




科学の読み物の現状と指導上の間題点＊

」＾

大阪・子ども読書研究グループ＊＊

1．研究のねらい

（1）問題意識

　ア　はじめに．

　現代は科学時代といわれ，科学教育の重要さが叫ばれ

たり話題になったりしている。ところが，意外なこと

に，科学の読み物に今まで背を向けていたのが。児童図

書の出版界であるように思われる。新しい知識を伝え，

思考力を育てる源泉になるはずの児童図書が，なぜ積極

的な姿勢で，科学の読み物に取り組まなかったのだろう

か。その原因は，出版者側と，指導者側との両面にある

と考えられる。

　イ　出版者側の問題

　子どもの本を購入する主導権は，誰が持っているのだ

ろうか。最近ようやく，子どもたち自身による選択も見

受けられるようになったが，それでもまだ大部分は，伝

統的に母親が中心である。したがって，出版社の多く

は，母親の好みに迎合し，売れ行きの安全な文学ものに

はしりやすく，売れゆきに不安のある科学の読み物は，

敬遠されがちなのではなかろうか。

　　ウ　指導者側の問題

　ブツクリストの作成は盛んであるが，その大部分は科

学の読み物を取り上げていない。それは，ブツクリスト

作成者が，児童文学評論家，国語科の教師などで，文学
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には強いが，科学を中心とした科学の読み物には，最初

から消極的になりやすいためではなかろうか。

　また，読書指導を進める場合でも，大部分は国語科の

中で扱うし，出版の実状から考えてみても，自然に文学

的な作品を取り上げてしまう結果になりやすい。

　さらには，理科教育において，実験・観察が重視され

　る余り，読み物を通しての科学的な見方や考え方の素地

　を養うことが軽視されやすい。もちろん，読み物だけで

理科教育ができるわけではないが，科学的な知識をもと

　にした読み物についての価値を，考えなおしてみる必要

　があると思う。

　（2）　研究の歩み

　　ア研究の出発

　私たちは，かなり以前から小学校において，直接子ど

　もたちの読書指導を研究し，実践してきた。また，過去

　8回にわたり，毎年ブックリストの作成も続けてぎた。

　このような実践活動の中から，科学の読み物についての

　調査の必要性を痛感した。

　　イ　研究の目的

　現在の児童図書の出版において，わたしたちの考えて

　いるような科学の読み物の出版は，極めて貧弱であるよ

　うに考えられる。そこで，それを阻害する原因を明らか

　にするとともに，望ましい科学の読み物の在り方と指導

　方法を追求するのがねらいである。そして，これが契機

　となって，子どもが科学的に見たり考えたりする態度や

　能力の素地をつちかうようなよい出版物がつぎつぎに発

　刊されたり，子どもたちが喜んで読んでいくようになれ

　ば幸いである。
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　読書科学（刈，3）

　　ウ　研究の方法

　文学以外の科学の本といえば，rなぜなぜ」形式のば

らばらな知識を集めた本とか，学校の理科や社会科学習

の延長のような本が多く，また，それでよいとされてき

た。そのために，これらの本に魅力がなく，文学より一

段低く扱われている。そこで，私たちは科学の読み物の

在り方を共同討議し，それに適合する本の出版状況を検

討していった。その結果から代表的な作品を選び，作品

の分析ならびに，指導の方法について検討してまとめた

のである。

2．よい科学の読み物の条件

　（1）　科学の読み物についての考え方

　科学的な内容をテーマにした本としては，いわゆる

「なぜなぜ」形式の本や，学習に結びついた理科や社会

科の本など，かなり出版されている。

　しかし，科学の本とし、・わないで，科学の読み物と呼ん

でいることには，大きな意味を含んでいる。すなわち，

前述したような，単に断片的な知識を子どもに与えるよ

うな本は，科学の読み物の対象から除外している。いく

つもの知識のきり売りのような本ではなくて，一貫した

テーマが必要であり，そのテーマについての具体的な説

明に，感動の要素が盛り込まれたものを求めている。さ

らには，子どもを含めた人間とのかかわり合いのもとに

描かれたものを考えていきたいのである。

　子どもの精神的な成長には，直接的な経験だけでな

く，豊かな間接経験が必要であることはいうまでもな

い。これまで，文学作品を子どもに与える効果について

は，かなり認識され，その実践研究も盛んである。しか

し，科学的な知識の問題になると，教育の現場をはじめ

出版物においても，断片的な知識の理解や，つめ込みの

域をあまり出ていないように思われる。このような意味

において，三十数年前ポール・アザールが「幼い魂の芽

を押しつぶしてしまうようなつめ込み主義の本ではな

く，魂の中に知識の種を蒔いて，それをすこやかに育て

ようとするような，そういう本を愛する。」と述べてい

るが，こうした考え方を生かした読み物を，科学の読み

物としていきたいのである。

　したがって，子どもに単なる知識を与えることを目的

とした本だけでなく，また，知識を与え，その題材の本

質をわかりやすく説明した本だけでもなく，知識を与え

解明しながら，それを文学作品に仕上げた作品である。

つまり，リリアン・スミスの考えているような知識の本

に，結びついていくのである。

　（2）　科学の読み物の具体的条件

　科学の読み物を前述のように規定してみたが，もう少

し具体的に諸条件をならべてみることにする。

　ア　知識の正確さと適切さ

　とり扱われている知識の内容が，読者である子どもた

ちに，正確に，明確に把握されるものであることがたい

せつである。そのためには，内容が正確であり，そう入

されている図解・図版・年表・さし絵・写真などが，適

正でなければいけない。さらに，記述が具体的・論理的

であり，子どもの発達段階や，知識的素地に適応してい

ることが必要である。

　　イ　知識の体系性

　生活の中での身近な問題がとりあげられ，読者である

子どもにとって，生き生きとした内容であることが必要

である。さらに，それらが科学的・社会的法則や，学問

の体系の中で，秩序正しく位置づけられ，自然や社会に

ついての総体的な認識が可能であるような編集である必

要がある。

　　ウ　感動を呼ぶ内容と構成

　子どもたちが，その知識欲の充足を図書に求めようと

する意欲を，換起する読み物でなければならない。テレ

ビやスライドなど，映像文化の攻勢の中で，こうした科

学の読み物への興味づけは，ますます重要性を増してき

ている。そのためにも，科学の読み物は，何よりも魅力

的でなければならない。事実や真理の奥にひそむ興味や

憧憬を，劇的な構成の中で感動的に盛り上げて，子ども

の心を引きずりこむ叙述態度がほしいものである。知識

を与え，それを本質的に解明するだけでなく，いわば文
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学作品にまで仕上げたような読み物でありたいものであ

る。

　　工　知識の模索や思考と発展性

　映像に比べて，文字による抽象的表現をとる読み物

は，読み手にとって内容の表象的印象を弱めがちであ

る。しかし，このことは反面，読みとった内容から想像

を働かせ，思考を加えて，読み手自身が具象的な把握に

迫る機会を持つことにもなる。この意味からして，科学

の読み物は，子どもの理解でぎる内容記述でありながら，

しかも，知的な模索や思考活動の余地が残されているよ

うな表現内容が望ましいしぜひ必要である。

か　わ

たいふう

もりのむしとのは、らのむし

くるまはいくつ

水の中の生物

恐竜の世界

とらとらいおん

さるとごりら

恐竜のはなし

福音館書店
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　〃『
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　〃
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　〃

科学の読み物

3．出版の現況
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　（1）　出版の傾向と学校図書館における蔵書状況

　児童図書に対する関心は年々高まり，その結果は，

おびただしい程の出版物となって現われている。しか

し，さぎに述べたような意味における，科学の読み物に

該当する出版物となると，ごくわずかしかない現状であ

る。現在発刊されている児童図書の中から小学生に与え

1たい科学の読み物を選ぶと，次の表のような30冊程度し

か取り上げることができなかった。

　　　　　　　　　　　　（昭和43・5・10調査）

書 名 出版社 蔵書校数

　このように，わずかしかない科学の読み物であるの

に，各種のブックリストなどに紹介されている本となる

と，　「埋れた日本」　「せいめいのれきし」　「かわ」な

ど，ごく限られた本しかない。また，大阪市内の27の小

学校の図書館において，これらの本の蔵書の現状を調べ

ると，表の中の蔵書数となる。これらの平均蔵書率は33

パーセントという結果である。33パーセントという蔵書

率だけを考えてみると，一がいに低いとはいえないかも

知れない。しかし，科学の読み物の絶対数が極端に少な

いということと合わせて考えてみれば，その普及率はか

なり低いといわなければならない。

　（2）　「せいめいのれきし」についての児童の読書実

　　態

　絶対数が少なく，そのうえ蔵書率も低い科学の読み物

であるが，それらが，どの程度子どもたちに読まれてい

るかについて「せいめいのれきし」（岩波書店）を取り

上げ調べてみたのが，次の表である。

神話と魔術からの解放

書物の歴史他
日本の国ができるまで

数学
宇宙
交通
登呂逞跡のなぞ
、北京原人のなぞ

黄金の国となぞの文字

埋もれた日本

貝の科学

サケの一生

スズメの四季

コトバ・ことば・言葉

旧本のお天気12ケ月

サル物語

クマ物語　ほか

1花と昆虫
．昆虫の一日

；花ものがたり

一せいめいのれきし

国土社

　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
牧書店

　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　、〃

　〃
　〃
岩波書店

4
11

10

4
8
7

13

10

6
3
9
6
7
2
3
5
4
6
6
13

14

調査項　目 A校34人　　B校82人

①本を見たことがない　　　　　　　1

②表紙は見たが，中は見ていない　　0

③中をあけたが，全然読んでいない10

④少し読んだ　　　　　　　　　13
⑤おしまいまで読んだ　　　　　　10

71

4
2
1
4

　この本は，昭和39年ゐ発行で，しかも早くからブック

リストでも紹介されている小学校中学年向きの本であ

る。そのためか，前述の蔵書率でも52パーセントと，か

なりの高率を示している。

　ところで，A校は，3年生のときの1年間，学級にこ

の本を備えており，B校は，図書館にはあったが，学級

文庫にはいれていなかった学校である。集計結果でもわ

かるように，学級文庫に1年間いれてあっても，68パー

一3一



　読書科学（M，3）

セントの児童しか読んでいない。そのうち，おしまいま

で読んだ児童は，全体の30パーセントしかない。一方，

学級文庫に備えてない学級では，わずか6パーセントの

子どもしか本の内容を見ていないのである。そのうえ87

パーセントの児童は，本があることさえ知らない現状で

ある。

　なお，この本について多少でも知っている児童は，次

のような感想をのべている。

　◎最後まで読まなかったわけ

　　・　文字が細かすぎるし，おもしろくない。

　　・　時間がなかった。

　◎最後まで読んだ感想

　　・地球の歴史や恐竜のことがよくわかった。

　　・　良い本だから，友だちにもすすめたい。

　（3）学校図書館主任のみた科学の読み物

　利用率・蔵書率とも，お世辞にも高率であるとはいえ

ない科学の読み物について，現場の小学校の図書館主任

はどんな感想や意見をもっているのだろうか。前記27校

の主任を対象に調査してみた。以下その結果である。

　　ア　科学の読み物の出版点数が，他の領域の図書の

　　　出版点数に比べて少ないと思われる理由

　◎　出版側の問題

　　・　こどもに適した，よい科学の読み物を書く著者が少な

　　いo

　　・　こどもたちがとびついてくるような，編集のしかたが考

　　　えられていない。

　　・　内容・図表などに，専門家の手が多くいるため，コスト

　　　高になるのではなかろうか。

　◎　読者側の問題

　　・　この種の図書を購入する家庭が少ない。

　　・　この種の図書に対する子どもたちの興味や読む能力が低

　　　いので，多くの子どもから敬遠されやすい。

　　・　読者の層がうすい。

　　・　利用度が，他の読み物に比較して少ない。

　　・　学校において，読書指導や図書館利用の時間に，あまり

　　　利用されていない。

　　　　イ　現在出版されている科学の読み物について

◎

◎

◎

◎

◎

◎

　満足……1　　　　不満足……26

　主な意見

・　この種の読み物の種類が少ない。

・　小学校中学年向きの本が特に少ない。

・　子どもたちの欲求に応えるような内容の本が少ない。

・児童にとって，親しみやすい本が少ない。

・　内容がむずかしすぎる。

ウ　子どもの読書生活における科学の読み物の必要

　性について

　必要……16　不必要……0　　無答……11

　主な意見

・　個人差に応じた読書興味を育てることができる。

・　読書興味や範囲を広げることができる。

・　文学的な作品にかたよった読書だけではいけない。

・　知識欲を満足させたり，科学的な知識や態度を育てたり

　することができる。

・　断片的な知識だけではいけないが，読み物では体系性を

　もっていることが多い。

・　正しい知識を知らせてくれる。

・　理科や社会科などの学習事項を，深めることができる6

　工　実験や観察が重要な理科学習において，文字中

　心の自然科学の本の必要性について

　　必要……15　　不必要……1　　無答……11

　　主な意見

・　判断力・洞察力・思考力などを育てることができる。

・　実験・観察のうらづけになる思考力を伸ばすことがでぎ

　る。

・視野を広げることができる。

　オ　科学の読み物が，児童にあまり読まれない原因

　　とその対策

・　現場での読書指導が，文学作品中心になりやすく，科学

　の読み物をとり上げた指導が不足している。

　・　科学の読み物に興味を持たない子どもに対する個人指導

　が不十分で，徹底していない。

　・　本の内容が高度すぎるものが多い。L

　・　外観上絵本のような造本であるため，中学年・高学年向

　きの内容であっても，低学年用の本と考えてしまうのか，
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　　子どもたちがなかなか読もうとしない。

