問題があるために「倍時間」でも効果がない

ものと推察できる。このことから，実際の英文読解の指

導にあたっても，テクストの読解に，一定の必要時間以

上に時間を費やしても，ボトムアップ処理もトップダウ

ン処理もそれ以上促進されず，読解促進の効果は期待で

きないと推察される。

【今後の課題】

　本研究の結果は，「Pre－Question」群の有効性という点

において，飯島（1994）の結果とも基本的に一致してお

り，英文読解指導，特に，読解力下位者に対する指導に

おいて，トピックの内容に関するズキーマを直接的に活

性化する指導が必要であることを示している。また、こ

れまで提案されてきた様々な読解前活動の指導モデルが

「読解前の質問」をその活動の核としていることの妥当

性をあらためて裏付けたと言える。

　今後の課題としては，実際の指導において様々な読解

前活動をある一定期間実施した上での効果に関する研究

が必要であろう。

　また一方で，読解前活動の有効性に対して，その効果

を認めながらも，単に学習者のその場での理解を援助す

るだけで，学習者が独力で文章を読む力を育成すること

につながらないのではないかという疑問が指摘され得る。

　しかし，読解前活動を指導方法として考える際に重要

なのは，読解前活動を適切なスキーマを自力で活性化で

きる独立した読み手の養成のための手段として捉えるこ

と，そして個々の読解前活動を能動的読み手が育成され

る過程として理解することであろう。つまり，学習者に

能動的な読解技術を指導するリーディング・ストラテ

’ジーの観点から読解前活動を理解し，実践することが重

要である。
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　賛料1（Pre－Questions群用の読解前活動に用いた

　　　　質問プ

【Part1】

　皆さんには，これから（Part2で）ま．とまった英文を読

んでもらいます。下にある1ん10の問を常に意識しなが

ら英文を読むようにしてください。

　英文を読んだ後で，その内容についてテストがありま

す。

　英文を読む前に，これから読む英文の内容に関係のあ

る問の答を皆さんの持っている知識（常識）と直感で予

想し，問の下に予想・答を書き込んで下さい。

【制限時間15分】

1．睡眠の状態はその特徴によって何段階かに分類され

　ますが，何段階ぐらいだと思いますか。

　　答：（　　　）段階

2．睡眠の状態を分類する基準として何が考えられます

　か。

　　答：、

3．眠りが深い時と，浅い時では外部からの刺激（音・

光など）に対してどのような違いがあると思いますか。

　　　答：

4．レム（REM）睡眠という言葉を聞いたことがありま

　すかo

　　　ある／ない

5・．レム（REM）睡眠という名前はなぜ，そう呼ばれる

　のか知っていますか。

　　　知っている／知らない

6．夢を見ている時のあなたの身体的な状態（呼吸の速

　さ，心臓の鼓動）は夢を見ていない時と比較してどう

　なっていると思いますか。

　　　答：

7．あなたは，右脳／左脳の働きがどの様に違うと思い

　ますか。，．

　　　答：

8．我々が夢を見るのはどういう時だと思いますか。

　　　答：

9．夢を見ることは人間にとって必要だと思いますか。

　　　答：

10．夢を見る仕組みに，脳のどの部分が関わってくると

　思いますか。

　　　答：

　時間が余った人は，上記の質問項目を，もう一度見直

して下さい。次のぺ一ジの英文に進んでからは，この

ぺ一ジを見ることはできません。注意してください。

　　　　　　　　　　　ストップ！、．

　　　　　　　　　　　指示があるまでここで待つ！
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資料2（実験用テクスト）

【Part2】

次の英文を読み内容を理解して下さい。

制限時間は15分です。

　Many　people　think　that　nothing　happens　when

they　sleep．Doctors　have　studied　sleep　for　many

years．They　think　that　a　lot　happens　when　people

sleep．

　Doctors　say　that　people　haVefive　kinds　or　stages，

of　sleep．Every90minutes，sleepers　go　through　all

five　stages．

　　During　the　first　two　stages，you　sleep　lightly．

That　is，if　someone　calls　you　or　puts　his　hand　on

you，you　wake　up　quickly．Your　body　rests　quietly．

You　breathe　more『slowly　than』when　you　are

awake．Your　heart　beats　slowly．

　　During　stages　three　and　four，you　sleep　deeply，

that　is，if　someone　puts　his　hand　on　you，you　don’t

wake　up．‘Your　heart　beats　more　slowly　than　in

stages　one　and　two．You　don’t　hear　sounds．Lights

don’t　wake　you　up．

　　The　last　stage　of　sleep　is　called　REM（Rapid　Eye

Movement）sleep．The　discovery　of　this　stage　con．

tributed　greatly　to　the　study　of　sleep．During　REM

sleep，you　breathe　faster，and　your　heart　beats　fas・

ter　than　in　stages　one　through　four．Your　brain

temperature　increases　and　blood　flows　faster　to

your　brain．Your　eyes　begin　to　move　rapidly　back

and　forth．　All　of　this　hapPens　be¢ause　you　are

dreaming．

　　Four　to　six　times　a　night，you　enter　REM　sleep

and　dream．The　first　dream　of　the　night　may　last

about　ten　minutes．Each　dream　gets　a　little　longer．

The　last　dream　of　the　night　may　be　an　hour　long．

　Dreaming　occurs　when　the　rightside　of　the　brain

is　freed　from　the　left　side．The　right　brain　deals

with　feelings，while　the　left　brain　deals　with　facts

that　are　important　to　us．When　you　are　awake，the

left　brain　controls　the　right　brain．But　when　you

sleep，the　right　brain　works　freely　and　you　begin　to

dream．

　　Why　do　people　dream？Dreams　give　people　time

to』find　the』answers　to　some　of　their　problems．If

they　think　they　will　have　difficult　problems　the　next

day，they　may　spend　more　time　in　REM　sleep　the

night　before．In　their　dreams，they　may　find　an

answer　to　their　problems．

　　Doctors　say　that　everyone　dreams．Some　dreams

are　short；s6me　are　long．Some　people　are　good　at

remembering　their　dreamsl　others　forget　theirs．But

you　can　say　dreaming　is　a　necessary　activity　for

everybody　to　lead　a　healthy　and　hapPy　life．

資料3（事後テスト＝番号の・印は高次の項目，

　　　　　無印は低次の項目）

【Part3】

　今，読ん、だ英文の内容から判断して，次の質問に対す

る最も適切な答を，a～dから選んで，その記号を解答

用紙に書きなさい。制限時間は10分です。

1　睡眠の研究はこれまで：

　　　．あまり，行われなかった。

　　　．長年にわたり行われてきた。

　　　．最近になって急にさかんになった。

　　　．無意味だと考えられていた。

2　睡眠の段階については：

　　　．どの段階の睡眠を経験するかは個人差がある。

　　　．第1～第4段階は必ず経験するが，第5段階はそ

　　　の時の睡眠状態で決まる。

　c．全段階を睡眠中に必ず経験する。

a

b
C

d

a

b
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d．睡眠状態により第1～第4段階のうちいずれかを

　経験し，第5段階へと移行する。

3　第1～第4段階の眠りの深さは：

　a．第1・第2段階が浅く，第3・第4段階が深い。

　b．第1・第2段階が深く，第3・第4段階が浅い。

　c．第1・第3段階が浅く，第2・第4段階が深い。

　d．第1・第3段階が深く，第2・第4段階が浅い。

4　もし，あなたが第2段階の睡眠状態の人を軽くつつ

いたら：

　a．反応せず眠り続ける。

　b．つつくだけでは目覚めないが，名前を呼べば目覚

　める。

　c．個人によって反応は異なるので一般化できない。

　d．すぐに目覚める。

5　睡眠中の心臓の鼓動が一番速いのは：

　a．第1段階

　b．第3段階

　c．第4段階

　d．第5段階

6　REM睡眠というのは：

　a．眠り込んだばかりの睡眠初期状態のこと。

　b．睡眠の第5段階のこと。

　c．深い眠りのことを総称してこう呼ぶ。

　d．浅い眠りのことを総称してこう呼ぶ

7　REM睡眠中に目が激しく動く原因は：

　a．夢を見ているから。

　b．呼吸が速くなるから。

　c．心臓の鼓動が速くなるから。

　d．脳内への血液の流入が速くなるから。

8・睡眠中に，夢が一時間近く続いたとすると，それは

何回目頃の夢か。

　a．1，2回目の夢である。

　b．3，4回目の夢である。

　c．5，6回目の夢である。

　d．夢の継続時間からは判断できない。

9・頭にけがをしたために，論理的判断力に障害がでた

人がいるとすると，本文の内容から判断して，脳のど

　こにけがをしたと考えられるか。

　a．前頭部。、

　b．左脳。

　c．後頭部。

　d．右脳。

10・頭にけがをしたために情緒不安定になった人は，本

　文の内容から判断して，脳のどの部分に障害が生じた

　と考えられるか。

　a．前頭部。

　b．左脳。

　c．後頭部。

　d．右脳。

11睡眠中のREM睡眠の時間は：

　a．だんだん長くなる。

　b．だんだん短くなる。

　c．一定していない。

　d．個人によって一定している。

12睡眠中に脳の温度が上昇するのは：

　a．第1段階。

　b．第3段階。

　c．第5段階。

　d．いずれとも言えない。

13・本文の内容から判断すると，人間が目覚めていると

　き，脳のどの部分が優位であるか。

　a．前頭部。

　b．左脳。

　c．後頭部。

　d．右脳。

14・本文の内容から判断して，次のうち，適切であると

　考えられるのは：

　a．睡眠中は右脳と左脳の支配関係が逆転する。

　b．左脳が右脳を支配している人は理性的である。

　c．右脳の働きは，人間が起きている時の方が活発で

　　ある。

　d．左脳の働きは，人間が起きている時の方が活発で
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　　ある。

15我々が夢を見るとき：

　a．左脳は右脳から自由になっている。

　b．左脳が右脳を支配している。

　c．右脳は左脳から自由になっている。

　d．右脳は左脳を支配している。

読書科学第40巻第3号

16・本文の内容に基づいて推測しなさい。もし，あなた

　が翌日のテストに備えて猛勉強をしたら，その夜は：

　a．REM睡眠の時間が長くなる。

　b．REM睡眠の時間が短くなる。

　c．第4段階の睡眠が長くなるo

　d．第4段階の睡眠が深くなる。

17・この文章に題をつけるとしたら次のうちのどれか。

　a．睡眠の深さと健康。

　b．脳のしくみと機能。

　c．夢とREM睡眠。

　d．睡眠の過程と夢。
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SUMMARY

　　　　The　purpose　of　this　study　was・to　investigate

the　effects　of　pre－questioning　and　reading　time　on

English　reading　comprehension　of　Japanese・high－

school　students．The　two　hypotheses　were：（1）if

questions　were　asked　in　advance　about　the　topic，

then　reading　comprehension　would　be　promoted　by

aiding　a　top－down　processing　of　text；and（2）if　par－

ticipants　were　given　longer　reading　time，then　read－

ing　comprehension　would　be　promoted　by　aiding　a

bottom－up　Processing　oftext．

　　　　The　experiment　was　conducted　on145high－

school　students　under　the　supervision　of　their　Eng－

lish　teacherl　They　were　divided　into73good　and72

poor　readers　based　on　the　results　of　a　pretest．

These　two　groups　were　further　sub－divided　into

three　equal－ability　groups：　（1）　Pre－Questioning

Group，（2）Double－Reading－Time　Group，and（3）

ControlGroup．A373－wordEnglishpassageonhu－

man　sl㏄p　was　the　reading　material．

　　　　The　Pre－Questioning　Groups　were　given　15

minutes　to　write　answers　to　questions　on　the　mate・

rial　before　reading　and　then　were　given15minutes

to　read　the．passage．The　Double－Reading－Time

Groups　were　allowed30minutes　to　read　the　text　but

without　any　pre－questions．・The　Control　Groups

were　given15minutes　to　respond　to　questions　un・

related　to　the　reading　material　and　then　p㊧rmitted

to　read　the’tex㌻for15minutes。Soon　after　reading

the　tex仁，a　comprehension　test（immediate　posttest）

c・nsistihg・ffactual（textuallyexplicit）andinfer－

ential（textually　implicit）questions　was　admin・

istered　to　all　groups．Two　weeks　later，a　delayed

posttest　was　also　administered　to　all　groups．

　　　　The　data　from　the　immediat6and　delayed

posttests　were　analyzed　separately　for　both　factual

and　inferential　test　questions　by　using　a2×3　（good

and　　poor　readers　across　pre－question，　double－

reading－time，and　control 　groups）analysis　of　vari・

ance．The　findings　showed　that　pre－questioning　sig・

nificantly　promoted　reading　comprehension　and　re・

tention　of　the　English　text　but　additional，time　did

not．On　both　factual　and　inferential　tests，prerques・

tions　especially　facilitated　comprehension　by　poor

readers．Therefore，it　can　be　concluded　from　the

results　that　pre－questioning　was　an　effective　means

of　promoting　reading　comprehension　in　English　but

simply　allQwing　more　reading　timβwas　not．Pre－

questioning　apPears　to　be　a　type　of　reading　activity

that　produces　independent　readers、who　can　activate

relevant　schemata　on　their　own．In　that　sense，pre－

questioning　as　a　kind　of　pre－reading　activity　should

be　viewed　as　an　important　process　in　the　teaching　of

reading　strategies　for　developing　active　readers．
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女性週刊誌における障害者・難病者関連記事の分析と