　・　出版点数が少なく，子どももあまり知らない。

　・　表現がややむずかしい本が多く，かたい感じがする。

　・　子どもの科学的な態度が乏しく，読み物によって，科学

　　的な態度を育てようという，気持ちが薄弱である。

　　カ　よい科学の読み物を数多く出版してもらうため

　　　に，出版社に対する希望

　・　子どもが理解しやすく，興味を持つような表現をしてほ

　　しい。

　・　原色版を正確にしてほしい。

　・　本の価格が高くなり過ぎないようにしてほしい。

　・　科学者と童話作家との協力による本を作ってほしい。

　・　出版点数を多くしてほしい。

　・　1主題1冊になるような，編集をしてほしい。

以上のような，学校図書館主任を対象とした調査の結果

特に目立った問題として，

・　科学の読み物に対する考え方に個人差があり，概念

　規定の統一をはかる必要がある。

・　文学作品以外の読み物についての必要性は痛感して

　いても，具体的な問題になるとかなりの無答がある。

といったようなことがあげられる。つまり，文学的な作

品の研究はかなり浸透しているが，文学的作品以外の分

野の研究は，未開拓であるということが実証できたと考

えている。

4．科学の読み物と子ども（「かわ」「せいめい

　のれきし」の場合）

　（1）　作品について

　rかわ」　（福音館書店）は加古里子の作品で川と人間

の生活とのかかわり合いのもとに，空間の広がりをテー

マ障していると考えられる作品である。もちろん，絵本

として構成されているが，川の誕生から海にそそぐまで

の川の一生を，13の場面について，平面的・均等割に構

成されている。

　さらに，表紙に川全体の地図を配して，各場面との相

互参照を可能にしている。だが読者対象が低学年児童で
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　　　　　　　　　　　　　　　　　科学の読み物

あることを考えれば，この表紙に示された作者の意図

も，単なるアイデアとしての域を出ないということにな

りそうである。

　次にrせいめいのれきし」（岩波書店）であるが，バ

ージニア・リー・バートンの作品を石井桃子が訳したも

のである。作品のテーマは，地球の誕生から現在にいた

るまでの生命の歴史，ひと口に言えば，時の流れだと考

えられる，

　この作品も，rかわ」と同様に絵本として構成されて

いるが，場面構成は次のようになっている。

　プロローグ（地球のできたころ）6場面～5．5億年前まで

　1・2・3まく（生命の誕生）　　15場面～2．5万年前まで

　4・5まく（人間の歴史）　　　　　13場面～33分前まで

　エピローグ　　　　　　　　　　　　　～現在（未来へ）

このように，均等割ではなく，時の流れが現在に向かっ

て収縮してきている。このことが，永遠の時の流れ，生

命のたくましさを，より感動深く描くのに大きな役割を

果しているように感ぜられる。

　（2）作品に対する子どもの反応

　rせいめいのれきし」を読んだ4年生の男の子は，感

想文の最初に次のように述べている。

　　r学校で，ぼくは，火星人の話を国語の時間に習いました。

　その時から，地球がどのように変っていって，生物が住める

　ようになったのかと，いろいろ考えていました。そんな時，

　先生から，この本を読むことをすすめられ，たいへん興味深

　く読みました。……」

　私たちが調べたrせいめいのれきし」についての43編

の感想文中，ただひとりこの児童だけが，このように問

題意識を持って，作品にあたっていただけであった。他

の児童は，程度の差こそあれ，作品を読む過程で興味が

誘発され，なんとか最後まで読み通したとみてよいよう

である。

　このことから，特に科学の読み物の場合，作品のテー

マ・構成とも関係があるわけであるが，子どもを引きつ

ける知的な興味の有無が重要な役割をになっていると考

えられる。



　読書科学（M，3）

　さらに，先に感想文の例をあげた児童は，また，次の

ようにも書いている。

　rこれほど科学が発達しても，まだ，大きく自然の動きを変

　えることはできません。人間は，これからほんとうに，地球

　・惑星の仲間・太陽・銀河系，そして，限りなく広がる大宇

　宙を，科学の力で知りつくすことができるでしょうか。」

’
こ
の
児 童自身，作品のテーマである永遠の時の流れを

意識している。この児童のように，より明確な形で問題

意識を持つなり，作品に対して興味：を持つこと，それ

に，テーマに関連する基礎知識が豊富であることが，テ

ーマ把握に大きく関連してくる。さらに，それらをささ

える基礎能力として，児童の持つ読書力が，大きな力と

なると考えられる。

　またrかわ」を読んだ5年生の男の子は，

　r1年生の見る本やなあと思いながら，この本をじっと見

　る。1年生でも知っていると思うようなことが出てくるが，

　目をつむって，川からうかんでくるものをいっぽい書こうと

　したが，少しもうかばないので，また本を見る。」

と書いている。

　子どもにとって，絵本二幼児といったイメージが，か

なり強いと思われる。この児童は，それでも作品に食い

ついていこうとする気持ちが見られ，最後には5年生ら

しい理解を示し，不自然さはない。だが，一一般的には，

たとえ良い作品であっても，高学年の児童がこのような

絵本にふれる機会は少ないと思われる。

　さて，rせいめいのれきし」の読み聞かせを受けた4

年生の女の子は，

　rみんなが窓の方を見たときには，もちろん，私もその窓の

　方を見ました。すると，窓には，いつもと同じように木の葉

　がしげっていて，電信柱が立っていました。でも，いつも見

　ている気持ちとは違った気持ちがしました。」

と書いている。

　このように，この作品の巧みな構成に，子どもは，名

実ともにドラマの中にとけ込んでいることが伺える。

　以上のようなことから考えて，テーマがすばらしいも

のであると同時に，子どもに受け入れられるだけの構成

力が作品に要求されるということができる。

　（3）　科学の読み物に対する指導の可能性・必要性と

　　　その問題点

　前述のことがらを考えてみても，良い科学の読み物に

ふれることによって，子どもの科学的知識に対する潜在

的な要求の喚起が見受けられる。科学的な読み物は，小

学生には理解されにくいという考えを捨てて，良い作品

であれば，子どもの興味を誘い，さらには，子どもにと

って，十分読むに価いするものであると考えなければい

けない。また，科学の読み物についての指導の可能性

も，そうしたところにあると考えられる。

　しかし，現状では，問題意識や興味を持って，科学の

読み物に接していく子どもは少ない。ここに，科学の読

み物に対する子どもの興味の開発を考える必要がある。

さらには，文学作品とは違った読み方も要求される。こ

うしたことから，単に，科学の読み物の紹介にとどまら

ず，その指導のあり方も考えていかなければならないの

である。

　ところで，実際の指導にあたっては，読みの対象にな

る作品が，すぐれたものであることが第1の条件である。

このためには，作家や出版社が，科学の読み物に対して

確かな認識を持って編集にあたることが問題である。ま

た，指導者も，科学の読み物に対する偏見を捨て，確固

とした指導観を確立しなければいけない。さらには，読

み手である子ども自身にも，科学の読み物を消化しうる

だけの基礎知識が要求される。

　こうした，いくつかの大きな問題について一つ一つ解

明していく実践研究が，学校の現場でなされていかなけ

ればならない。

5．読書指導の実践例一「スズメの四季」

　6年生の場合

　　（1）　作品について

　　rスズメの四季」（小林清之介著・牧書店・昭和42年

　発行）

　　わたしたちの身近かにいるスズメの生態に焦点をあ

　て，記録したものである。スズメは人間にとって，あま
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りにも親しみが深いため，その習性をなんの気なしに見

過ごしてしまうことが多い。スズメの鳴き方，巣の作り

方，スズメの功罪など，案外知らないことの多いのに驚

く。

　これは，4年ほど前に，おとな向きのrスズメの四

季」　（文芸春秋社）が出版され，好評だったので，子ど

も向きに書き改められたものである。筆者の愛情のこも

った観察と，ユーモラスな説明によって，楽しく読むこ

とができる作品である。

　（1）作品内容と子どもの理解との関係

　　ア　指導学級の実態

　子どもたちの読書意欲は旺盛で，次表のように，知能

のわりに読書力が高いといえる。しかし，読書内容をみ

ると，ほとんどのものが文学作品にかたより，科学の読

み物に対してはあまり興味や関心を示さなかった。
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　（読書力偏差値）

　イ　指導の方法

学級をグループにわけ，各グループに本を与えて輪読

させ，話し合わせる。

　　ウ　子どもの理解

　・　約半数の児童が，指示された日教（5日）内に読み，メ

　　モおよび感想文を書いている。

　・　作品に対して強い関心を示したK児（別表参照，以下同

　　じ）が，最も早く読み終え，内容の理解も深いものがあっ

　　た。

　・　丁児は，部分的な知識としてはよく把握しているが，感．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一7

　　　　　　　　　　　　　　　　科学の読み物

　想文に一貫性がなく，作品の持つ主題をよく理解している

　　とはいえない。

　・　特徴を示したのがY児である。いままで読書に対して全

　　くといってよいほど関心を示さなかった彼が，とばし読み

　にしろ，とにかく読み終えている。内容の理解は十分とは

　言えないが，この子の読書生活に変化をもたらすきっかけ

　になるかも知れない。

　・　女児は男児に比べると，全体的に読みとり方が観念的

　で，文学作品的な読みの域から出ないものが多い。S児も

　N児も，読みとりの程度の差こそあれ，その点では変らな

　いo
（3）　指導過程での問題点

　ア指導者の問題

・　作品に対する理解一指導者自身が，その価値を十

分に認識して，指導にあたるよう心がける必要がある。

・　子どもの実態把握一子どもたちの経験・興味・能

力といった実態を，よく把握しておく必要がある。

・　指導のねらい一科学の読み物への興味を起こさせ

るとともに，そめ読み方の指導・読書生活の拡充への

誘いなど，ねらいをしっかりと把握しておく必要があ

る。

　イ　学習者の問題

・　作品に対する読書意欲一問題意識の有無・興味の

誘発の度合いなどが，理解の差となってあらわれる。

・　学習時の話し合い一一集団による刺激・思考・話し

合いなどが，理解の差となってあらわれる。

・　読書活動の能力差一知識の吸収・主題の把握など

は，日常の読書活動や能力の差によって異ってくる。

（4）　読書後の子どもめ反応

好ましい反応としては，各自が，文学的な作品とは違

った魅力をつかんでいることである。

　・　スズメのことを知ったら，スズメを見るのが楽しみにな

　　った。

　・　スズメの生活は，人間の生活よりもきびしい。生きるた

　　めに，他のことを考えるゆとりがないのも当然だと思う。

　・　いつも身近かで，見なれているのに，スズメのことは何

　　も知らなかった。もっと身近かなものに対して理解する必



　読書科学（X皿，3）

　　要があると思った。

　・　前述のY児の感想文を見ると，rぼくは，スズメが人間

　　と同じように，けんかをするなんてはじめて知った。人間

　　は自分が作った稲だから，スズメが食べると害鳥だという

　　けれども，ぼくはおかしいと思う。スズメは悪いというこ

　　とを知らないだろうし，また，生きていくためにはしかた

　　がないと思う。このころ，朝起きて，スズメの鳴き声を聞

　　くのが楽しみだ。鳴き方が違うときもある。ぼくは，その

　　ほか，スズメのことをだいぶと知った。こんな本をもっと

　　よく読みたいと思う。」と書いている。

　（5）　読書後の問題点

　読書前に，できるだけ強制的な感じをさけ，読む意欲

を高めるように心がけたつもりだが，

・　この種の読み物の特性か，

・　この作品の持つ問題か，

・　指導上の欠点からか，

読みこなすことのできない児童もいた。1か月ほど前に

集団読書でとり上げたが，文学作品のr誰も知らない小

さな国」　（佐藤暁著・講談社）の読みとりとは，かなり

の開きがあるように思えた。特に女児には，こういった

面が多く見うけられた。

5．ま　と　め

　子どもたちに適したよい科学の読み物の出版と活用に

ついて研究を進めてきた。その結果から，指導者側と出

版社側に対して，次のようなことを要望したい。

　（1）指導する側への反省

　何といっても指導者自身，科学の読み物に対する関心

を，より一層高めてほしいことである。さらに，子ども

自身も，絵本は幼児の本といった考えを捨てて，内容に

よって，適切かどうかを考える態度を持ってのぞんでほ

しい。指導者も子どもも，本の形態よりも内容，文学作

品だけでなく，考えながらためしながら読む本のたいせ

つなことを，認識してほしいことである。

　次に，実験主義的な理科教育の反省である。単なる実

験・観察のみでは，体系的な科学的思考力は伸びない。

こうした理科教育の反省から，科学の読み物の価値を再

8

評価しなければならない。

　（2）　出版する側への要望

　科学の読み物は，知識の百科辞典ではないこと，そこ

に，人間との結びつきがあってこそ，感動もあることを

認識してほしい。文章表現だけでなく，絵の価値もたい

せつにする本でなければならない。科学の読み物は，こ

うした意味から，作者と共通の理解をもつ画家の作品で

もあると考えられるのである。

　ところで，科学の読み物での最大の障害は，子どもに

わかるような表現力のある作者が少ないことである。本

に魅力がなければ，読み物として失格である。したがっ

て，編集者への要望であるが，科学的な知識の内容につ

いての専門家と，子どもの心理やことばについての専門

家，例えば，科学者と児童文学者，それに画家とが共同

で，良い本の出版を進めていくよう，強く要望したいの

である。

　なお，今後の問題点に，科学の読み物の条件を抜き出

し，これをもとにしたチェック・リストの作成を考え，

具体的な出版物への考察を予定している。

研究グループ
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SUMMARY
（1）　It　is　said　that　today　is　the　scientific　age，but

　publication　on　scientific　readings　for　pupils　are

　not　so　progressive．In　school　libraries，books

　conceming　science　are　low　in　percentage　and

　pupils　do　not　take　advantage　of　them，either．

（2）We　have　researched　the　opinion　of　schoo1

　1ibrarians　about　this　problem．In　adition，we

　tried　several　of　practical　guidance　experiments

つ



℃

o

in　reading．scientific　books．

　From　the　results，we　knew　that：

a．　There　were　few　excellent　readings．（there

　　are　few　writers　who　can　write　in　a　way

　　that　matches　the　pupils’reading　ability　and

　　interest．）

b。　Pupils’interest　in　reading　scientific　books

　　had　not　been　developed　on　the　whole．

　　（their　mothers　prefer　literary　books　at　home．）

c．　Teachers　considered　the　posibility　of　culti－

　　vating　scientific　attitudes　through　reading

　　to　be　poor．　（the　reading　guidance　of　tea－

　　chers　is　also　literature－oriented．）

（3）Almost　all　of　the　juvenile　readings　in　science

are　such　collections　of　fragmentary　knowledge，

　　　　　　　　　　　　　科学の読み物

as“why－books”or“quiz－books”．We　suggest

a　standard　of　evaluation　for　good　scientific

books：

a．　They　should　be　written　with　a　coherent

　　theme　throughout。

b．They　should　explain　material　systematically

　　with　exact，concrete　and　comprehensive

　　illustrations．

c．　They　should　contain　elements　to　motivate

　　pupils　in　the　same　way　as　literature　does

　　and　they　should　drive　pupils　to　intellectual

　　exploration．

（4）These　are　o皿demands　to　the　publishing

world，and　also　the　points　to　improve　our　read－

ing　guidance　program．
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　　　　　　　　　　　　　r読書科学」掲載論文目録　（1）

第2号　　　　　　　　　　　　　　　120円

石山脩平　読書と道徳教育

望月久貴　読解中心から読書中心へ

草島時介　読書の生理

日本読書学会　青年の文学作品への接近と理解

日本読書学会　読書社会調査中間報告

波多野完治他　子どもとマンガ

笹川隣こどもの読んでいるマンガの実態と読書指導

青柳幸一　読書意欲の誘発にかんする研究

第3号　　　　　　　　　　　　　　120円

中田邦造　読書生活の目的

岡本奎六　青年と漱石の作品

日本読書学会　読書世論調査の報告

成践小学校教育研究所　児童雑誌の実態とその評価

阪本一郎　児童雑誌の性格

飯田公一　児童の読書生活とAccessibilityの問題につ

　　　　いて

第4号　特集　文学教育　　　　　　　　　　　120円

鳥山榛名　問題意識と文学教育

飛田多喜雄　文学教育の指導技術

滑川道夫　文学教育の問題点

熊谷孝文学教育と人間形成

望月久貴　漱石の作品における青年の読解指導

安藤登美子　家庭における読書指導

成膜小学校教育研究所　児童雑誌の実態とその評価

第9号　　　　　　　　　　　　　　　120円

弥吉光長　少女の探偵小説愛好に関する女子大学生の意

　　　　見

松村康平他　読書における人格の硬さに関する研究

阪本一郎他　小学校児童における読書興味の発達につい

　　　　ての一調査

岡田　明　読解過程の研究（H）

黒田映侑　読書科学における児童文学序説（2）

阪本一郎　伝記書による子どもの感銘

16ぺ一ジヘつづく

一9一



亀井勝一郎の読書論についで

日本近代読書論史序説　（個人編　その3）

　　東京女子体育大学

飛　　田　　文　　雄＊＊

，

1　まえおき

　亀井勝一郎の読書論はかなり独創的でありまた思索的

である。これはかれの読書論がかれ独自の思索的人生観

にもとずくためであろう。しかし，独創者が取りがちな

随筆的発想を，かれもおかしている。r読書についての7

つの意見」は，かれの読書論を総合する代表的著書であ

るが，r7つの意見」という羅列的な言い方は（当時い

くついくつの何々という題目のつけかたが流行していた

としても）内容の性格をいみじくも象徴している。つま

り，個々のポイントについては，それぞれ抜ぎん出た見

解を保っているのであるが，全体的に見るとき，構成性

に欠けると言わざるをえないものがある。しかし，かれ

の人生論と読書の実際体験との双方を踏まえた個々の所

論は，高く評価しなければならない。

　そこで亀井の読書論を考えるにあたり，問題は2つに

分かれる。1つは，かれの語るそのままに従ってそのあ

らましをまとめてゆくことであり，2つは，かれの各論

の底に流れるものから1つの体系をつかみ，それによっ

て1つの読書論としての機構をつくることである。前者

は，作業としてはやりやすいが，単なる紹介に終わる心

＊　On　the　Kamei’s　opinion　on　reading；an　in・

　troduction　to　the　history　of　reading　opinions

　in　modem　Japan，No。3．

＊＊HIDA，Fumio（Tokyo　Women／sPhysical　Edu・

　cation　College）

配がある。後者は，わたし個人の主観が入りやすいとい

う点でかなり危険を伴なうおそれはあるが，研究操作と

してはむしろしぜんかともおもわれる。

　わたしは後者を取ることにした。それには，筆者の逆

手を取るようで気がひけるが，亀井自身のrしかし私は

ごく素朴な意味で，誰でもが持っている批評精神につい

て考えてみたい。それはこういうことだ。たとえばある

作品を批評するということは，人生を批評するというこ

とである。自分自身がいかにこの世を生きて行くかを自

分の心に問いただして，その問いに対して自分の読んだ

本がいかに答えてくれたか，あるいは全然答えないか，

つまり，自分の生き方にむすびつけて，その書物と自

分との間に行われる対話が批評精神の基本なのである。1

（r読書についての7つの意見」）ということばに助けら

れたことを告白しておかなければならない。

2　こころみ

　　　　目　　的

読書の目的を亀井勝一郎は，

（1）一人間としての精神形成にある。

と言い，また

（2）自分の理想とする人間像を心の中に確立するにあ

　る。

とも言い，さらに

（3）自分の座右の書を持つということにある。

とも言う。

（1）は，かれの考える読書目的を，もっとも基本的かつ
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普遍的に示しており，（2）はそれを読書活動という精神行

為に具体的対象を与える形において述べており，（3）は同

じものを日常性の中に持ち来たして，具体的操作として

説いている。けっきょく，人個々人が読書によって人間

性を理想へ向かって形作ってゆくということを，層序を

変えて語っているのであるが，注目すべきはいずれのば

あいも「個人」ということを明示していることである。

「一人間としての」といい「自分の理想とする」といい

r自分の座右の」というそれである。つまり，亀井の読

書目的は，個人ということを絶対の条件としており，個

人としての精神形成ということが，かれの読書目的とい

うことになる。

　　　　個　　人

　個人の精神形成が読書の目的とすれば，その方法はそ

の目的に沿うことが要請される。

　個人ということは，自分だけということである。多数

と一律な状態ではないということである。ある主義なり

思想なりを公式的にのみこんで能事おわれりとするので

はなく，自分一個として受け取り消化し吸収するのであ

る。同じ一わんのみそしるでも，隣人はr一口にがぶのみ

するかもしれないが，自分はまずわんを手に取って熱さ

をためし，顔に近ずけてかおりをかぎ，一口すすって材

料の種類を知り，実を口にはこんでしるとのふれあいを

味わう等，おのれの好みに従ってじっくりと賞味する。

単に腹がふくれればいいというのではない。栄養が取れ

ればよいというのではない。そのしる独特の味わいを，

心ゆくまでくみとって，ついにそれを作った人の手，手

からさらに心情にまで至って，はじめてみそしるを飲ん

だと言えるのであろう。これはわたしの比喩であるが，

書を読むときも同様である。書かれてあることがらをこ

とがらとして知るだけでなく，どんな気持ちでどのよう

に表現されているか，著者は何を悩み何を問題としてい

るか，なぜその書を書かずにいられなかったのかといっ

たような事を，読み手自身の持つ疑問や煩悶や心情に腰

をすえながら追究していってはじめて，ほんとうに書を

読んだということができる。

　　　　　　　　　　　　　　亀井勝一郎の読書論

　亀井は，そうした個人性をr対話」とr文章」とr疑

問」とr批評」との4要素によって満たそうと考える。

　　　　対　　話

　亀井は書物の対話性ということを言う。そのため，

rこの世に書物がなかったならば」として説き始める。

　日本の上代には書物がなかった。かわりに語部（かた

りべ）があった。語部は皇室や各氏族の家々にかかえら

れて，それぞれの歴史を言い継ぎ語り継いでゆくのが職

業であったが，言い継ぐため語り継ぐためには，聞くと

いう言語活動が，あるいは先行しあるいは後行しあるい

は同行することが必要である。聞くということは，読む

ということとは，心理過程において大きく異なるものが

あるが，その機能面にあっては異質なものではない。じ

じつ，文字が使用されて書物が作られるようになると，

語部の仕事は書物に移行され，各家の歴史はそれぞれの

史書に記載され，かつて語部に属する人々のだいじな役

　　　　　　　　　　
目であった聞くという活動は，文字を解する人々の読む

という活動に変わったのである。

　聞く活動が読む活動に変わったということは，読むこ

とその事に聞くことが要素的に潜んでいることを意味す

る。この事は，書物が豊富になった現代においても変わ

っていないはずである。もちろん，そうした書物は，筆

者が書かないではいられなかったもの，書き表わそうと

した対象に対する尊敬や愛情の念のこもった書物でなげ

ればならない。人は，ひとの人格や行為や業績に対して

尊敬や愛情をいだいたとき，そのことがらやそれに対す

る自分の気持ちを，自分ひとりの胸にたたんでおくこと

ができず，かならず他人に語りたくなるものである。そ

の語りが文字による表現の形を取ったとき，文章となり

書物となる。これは，ひとを対象とするばあいでなく，

その人自身の主義なり，芸術なりあるいは研究なりを対

象とするばあいも同じである。それらに対して自信と愛

着の念を持てば，しょせん沈黙は守れるもゐではなく，

しかもこのばあいは文字表現の形によるのが，むしろふ

つうである。

　書物が，このように対象への愛にその成立の根拠を置

一11一
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くかぎり，その書物の根底にはかならずr語部」が住む

ことはまちが，いない。したがって，書を読むときは，そ

のr語部」を書の中から探り出し，その語るところに耳

を傾けなければならない。その音声に耳を澄まさねばな

らない。

　読み手は，書の文字列の間から，語り手の，あるいは

うめく声，あるいは高らかに笑う声，あるいは泣く声，

さらにしめやかに語る声，自信に満ちた声を聞くことに

より，はじめて語り手の生きた個性に触れることができ

る。そしてその個性の声が，読み手自身の心の糸に共鳴

したとき，その読書はその読み手の個人としての精神形

成にほんとうに参加したといえるのである。

　亀井は，以上のように個性的精神形成における書物の

対話性を説いたのち，なおその証左としてrプラトンの

読書についての意見」を紹介する。プラトンは，あれほ

どの著者を残したが，じつは書物というもののむしろ否

定論者であった。これは大きな矛盾であるが，そこには

書物を独立した存在としてでなく，声に直して耳で聞く

ことをしぜんとした，今とは違った事情があったのであ

ろうという説を引いて説明とし，そしてr語部的な性格

が古代ギリシャにもやはり存在していたのではないか

と」，想像するのである。

　かれはまた，釈迦・キリスト・ソクラテス・孔子等の

語録をあげて，書物における対話性を強調する。これら

聖人・哲人といわれる人々は，みずからの手で書を書く

ことはしなかった。現在かれらの書と称されるものは，

すべて周囲の人の問いに対するかれらの答えを門人たち

が記録し，あるいはそれを聞き伝えた後人が敷術して成

したものである。とすれば，現今人類が仰いでもって最

高の書とするものは，一様に対話形式の所産であるとい

うことができる。対話形式の所産であるとすれば，その

中に対話性が豊かにたたえられていることは自明の理で

ある。数千年にわたり人間の生のありかたを教え，現在

も生きて人々の日々を支配する書が，対話形式の所産で

あり，したがって対話性を十分に保有するということ

は，とってもって現代の書を読むときにも，そのr始原

的感覚」を生かすべきではないか，そうしてこそ読み手

は個的精神の形成に読書を参加させることができると，

亀井は言いたいのである。

　　　　文　　章

　読書によって個人的精神形成につちかうもう一つの条

件として，亀井は文章表現に意を注ぐことを主張する。

　書を読めば，まずその文章に触れるのであるが，現代

人は文章にほとんど意をはらわない。ただちに，内容に

突入して，それがどのように表現されているかというこ

とをかえりみない。ただ，中味をつかみとれば，それで

足りるとする。しかし，そうしてつかみとられた中味

は，あえてその筆者を待つまでもなく，他の人でも同じ

ように言えるところであるのが普通である。

　だが，ほんとうの内容というものは，そうでないと，

亀井は言う。rたとえば思想というものにしても，露骨

に説かれた理屈そのものの中にあるのでなく，『てにを

は』のわずかな使い方によってさえ微妙に左右されるも

のである。二人の人間が同一の思想を語ったつもりでい

ても，必ずしも共通な表現をとるわけではない。その語

り方，いかに表現するかによって，思想上の微妙な相違

があらわれてくる。本人は同一思想のつもりでも，同一

ということはありえないのである。思想の場合，似てい

るということは，似ていないということと同じだ。思想

は個性的にしか表現出来ないものである。公式主義とは

個性のない表現のことを言う。」（r読書についての7つ

の意見」）ここで亀井の言う思想は，単に表現に対する

内容といったばくぜんとしたものではなく，何々主義と

も言い換えることのできる，具体的なそれである。だか

ら，亀井の言いたいのは，そうしたいわゆる公式的にあ

っかわれやすい思想でさえ，じつはひとりひとり所有者

によって違ってくるものである以上，感性的な内容にい

たっては，百人百態たらざるをえないではないかという

ことである。

　百人百態の内容を百様につかむには，文章表現に意を

注ぐほかはない。その筆者独自の文体やリズムを味わっ

て，個性的に内容をくみとるのである。しかし，いかに
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表現に注意したところで，読むがわ，味わう方に，それ