　　　　　　　　それらが読み手に与えるイメージ

　　　　　　　　　　　　　　『週刊女性』を例として　　＊

筑波大学徳田克己牌

1　はじめに

　従来より，障害者や難病者に関連するマスコミ報道は，

実態を適切にとらえているというよりも，むしろ障害者

や難病者の苦労や努力を強調し過ぎる傾向があり，その

ため「障害者・難病者はつらく苦労する状況の中で，そ

れに負けず，努力をし続けている立派な人達である」・と

いったステレオタイプの見方が広く存在していると言わ

れている。

　またg報道のなかには「障害や病気がある人も努力す

れば最終的には良い結果が得られる」「障害や病気があ

る人には一般の人の持っていないすばらしい能力があ

る」などのことを強調するあまり，視聴者に「清く，正

しく，美しく，努力し続ける障害者・難病者像」「人並み

越える能力を持つ障害者・難病者像」のイメージを強く

植えつけることになっているものもある。

　このようなとらえ方は，障害者をF自分とは関わりの

ない，別の集団に属している人」と見ることに通じ，適

切な障害理解とは言えず，また現実社会に適応して生き

ていこうとしている障害者・難病者にとってたいへん迷

惑なものであると言えよう。むしろ「もちろん苦労があ

り，そのための努力もするが，健常者と同じように趣味

を持ち，毎日の生活を楽』しみ，同じように泣いたり笑っ

たりしている」という現実の姿を理解してほしいという

傘Analyses　of　contents　and　effects　of　magzine　articles

about　disabled　persons　and　persons　with　incurable
illnesses

“TOKUDA，Katsumi（University　of　Tsukuba）

二一ズを持った障害者・難病者が多くいることを実感し

ている。

　これまで，障害者・難病者に関連するマスコミ研究は

あまり積極的に行われてきていないが，以下にいくつか

の研究を紹介したい。徳田・遠藤（1991〉は，障害に関

連する用語の熟知性に対する新聞見出しの影響および障

害児・者に対する態度形成やイメージ形成における新聞

見出しの影響を解明するための基礎資料を得るために，

朝日新聞の記事の見出しに障害に関連する用語がどの程

度出現しているか，またそれらの記事見出しが読者にど

のような障害者に対するイメー」ジを形成させるかという

点について検討した。その結果，1985年から1990年の問

において，①見出しの中に「障害児」『「障害者」という言

葉が含まれている記事は1週間に約1回の割合で掲載さ

れている，②最近になるほど掲載の頻度が増している，

③障害・特殊教育関連用語（例えば，特殊教育，統合教

育，心身障害など）の熟知性については新聞における出

現頻度との相関関係があることが示唆される，④「・…

障害」という表現は少なく，「盲導犬」「手話」「車いす」

などの障害を象徴するものによって，障害種別を表現し

ている傾向がある，⑤差別用語（めくら，つんぼ，びっ

こ，おし）は全く使用されていない，⑥視覚障害関係

（盲人，弱視，盲導犬など）および聴覚障害関係（難聴，

手話など）の用語を含む見出しはポジティブなイメージ

を与えるものが多い，⑦「自閉症」「登校拒否」を含む見

出しはネガティブなイメージを与えるものが多い，など

が確認された。
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　次に徳田・遠藤（1992）は，「障害」に関する新聞の見

出しを読むことによって，見出しに表されている障害

児・者に対して，一般の人々がどのようなイメージを持

つかを分析し，見出しのイメージ形成に及ぼす効果を検

討した。その結果，「一般の人は障害者に対してやや否定

的なイメージを有しており，ネガティブなイメージを与

える見出しを読み続けるとそのイメージは定着し，逆に

ポジティブなイメージを与える具出しを読み続けるとそ

のイメージは大きく好意的な方向へ変化する」ことが明

らかになった。そして，新聞の内容が障害児・者に対す

るイメージの形成に及ぼす効果は決して小さいものでは

ないことを指摘した。また，ネガティブなイメージを与

える見出しは，障害児・者に対するイメージを否定的な

ものに定着させる反面，一般の人々に対する「問題提

起」として重要な役割を持つと述べた。

　また徳田（1992）は，NHKテレビニュースにおける障

害関連用語の出現頻度に関する調査を行い，全国向けテ

レビニュースでは約9日に1話題（平均2～3回放映）

の割合で「障害児」「障害者」が使用されることを確認し，

ニュースにおける映像の情報量は新聞の活字情報の量に

比べてはるかに多いといった点から，視聴者の障害児・

者に対するイメージに与えるテレビニュースの影響が極

めて大きいことを指摘した。

　谷口・徳田（1996）は，「障害者の日」に関する新聞記事

とテレビ番組の量的・質的な分析を行い，その日に関す

る報道や記事は年々増加傾向にあることを確認した。ま

た彼らは，「障害者の日」に関するメディアの影響を検討

するために，障害者の日の前後一週間の時点における高

校生と大学生の障害者の日に関する意識を調査し，「障害

者の日」に行われる行事や報道は，高校生・大学生の障

害者観にあまり影響していないことを示唆する結果を得

た。

　さらに徳田（1993）は，絵本が社会的マイノリティに

関する理解を促進するための福祉教育の教材になり得る

かどうかを出版状況の面から検討するために，絵本を出

版している29の出版社に対して，社会的マイノリティを

題材にした，あるいはそれらが登場する絵本に関する実

態調査を行った。その結果，70の絵本がリストアップさ

れ，さらに4名の評価者によって，それらの絵本の中か

ら福祉教育の教材として適切なものとして51冊が選択さ

れた。その51冊は，「障害のある人や障害のある動物が登

場する絵本」26冊，「高齢者や年をとった動物が登場する

絵本」13冊，「病気やケガの，人や動物が登場する絵本」

6冊，「まわりと異なる特徴を持っている人や動物が登場

する絵本」6冊に分類された。また年齢の低い子どもに

は，マイノリティに対する具体的な知識を与える絵本と

寓話的な絵本の両方を与える必要があることが示唆され

た。

　徳田・高玉・望月（1996）は，中途失明して間もない

女子高校生が仕込み杖によって悪者を退治するというス

トーリーのビデオ映画を女子大生に見せ，それが盲人の

能力観に与える影響を検討した。ビデオの主人公（盲人

役）には超能力化した聴覚と「勘」があり，それにより

生活や戦いが行われるという内容であったために，視聴

後に盲人の聴覚および「勘」に関して「特別な能力を持

つ」とする方向に能力観湖大きく変．わったことが示され

た。

　上谷（1992，1993）は，現在の中学生はほとんどの者

が障害者に対する情報を得ているが，その情報源は主と

してテレビと家庭であること，そしてその情報は肢体不

自由者に限られていることを指摘した。．また，学校教育

段階でビデオ教材を適切に用いれば，・障害児・者に対す

るネガティブな感情を，わずかでもポジティブな方向に

変えうるかもしれない可能性を示した。

　以上のように，障害児・者に対する一般の人々の意識

や態度におけるメディアの影響に関する研究が進められ

ているが，これらの結果から，障害児・者がマス・メ

ディアによって頻繁に取り上げられるようになってきて

おり，それにしたがって，一・般の人々の障害児・者に対

する態度や行動も従来に比べてポジティブな方向に改善

されている傾向にあることが確認された。しかしその反

面，依然として障害児・者をステレオタイプとしてとら
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えた報道や記事，絵本などが多いことにも気づかされる。

　従来より，障害者や難病者などの内容を頻繁に扱い，

しかし未だ分析対象となっていないマス・メディアに女

性週刊誌がある。そこに登場する障害者・難病者は「が

んばる姿」あるいは「同情すべき姿」が強調されている

ということが筆者には実感される。

　そこで本研究では，週刊誌が読者の障害者観・難病者

観に与える影響を明らかにするための基礎的な資料を得

ることを目的として，女性を対象とした数ある雑誌の中

から，ほぼ毎号（毎週），障害者・難病者関連の記事を掲

載している『週刊女性』（主婦と生活社発行，平均発行数

70万部）を分析対象として選び，以下の点について検討

を行った。

①障害者・難病者に関連する記事の内容を分析する

　（総ぺ一ジ数に対する割合，障害種別名・疾患名，見

　出しに使用されている語句，見出しの内容，写真の数，

　そのうち障害や疾患が強調されている写真の数）。

②典型的な見出しが読者の障害者・難病者のイメージ

　に与える影響を分析する。・

II　障害者・難病者関連記事の分析

　1．分析対象

　1995年1月～12月に発行された『週刊女性』47冊（1

号～47号〉を分析対象とした。

　まず，全ての障害者・難病者関連記事を47冊からピッ

クアップした。その中から，芸能人，文化人，スポーツ

選手など著名人の障害や病気く癌など）の記事であって，

有名人でなければ記事として掲載されなかったであろう

と思われるものを除いた53件の記事を分析対象とした。

　2．分析の観点

　a．障害者・難病者に関連する記事の総ぺ一ジ数に対

　　する割合

　b．障害種別名・疾患名

　c．見出しに使用されている語句の集計

　d．見出しの内容による分類

　e．写真の数およびそのうち障害や疾患が強調されて

　いる写真の数

　3．結果

　a．障害者・難病者に関連する記事の総ぺ一ジ数に対

　する割合

　1号から47号までの総ぺ一ジ数は，広告のみのぺ一ジ

（ぺ一ジ表示がないぺ一ジ）を除いて，12383ぺ一ジで

あった。そのうち，障害者・難病者に関連する記事は

249ぺ一ジであり，これは総ぺ一ジの2．0％にあたった。

　53件の記事のうち，5ぺ一ジの記事が44件，4ぺ一ジ

5件，3ぺ一ジ1件，2ぺ一ジ3件であり，平均4．7ぺ一

ジであった。

　b．障害種別名・疾患名

　最も多かったのは，肢体不自由（脳性まひを除く）と

知的障害（ダウン症候群を除く）．（止もに8件：15．1％）

であった。次いで，6件（11．3％）あったのが脳性まひ，

5件（9．4％）が進行性筋ジストロフィー，難病，重症心

身障害（重度の肢体不自由と知的障害を合わせ持ってい

る状態），2件（3．8％）が白血病，ダウン症候群，視覚

障害（全盲），心臓病，1件（1．9％）が自閉症，小人症，

小児ガン，難聴，重症アトピr未熟児，腎臓移植，植

物状態の順であった。

　肢体不自由，脳性まひ，ダウン症候群，一部の知的障

害のような「目につきやすい障害」が多く取り上げられ

ているとともに，進行性筋ジストロフィー，難病，重症

心身障害，白血病などの症状や障害が重いケースが掲載

されていることがわかる。

　c．見出しに使用されている語句の集計

　見出しには大見出し，中見出し，小見出しの3種類が

あるが，本論文ではすべて「見出し」として処理するこ

とにした。見出しの中に含まれる文字列の中で，障害

者・難病者関連記事を特徴づけていると判断される語句

を計数した。なお，1記事の見出しの中に同じ語句が複

数回にわたって出現しても1件と計数してあり，した

がって表1に示した百分率は53件の記事の中での出現率

を示していることになる。

　表1をみると，出現率の高い語句には，奇跡，笑顔・
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表1　見出しに使用されている語句

語句 件数 ％

・・…・したい　……ほしい

母・お母さん・母親・ママ

母性・オカアタン

奇跡

笑顔・笑う

幸せ・ハツピー

命・生命・生命力

……できた

夢

難病

手術

3f牛　（5．7％）

9
9

8
7
7
6
5
5
5
4

17．0

17．0

15．1

13．2

13．2

11．3

9．4

9．4

9．4

7．5

お父さん・パパ・父，負けない，がんばる，人生

2｛牛　（3．8％）

夢見る，なおう，挑戦，病気，入院，元気，打ち勝

つ，生き生き，助けて，はじめて

笑う，幸せ・ハッピー，夢などのポジティブな印象を与

えるものが多いことがわかる。しかし一方で，「恋もした

い」「小学校に行きたい」「人生を楽しみたい」「お母さん

と一緒に暮らしたい」などのように，情緒的な反応を生

起する語句も少なくない。また，奇跡，負けない，がん

ばる，打ち勝つ，生き生き，挑戦などの「努力し続ける

障害者・難病者像」の認識に通じる語句も散見される。

　「ごめんね。お母さん，もう泣かない」「お母さんと一

緒に頑張ろうね」「優しかったお母さんが，ボクを見捨て

るはずがない」のように，母親の言葉，母親への問いか

けなどは多いが，父親に関するものは少数であった。こ

れは，分析対象が女性週刊誌であったことと「母親は子

どもと苦労をともにする」という図式が存在するためで

あると考えられる。

　d．見出しの内容による分類

　ひとつひとつの見出しの内容を，肉親からのメッセー

ジ，肉親へのメッセージ，苦労・悲しみ・悲劇的な状況，

希望・決意・応援・肯定的な状況，障害名・疾患名のみ

を示したもの，その他の6種に大別した己今回分析対象

として取り上げた53記事の見出しの総数は172件であっ

た。

　分類の結果，「タッちゃん，なぜお話できないの！？」

「トシキ，またいつかお母さんと呼んでね！」「私の心臓

と生命をアッくんに…」などの肉親からのメッセージは

11件（6．4％）であった。そのうち，障害名・疾患名が含

まれているものが1件（「体重794g・超未熟児マー君生

きててくれてありがとう！」）あった。一方，’肉親への

メッセージは2件と少数であった。

　苦労・悲しみ・悲劇的な状況に分類された見出しは49

件（28．5％）であった。その例として「小さな身体に20

本以上の点滴が！」「双子で生まれた弟は，ヘソの緒が頭

に巻きついたまま・・」「脳から出血！　血の塊が頭の3

分の2ほどにも膨らんで！！」「髪の毛がバサバサと抜け

ていく！」「生ゴミ，犬のフン，石けん一何でも口に入れ

てしまって」「手足を突っ張り全身が震えエビぞる発作

が1日数十回も！」「保母さんの髪の毛を引っぱり手に

噛みついて大暴れ・・」「意識は回復したものの，1日中，

大声で泣いてばかり・・」「わずか生後4か月の赤ちゃん

が頭蓋骨を切り離す大手術を！」などのようにg悲惨な

症状や状態像を示したものが中心であり，他に「『死んで

舞が治るなら，俺は死にたい』と父は自分を責めた」「ノ

ンちゃんせめて七五三まで・・」などのように，家族の願

いや苦悩を示したものがあった。

　希望・決意・応援・肯定的な状況に分類された見出し

は95件（55．2％）であり，最も多かった。「強くならなけ

れば負けちゃうよ！絶対，治るからね聖1」「フレー，ヒロ

キ！次は優勝だ！」「立てる。その気があれば絶対に立て

る！」「30歳までに結婚して，子供も3人ぐらい欲しい

…」などといった当事者の前向きな決意や希望を表した

もの，「ヨッちゃんの明るい笑顔が，ますます一家の絆を

深めて…」「少しずつ笑顔を見せる日が増えて！」「お座

りができた！歩くことだって…」「義足の足が1歩，2歩

…
。
歩 くって素晴らしいことなんだね」「亜希ちゃんに目

の輝きが戻った。生き生きと笑う，走る」「温暖な気候の
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中で，理香ちゃんは生き生きと表情も豊かに」、「親子ゲン