だけの感受性がやしなわれていなくては話にならない。

　亀井は自分が文章を書く際に手本とする古典の例をあ

げて，すぐれた文章表現の妙味といったものを取り出し

てみせる。一つは，親鷺　r歎異抄」である。そしてそ

の一一節「おのおの十余ケ国のさかひをこえて」のくだり

を引いて，「心にしみ入るような深い調子が出ている。」

それはr信仰のためである。」r親黛の言葉と，その言葉

にこもる息吹と，言わば親鷺のいのちを伝えてあますと

ころがない。この文章のもつ深いリズムに私はいつも心

うたれてきた。何が書かれているかだけが重要でなく，

『いかに』表現されているかを見なければならぬと言っ

たのも，つまり心のリズムをとらえなければならぬと思

うからである。そこに宿る筆者の心の躍動を読みとらね

ばならぬ。」と説く。つまりr心のリズム」を読み取れ

ということである。

　それから亀井は，兼好のr徒然草」を持ち出して，

「万にいみじくとも，色このまざらむ男はいとさうざう

しく，玉の琶の当なきここちぞすべき。」のくだりを引

く。そして，r陰影ぶかい筆致」のもとに，r人間の心

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
のデリケートな動き，そこに感ぜられるもののあわれ」

をえがき，r知性がつねに柔軟な感受性で裏づけられ，
　　　　　　　　　

文章につや」があるとする。さらに，このr色」を単に

色情だけの意味に限らず，情趣という意味も含まれると

解し，文章論に適用して考えてみることを提案する。

rつまり論理的にすきのないほど堅められた文章でも，

そこに情趣がなければ底のない玉のさかづきと同様であ

る。」と見るのである。

　さらに亀井は，芭蕉のr奥の細道」をあげ，冒頭旅心

の発するくだりを引き，r親鷺の言葉に見出される宗教

的に深い心のリズム，兼好の柔軟で優美な知性，それに

比べて芭蕉のこの文章には，旅人としての漂泊のしらべ

が感ぜられる。それも自分の人生観をさりげなく織りま

ぜた求道者らしい荘重なしらべである。同時にどこかに

ダンディな点のあることも見のがせない。」と，芭蕉の

文章における独自のリズムを，敏感に取り上げてみせて

　　　　　　　　　　　　　　亀井勝一郎の読書論

いる。

　亀井がリズムと呼ぶのは，詩などで表面に現われてい

るそれだけでなく，むしろ文章の中に内在するものをさ

している。いわば心のリズムである。それを現代の散文

を読むとぎにも，かれは要求するのである。

　文章表現に対する感受性をみがくため，亀井は手本と

なる例をあげてその要領を具体的に説明したのである

が，かれはそれだけでは満足しない。r詩集を読むこと

をすすめ」るのである。

　詩人は言語の革命家として，日本語のために大いに苦

労し，日本語の長所も欠点も限界も十分に心得ている。

そうした人々が創作した詩の集まりは，それを念を入れ

て読むことにより，言語表現に対する感受性を，しぜん

のうちに鋭くかつ豊かにみがきあげることに強く役立つ

と，自分は島崎藤村と萩原朔太郎の詩集を座右に置いて

いることを例にあげながら，強調する。

　しかし，詩集による言語感覚の練磨は，自然性・無意

識性を脱することはできない。種々の作品を多量に，あ

るいは同じ作品をくりかえし読むことにより，知らず知

らずのうちに作用を受けると見なければならない。もち

ろんそうすることが価値が低いというわけではないが，

それだけでは十分ではないと，亀井は考える。そして意

識的にそうした操作を経験することが，それと平行して

必要だと主張するのである。

　意識的に勉強するには詩論が適当である。亀井は，朔

太郎の詩論を愛読する自分のばあいを例として引きなが

ら，その事を言う。詩論は，詩人の言語との格闘の記録

である。詩の創作に際しての現代語に対する運用の苦心

とくふうが，赤裸々に語られている。まさにことばの意

識そのものである。だから，読書人は，詩を作品として味

わうとともに，詩論を読んで，言語表現に対する感受性

を，いっそう確かにすることができるというのである。

　　　　　疑　　問

　一方で書物の中から対話性をさぐって著者からの語り

かけに接し，他方文章表現に鋭く豊かな感受性をはたら

かせて著者独自の心のリズムに共鳴することによって，
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読書による個的精神形成を遂行するというように，わた

しなりに亀井の読書論を構想してきたが，これで決して

かれの読書論の構成が完成したというわけではない。目

的が立てられ，それを達成する方途が組み合わされたこ

の構成は，一見体系を成したように見えるが，じつはそ

うでなく，それを動かす原動力がまだ取り付けられてい

なかったのである。言い換えれば構成を生かして機構と

するまでに至っていないのである。

　構成を変えて機構として生かすその力は何か。亀井は

それをr疑問を抱く」ということに求めている。疑問を

持つということは，単なる存在ではなくて，一つの作用

である。はたらきかけである。その疑問を，しかも容易

・には解けないような大疑問をいだけと，亀井は言う。人

・は青春の時代に達すると，自己に向かい，神に対し，社

会に面して，無数の疑問をいだくようになる。これらは

すべて難問である。一朝一夕に解けるものではない。い

わば永遠の課題である。時には死をもって当たるほかな

しいというばあいも出てくる。そうした文字どおりの大疑

澗が青春期に生じたらそれをだいじに保育する。

　疑問は当然答えを要求する。その答えを読書に求める

，とき，はじめてさきの亀井の読書論の構成は機能性を備

、えて機構として活動を始めることになる。しかし，疑問

・は大きければ大きいほど，難問であれば難問であるほ

ど，永続性の維持がむつかしい。特に青年期はすべてに

性急である。なにかの機縁から大疑問をおこして，大い

に煩悶しても，即座に解答が得られそうもないとわかれ

・ば，すぐさま絶望感におそわれる。絶望感におそわれる

，ということは，疑問の放棄を意味する。疑問が消失すれ

・ば，読書活動はその原動力を失なうことになる。だが，

，絶望も青春期の特権である。青年期の絶望は人生の放棄

一を意味しない。本人は放棄したように思っても，はたか

・らすれば，一時の現象にすぎない。間もなく立ち直るこ

とはまちがいない。だから，一つの言い方をすれば，絶

望することができるような青年は，読書においてはかえ

って有望である。立ち直れば，すぐまた新しい疑問を掘

の起こすからである。疑問がおこれば読書活動の始動

は，時間の問題である。

　むしろ困るのは，絶望をよそおうことは知っている

が，真の絶望に落ち入ったことがないというばあいであ

る。真の絶望に落ち入った経験がないということは，絶

望感を招くべき原因，つまり疑問を持ったことがないと

いうことである。しかもわるいことに，その状態をてら

うことを知っているとすれば，将来も疑問をいだく機縁

がないということになる。ポーズだけ取って無気力に生

を送る青年には，読書以前の策をもって，まずのぞまね

ばならない。

　読書によって個的に精神の形成を行なうため，方途と

して書の中に対話性をさぐり，また文章表現を鋭く感受

しなければならないが，それにはそうした構成を機構た

らしめる原動力が要請され，それに答えるものとして

r疑問を抱く」という作用に発する機能性を設定したの

であった。

　　　　批　　評

　目的を置き方途を立て活動を開始すれば，それで読書

行為は一応の姿勢を整えたように見えるが，まだ十全で

はない。大きな要素を一つ落としている。批評精神であ

る。問題の解答を求めて書物に対し，表現を吟味し，著

者の音声に接したとしても，そこから得たものが，解決

『を要求した問題の答えとなっているかどうかを，まず識

別しなければならない。それが答えとなっていたとして

も，さらに自分の個性的精神形成に，どのように参与し

てくるのかをも判別しなければならない。読書活動に批

評精神の不可欠なるゆえんである。

　批評精神というと，ひとはすぐ深刻な考え方をしてし

まい，自分にはそうしたものの原理も基準もないから，

そんな高遠な作業はできないとあきらめてしまう。亀井

は，批評とはそんなにしちむつかしいものではないと教

える。要するに自分の欲する自分の生き方に対し，その

書がどのように答えてくれるか，あるいはまったく答え

てくれないかというところに基準を置けばよいのだと言

い，その事を次のように解説する。r批評といっても，

その範囲をひろく考える必要がある。作品がなければ批
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評がない場合もむろんある。文芸批評は作品を対象とし

なければならないが，作品としての鑑賞は批評の一分野

にすぎない。作品を通して時代を考察することも出来る

し，その時代の人間の精神の型を摘出することも可能

だ。あるいは作品から離れて，自分の生き方そのものを

批評の対象にしてもいい。要するに人生全般に及んで差

支えないのだ。詩や小説と同じように，自分のうちから

創造しなければならぬもので，要するに自己表現の一様

式なのである。必ずしも作品に縛られる必要はない。」

と。こうしてみると，亀井のいう批評精神は，きわめて

主観的なものに見える。しかし，その主観的というの

は，恣意的ということとは違う。かれの標榜する主観性

は，批判者がそれみずからの生き方をじっくり反省しそ

の欲するありかたを心に確かめたうえの，そうした基盤

に立ったそれであるから，いわば一種客観性に立った主

観性ということができる。だから，問題は批判者が自己

の生き方にいかに忠実であるかということにつきる。こ

の一点を確かにすれば，批判ということは，けっして高

遠なことでも，深刻なことでもないというのが，亀井の

主張したいところのようである。

　批判精神一般が，はたして亀井の言うがままでよいか

どうかは問題があるとしても，こと読書に関し，大衆が

その活動を機構的に可能ならしめるための一つの条件と

しては，かれの批評論はその存立が十分に支持されなけ

ればならない。そしてその参加は，その性格の端的明快

なるゆえに，大衆読者の理解と実践を容易に期待するこ

とができ，かれの読書論の機構性に，いっそうの確実性

を加えうるものであることはまちがいない。

3　したたり

　rまえおき」に述べたように，亀井の読書論は，各論．

的には独創性の豊かなものであるが，全体論としては構

成性に欠けるところがあったのを，わたしの見解をもっ

て体系を整え機構として再現した。そのため，本質的な

いし要素的でないものは，いきおい構外に置くのやむな

きばあいがしぽ』しばあった。

　　　　　　　　　　　　　　亀井勝一郎の読書論

　しかし，そうしたものの中には，亀井なればこそと見

られるすぐれた思索や，実際体験にもとずく忠告が，い

くつか数えられた。たとえば，かれの人生論の基本的要

素の一つであるr避遁」を読書論の中に持ち来たしたば

あいなどその一例である。

　かれは人生の大事は「遅遁」であると，よく言うので

あるが，遊遁とは出会いということである。人がその生

がいの間に，どういう人と出会うかということによっ

て，その人間形成は，大きくも小さくも，白くも黒くも

なり，右にも左にも向く。出合う相手は，まず両親であ

る，ぎょうだいである，師であり友人である。しかし，

かならずしも生き身の人とは限らない。遠く近い過去の

人もその対象となる。絵画を通して，彫刻を通して，建

築を通して，それらの背後にあって，生き，悩み，戦っ

た人々も，出会いの相手である。絵をあじわい，像をな

がめ，家を仰ぎ，あるいは遺跡をさぐることによって，

それらを作り，残した人々に触れることがでぎる。だ

が，絵より像より家よりはるかに詳しく確かにその人を

語るのはことばである。文章である。詩であり，随筆で

あり，小説であり，脚本であり，論説であり，評論であ

る。人は，それらを読むことにより，それらによって自

己を表現せずにおれなかった人々の人間性に切り込むこ

とができる。もちろん，絵も像も家もそれを通してその

製作者に接することができる。しかし，それには相当高

度の考察力や鑑賞力を必要とする。言語によるばあい，

もちろんそうした能力か不要だとか低度でよいというこ

とはない。一ないが，美術作品によるばあいより，はるか

に享受が容易であり，かつ精確である。亀井が人生の遅

遁ということを，特に読書において強調するゆえんは，

このあたりにあると解してよいようである。

　また，かれはr告白」ということを言う。これはかれ

が高校時代に読んだ武者小路実篤のr或る男」から触発

された問題らしいが，かれによると，人間がr一個の人

間とレて成長して行くときの最初の動機となるものは，

自分自身の告白の衝動で」ある。したがってそうした衝

動を内に秘める青年が，ひとの告白を読むことは，その
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青年の人間としての成長に火花の散るような刺激を与え