カをするほど成長して…」などといった成長・治癒・回

復に関するものが中心であった。

　障害名・疾患名のみを示した見出しは5件（2．9％），

その他（分類不可を含む）は10件（5．8％）であった。

　全体的には，苦労・悲しみ・悲劇的な状況を示した後，

希望・決意・応援・肯定的な状況を強調しているケース

が多く，「つらく、．悲しく，苦しい状況であるが，希望を

持って努力を続けていくと，状況が良くなったり，悲惨

な事態から脱することができるく可能性がある）」という

ステレオタイプのストーリーが展開されている記事がほ

とんどであることが確かめられた。

　e．写真の数およびそのうち障害や疾患が強調されて

　　いる写真の数

　女性週刊誌の障害者，・難病者に関連する記事の特徴の

ひとつに，多くの写真が掲載されていることが挙げられ

る。しかも，障害や疾患を強調している場面の写真が多

いと言われてきた。・

　そこで，今回対象とした53記事の写真を計数したとこ

ろ343枚（1記事あたり平均6．5枚）あり，そのうち障害

や疾患を強調していると思われる写真（一目見て障害

者・難病者であるとわかる写真）は125枚（1記事あたり

平均2．4枚）であることが確認できた。、

　障害種別でみると，筋ジストロフィーなどの車いす使

用者や脳性まひなどの「目につきやすい障害！のある人

の写真は掲載数が多い傾向がある。また，中途障害や後

天性の難病などのケースでは，受障前・発症前の写真と

受障後・発症後の写真が対比される形で掲載されている

ことが多い。また子どもの場合には，家族とともに写っ

ている写真も多い。

　すなわち，読者はそれらの写真によって視覚的に障

害・難病の大変さが訴えられ，同時に元気であった頃と

現在のギャップを示されることによって，さらに情緒的

な反応が生起させられるのである。

　現在、写真雑誌と呼ばれる週刊誌がよく売れていると

いわれているが，それは読者の「見てみたい」欲求を巧

みに刺激 し，ある程度の満足を与えているからであろう。

一一般の人にとってみれば，あまりファミリアリティを

持っていない障害者・難病者を「見てみたい」と感じる

のは仕方のないことであると思われる。ファミリアリ

ティが低いために，街で出会った障害者に対して，見て

みたいけれどジロジロと見ることはタブーであるという

意識からの「チラチラ見」，いわゆる「地獄のまなざし」

を生じさせることになる。ここに，まず第一に小さい頃

からのファミリアリティの向上をねらった段階的な障害

理解教育（徳田，1995）が必要である根拠がある。

　ゆえに，女性週刊誌の障害者や難病者の写真は，ある

意味では結果的にファミリアリティの向上につながって

おり，「地獄のまなざし」現象の軽減のガス抜き的意味が

あるとも考えられるのである。

皿　典型的な見出しが読者の障害者・難病者のイ

　メージに与える影響に関する実験

　1．対象者

　筑波大学の平成8年度総合科目『ハンディキャップを

のりこえて』の受講者124名を評定の対象者とした。うち，

男子は58名，女子は66名であった。

　2．手続き

　平成8年6月10日の授業において，授業開始直後，受

講者に質問紙（B4版2枚）を用いたイメージ評定を依頼

した。当日の授業は本論文の筆者の担当であり（毎週担

当者が替わる形式の授業），授業テーマが『女性週刊誌の

中の障害者たち』であったために，障害者・難病者に関

連する記事の見出しの評定作業は対象者に違和感なく受

け入れられた。評定作業は約10分間で行われた。

　なお，この評定では対象者の所属学類，学年，性別の

みを問い，氏名は尋ねていない。

　3．イメージ評定の内容

　「つらく，悲しく，苦しい状況であるが，希望を持っ

て努力を続けていくと，状況が良くなったり，悲惨な事

態から脱することができる（可能性がある）」というステ

レオタイプのストーリーがうかがわれる記事を中心に53
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記事から9つを選択し，イメージ評定の材料として用い

た。

　また，今回用いたイメージ評定のための対語句は，r明

るい一暗い，強い一弱い，苦しい一楽しい，がんばって

いる一なまけている，悲しい一うれしい，記事を読みた

い一記事を読みたくない」の6’ペアであり，すべて5段

階での評定が求められた。ーこれらの語句は記事を読みた

いかどうかという項目を除いて1障害者に関するイメー

ジを評定する研究等で従来ホり用いられてきたものであ

る。

　なお，質問紙では各ペアの先に挙げた語が尺度の左側

に配置された。

　4．結果

見出1：身体の傷は命の勲章や！

　　　　奇跡のベビー　ターくん

　　　　　小さな身体に20本以上の点滴が！

　　　　　「脳みそを売ってるもンなら借金してでも買

　　　　　うてやる」

　　　　　　1　　2　　3　　4　　5

　　　明るい一一一卜暗い
　　　　強い十一●一弱い
　　　楽しい十一一→一一→一一→一●一十苦しい

がんばっている　　　　　　　　　　　　　　なまけている

　　うれしい十一一十一一十一一●一一十悲しい

記事を読みたい十一一→一一一●一一十一一十記事を読みたくない

　イメージ評定の結果を以下に示す。左側にポジティブ

な語を配置して図示してある。

　図示された結果（見出1～9）をみると，すべての見

見出3：骨髄性白血病　アヤちゃんの命，輝いて！！

　　　　髪の毛がバサバサと抜けていく！

　　　　好きで病気になったんじゃない！　元の綾に

　　　　戻ってやる！！

　　　　　　1　　2　　3　　4　　5
　　　明るい十一一一トー一一トー州暗い

　　　　強い十一一〇一一十一一十一一十弱い

　　　楽しい十一苦しい
がんばっている十一●十一一十一一一←一一→一なまけている

　　うれしい一←一一十一一十一一一◆一一卜悲しい

記事を読みたい十一一記事を読みたくない

見出4：トシキ，またいつか「お母さん」と呼んでね！

　　　　この子の人生は6歳で終わったのか…

　　　　トシキが笑った！　きっといつか意識の戻って

　　　　くる日が！！

　　　　　　1　　2　　3　　4　　5
　　　明るい十一一一→一一十●一十一一十暗い

　　　　強い十一一HIト→一一1一一十弱い

　　　楽し》》十一一→一一卜苦しい

がんばっている一1一一一十｛卜一トー一十一一一トなまけている

　　うれしい十一悲しい
記事を読みたい十一一十一●十一一トー一十記事を読みたくない

見出2：ノンちゃんせめて七五三まで…

　　　　世鼻で15例の難病，メンケス・キンキィ・ヘ

　　　　アー病

　　　　脳から出血！　血の塊が頭の3分の2ほどにも

　　　　膨らんで！！

　　　　お母さんと一緒に頑張ろうね！

　　　　　　1　　2　　3　　4　　5
　　　明るい十一一→一一→一一〇一一→一暗い

　　　　強い十一｛卜一H一一一十弱い

　　　楽しい，十一一→一一一十一一→｛卜→一苦レい

がんばっている十「｛卜←一一十一一一トー「十なまけている

　　うれしい十一一→一一一1一一→｛ト→一悲しい

記事を読みたい十一一十一●→一一一十一一一卜記事を読みたくない

見出5：車イスの舞ちゃん　パパ，泣かないで！私，が

　　　　んばるから

　　　　「死んで舞が治るなら，俺は死にたい」と父は

　　　　自分を責めた

　　　　「新幹線にも乗りたい。アメリカにも行ってみ

　　　　たい！」

　　　　　　1　　2　　3　　4　　5
　　　明るい一←一一←一・十●一←一→一暗い

　　　　強い十一一一弱い
　　　楽しい十一一十一一十一●十一一十苦しい

がんばっている十一一なまけている
　　うれしい一←一一←一→一｛H一一→一悲しい

記事を読みたい十一一十一一記事を読みたくない
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見出6：いま，ツバちゃんは夢の中“おとぎの国”に住

　　　　んでいる…

　　　　「寝たきりでも，この子が生きていることがう

　　　　れしかった」

　　　　この子はすべてをわかっている

　　　　　　1　　2　　 3　　4　　5

　　　明るい十一一十一一十●一十→一暗い

　　　　強い十一一十一一●十十一十弱い

　　　楽しい十一苦しい
がんばっている十一一一なまけている
　　うれしい十一一十一一←一帽悲しい

記事を読みたい一トー→→一一十一一十記事を読みたくない

見出7：ショウちゃんの幸せのコケコッコォ～！

　　　　脳形成不全症　双子で生まれた弟は，ヘソの緒

　　　　が頭に巻きついたまま…

　　　　ショウちゃんはニワトリ語もわかる

　　　　　　1　　2　　3　　4　－5
　　　明るい十一一十』一十●一十一一十一暗い

　　　　強い十一→一｛卜←一→一一十弱い

　　　楽しい一トー一十一一→一●十一一十苦しい

がんばっている　　　　　　　　　　　　　　なまけている

　　うれしい十一一十一一悲しい
記事を読みたい十一一十一一十●一十一一十記事を読みたくない

見出8：のぞみの笑顔看護婦さんに向いているんだよ！

　　　　なんて可愛い！　母性が花開いて

　　　　義足の足が1歩，2歩…。歩くって素晴らしい

　　　　ことなんだね

　　　　　　1　　2－F3　　4　　5
　　　明るい十一●→一一十一一十一一十暗い

　　　　強い一一一十弱い
　　　楽しい十一一→一十苦しい
がんばっている十●一十一一→r一→一一十なまけている

　　うれしい十一一十●一十』一十r一一十悲しい

記事を読みたい十一一十一〇十一一十一→記事を読みたくない

見出9：甦ったわんぱく天使！

　　　　ごめんね。お母さん，もう泣かない

　　　　亜希ちゃんに目の輝きが戻った。生き生きと笑

　　　　う，走る

　　　　　　1　　2　　3　　4　　5

　　　明るい十一暗い
　　　　強い十一一｛トー←一十一一十弱い

　　　楽しい一一苦しい
がんばっている　　　　　　　　　　　　　　なまけている

　　うれしい十一一十●一十→悲しい
記事を読みたい十一一十一●十一一十一一十記事を読みたくない

出しに共通している結果があることがわかる。すなわち，

その程度には幅があるが，「強り」「がんばってい、る」と

いうイメージを見出しの読み手に与えたという点である。

また，今回の評定対象者の特質とも関係していると思わ

れるが，すべての記事を「読みたい」とも，「読みたくな

い」とも思っていない点が挙げられる。

　苦労・悲しみ・悲劇的な状況を示し・た後，一希望・決

意・応援・肯定的な状況を強調している見出しの与える

イメージ（見出1～5）の共通点として，「やや暗く」

「かなり苦しく」「かなり輩、しい」傾向があった。

　見出6（いま，ツバちゃんは夢の中“おとぎの国”に

住んでいる）および見出7（ショウちゃんの幸せのコケ

コッコォ～！）のように，最初の大見出しに，苦労・悲

しみ・悲劇的な状況が示されていない場合では，どの項

目についても見出1～5の結果ほど明確な特徴はなかっ

た。

　見出8，見出9のように，見出しの中に，笑顔，可愛

い，花開いて，素晴らしい，甦った，天使，輝きが戻っ

た，生き生き，笑うなどの語が用いられ，苦労・悲し

み・悲劇的な状況が含まれていない場合では，「明るく，

強く，楽しく，うれしく，がんばっている」というイ

メージがかなり強く与えられる結果となっている。

　また，9つの見出しのそれぞれのイメージ項目におけ

る性差を確認したところ，見出5の「がんばっている一

なまけている」の項目についてのみ，男女間に有意な差

が認められた（t＝2．66，dfニ122，、．P＜0．01）。男性の方

が「がんばっている」・ととらえている傾向が強かったの

であるが，これは見出しの内容が「車イスの舞ちゃんパ

パ，泣かないで！私，がんばるから。「死んで舞が治るな

ら，俺は死にたい』と父は自分を責めた」のように父親
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に関することであり，しかも男性である父親が障害のあ

る娘に「泣かないで」と言われ，また自分が「死にた

い」と言っていることに対して，男性がより受容的に評

価をした結果であると考えられる。

　5．まとめ

　今回調べた9つの見出しを女性週刊誌に典型的なステ

レオタイプの記事の見出しと考えるならば，これらが読

者に与えるイメージはかなり固定的なものになっている

と言えよう。すなわちそのイメージとは，「不幸な状況

（暗い，苦しい，悲しい）の中にありながら，強く，が

んばっている障害者像」であり，「その不幸な状況に打ち

勝つことによって，明るく，楽しく，うれしく，生きて

いくことができる障害者像」である。

　これらのイメージは，「健常者の模範とされる，不断の

努力と不屈の精神」をもった障害者像（いわゆる従来か

らみられた道徳教育的障害者像であり，あの人達もがん

ばっているのだから五体満足な自分はもっとがんばらな

くてはいけないと考えさせる教材的障害者像）に通じて

いるものである。そこには，障害者の幸せは，家族，特

に母親に見守られながら障害や病気に打ち勝ち，あるい

は乗り越えるところにあるという古い発想がある。現在，

心身障害学やリハビリの世界においては，障害者・難病

者自身の自己決定を重んじ，さまざまな手段によって，

本人とその家族のQOLを向上させることが第一である

と考えられており，また実際に生きていく上において欠

かせないことである。

　本研究の結果から，現在の女性週刊誌は「障害者・難

病者を見たい人・知りたい人」に対して，また「報われ

ることが少ないのに一生懸命がんばっている人を見て，

自分を勇気づけたい人」に対して，ある種の役割を担っ

ていると考えることができよう。今回の結果のみからは，

今後の女性週刊誌の障害者・難病者関連記事はいかにあ

るべきかを論ずることはできない。しかし少なくとも，

障害理解の観点からは「不幸な状況の中にありながら，

強く，がんばっている障害者像・難病者像」の連続的な

掲載は，障害者・難病者に対する誤解や偏見をますます

助長してしまうことは間違いないと言えよう。
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資料

掲載号　掲載ぺ一ジ数　障害名・病気の名前

　数／障害がわかる写真の数

大見出し

1号　5ぺ一ジ　重度の心臓病　7枚／3枚

写真の総
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身体の傷は命の勲章や！・

2号　5ぺ一ジ　ダウン症候群　5枚／5枚

さあ，見て，見て！　ヨッちゃんのディスコダンス！！

3号　5ぺ一ジ　脳性まひ　6枚／4枚

ショウちゃんの幸せのコケコッコォ～！

4号　4ぺ一ジ　進行性筋ジストロフィー　11枚／3枚

「私たちの結婚は別れを覚悟のハッピースタート！」

4号　5ぺ一ジ　メンケス・キンキィ・ヘアー病　6

　　枚／1枚一

ノンちゃんせめて七五三まで…

5号　5ぺ一ジ　重度知的障害　6枚／0枚

タッちゃん，なぜお話できないの！？・

6号　5ぺ一ジ　急性骨髄性白血病　6枚／2枚

骨髄性白血病　アヤちゃんの命，輝いて！！’

7号　5ぺ一ジ　自閉症　6枚／0枚

ナオキくんに託す夢　ブーゲシビリアの花が咲く日

8号　5ぺ一ジ　重症アトピー性皮膚炎　6枚／2枚

ママ，本当にきれいになれるの！？

9号　5ぺ一ジ　小児ガン’7枚／1枚

横紋筋肉腫　ミナミちゃんは天国で白雪姫になったんだ

　　ね！

10号　5ぺ一ジ　最重度脳性まひ　6枚／5枚

最重度脳性まひ　リエちゃんがニショ～と笑っている！

10号　2ぺ一ジ　小人症　1枚／1枚

あの世界一のチビ男さん　身長57センチ　余命2年！

11号　5ぺ一ジ　先天性の心臓奇形　6枚／2枚

大血管転位症のアッくん　ボク，14時間の心臓手術に

　　勝ったんだよ！

12号　5ぺ一ジ　四肢まひ　7枚／2枚

ショーくんが立って歩く日はいつ！？

13号　5ぺ一ジ　筋萎縮性側索硬化症　7枚／3枚．

ミレイちゃんが父に贈った奇跡のピアス！　ALS（筋萎

　　縮性側索硬化症）

14号　5ぺ一ジ　知的障害（6番染色体短腕トリソミー

　　症）　6枚／1枚

ヒロくんワールドに夢いっぱい描い宅！　6番染色体短

　腕トリソミー症

15号　5ぺ一ジ　進行性筋ジストロフィー　5枚／3枚

筋ジストロフィー　リカちゃん，宇宙では歩けるんだ

　　よ！

16号　5ぺ一ジ　四肢まひ・知的障害　7枚／2枚

先天性巨細胞封入症　タケちゃんピカピカの笑顔でおめ

　　でとう！

17号　5ぺ一ジ　先天性水頭症　6枚／2枚

マーくんは神様がくれた贈り物！

18号　5ぺ一ジ　先天性リンパ管腫　7枚／2枚

8年間に14回の手術！　傷跡はボクの勲章だい！！

19号　5ぺ一ジ　先天性四肢障害　6枚／1枚

のぞみの笑顔看護婦さんに向いているんだよ！

20号　5ぺ一一ジ　重度脳障害　7枚／2枚

トシキ，またいつか「お母さん」と呼んでね！

21号　4ぺ一ジ全盲　9枚／3枚

私，音がよ～く見えるんです！

22号　5ぺ一ジ聖脳性まひ　7枚／2枚

ちなみちゃん“抱っこのリレー”で甦れ！

23号　5ぺ一ジ　進行性筋ジストロフィー　7枚／4枚

走れ，ユウくん！飛ばせ，車イス！！

23号　3ぺ一ジ　腎臓移植者　3枚／0枚

「私たち，結婚できるなんて夢にも思わなかった」

25号　5ぺ一ジ　急性骨髄症白血病　8枚／0枚

絶対，治ってやるよ！　サッカー選手になるんだから…

26号　5ぺ一ジ進行性筋ジストロフィー　7枚／3枚

ナイス，ゴ～ル！　めざせ全国優勝！！

27号　5ぺ一ジ　アペルト症候群　7枚／4枚・

ハルカちゃんの夢　マリンバが奏でて！

28号　4ぺ一ジ　脊髄損傷（肢体不自由）　11枚／6枚

「脊髄損傷」の絶望の淵から　立てた！歩けた！

28号　5ぺ一ジ脳性まひ　7枚／7枚

車イスの両親から生まれた姉妹　トッチャ　チャンミ私

　　らの分も自由に飛んで！

29号　2ぺ一ジー肢体不自由　4枚／2枚

「23歳，恋もしたい…でも紅白の切符を掴むまでは」
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29号　5ぺ一ジ　超未熟児　8枚／0・枚

体重794g・超未熟児　マーくん生きててくれてありが

　　とう！

30号　5ぺ一ジ　肢体不自由（モヤモヤ病）　5枚／3枚

甦ったわんぱく天使！，、

31号　5ぺ一ジ重症心身障害 6枚／4枚、

人工呼吸器で登山　アルプスに響け命のこだま！

32号　4ぺ一ジ　植物状態　5枚／0枚

「すみちゃん，あの小川のせせらぎが聞こえるかい…」

32号　5ぺ一ジ　肢体不自由（脊髄損傷）　10枚／4枚

車イスの舞ちゃん　パパ，泣かないで！私，がんばるか

　　ら

33号　5ページ　知的障害（先天性水頭症）　8枚／0枚

“自然児”あいちゃんは行く！

34号　2ぺ一ジ難病（マッカーシー症候群〉　・2枚／2

　　枚

ボクに“顔”をください！

34号　5ぺ一ジ　脳性まひ　7枚／4枚

脳性まひ　たくまくん，来年は，小学校に行きたいね’

35号　5ぺ一ジ　重度精神・運動発達遅滞　8枚／3枚

重度の精神，運動発達遅滞『ひょうきんタマちゃん，乗

　　馬は，ママにも負けない…

36号　5ページ・重症心身障害　6枚／4枚

やったね！不死身のさっちゃん12年目の初笑い

37号　5ぺ一ジ　知的障害　7枚／0枚

おてんば娘　早苗ちゃんのお通りだい！

38号，5ぺ一ジ　脳性まひ　7枚／1枚，

難病と闘う　エリちゃんの元気にカッサイ！

39号　5ぺ一ジ　肢体不目由　9枚／1枚　・

交通事故から奇跡の生還　下半身まひのユキエちゃんが

　　んばる！

40号　5ぺ一ジ高度難聴　6枚／O枚

高度難聴　りょうすけくんJリーガーをめざしてファイ

　　ト！

41号・5ぺ一ジ　肢体不自由　6枚／4枚

お母さん！なぜ，ボクに会いにきてくれないの…

42号　5ぺ一ジ　重症心身障害　7枚／3枚

ニコニコ桃子ちゃんは“不死鳥”になった！

42号　4ぺ一ジ　視覚障害（未熟児網膜症）　7枚／2枚

手でさわり，耳で感じて，子供の心をつかんだ！

44号　5ぺ一ジ　進行性筋ジストロフィー　6枚／5枚

ボクたちの誓いは泣かない負けない笑顔で生きる

45号　5ぺ一ジ　ダウン症　5枚／3枚

ボクたちを助けてくれる“万能パパ”バンザイ

46号　5ぺ一ジ副腎白質ジストロフィー　6枚／4枚

いま，ツバちゃんは夢の中“おとぎの国”に住んでいる

47号　5ぺ一ジ　知的障害（プラダー・ウィリ症候群）

　　　5枚／0枚

九州男児タケシくん病気を蹴っとばすぞ！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　『
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SUMMARY

　　This　study　analyzed　the　word，phrase，sen・　　of　this　literature．A　sample　of124college　student

tence　and　photograph　contents　of53magazine　arti・　readers　was　selected　to　assess　the　semantic　effects

cles　about　disabled　persons，and　persons　with　incur・　　of　the　headings　and　subheadings　appearing　in　the

able　illnesses．These　were’published　in　a　womenヲs　　nine　articles．

weekly　magazine，issues　l　through470f　Shukan　　　　The53articles　apPeared　on249pages，2per－

Josei，between　January　and　December，1995．Nine　　cent　of　the12，383total　pages　in　the47issues．Each

of　the　articles　were　subsequently　selected　as　typical　　article　averaged4．7pages　in　length．There　were

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－101一
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343　photographs　in　廿1e　53　articles，　averaging　6．5

per　article．There　were1270f　the　photographs，

representing　37percent　and　an　average　of2．4　per

article，　that　portrayed　the　disability　or　disease．

These　photos　portrayed　persons　with　visually　con・

spicuous　handicaps，　e．9．，　cerebral　palsiedl　and

wheelchair　users，e．g．，persons　with　muscular　dys－

trophy　or　other　orthopedic　handicaps．

　　　　Thirty－eight　of　the　articles　were　classified　for

handicap　or　illness　as　follows：8，physically　handi－

capped；8，mentally　disordered；6，cerebral　palsied；

6，muscular　dystrophyl5，incurable　diseases；5，

serious　psychosomatic　disorders；and1，leukemia．

Flfteen　others　were　about　a　variety　of　other　condi－

tions　and　illnesses．

　　　　　The　titles　of　the　articles　were　divided　into　six

categories：（a）messages　from　family　members，（b）

messages　to　family　members，、（c）difficult，sad，

tragic　situations，’（d）hopeful，decisive，ロsupPortive，

positive　situations，（e）names　of　disabilities　and

diseases，、and（f），others．There　were172headings

and　subheadings　in　the53articles．

　　　　　Among　the　most　frequently－used　words　in　the

headings　and　subheadings　there　were　many　that

would　connote　positive，hopeful　impressions，e．g．

miracle，laugh，happiness，dream．There　were

．phrases　in　the　headings　to　describe　the　attitudes　and

actions　of　the　disabled　persons，e．g．，“making　spe・

cial　efforts”，“something　miraculous”，“never喜ivむ
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　up”，“trying　harder”，“being　lively”，and“respond・

ing　to　a　challenge”．There　were　sentences　that

described　emotional　desires，e．g．，“I　want　to　fall　in

love”，“I　want　to　go　toεchool”，I　want　to　enjoy

life”，“I　hope　to　live　with　my　mother”．

　　　　　It　was　found　that950f　the172headings，55

percent，were　in（d）category，i．e．，hopeful，deci－

sive，supPortive，positive　situations．Headings　in

　the　（c）　category，i．e．，difficult，・sad，tragic　situa－

　tions，　generally　apPeared　earlier　in　the　articlesl

　then　shifting　to　（d）　hopefu1，　decisive，　supPortive，

　posltlve　sltuatlons．

　　　　　　The　headings　and　subheadings　from　nine　of　the

articles，which　were　stereotypical　of　the　shift　from

　initial　sad　and　difficult　situations　to　continuing　ef－

forts　for　improvement，were　selected　for　semantic

analyses．There　were58men　and66women　in　the

college　student　sample　who　responded　to　a　six－item

Semantic　Differential　scale．The　students　responded

　on　a　5－point　rating　of　1．　cheerfu1．．．．．dark，　2．

strong．．．．．weak，3．difficult．．．．．fun，4．trying

　hard．．．．．being　　lazy，　5．　sad．．．．．happy，　and　6．

　desire　to　read　the　article．．．．．no　desire　to　read　the

　article．The　responses　to　the　initial，sad　and　diffi・

　cult　headings　were　toward　a　profile　of“dark，diffi・

　cult　and　sad”．There　was　a　response　profile　of

　“strong”　and　“trying　hard”　for　the　hopeful，　deci－

siVelsupP・rtandp・sitivesituati・nalheadingsfr・m

　the　nine　articles．
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The　Science　of　Reading，Vo1．40，No．3（1996）