るというのである。

　このほか，これに類する基本的見解や，もっと大衆読

者の実践にただちに答える実際策などが，かれ特有の重

厚にして明快な文章をもってしるされているのである

が，本論ではかれの読書論の機構的再現を目途としたの

で，ここには割愛することにした。

参考文献

　○読書についての七つの意見（亀井勝一一郎）

　○文学の読み方　　　　　　（　　〃　　）

○私の読書遍歴

○亀井勝一郎選集

　△私の宗教観

　△我が精神の遍歴

　△愛の無常について

　△私の美術遍歴

　△島崎藤村論・作家論

　△日本人の智慧

　△現代人の研究

　△人生論
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物語の理解にお・ける子どもの態度の診断

1．目　　的

の試み＊

　　日本女子大学

　　　阪本一郎

石井昌子　　倉谷道子＊＊

　われわれは，子どもが物語を読むとき，その内容に対

してどのような態度をとるかを検出する方法を，考案し

てみた。普通の物語は，登場人物を中心にして，彼の行

動の場を構成し，その場の情勢を描写する。それに対し

て人物が彼の個性的な要求にもとずいて特定の適応行動

を営む状況を物語る。読み手はその経緯の傍観者となる

が，しかし多くの場合，たんなる局外者としてではな

く，なんらかの程度でその人物と同一化し，心的交渉を

持つものである。そのとき子どもは，どのような態度を

とるか。

　その態度は個人に定着したものであるか。年齢によっ

て推移するものであるか。性によって異なるものである

か。または事件の性質によって変化するものであるか。

こうしたことが検出できれば，読書による人間形成の指

導に重要な手がかりとなるであろう。

　従来このような問題を研究するには，子どもの読後の

感想を書かせたり，言わせたりするよりほかはなかっ

た。だがその整理はたいへんむずかしく，客観性の保証

に困ったものである。そこでわれわれは，テストの形式

で診断することを思い立つたのである。今回はその予備

調査の結果を報告する。

2．計　　画

＊

＊＊

An　attempt　to　diagnose　children’s　attitude

in　reading　stories。

SAKAMOTO，Ichir611SHII，Masako　l　KURA・

TANI，Michiko（Japan　Women／s　Univ。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　一17一

　まず子どもに一定の物語を読ませ，次いでその内容に

ついて質問紙の多肢選択法により回答させてみることに

した。

　テスト用の物語は，子どもの未見のものとするため

に，われわれで作った。一つは子どもの日常生活に取材

した「草の芽」と，もう一つは特殊な劇的事件を扱った

「ピストル」とし，いずれも危機的な場面をふくませて

子どもの反応を見るようにした。

　子どもの反応の態度には，次の三つの型があるであろ

うと仮設を立てた。

（1｝同調型一物語中の人物の行動を肯定し，それを合

　理化する態度。

（2）批判型一人物の行動に否定的な態度で，それを批

　判するもの。

（3）洞察型一人物の行動にかかわらず，もっとも望ま

　しい方向を提示するもの。

　そこでこれらの3型を各問題点の回答の選択肢として

配列した。

　被験者は，杉並区荻窪小学校5年77名（男45，女32）

と世田谷区梅ケ丘中学校1年75名（男35，女40）。昭和

43年7月上旬に実施した。時間をかけるために家庭作業

とし，1週間後に回収した。
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3。読書材料と質問用紙

　われわれが用いた物語と，質問用紙を次に掲げる。全

文，漢字にはルビを振ったが，ここでは省略する。

草の芽

　ジーッとベルがなって給食の時間になったが，島くんは，

教室へはいっていこうとしなかった。クラスのみんなが，自

分の味方になってくれなかったのがくやしいのだった。

　ついさっぎまで，先生のお許しが出たので，みんなでドッ

ジボールをして遊んだ。島くんは，運動のほうはあまりとく

いではない。けれども，やりだすとむちゅうで勝とうとす

る。負けずぎらいだった。

　島くんの投げるボールは，みな取られてしまった。外野に

出たっぎりで，なかなか内野へはもどれなかった。それに白

組の三原くんがめちゃくちゃに強いのである。だんだんと赤

組は内野からすがたを消していった。

　r赤組がんばれ。そら，そのチビをやっつけろ。」

　島くんは，味方にボールが渡ると，さかんにそうさけん

だ。一しかし，チビをねらったボールは，すぐ三原くんに取ら

れてしまうのだった。

　チビというあだ名の沢田さんは，小さいときに病気をした

ので，すこし足が不自由であった。でもたいしたことはない

ので，いつもなかまには．いっていた。にげまわるばかりだっ

た。しかしその一人でも，残しておくと，勝負に関係するの

である。

　島くんがやっきになっているとき，ボールが来た。チビ

は，と見ると，ちょうどそのとき，逃げそこなってすぐ近く

でころんだ。島くんは，rしめた」とばかり，チビの背にボ

ールを投げつけた。

　「やい，ひきょうだぞ。」

三原くんがよってきてにらみつけた。そのすきに，だれかが

三原くんに当てた。

　rチェッ。赤組はひきょうなやつばかりだ。」そう言って

三原くんが外に出ると，まもなく，チビの沢田さんがボール

を拾って，赤組の一人に当てるという手がらを立てた。敵も

味方もいっせいに拍手をした。チビは内野にもどっても，ま

たすぐ出されてしまうにきまっているからだ。ところが，
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　「ぼくがはいる。」

と言って，三原くんがはいってしまった。

　rずるいよ。そんなの反則（きそくにそむくこと）だよ。」

島くんがおしかえしたが，

　「だってチビがかわいそうじゃないか。きみだって，ずる

いことしといて。」

　rあれは，ずるくないよ。」

　rだって，ひきょうだよ。おんなじじゃないか。」

　「おんなじじゃないよ。ねえ，みんな。」

これには味方の者も返事をしなかった。

　「けんかをしないで，続けようよ。」

だれかが言ったので，三原くんを中に入れて，試合は続けら

れた。

　島くんは，くやしくてたまらなかった。もう本気でやる気

がしなくなった。けっきょく赤組は，4対3で負けてしまっ

た。

　rあんなずるいことをして勝ったって，勝ったことになら

ないよ。ねえ，みんな。」

　島くんのことばに，みんなは顔を見合わせるだけであっ

た。みんな三原くんがこわいのである。三原くんはさいきん

転校してきたばかりだが，腕力が強いので，みんなおそれて

いるのだった◎

　窓から先生が呼ばれたので，みんなは教室にはいっていっ

た。島くんは，そんな自分を裏切った人たちといっしょに食

事をするのはいやな気がして，ふくれっつらをして，ろうか

に立っていた。

　いままで島くんの言，うことは，たいていみんなが賛成して

くれたものである。賛成してくれないときは，島くんがまち

がったときだった。だから島くんは，まちがったことや，む

りなことは，言わないように注意してぎた。きょうだってそ

のつもりでいるのに，みんなはそっぽをむいている。

　こんなにみんなの態度が変わってきたのは，三原くんが転

校してきてからである。三原くんは，しだいに，島くんのク

ラスの人気を横取りしていく。かってなことを言っているの

に，みんなはいくじなくだまっている。島くんは，それがし

ゃくにさわるのだった。

　食器を配る音がやむと，先生が島くんをよぶ声が聞こえ

た。戸があくまえに，島くんはくつ箱のかげにかくれた。

4
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　rおい，なぜかくれるんだ。早く来て食事をするんだ。み

んな待ってるんだぜ。」

　しばらく先生は待っていたが，出ていかなかったので，戸

をしめてしまった。するとこんどは，チビの沢田さんが出て

きて，くつ箱のかげへ来た。

　r島くん，どうしたの。先生が心配しているわ。早くいら

っしゃいよ。」

　沢田さんとは，ふだんからなかのよいほうである。さっき

なボールを投げつけたが，それでも沢田さんは怒らないと安

心していたからだ。ほんとに沢田さんは，そんなことを気に

していないo

　「ぽくは，おなかがすかないんだ。」

　「そんな意地を張ること，ーないでしょう。みんなも心配し

ているのよ。」

　みんなが心配していると聞いて，島くんは，心の中でrう

まくいった。」と思った。みんなに心配させるのが，さっき

のことを反省させることになるのだった。みんながわるかっ

τ1たと思ってくれれば，それでよいのだった。

　しかし島くんは意地を通した。

「よけいなおせっかいは，やめろよ。ぽくのことなんかかま

うより，三原くんのせわをしたらどうだ。」

　沢田さんは，あっけにとられた顔をして帰っていった。こ

．んなことを言ったのは，三原くんがこのごろ沢田さんをかば

ってやるのが目についてきたからでもあった。

　2，3日まえにも，こんなことがあった。お昼休みに，島

くんが花壇のところを通りぬけようとすると，さくに並んで

腰をかけて，クラスのものがおしゃべりをしていた。その中

．から沢田さんが，

　r島くん，助けて。」

とよびとめた。見ると，沢田さんは自分の髪の毛をむしるよ

・うにしている。

　「どうしたの。」

　「だれかが，ガムをくっつけたのよ。取れないから取っ

一て。」

　rだれだ。そんないたずらをしたのは。」

まわりのものを見まわしたが，みんな知らぬ顔をしている。

そばにいた三原くんが，

　rチビの恋人じゃないか。取ってやれよ。」
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と，ひやかし半分に言う。

　「きみだな。」

　「ぼくじゃないよ。ぽくのはまだ口の中にあるんだもの。」

アーンと口をあいて見せる。ほかのものも，口をもぐもぐし

ている，学校では，チューインガムをかんではいけないこと

になっているのだが，そのことよりも，べそをかいている沢

田さんがきのどくだった。みんなは，沢田さんがこまってい

るのを見て楽しんでいるのだった。

　しかし，島くんは沢田さんを助けてやる勇気が出なかっ

た。「チビの恋人」と言われたからだ。もし助けてやった

ら，みんなはどっとはやしたてるにちがいない。島くゆは，

とほうにくれて立ちすくんでいた。

　rきみの恋人が取ってくれないなら，ぽくが取ってやる。」

　三原くんは，そう言って，沢田さんの髪に手をかけるのだ

った。

　沢田さんはさっばりした気しょうだから，そんなことはな

んとも思っていないのである。

　とつぜんに教室の戸があいて，先生が出てきた。島くんは

かくれるひまがなく，先生に教室につれ；まれてしまった。

みんなの目が島くんに集まったので，顔がまっかになった。

　rきみはどうしてお昼を食べないんだ。わけがあるんだろ

う。言いなさい。」

先生の声はやさしかったが，島くんにはきびしくひびいた。

　rぼくは言いたくありません。みんなに聞いてください。」

　「みんなに聞いても，だれも言わないんだ。おたがいにか

ばいあうのはいいことだが，それでみんながよくなるなら結

構だけれど，わるい草の芽がそのかげで伸びてはとまるのだ。

だから先生は聞いておきたいんだ。」

　先生にはかなわない。いつもこの調子で，生徒に白状させ

てしまう。生徒のあいだにおこったことは生徒にまかせてお

いてほしい。いろんな口出しをするから，かえってぽくたち

はやりにくくなるんだ。一島くんはこう考えたが，口には

出さなかった。

　rとにかく早く席へもどって食事をしなさい。」

机の上には島くんのすきなテンプラが待っていた。しかし

それに手をつけては，いくじがないとみんなに思われるだろ

う。島くんはつばを飲んでがまんしていた。

　先生は見ぬふりをして，みんなに話しかけていた。そのう
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ち，おっちょこちょいの女の子が手をあげて，

　　r島くんはなにも悪いことをしません。私たちも何もしま

せん。だから私は，どうしてこんなことになったかわからな

いんです。」

と言った。これがきっかけになって，

　　r島くんは，ドッジボールに負けたのがくやしいんだと思

います。」

　　r三原くんのほうが強いので，しゃくにさわってるんで

す。」

　　r三原くんが反則をしたのを，おこっているんです。」

などと，白状しはじめた。みんな，わかってくれていないん

だなと思うと，くやし涙が出そうになった。でも，なんと言

われようとも，だまっていようと心に決めていた。先生には

関係のないことだから。

　すると三原くんが立った。

　　rいま，ぼくのことが出ましたけど，島くんだって，ひき

ょうなことをしたんです。だいたい島くんは生意気で，態度

がよくないから，反省してほしいと思います。」

　よくもそんなことが言えたな，と思うと，島くんの血はカ

ーッと頭に上った。

　　「では島くんに聞こう。きみも言いたいことがあるだろ

う。」

　島くんが立ち上ると，みんなはしいんとなって耳をすまし

た。

　　rぽくの悪いことは反省します。だけど……。」と少した

めらって，「クラスの中には学校で止められているガムを校

庭でかんでいる人がいます。それは……三原くんとそのグル

ープです。」

と，怒りにふるえる声でさけんだ。

　　「わかりました。やっぽり悪い草の芽が伸びかけていたん

だ。」

先生はいつもと同じお説教をして，みんなを教室から出し

た。しかし三原くんとそのグループはあとに残された。その

中にはチビの沢田さんもはいっていた。

　運動場に出ても，みんなはふゆかいな顔をして，ぼそっと

していた。だれも島くんのそばに来なかった。

　みんなが，そうして自分から離れていくのが，島くんには

悲しかった。そのうえ沢田さんまで叱られるまきぞえにして
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しまったのは，残念だった。ガムのことは言わないつもりだ