知的障害者の盛情表現の読みについて

　　　　　非言語的表現を中心，として　　＊

障害者職業総合センター向後礼子牌

1．はじめに

　日常生活における情報は言語等を媒介として伝達，処

理される。しかしながら，言語理解能力の発達は情報処

理能力を規定する要因の1つにすぎない。実際，コミュ

ニケーションの研究者は，日常会話の中でなされるコ

ミュニケーション行動のうち言語の占める割合は7％に

すぎず，残りを表情，音声，動作などの非言語的伝達行

動が占めると指摘する（Mehrabian，1968ン。

　一般に，外界からの情報の多くを視覚を媒介に処理し

ている人間にとって，表情は言語内容のより豊かな表出

の助けとなるばかりでなく，話し手が言外に込めた感情

を理解する手がかりとなる。『

　Woodworthに始まる表情の研究では，相手の表情か

ら感情を正しく認知することが可能であることが示され

ており，その後Ekman（1982）によってまとめられた表

情写真の研究でも，嬉しさ，悲しみ，怒り，嫌悪，驚き，

恐れ，興味の7つの感情カテゴリーの判断が可能である

ことが示唆されている。

　また，Kramer（1964）は，聞き手が未学習の，した

がって内容が理解できない言語（外国語等）による会話

や人の話し声から高周波成分をカットし，内容を聞き取

れない状態にした刺激から感情を判断させる実験を行い，

音声においても表情の場合と同様に非言語的な特性から

寧　Recognition　by　the　mentally　retarded　of　emotional　ex－
　pressions　from　auditory　and　vi＄ual亡ues．

牌KOGO，　Reiko　（National　Institu㌻e　of　Vocational
　Rehabilitaioh）

正しい感情の認知が可能であることを示した。

　さて，こうした非言語的伝達活動に関するスキルは，

主として日常生活の経験を通して発達的に獲得されるも

のと考えられるが，音声に関するスキルについていえば，

小学校の国語教育で行われる音読，「朗読に関する指導の

中でも意図的に学習が進められている。具体的には，児

童はまず，音読を通して，、音の高低，抑揚，休止，緩急，

強調などについてのスキルを学習し，次に朗読において

音読で得たスキルを他者への情報の伝達のために利用す

ることを学習するのである。これらの学習により児童は

非言語的な情報の表出とその理解に関するスキルを獲得

していくものと考えられる。

　また，これらのスキルは教師による「読み聞かせ」な

どの場面でも利用され，文章理解の促進に役立うと考え

、られている。中村（1992）が指摘する望ましい読み聞か

せの要因に含まれる「感情のこもった」という項目は，

言語によらない「感情」の認知の重要性を示唆するもの

である。

　さらに，読み聞かせの際，教師は音声ばかりでなく悲

しい場面では悲しい表情を，怒った場面では怒った表情

を同時に表出することにより，無意識のうちにあるいは

意図的に，表情を感情伝達の補助的な道具として使って

いるのではないかと考えられる。

　以上のように，情報の伝達という観点からは，言語内

容に加えて表情や音声を同時に利用した方がより多くの

情報を的確に伝達できる。

　しかしながら，日常生活場面では言語的には肯定的な

一103一



読書科学第40巻第3号

内容であるにもかかわらず，表情や音声などの非言語的

な表出において否定的な感情を表現するといった矛盾し

たコミュニケーション行動が少なくない。この際，聞きF

手が話し手の真意である非言語的に表出された感情を十

分に理解できなければ，円滑なコミュニケーションが行

われないばかりでなく，対人関係に不都合が生じること

になる。

　また，非言語的な表出による感情表現と言語内容とは

一致しているものの，言語内容が抽象的であり，自分に

とって肯定的な態度であるのか否定的な態度であるのか

の判断が困難な場合でも，話し手の非言語的に表出され

た感情の理解が的確であれば，．聞き手の行動は場面に

．そったもの、となろう。

　このようFに言語内容によらない感情の理解は健常児・

者にとって重要であるが，同時に，もともと文字の読み

や言語理解の発達に遅れがある知的障害者にとっては，

対面場面で情報を的確に処理，伝達していくために特に

重要な手がかりのひとつとなると考える。また，「対人関

係を維持し，集団生活に適応すること」は，特殊教育の

カリキュラム上でも重要な指導課題として位置づけられ

ており，感情表現の読みについて基礎的な知見を得るこ

とはこうした課題達成に有用な知見を提供することにな

る、と考える。

　近年，自閉症や知的障害者を対象に表情や音声の認知

能力に関する研究が行われ，特に表情認知能力に関して

はWAIS－Rの言語性知能との間に関連が指摘されてい

る（若松，1989）。しかしながら，表情認知が視覚的な刺

激の認知であることからザ言語に関する能力に加え，視

知覚の発達とも関係が深いと考える。

　また，非言語的伝達活動において，表情と同様に音声

も重要な役割を果たしていることから，表情認知能力と

音声認知能力の関係につ．いても検討の必要があると考え

る。

　したがって本研究では，これらの点を踏まえ，知的障

害者の非言語的な感情表現の認知に関する検討を行う。

2．目的

知的障害者が他者め感情表現をどのように読みとるか

について

（1）表情認知能力と視知覚能力の関係

（2）表情認知能力と音声認知能力の関係

の2点から検討する。

3．方法

　対象者：知的障害をもつ男性6名，女性7名，計13名

（18歳～33歳）を対象として検査を実施した。

　手続き：検査は，（a）表情写真からの感情の認知に関す

る課題、（以下，表情認知課題），（b）フロスティッグ視知覚

発達検査（下位課題II，III，IV），（c〉音声からの感情の認

知に関する課題（以下，音声認知課題）の順で行われた。

各検査の具体的な手続きと用いた刺激は以下の通りであ

る。

（a）表情認知課題：

　演劇等で意図的な感情の表出に関する訓練を積んだ女

性1名（29歳）に表出してもらった嬉しさ，悲しみ，怒

り，嫌悪，驚き，恐れ，軽蔑の各表情写真（計135枚）の

うち健常者10名により標準化された写真（各カテゴリー

につき1枚，計7枚）を刺激として用いた。

　机の上に7つの感情を記したカードをランダムな順に

横1列に並べたものについて，被検査者はそれぞれの感

情を表現していると思われる写真をその下に並べるよう

に求められた。

　また，検査の前に各感情の意味についての説明とそれ

がどのような場面で感じる感情であるかについての話し

合いがもたれた。各感情の理解については，被検査者毎

に各感情に適した場面を想定してもらうことで確認した。

この際，不適切な例を挙げた被検査者については，適切

な場面が被検査者自身によって想定されるまで話し合い

がもたれた。

（b）フロスティッグ視知覚発達検査

　フロスティッグ視知覚発達検査の5つの下位課題のう
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ち，知的障害児では特に課題II，III，IVに関わる能力の

低下が著しいことが指摘されていることから，課題1

（視覚一運動の協応）と課題V（空間関係：課題IIとの

関連が指摘されている）を除き，II（図形と素地の弁

別），III（知覚の恒常性），IV（空間における位置）を実

施した。

　検査手続きは，フロスティッグ視知覚発達検査の手続

きに準じた。検査は6名ずつの集団で行われ，被検査者

毎の進度の違いは検査助手によって補助された。・

（c）音声認知課題

　日常的でかつ文章自体が特に肯定的，あるいは否定的

でない8つの文章（「おはようございます」』「こんにち

は」「おつかれさまでした」「さようなら」「さあ，いきま

しょう」「今日はいい天気ですね」「はさみをとって下さ

い」「頼みたいことがあるんです」）を，意図的な感情表

出の訓練を積んだ　女性1名（29歳）に4つの感情（嬉

しさ，怒り，悲しみ，嫌悪）を込めて読んでもらったも

のを録音し，刺激として用いた。

　各文章毎に刺激はランダムに提示され，被検査者は刺

激を聞いた直後に，用意されたシートに4つのうちどの

感情を込めた刺激であったかを記入するように求められ

た。なお，記入後の訂正が認められた。

　各感情については表情の場合と同様，検査前にその理

解が確認された。

4。結果と考察

表1　表情認知課題、フロスティッグ視知覚発達検査及

　　ぴ知能検査の得点

　　　　フロスティッグ視知覚検査

被順査者測青　n皿W　IQ
表i

情i

認1

知1
ヨ

高1

得1

点：

群1

表i

薯i

智i

得i

理

㎞1

恥2

㎞3

恥4

恥5

Na6
恥7

M8
惚9

恥10
㎞11
Na12
Na13

20　17
20　　蕊

20　17
20　15
19　14
20　14
20　　肇

叢蓼　憲燈

19　峯2
曇肇　13
害鶴　駕母

藁瓢　　屡

驚マ　導

　64
　63
　81
　46
50－75程度（療育手帳一C）

　46
　61

　45　　　（視覚障害あり）
50－75糊〔（療育…葬嘱疑一C）

　76
1Qは不明
IQは不明

　52

　4．1　表情認知能力と視知覚能力の関係

　表情認知課題において7感情とも全てに正答した被検

査者を表情認知高得点群，それ以外を表情認知低得点群

とし，フロスティッグ視知覚発達検査の結果と比較した

（表1）。

　表1が示すように，表情認知低得点群ではフロス

ティッグ視知覚発達検査の下位課題II～IVのうち2つ以

上で知覚年齢（Perceptual　Age：PA）が6歳以下（課題

II－17点以下，課題皿一12点以下，課題IV－7点以下）

であり，視知覚能力の低さが表情という複雑な視覚刺激

注）　　　フロスティッグ視知覚検査で6才以下の得点

からの感情の認知を阻害していると考えられる。表情認

知能力と言語性知能の間には有意な正の相関がみられる

ことが指摘されている（若松，、1989）が，今回の結果か

ら，「図形と素地」・の弁別や「知覚の恒常性」に関する能

力の低さも表情認知能力と関係していることが示唆され

た。

　「図形と素地」の課題は2つの異質な領域が同一視野

内に存在するときに，一方を形として認識し，他方をそ

の背景として認識する能力を測定している。したがって

この課題における成績の悪さは，顔という複雑な刺激

（素地）の中から目や口といった感情の認知に重要な特

定の刺激（図形）に注意を集中し，弁別することが困難

であることと関連していると考えられる。

　また，「知覚の恒常性」の課題は大きさや位置等が異な

る条件のもとで提示されても，基本的な形を変わらずに

認識できる能力を測定している。このため，この課題で

の成績の悪さは，目の周りによけいな要因（眉毛など）

があると目そのものに関する形の認識が悪くなることと

関連しているのではないかと考えられる。

　なお，IQは療育手帳等によるものであり，本研究では

知能検査は改めて行わなかった。したがって，知能検査

の種類が多岐にわたり，直接的な比較は困難であるが，

表1に示されたように，総合的な知的能力と表情認知能

力との間には明確な関連は見られなかった。
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音

声

認

知

課

題

得

点

32
31
30
29
28
27
26
25
24
23

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

恥9

ぬ8

蹄α10

匝11。12

ぬ13

恥1

㎞2

Nα3

恥4

ぬ5

㎞6

嵐7

　　2　　　3　　　4　　　5　　　6　　　7

　　　　表情認知課題得点
図1　音声認知課題と表情認知課題の得点

　今後は，WAIS－R等の下位課題を持つ知能検査を実

施し，視知覚能力に加えて言語性知能及び動作性知能と

の関連をより詳細に検討する必要があると考える。

　4．2　表情認知能力と音声認知能力の関係

　音声認知課題では70％以上の正答率の被検査者を音声

認知高得点群，それ以下を音声認知低得点群とし，表情

認知課題での得点群と比較した（図1）。

　図1が示すように，表情認知課題の高得点群にも低得

点群にも，ほぼ同数ずつ音声認知課題で高得点あるいは

低得点であった被検査者がおり，両者の能力が独立であ

る可能性が指摘できる。しかしながら，本研究では，被

検査者数が少なく，1今後さらに多くの事例を検討する必

要があろう。

5．結論

　フロスティッグ視知覚発達検査において視知覚能力が

低いと評価された被検査者は，読み書きに障害を持つ可

能性が高く，活字による情報処理能力が低くなることが

示唆されている。また，本研究から視知覚能力は表情の

ような「非言語的」な情報の処理能力とも関連が深いこ

とが明らかとなった。

　したがって，知的障害者の対人関係に関する問題は，

従来指摘されてきたような基本的対人スキルに関する知

識の欠如等によるばかりでなく，基礎的な視知覚能力の

低さによるものである可能性ついても今後検討していく

必要があると考える。

　一方，表情認知能力は同じ非言語的情報伝達活動の1

つである音声認知能力によって規定されないことが示唆

されたことから，視知覚能力が低く，表情による感情の

認知に問題があった場合でも，音声からの感情の認知能

力を高めることによって補償が可能であるといえよう。

同様に音声による感情の認知に問題があった場合には表

情による補償が可能であろう。

　なお，今回の検査で，怒りの表情を喜びと認知する知

的障害者，同様に怒りの音声を喜びの音声として認知す

る知的障害者がおり，対人適応，さらに広く社会適応と

いう点から考えても，より系統的，計画的な指導が必要

となろう。したがって，今後，表情からの感情の認知と

音声からの感情の認知のうちいずれが優位であるのかを

被検査者毎に明確にした上で，被検査者の能力に適した

指導を検討していくことが課題となろう。

　また，知的障害者においては，自らの感情とその感情

を表現する言葉との不一致などが観察されたことから，

日常的な文脈の中で，感情と言葉とを一致させる指導が

望まれる。
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注

　本研究で使用しました表情及び音声刺激は早稲田大学

の越川房子氏との共同研究によるものです。また、本研

究をまとめるにあたり貴重な示唆をいただきました筑波

大学の徳田克己氏に感謝いたします。．

SUMMARY

　　　　The　purpose　of　the　study　was　to　examine　the

ability　of　mentally　retarded　adults　to　identify　emo。

tions　from　vocal　cues　and　facial　cues．

　　　　The　study　was　based　on：（a）the　relationship

between　the　ability　to　understand　facial　expressions

and　visual　perception　skills，　and　（b）』【the　relation－

ship　between　the　ability　to　understand　facial　expres－

sions　and　to　understand　vocal　expressions．

　　　　Six　male　and　seven　female　mentally　retarded

adults（aged18－33）participated　in　the　study．They

were　asked　to　perform　three　tasks：（1）to　complete

the　Frostig　Developmental　Test　of　Visual　Percep－

tion（subtasks　II，III，and　IV），（2）to　identify　s6ven

emotions（happiness，anger，sadness，disgust，fear，

surprise，and　contempt）by　observing　photographs

of　a　female’s　facia16xpressions，（3）to　identify　four

emotions（happiness，anger，sadness，disgust）by

listening，to　taped　vocal　expressions　of　a　female

speaker．

　　　　The　results　were』as　follows：（a）mentally

retarded　adults　with　lower　visual　perception　ability

tended　to　do　less　well　in　identifying　facially　ex・

pressed　emotions　than　those　with　a　higher

ability；（b）no　relationship　eixisted　between　the　abil・

ity　to　identify　emotions　through　vocal　expressions

and　through　facial　expressions．

　　　　The　results　sugge＄ted　that、mentqlly　r¢tarqed

adults　with　a　low　ability　to　identify　em6tions　could

improve　by　receiving　training　in　visual　perception

and　vocal　expression．
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実践記録

　　　　　国際理解教育に資する国語『1の総合単元学習

　　　　単元「国・人・コミュニケーション」の実践を通して ＊

目白学園中学校・高等学校浅田孝紀＊＊

はじめに

　現在筆者は勤務校（高等学校）において，「普通科国際

コース」という各学年1学級のみの特設学級の担任をし

ている。この国際コースでは，英語運用能力の強化と国

際理解教育に重点が置かれ，各教科の指導では国際性を

備えるための授業を積極的に行うと同時に，身につけた

能力を社会に活かすべく，英語関係や国際関係を中心と

した大学・学部への進学指導の充実が強く求められてい

る。本稿は，こうした特設学級の1年次1学期後半にお

いて，勤務校の条件に応じながら，担任としての立場を

活かして行った実践の報告である。提案意図は，「国語

1」という総合的に国語の力を高めていく科目の中で，

現代文・・古文・漢文・読書・作文・聴く話すの全てを盛

り込みながら，同時に国際理解教育に資する単元学習の

事例を示すことにある。

1　学習者の状況と授業あ条件

a　勤務校の状況

　まず勤務校目白学園高等学校の状況について簡単に述

べておきたい。本校は普通科のみの私立女子校で，「普通

コース」と「国際コース」の2コースが設置されている。

普通コースでは，目白学園中学校出身者と他校出身者を

別学級として学級編成を行っている。これは，内部クラ

傘A　composite　unit－leaming　of　Japanese　I　in　senior　high

school　for　intemational　education

軸ASADA，Takaki（Mejiro－Gakuen　High　School）

スは，中1から国・数・英の教科書を早めに終わらせて

前年度中に次学年の教科書に入る学習指導を行っており，

他校からの入学者と進度が違うためである。一方，国際

コースでは，両者を混合した学級編成を行い，内部生と

の進度の違いは，外部生に合わせる形で調整している。

　生徒はほぼ全員が進学を希望しているが，併設校（目

白学園女子短期大学および目白大学）への内部推薦によ

る進学より，外部の大学・短大への進学を希望する生徒

が圧倒的に多い。学園としても，進学指導と国際理解教

育には特に力を入れている。

　本校では，各ブロック（普通コース内部クラス・普通

コース外部クラス・国際コースの3ブロック）ごとに，

同一問題による定期試験で成績評価を行う。そのため，

定期試験ごとに進度を合わせ，教科書教材を教師用指導

資料に従いながら，同一内容の授業をすることが基本に

なる。また，教科書準拠のワークブックも定期試験の範

囲になる。特に国語科では，プリント教材を作った場合

は当該学年の全生徒に配布することが原則とされている。

従って，同一学年を担当する教員の協力が得られない限

り，、教科書や教師用指導資料から離れた授業はほぼ不可

能な条件下にある。また，同一ブロック内は勿論，ブ

ロックが違っていても，他のブロックとあまりかけ離れ

た授業はできない。これは，年に5回実施される実力試

験の範囲を揃える必要があること，その試験で特別に成

績の低い学級が出ないよう留意しなければならないこと，

教科書を確実に身につけ受験対応の能力を鍛えてほしい

という生徒や保護者の要望があること，等による。
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b　実践の対象

　平成8年度高等学校普通科国際コース1年生1クラス。

在籍数は29名で，そのうち3名は本実践中に海外留学中

であり，従って計26名である。この26名のうち9名は海

外生活経験者で構成されるグループで，このグループは

選択科目「現代語」（本校では基本的な国語・日本語の運

用能力をつける訓練を主目的とした授業になっている）

を履修している。これを履修しない者は「英会話」を履

修する。国語の授業は「国語1」4単位を，各クラスと

も1人の教員が担当している。

c　学年共通使用教材

　教科書は第一学習社『高等学校新訂国語一現代文・表

現編』『同　古典編』，ワークブックとして，同社の『学

習課題集』を使用している。

3　本単元の使用教材

①教科書教材：野村雅一f身体像の近代化」（評論）

　　日本人の体型は，明治政府の教育政策により，西洋

　に合わせる形で作られたものであり，いわば「上から

　の近代化二西洋化」であった，という内容の評論。

②教科書教材：「漁父之利」「狐借虎威」（漢文の故事

　成語）

③『徒然草』第12・130・164・165段（教科書にも『徒

　然草』があるが，本実践では教科書教材の一部に替え

　てこの4段を教材化した。いずれも，兼好の人間関係

　に関する考えを述べた章段。）

④岩波ジュニア新書『国際感覚ってなんだろう』（渡部

　淳著）

　本実践では，特設単元を構成しながら，同時に教科書

も確実に用いる方向で，教材を選定した1）。単元名は，

「国・人・コミュニケーション」と称した。①は日本と

西欧の国同士の関わり，②は日本と中国との関わりにつ

いて考える材料であるが，しかしその両者には当然人間

同士の関わりが介在する。そこで，③で人間の関係を日

本人同士の関わりという面から考え，全体として国と国，

人と人とのコミュニケーションを考える単元として構成

した。その際，④の読書を背景的素養として役立てるよ

うにした。

4　単元の目標

①高1で初めて出てくる評論を読み，論理展開を押さ

　え要点を把握する力をつけるとともに，日本の近代化

　に関する筆者の見解に応じた自分の考えを持つ。

②1学期前半で学んだ漢文訓読の知識をもとに，故事

　成語に関するまとまった文章を読んで漢文の読解・鑑

　賞の基本的な素養を養うとともに，中国文化の日本文

　化への影響を考える。

③1学期前半で学んだ古文の基礎知識（歴史的仮名遣

　い・動詞の活用・係り結びなど）をもとに「徒然草」

　の数段を読み，これを通して日本人のコミュニケー

　ションについて考えを深め，あわせて形容詞・形容動

　詞・若干の助動詞の活用と用法を修得する。

④「国際感覚」について述べた本を読み，読書力を向上

　させるとともに，国際コースの生徒として「国際感

　覚」に関する考えを深める。

⑤　文化や国際化に関わる用語や事項を調べることで，

　何気なく使っているこれらの用語や事項に対する認識

　を深めるとともに，図書館利用の方法を学んで情報収

　集能力をつけるbあわせて，その成果を発表すること

　を通して，発表と質疑応答の能力を高める。

⑥　小グループでの討論，クラス全体での討論を通して，

　自己の意見を口頭で的確に述べる力をつけるとともに，

　積極的に議論に参加する態度を学ぶ。

⑦読書感想文や単元のまとめの意見文を書いて文章表

　現力を磨き，国際化やコミュニケーションについての

　自己の考えをまとめる。

5　時間配当（全18時間）

＜第1次＞……課外

　中間試験前に岩波ジュニア新書『国際感覚ってなんだ

ろう』を配布し，中間試験終了の1週間後までにその感

想文（400字詰原稿用紙2枚程度）を書いておく。
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＜第2次＞……1時間

　事前に分けた6つの班により，学校の図書館で「文

化」「文化変容」「異文化理解」「国際化」「コミュニケー

ション」の5つの語の意味や使われ方と，「日本の外交史

の流れ」について調べ，その発表資料を作成する。特に

最後の「日本の外交史の流れ」は社会科的な内容になっ

てしまうので，その代わりこの班には関連語句を多く示

し，資料を読む活動が多くなるよう留意した。

＜第3次＞……2時間

　第2次に図書館で調べた結果をクラスで発表し，質疑

応答。発表はなるべく多くの班員が行うようにし，聞く

側は積極的に質問や意見を述べるようにする。第3次の

終わりには，全員が「班別発表感想・疑問点記入用紙」

を提出する。

〈第4次＞……2時間

　漢文教材「漁父之利」を読み，読みと内容を理解した

後，白文で読み下す練習を行う。

＜第5次＞……2時間

　漢文教材「狐借虎威」を読む占第4次と全く同様。

＜第6次＞……1時間

　現代文の評論教材「身体像の近代化」を，第2次と同

じ班に分かれ，形式段落ごとの要点をまとめる。（予め全

文を通読し，読めない漢字や語句は調べておく。）

〈第7次＞……3時間

　第6次でまとめた段落ごとの要点を，1時間につき2

班ずつ板書により発表。授業者は，発問一応答を積み重

ねる形式で文章の重要点を理解させ，これを批正する。

＜第8次＞……1時間

　「身体像の近代化」の要旨を把握した上で，第1次で読

んだ本や，第3次の各班の資料をも用いながら，古代以

来の日本と中国との文化的関係，及び近代以降の日本と

欧米の文化的関係の特徴はどのようなものだったかを，

各班で話し合う。（第1回バズーセッションと称した。）

＜第9次＞・…・・1時間

　第8次での話し合いの結果を出し合い，クラス全体で

まとめ上げる。

〈第10次＞……2時間

　『徒然草』第12段「同じ心ならん人と」の読解と，形容

詞・形容動詞の活用について学習する。

＜第11次＞……1時間

　第2回バズーセッションを行う。『徒然草』第12段の他，

130・164・165の各段を訳文を併用して読みながら，日本

人のコミュニケーションは古来どのような性質のもの

だったかを話し合ってまとめる。その際，便宜上「兼好

型」と「非兼好型」に分けてまとめておく。

＜第12次＞……1時間

　全体討議。前次に提出した各班の意見をまとめたプリ

ントを配布し，その内容を各班の代表者に読み上げさせ

た上で，それらをめぐる討論を行う。

＜第13次＞……1時間

　これまでの学習を踏まえながら，「これからの国際社会

を生きる者として」というテーマ（題ではない。題は各

自でつける）で，国際化社会や人間同士のコミュニケー

ションに関する意見文を書き，締切日までに提出する。

授業者は，主に書きあぐねている隼徒の事中指導を行う。

　当初の予定では，これに作文の公開とそれについての

意見交換などを行い，また，学級全体での討論も，第11

次ではなく，最後のまとめの段階で行うつもりでいたが，

思った以上に話し合いに時間がかかったり，行事の都合

で授業が潰れたりしたため，上記のような配当に変更し

た。最終的には1学期後半のほとんど全時間がかかり，

扱う予定だった他教材が残ることになった。

6　授業の経過

＜第1次＞　　　　　　　　　’

　「国際コ、一ス」に在籍していながら，ほとんどの生徒が

「国際化」ということを深く考えておらず，単なる英語

重視クラスだと思っている生徒も多かった。高1という

学齢を考えれば，これは無理からぬことであり，まずそ

の意識を変えるところから始めるつもりで，『国際感覚っ

てなんだろう』を読ませた。これは国語科としては読書

指導と読書感想文の指導（教科書に読書感想文の書き方
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を説明したぺ一ジがあるので，それを利用した）を行う