った。だが，つい，腹が立ったので，口から出てしまったの

だ。

　「ぼくは，だめだなあ。もっとしっかりしなくちゃ。」

なんどもそうくりかえして，運動場のまわりを歩いていた。

大ぜいのさわぐ声も耳にはいらない。ただ自分一人がさみし

い森の中にとりのこされている思いであった。

　午後の授業が始まっても，島くんは身が入らなかった。学

校からの帰りみち，しょんぽりと歩いていると，三原くんと

そのグループが待ちかまえていた。

　三原くんが，にやにや笑って近づいてきた。ほかの人の目

は，みなけわしい色である。島くんはrくるな。」と感じた

が，平気なふりをして，

　「ひどく先生にしかられたかい。ぽくが言っちゃったのば

わるかったから，あやまるよ。ごめんね。」

と，おとなしく頭をさげた。

　rあやまればすむと思ってんのかい。」三原くんは急にこ

わい顔になって，rきみは，給食のときみんなに心配をさせ

て，それでしかられないですんでるんだぜ。それどう思って

るんだい。」

　ああ，そうだ。そのことはまだ反省していなかった，と思

ったから，

　「ぽくきょうはどうかしてるんだ。あした，みんなにあや

まる。」

　「あやまる，あやまるって，それじゃすまないと言ってる

んだ。きみは，これがこわいんだろう。」

　三原くんの大きなげんこが目の前につきだされた。

　rそんなものこわくはないさ。だけど……。」暴力で争う

のはよそう，と言わないうちに，

　rじゃあ来い。あっちの原っぱまで。」

と，三原くんは先に立って歩きだした。ほかのものたちが島

くんをとりかこみ，そのあとを押していった。

　そのとき，どこからかチビの沢田さんがかけてきた。

　「どこへ行くの。」

　rあっちの原っばで，はたしあいをするんだ。」

三原くんが答えた。

　rよしなさいよ。そんなこと。ねえ，島くん，行っちゃだ

め。」

4
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島くんは足を止めた。だが，ここで引きさがっては，またひ

きょうものにされてしまうのだった。

　「沢田さんは，あっちへ行ってなよ。ぽくだって負けない

よ。」

そう言って先に立って原っばのほうへ進んでいった。みんな

は何か話していた。そのすきに，島くんは，ツバメのように

身をひるがえして，逃げだした。

　うしろのほうで，rひきょうもの」とかなんとかさけぶ声

がした。

　「なんといわれたって，かまうものか。」

胸の中でそう思いながら，むがむちゅうで，かけつづけてい

た。そのくつで，いろんな草の芽をふみにじり・ながら。

r草の芽」について

　いま読んだr草の芽」というお話について，つぎの問に答

えてください。答は，イ，ロ，ハ，二の中から一つだけえら

んで○を付けるのです。ぴったりあてはまる答がなくても，

あなたの考えにいちばん近いものを，えらんでください。

1．島くんが倒れた沢田さんにボールを当てたことを，どう

　　思いますか。

　イ　それは反則ではないから，かまわない。

　ロ勝つことを，あまり考えすぎている。もっと楽しく遊

　　ぶのがよい。

　ハ　弱いものをねらうのは，よくない。ひきょうだ。

　二　反則でなくても，倒れた者は見のがしたほうがよい。

2．反則をした三原くんを島くんが止めたことを，どう思い

　　ますか。

　イ　遊びなのに，規則にこだわりすぎる。

　ロ　止めたが，がんばりとおさなかったのはよい。

　ハ　それは反則だから，止めるのはあたりまえだ。

　二　弱い者をいたわる気持がほしかった。

3．島くんが給食のとき教室へはいろうとしなかったこと

　　を，どう思いますか。

　イ　先生がよんだときか，沢田さんがむかえにきたとき，

　　はいればよかった。

　ロ　みんなの態度がしゃくにさわったのだ。同情する。

　ハ　みんなに反省させるためには，やむをえない。

　二　みんなに心配をさせるのは，よいことではない。
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4．島くんが沢田さんの髪のガムを取ってやらなかったこと

　　を，どう思いますか。

　　　しなかったのは勇気がない。ますますばかにされる。

　　　相手にしないで，むこうへ行ってしまえばよかった。

　　　ガムをつけたやつを見つけて，そいつに取らせればよ

　　かった。

　二　ひやかされるのがわかっている。しないほうがよかっ

　　た。

5．島くんが，三原くんたちのガムのことを先生に言いつけ

　　たことを，どう思いますか。

　イ　いくら腹がたっても，ひとの秘密を言いつけるのはよ

　　くない。

　ロ　三原くんのことばは言いすぎだから，カッとなったの

　　だ。かまわない。

　ハ　もっとおちついて，よく考えてから，ものを言えばよ

　　かった。

　二　生徒のあいだのことは自分たちで解決する、という考え

　　に合わない。

6．島くんがさいごに，けんかをしないで逃げたことをどう

　　思いますか。

　　　負けるにきまっている。逃げてよかった。

　　　にげるより，話しあいで，けんかをやめればよかっ

　　たq

　　　やる気になっていて，逃げるのは，ひきょうだ。

　　　なんと言われても気にしないと考えたのはよい。

イ

ロ

ノ、

イ

ロ

ノ、

ピストル

　その日の朝，田中巡査は，気分がすぐれませんでした。

　「かぜでもひいたのかな。」

　無口でおとなしい田中巡査は，首をかしげてつぶやきまし

た。

　「休んだら？」

　おかあさんが心配そうに顔をのぞきこみました。

　「ぽくがかわってあげられるといいんだがな。」

　弟のあきらが言いました。

　「でもきょうは当番だから休めないんだ。」

　田中巡査は弟たちにわらいかけ，いつものように，交番へ

出勤していきました。電車の中からみると，外はうららかな
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よい天気です。

　ちょうどその日，ひとりの少年が静岡県から東京へ出てき

ました。年は17才で，ぽさぼさ頭の小がらな少年です。少年

は金物屋の店員です。きのう，お客さんとおつりのことで言

いあらそって，少年が正しかったのにわかってもらえず，主

人にひどくおこられてしまったのです。それで，お店にいら

れない気持になり，自分のお金を持って，いつかは行きたい

と思っていた東京にやってきたのです。

　東京駅を出て日比谷，銀座とぶらつぎました。自動車の数

の多さ，ものすごい人の波，あかるい服装の人々，さすがは

東京です。やがて浅草に出て映画館にはいり，西部劇を見る

ことにしました。保安官のかっこいいピストルさばきが，少

年め心を，おどらせます。映画館を出てみると，町は色とり

どりのネオンで，目がいたくなるほどです。

　気がついてみると，持ってきた5，000円は，もうほとんど

使ってしまい，300円しか残っていません。少年は急にこわ

くなって，どうしたらよいかわからなくなってしまいまし

た。だれも知っている人のいない，西も東もわからない広い

東京のまん中です。

　「どうしよう。」

　少年は，まわりの人ごみのすごさに，すっかりうろたえて

しまいました。

　足は，しぜんに上野のほうをむいています。風はつめた

く，おなかはペコペコで，歩くのも，おっくうになってきま

した。さいふを見ても，やっばり300円しかはいっていませ

ん。お店の主人のこわい顔が自動車のヘッドライトの光に，

消されてはまたうかんできます。

　気がつくと，いつのまにか，不忍の池の岸に立っていまし

た。「300円では，とめてくれる所はないだろう。それにあ

したはどうしょう。」こまりはてて，ぼうぜんと立ちつくし

ていました。

　その時，とつぜん，パン，パンというすさまじい音がしま

した。一台のオートバィが大きな排気音をたてて走り去った

のです。少年ははづとしました。さっき見た西部劇の場面

が，ぐるぐると頭の中をまわり始めました。そしてピストル

さえあったらなんとかなるかもしれないと思いました。

　少年は上野駅前で300円の登山用ナイフを買って，ズボソ

のポケットにしまいこみました。ナイフは手のひらの中で，
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つめたくあせばんでいます。パトロールの警官が二人，通ウ

ていきました。少年は，おとうさんが体がよわくてはたらけ

ず，食べ物を買うためにお金をぬすんでつかまったことを，

警官を見るたびに思い出します。そして暗くいやな気持にな

ります。少年は警官の腰のピストルをじっとみつめました。

　公園の入口に出ました。上野の森はひっそりとしずまりか

えっています。ベンチにこしをおろしてしばらく休んでいる

と，気持もおちついてきました。

　rあ，そうだ。交番にいけばピストルがある。」

　そう考えると，すぐ少年は歩きはじめました。

　どのくらい歩いたでしょうか。小さな交番が目にはいって

ぎました。交番の前をすばやく通り，10メートルほど先のボ

ストのかげにかくれて，そっと中をのぞきました。せまい交

番の中では，若い一人の巡査が，なにか書きものをしていま

す。夜もおそいので人かげもまばらになり，タクシーがとぎ

どき通りすぎるだけです。しばらくようすをうかがっていま、

したが，ほかに巡査がすがたを見せるけはいもありません。

少年は，ポケットに手をつっこんだまま胸のドキドキするの

をおさえて，交番に近づいていきました。

　「あの……。本郷一丁目へ行くには，どう行ったらいいで

すか。」

　「本郷一丁目ですか。ええと……。」

と答えた若い警官が，田中巡査でした。田中巡査はさいぎ

ん，この交番に転勤してきたので，まだ地理がよくわかって

「
い
ま せん。それにぎょうは頭が重いのにむりをして勤務をし

ていましたので，少年の顔も見ないで，書類の目をそのまま

後のかべの地図にうつしていきました。そしてくるっと少年

の方に背をむけました。

　r今だ。」と少年はとびかかりました。rうっ。」と田中巡

査は，ふいをくらって身をかわす間もなく，その場にうずく

まってしまいました。少年のナイフが田中巡査の右かたをお

そったのでした。

　「な，なにをするんだ。」

　つづけざまにつき出してくるナイフをはらいのけながら，

田中巡査はむがむちゅうで，腰のピストルをぬきました。

　rう，動くな。動くとうつぞ。」

　ピストルを向けられて，少年は動けなくなりました。で

も，そのピストルは下を向いています。田中巡査の右手はき

ウ

で



o

かなくなっているのです。それに気がつくと，いきなり少年

は手のナイフを田中巡査に投げつけ，それをよけた田中巡査

の手にしがみついて，ピストルをもぎとろうとしました。

　田中巡査はその時，この少年が，なんのために自分をおそ

ったのかがわかりました。

　「ばか。ほんとうにうつぞ。」

　田中巡査はすばやくピストルを左手に持ちかえて，少年を

かべにおしつけてしまいました。

　r苦しい。少年がにげないように，うってしまおうか。だ

けど，まだ17，8の少年だ。弟のあきらと同じくらいだ。う

ってはいけない。将来のある少年だ。うってはいけない。」

　田中巡査は，はげしい痛みの中で，こう考えていました。

焼けつくような痛みを，歯をくいしばってがまんしながら，

片足でゆかの上のナイフをけりました。少年はもうだめだと

思ったのか，おとなしくなりました。

　田中巡査はピストルを少年に向けたまま，電話のダイヤル

をまわそうとしました。けれども右手の指は思うとおりに動

きません。受話器がはずれて，ちゅうぶらりんになってしま

いました。少年は両手をあげていましたが自分のしたことが

こわくなり，なんとかしてこの場をにげ出そうと考えていま

した。田中巡査は，痛さをこらえることでせいいっばいでし

た。今にも気が遠くなりそうです。しかしこのまま倒れた

ら，少年はピストルをうばって逃げてしまうかもしれませ

ん。

　その時，交番の外に自動車の音が聞こえました。けれども

交番の中のできごとに気がつかないで，通りすぎていってし

まいました。田中巡査はいすにもたれて，手じょうをかける

力もないのでした。　「一発，足をねらってうとう。」と思い

ました。しかし，この少年にも親があるはずだ。親たちはこ

の少年がかたわになったら，どんなに悲しむことだろう。そ

う思うと，田中巡査はピストルの引金を引くことが，どうし

てもできませんでした。

　「お，おまえは，たいへんなことをしているんだぞ。わか

らないのか。」

　田中巡査は心の底から，いっしょうけんめい少年によびか

けました。また，自動車が近づいてきました。田中巡査はよ

ろめきながら道路へころがり出ました。キーッと音がして，

小型トラックが急停車しました。
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　r逃げるなら今だ。」

　少年はまっすぐにかけだしました。田中巡査のピストルが

火を吹きました。少年はもんどり打って倒れました。運転台

からとび出してきた男に，

　rあいつを署までたのむ。」

　と言うと，田中巡査は，いしきを失ってしまいました。そ

の男が電話をかけたので，すぐ救急車が来て，田中巡査をは

こんでいきました。そのあいだ，荷台にのせられた少年は，

足の傷をおさえてじっと見ていましたが，

　「おまわりさん，ごめんなさい。」

とさけぶと，わっと泣きふしてしまいました。

　早く病院に運ばれたため，田中巡査は命をとりとめること

ができました。少年はびっこになりましたが，自分の悪かっ

たことをつよく反省して，りっばな人間になろうとがんばっ

ています。

「ピストル」について

　（インストラクション前に同じ。）

1．　この少年が家出したことを，どう思いますか。

　イ　もっとよく主人に説明をして，お店にいればよかっ

　　た。

　ロ　少年が正しいのに，主人がひどくおこったからいけな

　　かった。

　ハ　お店にいられないなら，親のところへ帰ればよい。

　二　自分が正しいことをわかってくれないお店には，いな

　　くてもよい。

2．少年がピストルを取ろうと思い立ったことを，どう思い

　　ますか。

　イ　広い東京で，ひとりぼっちになったのだから，そんな

　　気持にもなるだろう。

　ロ　交番へ行って，よくわけを話せば，助けてもらえたの

　　に。

　ハ　こまったときには，人間はよい事とわるい事との区別

　　が，わからなくなるものだ。

　二　いくらこまっても，そんなことをしてはいけない。

3．少年が田中巡査に切りつけたことを，どう思いますか。

　イ　人にきずをつけるなんて，ぜったいにしてはいけない

　　ことだ。
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　ロ　田中巡査は，気分がわるかったのだからしかたがな