ものだが，同時に国際コース担任としての学級経営の一

環でもある。国際人としての資質をいくらかでも理解し

た上で，それを今後の学校生活全般に活かしてほしいと

いう願いのもとに行った。提出された読書感想文は，大

半が著者の論にひかれたもので，「今まで『国際人』とは

英語が話せて世界を股にかけているような人だと思うて

いたが，本当はそのような外面的なものではないとわ

かった。」という論調になっていたが，帰国生の一部に，

自分の海外経験を踏まえた感想文が見られ，国内生より

深い考えのものが提出された。（資料1参照）

＜第2・3次＞

　各班とも意欲的に調査し，立派な発表資料を作成して

発表に臨んだ。図書館で調べる学習を行った際には，司

書教諭の協力も得られ，カード目録の使い方（知らない

生徒がほとんどであった）を習って調べたり，授業者の

提示したいくつかの資料（『現代用語の基礎知識』や百科

事典類など）の他にも様々な書籍を探し出して調べたり

していた。特に「文化」について調べた第1班は，「文

化」のみならず，「文化」にまつわる様々な用語（「文化

進化」「文化接触」「文化相対主義」「文化摩擦」等）を調

べ上げていた。浅田（1994）は既に古典教育分野におい

て，国際理解に最も重要なのは文化相対主義の視座を持

つことであるという見解を述べているが，この班で「文

化相対主義」が提出されたおかげで，次時以降，授業が

円滑に進むようになった。ほとんどの生徒が文化相対主

義に共感したからである。

　質疑応答の際には積極的に質問をするよう促しておい

たが，多くの生徒は自ら発言することにまだ抵抗がある

ようで，この段階では質問をする生徒が8名程度に偏っ

ていた。但し，提出させた「班別発表感想・疑問点記入

用紙」を見ると，熱心に発表を聞いていたことがわかる。

〈第4・5次〉

　はじめから一字一句訳していくようなことはせず，範

読をして大まかに全体の話をつかんだ後，白文（句読点

や鍵括弧は付してある）のプリントを配布して，それだ

けを見て読み下すことが出来るよう練習させた。これは

漢文の構造に対する感覚を身につけるためである。暗唱

よりも，白文を見ながらの方が抵抗が少ないものと判断

し，この方法を採った。列ごとに一文ずつ読ませたり，

全員で全文を読ませたりといったことを繰り返した後，

最後はくじ引きで3名の生徒に1人で全文を読ませると

いうやり方にしたため，無理なく読めるようになった。

全文解釈はこれが終了した後，重要な句形の説明をまじ

えっつ，比較的軽く行った。

＜第6・7次＞

　期間巡視による事中指導。まとめあぐねている班や，

見当外れなまとめ方をしている班には，どのようなとこ

ろに注目すべきかを指導した。接続詞や指示語，事実を

述べている箇所と意見を述べている箇所，入り組んだ文

脈での主述の照応などが主な指導事項で，第7次もそう

した言語事項的な要素を中心に要約の指導を行い，内容

についての考えまでは出させずにおいた。

〈第8・9次＞

　本来のバズ‘セッション（六六討議）に近いものを行

わせるつもりで，時間を短く設定していた。だが，テー

マが大きかったため短時間では各班とも意見が出ず，結

局第8次だけで1時間かけざるを得なかった。実は第8

次と第9次を合わせて1時間で済ませるつもりでいたの

だが，授業者の見通しが甘く，これは大きな反省点であ

る。ただ，第9次では時間を使うに値するだけの様々な

意見が提出されたので，結果的には時間をかけてよかっ

たと考えている。なお，この時筆者は「漢文」を単なる

文章ではなく，「日本人の文化の受容のあり方の一つ」と

して大きくとらえさせることに重点を置いた。そうする

ことで，文化の受容は古代も現代も本質的には変わって

いないことに気づかせようとしたのである。

　討議資料では，まず【バズーセッション課題】として

「各班で作った発表資料，漢文の故事成語（教科書にあ

るものばかりではない），『身体像の近代化』の三つを材

料に，『日本と他国の関係の特徴』（特に文化の受容のあ

り方の特徴）について話し合いをし，各班で出された意
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見を次の欄に書き留めて下さい。」とし，その後に「自班

で出なかった意見を次の欄に書き留めて下さい。」として

おいた。提示された意見は，概略次の通り。

第1班：日本は外国文化を無差別に受容し，自国文化を

　　　軽視してきた。

第2班：自国の進歩に有利なものなら柔軟に受け入れる

　　　姿勢があった。

第3班：日本は文化の受け入れのみ（例：漢字・故事成

　　　語・外来語など）で，日本独自の文化がない。

第4班：先進国との交流によって発展を遂げ，現在では

　　　先進国の一つになっている。

第5班：欧米の文化、・文明の真似が多く，近世のキリス

　　　　ト教のように，受け入れすぎてやめねばならな

　　　　くなったものもある。

第6班：総じて日本は，外国文化の受容と拒絶を繰り返

　　　　してきた。

〈第10次＞

　時間が苦しくなってきたため，『徒然草』の4つの章段

全部を古文のまま読むことはせず，第12段のみを原文で

扱うことにした。やはりここでは内容には深入りせず，

用言や助動詞の活用・意味に注意しつつ，古語辞典を利

用して意味をとることを中心に行い，合わせて形容詞・

形容動詞の活用・用法に言及しておいた。

＜第11・12次＞

　第8次の経験から，時間がかかることが予想できたの

で，第11次ははじめから1時間とった。そして，話し合

いの形態も，完全なバズーセッションをやめて，各班の

話し合いの結果を授業者がまとめたものを作成し，これ

をもとに一気に全体討議へ入っていくことにした。

　第12次では教室全体で机を丸くつなげ，学級全員に授

業者も加わった大ががりな円卓会議の形態をとった。全

員が対等な立場で話し合ヤ】に臨めるようにするためであ

る。何度も活発に発言する生徒はある程度固定している

が，この段階で，これまでのバズーセツション型の討議

に慣れてきたためか，クラスの3分の2程度の生徒が1

度は発言した。それまでほとんど発言のなかった生徒が

論争に加わる場面もあり，段々と自己主張ができるよう

になってきているのが実感できた。自己表現力は一朝一

夕には育つものではなく，また，，国語科のみで育てきれ

るものでもないので，今回はこの程度でも十分な成果が

上がったと考えている。

＜第13次＞

　期末試験が迫っていたため，意見文の提出締め切り日

を試験後にせざるを得なくなり，この意見文は1学期の

成績に入れることができなかった。しかし，国際化やコ

ミュニケーションに関し，かなり考えを深め，的確に表

現できるようになった生徒も多く，今回の単元学習は一

応の成果を収めたと判断している。ここでも国内生と帰

国生では若干考え方の違いが現れ，興味深い作品に恵ま

れることとなった。（資料2）

7　評価一「単元の目標」に対応して一

①知識・技能に属する学力がどの程度ついたかは，考

　査の結果などによって判断した。概ね各個人の持って

　いた力を，それぞれの状況に応じて伸ばし得たと判断

　される。また，態度的な学力，特に学習への積極的参

　加については，話し合いで出てきた意見や意見文の内

　容を見る限り，各班員が概ね積極的に考えて取り組ん

　だと判断される。

②殆どの生徒が白文で読めるようになったことがまず

　第一の成果である。中国語文法的な説明による漢文の

　語順の知識を記憶するより，暗唱や白文読み下しに

　よって感覚的に体得する方が国語教育としては望まし

　いと考えるからである。中国文化と日本文化の影響関

　係については，上記①と合わせて行ったので，①に同じ。

③文法に関しては習熟したとまでは言えなかったが，

　日本人のコミュニケーションについては，班ごと及び

　学級全体での討議の中でかなり深められたと判断する。

　これは第13次の意見文の内容にもよく現れている。

④読書については，今後も継続指導していく必要が当

　然ある。特に新書類などの論説的な本に対して生徒は

　目を向けにくいので，夏休みの学年課題でも新書の読
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　書を義務づけている。「国際感覚」に関する考えについ

　ては，かなり著者の見解に引かれる形ではあるが，学

　習者の意識に変革を起こすことができた。読書感想文

　の内容から，そう判断できる。

⑤用語や事項についての認識は，「班別発表感想・疑問

　点記入用紙」を見る限り，十分深まったように思われ

　る。情報収集能力については，まず図書館を使ったこ

　とのない生徒すらいる状態だったので，多くの生徒が

　カード目録等を使えるようになっただけでも一定の成

　果が上がったと見てよい。発表と質疑応答については，

　そもそも慣れないまま高校へ進学してきた生徒が多く，

　積極的な発言がまだ少なかった。しかし，この状態は

　単元終了の頃にはかなり改善されたと考えている。

⑥　国際化への対応という点では，自己表現力をつける

　ことが重要課題であり，この⑥はまさにそのための目

　標であった。結果としては，「班別討議から全体での検

　討へ」を繰り返すうちに，かなり多くの生徒に発言し

　ようとする意欲が備わってきたように思われる。これ

　は継続指導していくべき課題である。

⑦「国際化」と「コミュニケーション」は不可分の事

　柄であり，本単元ではストレートにここに照準を当て

　た。これに関する自分の見解を持った上で，それを的

　確に表現することをねらいとしたが，提出された意見

　文を見る限り，かなりの生徒がこの目標を達成したと

　判断する。

　なお，1学期の評定を出す際は，勤務校の内規に従い，

平常点を試験の得点の2割程度として加算した。そのた

め，提出物1本につき5点以内で点数化し，試験の得点

に加えて評定を出した。

8　まとめと今後の課題

　最後に，本実践全体の主眼としたことに言及しておく。

それは一言で言えば，「国際社会に対応するための言語的

素地を作る」ということである。しかしこのことは言語

活動全体に関わるものであるし，社会や文化に対する認

識があってこそ可能なものでもある。本実践で「単元の

目標」が総花的で中心の見えないものになっているのは

そのためであり，国語科の単元学習として目標を少なく

絞ることは出来なかったし6そこに拘りもしなかった。

着実に言語能力をつけながら，同時に国際理解への認識

も深められればよいと考えて実践を行った次第である。

　国際理解教育は道徳教育的色彩の強いものであウ，学

校教育の全活動を通して行われねばならない。その意味

では「国語教育」の範疇に収まりきらない要素も当然含

まれてくる。今回は直接的に「国際理解」を前面に出し

たが，今後も直接間接に，国際理解に資する要素を含め

て行かねばならない。その中で，いかに生徒の自己表現

力・コミュニケーション能力を高め，同時に高校生とし

て普通に身につけるべき国語力をも保証していくかは，

今後の継続指導に待つことになる。

［資料1］生徒の読書感想文の例

　　「国際盛覚ってなんだろう」を読んで　　M・Y

　この題名を見た時，国際感覚ってなんだろうという問

いかけに対して私はそれが一体何なのか，どういうもの

か，全く見当がつきませんでした。しかし，よく分から

ないまま読んでいくうちに段々とそれが私達にとってど

う大切なのか，何故どういうものか理解しなければなら

ないのか分かってきました。

　偏見のない，差別のない世の中だといくら言ってもや

はりそれらはまだ実際に達成されていません。昔ほどで

はなくとも差別というものはあるのです。私もアメリカ

のテキサス州に住んでいた頃，差別という程のものでは

ないけれど，妹と学校の廊下を歩いていた時に低学年の

子に「チャイニーズ」と連呼され，とても不快な思いを

した事がありました。その頃はまだアメリカに来たばか

りで英語も分からず，反論出来ませんでした。今となっ

ては何も言い返せなかった事が悔しい思い出となってい

ます。

　この経験から私が思うには，いくら幼い子だからと

言って見のがすのは良くないです。幼いうちから親が

ちゃんとしつけていかなければ偏見，差別は増える｝方

だと思います。（中略）
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　これからの時代は差別や偏見を一切なくし，自分とは

異なる文化を尊重し，外国人だからと言って違う態度を

とる人をなくした，自分の文化を守りながらも異文化を

理解出来るような世の中にしていきたいです。

［資料2］生徒の意見文の例

①国際化社会を生きる私達　A・S（国内生）

　最近は日本人の世界に向けての視野が急速に広がり，1

盛んに国際交流が行われ，日本の国際化が進んでいる。

街中を歩いていて外国人と擦れ違うことも珍しいことで

はない。今後，二十一世紀を迎えるにあたって，ますま

す国際化が日本中に広がることは言うまでもない。私達

がこれからの国際社会を生きていく上でやはり重要なこ

とは，コミュニケーション能力であると思う。授業で討

論会をした時，日本人と日本人でのコミュニケーション

でさえも，自己を表現することの難しさを感じたのに，

外国人とうまくコミュニケーションができるはずがない。

将来国際化した自本で生きていく私達にとって，今私達

が身につけるべき力は，こうした自己表現力だと思う。

しかし，こうした力は急に身につくものではない。私も

授業に参加する前は，「他人とは，多少意見が違っても他

人に合わせた方が争うことがなくていいことだ。」と思っ

ていて，自分の考えを言葉に出さない方が多かった。そ

ういう環境であった私にとって，急に自己をおもいっき

り表に出して表現することは，少し困難なことである。

だから，国際コースという中で自己表現する場があると

いうのは，とても心強いことで，そのような場に少しず

つ慣れるように，日常生活の中でも自分の考えを持って

行動できるように心がけたいと思う。（後略）

②国際社会について　E・K（帰国生）

　国際人，国際交流などを意識するべきではないと思う。

　世界には，独立国だけでも百九十あまりある。その

個々の国の中でも小さな集団に分けることができると思

う。分ける基準は，文化・民族・言語・食事・気候・そ

こに居住している人々の考え方等，挙げようと思えば，き

りがない。』

　我々の普段の日常生活の中でも，このような，様々な

種類の集まりと共に共同生活をしていることになる。本

人たちで知らない内に，自分が今まで接したことのない，

違和感のあるものを積極的に受け入れようと努力した。

（中略）

　しかし，人間にとって有利な世の中になる程，他の生

物の生存率は低くなってきている。原因は，動物として

の領域を人間が越えてしまったからだ。（中略）

　国際とは，人間をわざわざ少数に分類するための言葉

・に思えてならない。人間と他の動物間の大きな絶壁を取

り除くには，まず人類は皆同じだという意識を強めなく

ては何も始まらないと思う。

注

1）本稿の副次的な提案意図として，「限定された条件に

合わせてせざるを得ない授業」の中での工夫を提示す

ることがある。高校の全国規模で考えると，複数の教

員で進度を合わせて同一試験で評価するのが普通であ

るはずだからである。創意工夫に満ちた単元学習は非

常に魅力的だが，現実にはそれができない条件下にあ

　る学校も多い。そうした条件下の，「普通に教科書を

使った普通の授業」を質的に改善していく努力も，単

元学習の開発と同様に重要な課題であろう。

参考文献

・浅田孝紀（1994）「古典教育における国際理解のための方

　法的視座」』『国語教育研究の現代的視点』高森邦明先生

　退官記念論文集編集委員会，1994，東洋館出版社，

　pp．118～128

付記

本稿は，日本国語教育学会第59回国語教育全国大会

（1996年8月3日　於霞山会館）における同題の口頭

発表に基づく。席上，多くの方のご助言を賜った。記

して謝意を表する。
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講演記録

チェコにおける読み＊

プラハ精神医学センター

　　　　　　　　　　ぬ　　　立命館大学　局r

　チェコ読書学会ならびにチェコ会議委員会を代表して，

国際読書学会（IRA）の第16回世界大会をプラハで開催で

きることを喜んでいます。チェコ読書学会は若い組織で

す。かつて社会主義体制にあっ左中央ヨーロッパまたは

東欧の国々の中で，私たちの国を最初にこの会議の開催

国に選ばれたことを大変感謝する，とともに，大変名誉な

、ことg責任重いことと思っています。

　チェコ国民は，読むことに関して長い歴史をもってい

ます。プラハで電車や地下鉄に乗ると，車両の中では何

と多くの人が読書をしていることかと驚かれるでしょう。

それに，子供向けのもの（絵本）に関していえば，ここ

では，・本は伝統的に芸術としてとらえられてきま した。

内容だけでなく，外観やレイアウト，イラストその他に

関してもです。国際的な本のコンクールで，正面を飾る

こともよくあります。

　チェコ語を読み，そして綴るということは，例えば英

語と比較すると，比較的容易と思われるかもしれません。

文字のシステムが話しことばのと非常に一致しているか

らです。その理由を理解するために，少し歴史を探って

みなければなりませんが，ここではごく短い紹介に留め

ておきます。

　読みと緩りは西暦9世紀中頃，ヨーロッパのこの地域

に伝えられました（1）。聖キュリロスとメトディウス

（SaintsCyrilandMethodius）はスラブ人のギリシャ正

皐　Reading　i見C写ch。

串串Z．MATEJCEK（Psychiatric　Center，Prague，Czech
　Republic）
紳申TAKATA，　Kaoru　（Translator，　Ritsumeikan　Univer・
　sity）

Z．マチェイチェクホ＊

田　　　薫（訳）ホ申＊

教伝導者ですが，牟れらは聖書を（古教会スラブ語；

01d　Church　Slavkと呼ばれる）スラブの言葉に翻訳し，

郵
嘉　贈

籍

鋸

蜘醐剛馳購　　　’篇羅　凱
　　　　籍　　　　　羅冨・需，　“奪

　　け鑑：識：．、．璽i躍i’鷺

轡酬　　　羅．．

鶴1糞　羅
触　　顛．，踊．．　’＾
潮斡纏　…・、詳郵．．

懲徽盤凸灘繍・、
る　　　　　　　　　　　　　ロロノ　ド　　ぬ　　　

魏雌　’・鑓　．

　図1　グラゴール文字

製墜鱒攣墜墜

懸購
鞍欝’，

蹄－

浮

野㌦

一
灘

鯵嘆

図2　キュリル文字
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図3．ヤン・フスの改良綴り

独自の文字であるグラゴール寒字（‘｝1agolic）を作り上げ

ました。

　図1に示すの1劃、後年の聖（手書き）文書に見られる・

グラゴール文字が進墾したものです。注目に値するのが，

この文字は・すでにスラブ語の発音に対応したものだっ

たことです。モラぜアのキ4リロスの弟子がこの文字の

読みを覚えることは，今臼，英語圏ゐ子供が現代英語の

読みを覚えるより，』はるかに労力の要らないことだった

に違いありません。ロ・

　その後，キュリル文字（図2；Cyrillic，現在ロシア語

の表現に用いられている）がグラゴール文字のかわりに

用いられ・さらに中世切め頃（1）・アルアアタツトが使用さ

れるようになったのですρ

　このような文字は・頻繁に外寧民図書館に保存されて

いる凝った手書き文書の魚マ1瀬享字の対象になりまし

た（これらの図は国民図書勤ら提供されたものです）・

14世紀末ヤ～ワ不ψ岬u＄；JohpHuss）という・

教会改革者であ物ハ蝉9甦蜘た人力㍉チェ
コ語の綴りに改良』を放えゼ平易にレました6彼は基本と

なるラテン文字を補うため∫｛区甥的罪音記号（diacritic

marks）を導入しました（3）。その結果，おのおのの音が文

字とマッチし，形と音とがぼぼ完壁に｝致したのです。

これらはすべて現在チェコ語の文字の上に乗っている，

鉤型記号（v）やコンマ（’）です。私たちの恩人はヤン

先生なのです。彼のチェコアルファベットは，1402年に

始まり，1547年に出版された最初の入門書でも用いられ

ています。ヤン・フス自身は1415年にコンスタンスで火

あぶりの刑に処せられましたが，旧市街広場の中央に彼

の像が立っています。

　ヤン・フスが始めた宗教改革の間，15世紀チェコ地方

の教育水準と読みの技術は急速に伸び，国全体と同じに

までなりました。その状況は，当時はまだ枢機卿であっ

た教皇Paum世によってうまく記述されています。彼は

チェコ情勢の専門家であった人で，そのとき「フス派の

女性は皆，イタリアの僧侶より聖書をよく知っている」

と言ったのでした。万人のための教育一男女を問わず，

富める者も貧しき者も一という信条は，200年後（17世

紀）にもう一人の学者コメニウス（Jo㎞Amos　Comeniu亀

国家の父と呼ばれることもある）が宣言したものですが，

その起源はまさにここにあったのです。

　しかし，チェコにおける本，読書，読むことの歴史が

いつもいつも輝かしく，精神を高揚させるものだった訳

ではありません。悲劇の時代もあったのです。18世紀の

反動宗教改革では，チ土コ語の本は異端と判断され，何

千冊という本が公の場で燃やされたのです。代わりに，

外国から戻って来たチェコ移民によって，さまざまなや

り方で秘密裏に母国に持ち込まれました。この代償はた

くさんの命で支払われました。第2次世界大戦でナチの

占領下にあったとき，何千ものチェコ語の本が再び公に

処分されました。違法な印刷物を配布したら死刑に処せ

られました。読みの技術は贈り物ですが，わたしたちを

危険にさらすものなのかもしれないのです。このことは

さらにもう一度，共産主義体制下で証明されたのですが，

ひとつ違っていたのは，このどきの検閲の方法が，18世

紀のイエズス会神父よりも洗練され，巧妙になっていた

ということです。

　チェコ歴史にはもうひとつ重要な点があります。それ

は，チェコの典型的な読書の性質に光を当てるものです。

弾圧の時代は，国家の中で確かな価値を蘇らせる時代で
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もあったのです。政治と社会の弾圧は18世紀のドイツ化

にともなって起．こったのです魁チ手フ国家再生を目的

とした運動を引き起こしたのです。この運動は，チェコ

の教育の中で強調されています。このゴールはチェコ語

で書かれた本によってもたらされたものなのです。チェ

コの書き言葉は礼拝の場合を除いては，保護，敬愛の対

象となりました。チェコ語の本を読むことは，愛国心の

表れとなり，読みの能力は，義務となったのです。本や

チェコ語への敬意は歴史を反映したものなのですが，テ

レビやその他簡単にアクセスできる情報源の時代である

今日でさえ，明らかなものなのです。

　話を現在に戻しましょう。どの国の読書学会でも，

はっきりした特徴を持っているものです。チェコの特徴

は，おそらく創設メンバーのほとんどがreading　disability

やdyslexiaその他の領域で仕事をしているということで，

す。実はこのことでさえ長い歴史があるのです。

dyslexiaについての一番最初の，そして全く独自の報告

一原因学的，診断学的なものでした一はこの国で書

かれたのですが，それは1904年という早い時期に，カレ

ル大学（Charles　University）の教授であった神経学者の

アントニーン・ヘヴェロフ（Antonfn　Heveroch）の手に

なるものでした（4）。今日この国では，dyslexiaのケアは十

分発達しています。チェコ語の綴りが音声学的に一貫し

ていることは，dyslexiaの診断基準を確かにします一

チェコ語の読みは・英語と弊て非常諮易なのですか

ら一それでもdyslexiaが生まれるのです。「筋金入り

の」dyslexiaなのでしょう。

　最後に，チェコの読みに関する話です。

　チェコの子供は7年目に就学しますq，読みの指導には

「分析統合」（an31糞icTSyntわeliC）灘一貫して用いら

れています・そのガ法は・幾世代もの間・あまり変化し

ていません。親や祖父母が自分自身もその方法で教わっ

ていたら，家庭で子供に追加め指導ができるのです。

チェコの子供の10％は，就学前に読みを覚えています。

　最初から，子供は音声的な関連と同時に，アルファ

ベットの個々の文字を認識し，区別するように指導を受

けます。チェコ語の綴りはほぼ完壁に形と音が一致して

いるので，これはほとんどの子供にとって，難しすぎる

課題ではありません。子供達が一つ一つの文字を右から

左へ声に出して読むことができたら，チェコの言葉のほ

とんど全てを正確に読むことができます。しかし，子供

達は最初から，個々の文字を組み立て，結合させ，でき

るかぎり音節で，または全ての言葉を一度に発音するよ

う指導されます。チェコの文章のうち75％が再頻出の音

節150個であることが分かっています。2，3カ月指導す

ると，子供は文を読み始めます。1年生の終わりには連

続した文章を1分間に平均30語，2年生の終わりには1

分間に約60語の割合で読みます。そのような読みが「社

会的に受け入れられた」ものとされています。一本を

楽しみ，自分ひとりで教科書を学習することが比較的継

続して行われており，子供にとって満足のいくことなの

です5理解力は語彙の幅にのみ制約を受けていますが，

それは就学している間に，2，000から5，000語になるよう

です。読みの発達がこのレベルに達すると，チェコの子

供は読書家になるのです。

　図4をご覧ください。これは読みのスピード，つまり

2年生から6年生までの各学年の児童が比較的優しい文

章ゆ難しい文章，無意味な文章一一子供は意味を先取り

することができず，目，それに形と音の一致に頼るしか

ありません一を，1分間当たりに正しく読んだ語の数

です。チェコではこのような方法で，読むときに文章の

意味が果たす役割を簡単にチェックすることができます。

　チェコでは，読みのスピー・ドが，読みの発達に関して

単一の指標となる最良のものです。正確さや理解度と

いったほかの指標は，スピードと高い相関があります。

間違った数（誤読した言葉）は比較的少ないのです。2

年生では平均4％，4年生ではわずか2％です。

　教師は大抵の場合，自分は読みのスピードではなく読

みめ質で児童を評価している，と主張しています。しか

し，・私たちの調査すべてを見てみると，子供の読みのス

ピードと先生の評価との間に高い相関があることがわか

ります。たとえば，『2年生ではrニ．696，6年生では』r
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♂
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♂
4
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／

　　　　　　やさしい文章
一一一一一一一一　むずかしい文章

　　　　　　無意味な文章

　　　　　　　　　　　．ノO
　　　　　　　　　　．1　　　　　　　　ノ　　　　．1・｛γ’

／σ一！　　　　　’o

　　　　一　　　’　　　’　　一’一．σ’

一

　．σρ
一’

一

1・

2 　　　3　　　　　　　4

図4　読みの速度の発達

5 6　　学年

＝
． 686となっています。

　初等教科書の扉を見ることによって，その社会の文化

的発展を理解することができます。チェコにはミクラー

シュ・アレシュ（Mikula§Aleる）という前世紀終わり

の著名な画家の挿絵による初等教科書（図5）がありま

すが，幾世代もの子供達がこれらの教科書で育ったので

す。ヤロスラフ・サイフェルト（JaroslavSeifert）は，

詩人でノーベル文学賞を受賞した人ですが，これらの教

科書を最も上品で魅力的な教育の道具と呼んでいます。

　読みの方法が世界中の子供にとって楽しいものになら

ないでしょうか？その道具や手法，アプローチが上品で

魅力的なものにならないでしょうか？わたしたち一

1996年7月，このプラハでの会議に集まったわたしたち

図5　アレシュの挿絵
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すべて一が手を取り合って，わたしたちの学会の目的

が少しでも実現に近づくような共同体を築くことができ

るように願います。

訳注

（1）当時この地域を支配していた大モラビア帝国がギリ

　シャ正教を伝えるために，二人を招いたとやわれる。

（2）この地方がギリシャ正教からローマキリスト教の圏

　内に入ったことによる変化。

（3）チェコ語のアルファベット

　AABCこDb（d’）EE亘FGHIYfマJK
　LMN貢06PR蓑s§Tテ（t・）uOOvz
　乏

（4）チェコ語の（標準）語書力テストは，1930年に500人

　を対象に標準化されたりに始まる。1960年代にはプラ

　ハで4つの標準化されたテストが作られた。

　　1984年～86年にかけては，周辺，大都市も含め多く

　の層の子どもを対象にした改訂が行なわれ，10年後に

　は再度の改訂が行なわれている。

編集部注

本稿は，1996年7月9日チェコ共和国プラハで開催

された第16回世界読書会議開会式記念講演の要旨を，

マチェイチェク博士の許可を得て翻訳したものである。
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