　　いo

　ハ　田中巡査がゆだんしていたのがいけない。

　二　少年のたいどをよく見れば，気がついたはずだ。

4．少年がすきを見て逃げだしたことを，どう思いますか。

　イ　警官を切っておいて，逃げるのはひきょうだ。

　ロ　してしまったことに責任を感じて，すなおに捕えられ

　　るのがよい。

　ハ　うたれるにきまっているのだから，まっすぐに走らな

　　けれをまよカ・った。

　　二　自分のしたことがこわくなったのだ。逃げた気持はわ

　　かる。

　5，　田中巡査が少年をうったことをどう思いますか。

　　イ　逃げたのだから，うったのはやむをえない。

　　ロ　おどかすつもりで，たまをあてるつもりではなかった

　　のだ。

　　ハ　ピストルは無事なのだから，逃がしてやってほしかっ

　　た。

　　二　せっかく少年に同情していたのに，うってしまったの

　　は軽卒だった。

　6．少年がびっこになって後悔していることを，どう思いま

　　すか。

　　イ　もっと早く自分の心の中におきた，悪い考えをおさえ

　　　たらよかった。

　　ロ　びっこにされた田中巡査を，うらんでもよいのではな

　　　いか。

　　ハ　わるいことをしてしまってから後悔しても，とりかえ

　　　しカ～つカ》な㌧・。

　　二　りっばな人間になろうとがんばるのは感心だ。

　7．　このお話全体について感想を書いてください。

　4．　回答に見られた態度の分散

　質問紙の回答に見られた子どもの態度の分散は表1，

2のようであった。

　このように各問において同一の選択肢に反応が集中す

る傾向が見られた。試みにr草の芽」における男女間の

選択傾向の相関を算出してみると，小学生では＋0．855，

表1　r草の芽」の選択肢への分散（％）

番号 型

　　イ　同
　　ロ　洞
1　　ハ　批
　　二　洞

　　イ　批
　　ロ　洞
2　　ハ　同
　　二　批

　　イ　洞
　　ロ　同
3　　ハ　同
　　二　批

　　イ　批
　　ロ　洞
4　ハ洞
　　二　同

　　イ　批
　　ロ　同
5　　ハ　洞
　　二　批

　　イ　同
　　ロ　洞
6　ハ批
　　二　同

　小学生
男　　女　　計

16　　3　　11
62　　53　　58
4　　6　　5
18　　38　　26

16　　12　　14
16　　16　　16
53　　56　　54
16　　16　　16

39　　27　　34
14　　12　　13
10　　6　　8
37　　55　　45

75　68　72
4　　0　　3
21　　29　　24
0　　3　　1

9　　15　　12
14　　27　　19
59　　49　　55
18　　9　　14

4　　0　　3
50　　44　　47
7　　0　　4
39　　56　　46

　中学生
男　　女　　計

20　　10　　15
66　　78　　72－
0　　5　　2
14　　7　　11

20　　5　　12
3　　8　　5
54　『56　　56
23　　31　　27

20　　28　　24
20　　5　　12
9　　5　　7
51　　62　　57

60　　73　　（沿

6　　7　　7
23　　17　　20
11　　3　　7

9　　0　　3
14　　7　　12
59　　75　　72
18　　18　　13

6　　0　　3
35　　57　　47
9　　8　　8
50　　35　　42

表2　rピストル」の選択肢への分散（％）

番号 型

　　イ　洞
　　ロ　批
1　　ハ　洞
　　二　同

　　イ　同
　　ロ　洞
2　　ハ　同
　　二　批

　　イ　批
　　ロ　同
3　　ハ　批
　　二　洞

　　イ　批
　　ロ　洞
4　ハ洞
　　二　同

　　イ　同
　　ロ　同
5　ハ洞
　　二　批

　　イ　洞
　　ロ　批
6　　ハ　批
　　二　同

　小学生
男　　女　　計

38　　53　　44
29　　13　　22
31　　34　　33
2　　0　　1

　7　　3　　5
40　　50　　44
11　　9　　11

40

96　　85　　91
2　　0　　1
0　　6　　3
2　　9　　5

22　　19　　21
60　　56　　58
0　　0　　0
18　　25　　21

53　　44　　49
25　　28　　26
9　　3　　7
13　　25　　18

47　　42　　45
2　　0　　1
11　　9　　10
40　　49　　44

　中学生
男　　女　　計

60　　75　　68
26　　10　　17
8　　12　　11
6　　3　　4

3　　3　　3
60　　29　　43
6　　5　　5
31　　63　　49

83　　95　　89
3　　2　　3
0　　3　　1
14　　0　　7

9　　25　　17
51　　42　　47
6　　0　　3
34　　33　　33

51　　48　　49
23　　40　　32
0　　0　　0
26　　12　　19

37　　45　　41
3　　0　　2
3　　7　　5
57　　48　　52

　　中学生では＋0．838であった。
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5．態度の3型への分散

　われわれが設定した理解の態度の3型，すなわち同調

型・批判型・洞察型の選択肢が，全体的に通覧して，ど

のように選ばれているか。表3は，それぞれが選ばれた

度数の％を示している。

　　　　　　　　　物語の理解における子どもの態度

その型に固執する態度のものと見なし，半数ずつ2型に

わたっているものを2型混合型，2問ずつ3型にまたが

っているものを3型混合型と評定することにした。表4

はその分散状況を示す。

表4　読み物別に見た態度の型の評定（％）

r草の芽」 「ピストル」

表3　どの態度型が選ばれたか（縦に合計100％）

小男中男小女中女小5中1男子女子全体

章同調型　25　31　27　20　26　25　28　23　26
の批判型　29　30　31　34　30　32　29　32　30
藷洞察型　46　39　42　46　44　43　43　45　44

同調型
批判型
洞察型
混合型

16．3

21．3

53．0
9．4

12．3

29．0

40．7

18．0

つ
ピ同調型　32　30　32　30　32　30　31　31　31
ス批判型　35　30　32　36　33　33　33　34　33
ト

ル洞察型　33　40　36　34　35　37　36　35　36
L

　これで見られるように，3型はだいたい3分の1ずつ

の被選択度数を持っている。言いかえると，子どもらの態

度はこの3型にほぼ等しく分散しているのである。とく

にrピストル」においては，均分傾向がいちじるしい。

　しかしr草の芽」では，わずかながら同調型が少く，

洞察型が多いという傾斜を示して》・る。これから推す

と，物語の内容が子どもの生活経験に密着している場合

は，子どもに自由な判断をする態度がよりよく促される
一
の
で
は
あ るまいか。この傾向は中学の女子にもっともい

ちじるしく，次いで小学の男子となっており，学年差よ

りも，性差のほうがやや大きいようである。つまり女子

のほうが男子よりもやや洞察的な態度にすぐれていると

言えそうである。

6．態度の型の診断の規準

　次にこれらの理解の態度の型が，子どもの個人ごとに

定着しているものかどうかを見る。まず2種の物語別

に，個人の選んだ選択肢の型の数を計上すると，6問全

部について同一の型を選んだものは1人もいない。5問

が同一の型のものはr草の芽」に3人，rピストル」に

1人だけで，4問が同一のものは，それぞれ27％と19％

であった。そこで，3問以上同一の型を選んだものを，

　このように，子どもの生活を扱ったr草の芽」では洞

察型の読みをするものが過半数を占めるが，特殊な事件

を扱ったrピストル」ではそれが減り，批判型の読みを

するものが相対的に増している。なお混合型がやはり増

している。これを見ると，態度の型は，読み物の内容に

左右されることが少くないように思われる。

　そこで，2種の読み物において，同一の型と評定され

たものを数えると，同調型1．3％，批判型6．0％，洞察

型20．8％，混合型3．4％，で，合計31．5％となる。残

りの7割の者は，読み物の種類によって異なった態度で

読んでいることになる。両者の一致度を相関係数で見る

と＋0．622となり，かなりの相関はあるが，どちらか1

種の読み物だけで個人の型を判定するのは危険である。

　このように読み物の内容によって態度の一致度がわり

あいに低いということは，態度の型は個人に定着してい

るものではなくて，読み物の種類によって異って現われ

るものだということを物語っているように思われる。そ

れにしても，個人に，比較的強く固定している態度の主

方向ともいわれるような型がまったくないとは断言でき

ないようである。それを検出するには，いろいろの種類

の読み物を与えて，それらに共通する理解の型を評定す

ればよいであろう。

　いま実験に用いた2種の読み物を通じて，反応回数12

のうち6以上を同一の型で反応し（他の型は4以下に分

散し）ているものを，その型に該当しているものとし，

6：6：0となっているもの及び，6：5：1，5：5
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：2となっているものを2型混合型とし，5：4：3，

4：4：4となっているものを3型混合型と評定するこ

とにすれば，表5のような結果を得る。（2型混合型

は，それぞれに0．5人として加算してある）

表5　全体を通じて見た態度の型の評定（％）

小男中男小女中女小5中1男子女子全体

同調型　1　13　8　8　4　10　7　8　7
批判型22　21　11　17　17　19　21　14　18

洞察型4231　47344433374038
3混型35　35　34　41　35　38　35　38　37

　これを見ると，3型混合型が表4の場合よりも約2倍

に増加している。この点で検出の感度が落ちるように見

えるけれども，実際において全体の3～4割程度は型の

判然しないものがあるのではなかろうか。これはもっと

多数の母集団によって確認しなければならない。

　どの集団でも，同調型がもっとも少く，洞察型がもっ

とも多いという傾向が見られる。集団相互間の差は大き

くないが，男子と女子とを比べると，男子には批判型の

ほうが多く，女子には洞察型のほうが多いようである。

また小学5年と中学1年とを比べると，小学生には洞察

型がより多く，中学生には同調型がより多いようであ

る。この同調型の差は小・中学の男子によって作られた

もので，洞察型の差は男・女のいずれにも生じている。

これを発達的な型の推移と見るにはなお研究を必要とす

ると思われる。

7．残された問題

　およそ以上のような事実が明らかになったので，子ど

もの読書における理解の態度を，われわれの考案した質

問紙法の構成と，われわれの仮説した三つの型で検出す

ることは，可能であると考えられる。しかし次のような

問題が残されている。

（1）子どもの物語の理解の態度の型を検出するのに，こ

　の2編の材料だけでよいか。もっと他種の材料を用い

　たときどう出るか。

（2）われわれの作った質問紙の選択肢に対する子どもの

　反応は，かなりかたよっている。これをもっと均分的

　に分散させるように，設問の仕方を修正するのがよい

　のではないか。

（3）態度の型は個人に定着したものなのか。あるいは定

　着させるべきものなのか。3型の間に優劣があるもの

　なのか。　（阪本が思うに，年少層では同調型が多く，

　年長にな樹；つれて批判型が発達してきて，この2型

　を自然に使いわけることができるようになり，さらに

　洞察型が発達してき宅，3型を自然を使いわけるよう

　になり，結局は3型混合型がもっとも望ましいのでは

　あるまいか。）

（4）それぞれの型は何によって生ずるのか。もしそれが

　子どもの個人差として認められるならば，知能，読書

　能力，性格，男女差，生活の地域差などとの関係はど

　うであるか。　（この研究ではS　C　Tとの関係を見たげ

　れども，明確な結論は得られなかった。）

　SUMMARY
　（1）Ourpurp・seist・Planadiagnostictest・f

　　children’s　attitudes　toward　the　figures　in　the

　　stories　they　read．We　hope　to　approach　one　of

　　the　problems　in　character　formation　through

　　books．

　（21We　have　written　two　storiesl　one　of　which

　　is　about　everyday　hapPenings　in　school　life；

　　the　other　is　about　a　m皿der　case　committed　by

　　a　boy　who　is　put　in　an　unusual　situation．The

　　length　of　each　story　is　about1600words，and

　　involves　six　critical　scenes．

　　　By　multiple－choice　questionaires　we　were　able

　　to　identify　the　readerナs　attitude　toward　eveτy

　　scene．

　　　Their　preferences　can　be　classified　into　the

　　three　following　types：

　　a．　Alignment－a　reader　who　stands　with

　　　thepersoninthestoly．
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b．Criticism－a　reader　who　stands　against

　　the　person．

c．　Insight－a　reader　who　points　out　a　better

　　solution．

（3）About80pupils　each　in　grades5and7were

　tested．Their　responses　were　distributed　into

　these　three　types　almost　uniformly．

（4）In　classifying　Pupils　by　their　most　frequent

　choice，the　insight　type　was　found　to　be　more

　numerous　in　the　story　of　school　life，and　the

　　　　　　　　物語の理解における子どもの態度

Criticism　type　more　numerous　in　the　murder　case．

、It　was　shown　that　the　typeσf　Story　determined、

　different　responses　in　about70％　of　the　pupils甲

（5）In　both　stories，we　found　a7％　Alignment

　type，an18％Criticism　type，a38％　Insight

type，and　a37％Mixed　type。Boys　were　more

of　the　Criticism　type　and　girls　were　more　of　the

Insight　type．Age　made　no　signicant　diff6rence。

（6）We　are　now　assigned　to　research　the　factors

which　caused　these　types　of　attitude　and　the

reliabihty　of　the　test，as　welL

／¶　　　　　　　　　　I　RA（国際読書学会）入会のおすすめ
ぐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

／Intemational　Reading　Associationは1955年に設立された国際的な読書科学研究の機関で，日本
ぐ

i読書学会もこれに加盟しています。日本読書学会の会員でI　RAにも入会を希望される方は，下記

5！の要領で入会のあっせんをいたします。
く

i　　　　　　 記

l　L　あっせんを受けるのは日本読書学会の会員に限ります。
≦
く2．　I　RAの会員には次の3種の雑誌が配付されます。希望の雑誌名を申し出て下さい。

　　　（a）The　Reading　Teacher（小学校の読書教育を中心としたもの）

　　　（b）The　Joumal　of　Reading（中学校以上成人までの読書教育を中心としたもの）

　　　（c）Reading　Research　Quarterly（読書科学研究の専門誌）

　3．会費は年額次の通りです（1968・》69年度）

　　　　雑誌1種類の配付を希望する者　　　　　、7ドル

　　　　雑誌2種類の配付を希望する者　　　　　　13ドル

　　　　雑誌3種類の配付を希望する者　　　　　　19ドル

i4．あっせんは毎年1回のみ行います。年度途中のあっせんはいたしません。
く

／5．新入会希望者は1ドル400円の割合で計算した会費を7月10日必着にてお送り下さい。海外送

Ei金手続後精算致します・

／．　　　送り先　東京都文京区音羽2－12－21　野間教育研究所　　阪　本　敬　彦
く

16・雑誌はIRAから直接送られますので・住所氏名には必ずふりがなをつけて下さい・

！7．継続の方は，I　RAからRenewal　Noticeが届いてから2週間以内に御送金下さい。その際
ミ
　　　Renewal　Noticeを必ず同封して下さいQ

　8．　I　RAから会員証を受けとられましたら，会員番号を阪本宛に御通知下さい。

　9．　この件についてのお問合わせは，野間教育研究所　阪本敬彦　942－1111　内線野間研　にお

　　　願いします。
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非行原因論と読書療法の治療理論（Nα1）

読書療法研究会大神貞男
φ

1．まえがき

わたくしは，これまでに，非行少年にたいする読書療

法の症例研究を続けてきたところ，最高裁判所から，日

本読書学会に委託され，昭和43年度家庭裁判所調査官実

務研究員として，読書療法の研究をまとめることになっ

た。この論文は，その時の研究結果の一部に，さらに手

を入れて要約したものである。

　非行少年に，実際に読書療法を適用してみた結果，読

書療法の治療目標や治療構造などの治療理論や手続は，1

非行の原因に応じて異るべきものということが分ってき

た。しかし，ここでいう非行の原因というのは，個々の

ケースの臨床心理学的な診断の結果に，みいだされる個

別，具体的な非行原因というのではなく，全般的に非行

一般に共通な原因，すなわち，非行の心理機制論という

ことである。

　このように，非行の心理機制という立場から，非行原

因を考えると，非行は，その発生機制から数群に類型化

が可能である。それで，非行という名称の下に，一括し

て規定されていても，非行はその類型ごとに，心理学的

な意味を異にしている。したがって，治療法である読書

療法もまた，非行の類型に応じて，治療理論や手続を異

にすべきものであると考えられる。この論文は，この点

を問題としてとりあげ，読書療法の治療理論やその手続

の解明に迫まろうとするものである。

2．非行原因論の概観

＊　On　the　cause　of　delinquency　and　the　remedy

　of　it　by　bibliotherapy．

＊＊00KAMI，Sadao（The　Bibliotherapy　Society）

　　　　　　　　　　　　　　　　　一一28一

非行や犯罪が，近代科学の研究対象となったのは，

Renessance期いごのことである。それまでは，前科学

的・宗教的な神秘主義の立場から，非行や犯罪は，神の

加罰や悪魔の所業の結果と考えられていた。それで，近

代科学的な非行原因の研究は，1775年のイギリスの」．

BenthamやC．Beecariaらの犯罪快楽説，1875年のC。

Lombrossの犯罪人論，K．EpingのGmndzuger　der

Kriminolgy，1921年のH．Goddardの知能低格説など

が，科学的研究の先駆的なものとされている。そのご，

非行原因論は，一元論から並列多元論へ，並列多元論か

ら統合的原因論へと発展していった。

　（1）　一元論。一一元論のなかでも，非行者の素質を強

調する立場と，環境的条件を強調する立場とがある。素

質を強調する立場には，C．Lombrossの犯罪人論，体

質生物学派のE．Kretschmerの体格と性格，M　G・

Schlapの内分泌学説，H．W．Thurstoneの栄養不良

説，B．Slawsonの体格説，A，Adlerの器官劣等説な：

どがある。わけても，Rohden，Lenz，Mezger，Exner，

らの犯罪生物学派は，犯罪者の遺伝性素質を強調する立

場である。

　また，環境論的立場は，犯罪発生の地理的分布を強調

する製図学派，Dostoievskyによって表明された，貧困

が犯罪を決定するという思想は，のち，Bonger，Van

Kan，Lacassagne，Von　Hentig，D・S・Thomasらに

よって，マルキシズムと結合して，経済学派として発展

している。

　（2）並列多元論。いじょうのような一元論では非行

■
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の原因は科学的に解明することはできず，およそ非行原

因に関係があると思われるすべての原因は，並列列挙的

に示そうとす立場が現われた。これが並列多元論であ

り，この立場では，G1廿ck夫妻の，rUnravelling　Ju－

venile　Delinquency」がきわだって有名である。その研

究において，文化，身体，知能，情緒の四側面をとり上

げ，社会調査149項目，医学調査30項目，人体測定55

項目，知能検査56項目，Rorschach57項目，精神医学

的調査55項目，計402項目にわたって調査を実施して

いる。

　しかしながら，非行原因の究明は，並列多元論をもっ

てしても，その科学的法則を明にすることはできなかっ

た。ついで，登場してくる立場が，いわゆる統合的原因

論の立場である。

　（3）統合的原因論。この統合的原因論は，ダイナミ

ックな立場から，非行の原因について，発達史的な連鎖

的原因系列のなかで，一次的なものをみいだし，しか

も，非行者の人格構造や環境的布置のなかで，もっとも

基礎的な諸原因の統合体を，みいだそうとするものであ

る。その主な立場としては，動力学説，情動不適応理論

及び社会学的感応性理論がある。

　㈹　動力学説。Mezgerは犯罪を一個人の生活と社会

的共同体の全体との間に発生する，唯一回的，個性的な

現象であり，本質的には，一一般化が不可能なものである

と考えている。

　⑧　分化的接触説（Principles　of　differential　associa・

tion）．アメリカにおける，もっとも代表的な社会学的

非行理論である。E．H．Sutherland，によれば，非行

は，社会学的に学習されるものであり，その学習過程

は，言語や態度を通じて，他人との交互作用のなかで学

習される。その根本的動機は，人が違法を有利とする考

えが，それを不利とする考えより強くなった時に，非行

が行われるとする。したがって，非行は，社会の病理的

表現であり，社会の病理に根ざしているという点におい

て，多くの賛同者をえている。

　⑩）情動不適応理論。分化的接触説が，非行の社会学

　　　　　　　　　　　　非行原因論と読書療法

的理解であるならば，W．Healyの情動不適応理論は，

いわば，非行の心理学的理解の立場である。W。Healy

は，はじめは，Mental　Analysisとよぶ多分に統計的な

方法によっていたが，精神分析派のF．Alxsanderに接

近し，ダイナミックな理論と深層心理学的方法を導入し

た。人間関係の障害に基因する情動障害を，非行の根本

的原因と考えるようになった。すなわち，家庭内の人間

関係から，深刻な不安感，衷失感，挫折感，自己不適当

感，劣等感，罪責感の代償として，非行という行動形成

において反応するものとしている。それは，非行者自身

に意識的，または無意識的な適応機制であると考えられ

ている。このような情動的外傷体験は，非行少年では91

％であるが無非行少年では13％にすぎなかったとしてい

る。

　ところで，この非行の社会学的接近法と，心理学的接

近法は，R．L．Jenkinsによって，統合的二元論として

総合されている。すなわち，Jenkinsは，W。Healyの

情動不適応理論とH．Sutherlandの社会学的非行理論

を巧みに調和統合して，問題児を

　（a）過度に不安な児童（Over　anxious　child）

　（b）社会化されていない攻撃的児童（unsocialized

　　aggressive　child）

　（c）社会化された非行少年（socialized　delinquency）

に三分類した。第一群は，親の過度の禁圧から生ずる抑

圧型の神経症的な非行群である。第二群は，社会化され

ていない，攻撃的な児童群で，情動不適応の非行児群で

ある。第三群は，社会学的な感応性非行児群で，集団の

窃盗，怠学，不良交友，非行集団参加が特長的である。

このように，R．L．Jenkinsは心理学的非行と社会学的

非行を統合して，統合的二元論を構築している。

　しかしながら，実際には非行はJenkinsの言うよう

に，心理学的側面と社会学的側面のほかに生物学的側面

を加えて，三元論的統合理論の上に立って，はじめてそ

の理解が可能である。この立場が，すなわち，分析的非

行原因論の立場であり，いかその原因論を詳細に論述す

ることにする。
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3．精神分析学的非行原因論

　すでにみてきたように，非行は生物学的，心理学的，

社会学的機制と，その統合的理解の上で考えられねばな

らない。そこで非行の生物学的機制は次のように考えら

れる。

　（1）非行の生物学的（精神医学的）機制。

魚）中毒精神病（lntoxikationspsychosen）

　　　∫　　　　●アルコール中毒（Alcholism）

　　　／麟徽窯藷濃）

　《B）知能障害（Mental　Deficiency）

　　　∫・精神薄弱（Feeble－mindedness）

　　　モ・痴呆（Dementia）

〈C）脳の器質的損傷（Organische　Psychose）

　　　｛　　　　・脳膿病（Himabszess）

　　　　・進行麻痺（Progressive　Paralyse）

　　　　・脳外傷（Contusia　cerebri）

　くP）精神病（Psychosis）

　　　∫●精神分裂（Sh㎞伽ね）

　　　　・躁うつ病（ManischeDepressiveOrresein〉
　　　1．てんかん（Epib卵把）

　〈E）精神病質（遺伝性々格異常）（Psychopathic　Pe・

　　　rsonality）

　㈹　中毒精神病は，アルコール中毒，わけても病的銘

一酎による非行，またモルヒネや覚醒剤中毒による非行な

どが一般的に考えられている。

　⑧　知能障害は知的判断力や洞察能力の不足，また知

的抑制力の欠如による衝動行動，社会生活能力の低格に

、基因する適応失敗から非行がおこる。

　④）脳の器質的損傷は，脳の高等中枢の機能障害によ

る抑制力の低下とともに，本能的衝動行動の表面化によ

る犯罪行動がある。

　⑨　狭義の精神病と非行との関係は，0。7％・》L1％と

考えられている。一般に精神病による非行は，識別が容

易であり，法律学的には責任阻却事由となるので，犯罪

心理学的意味は余りない。

⑨　精神病質。遺伝性々格異常は，一般には精神病質

人格として考えられている。もちろん，犯罪の遺伝性は

考えられないが，犯罪に親和性のある特定の気質的性格

の遺伝規定性は認められている。この立場からでは

　（a）反社会的性格群（意志薄弱を中心とした情性薄弱

　　や発揚性々格）。

　（b）神経症的性格群（自己不確実，無力性，抑うつ

　　性）。

　（c）中間症状群（爆発性，気分易変性，自己顕示性，

　　熱狂性）。

に類別され，第三の中間症状群は，反社会的性格群と

も，また神経症的性格群とも結合して，それぞれ特有の

非行症状や神経症状を，発現させていると考えられる。

この性格群の基底には，生物学的な内的発達が，性格構

造を規定し，遺伝規定性をもっていると考えられてい

る。わが国の特別少年院や，成人刑務所に収容中の非行

者や，犯罪者は，統計的調査の結果から，意思薄弱者

（60～70％）。発揚性々格（28％）。情性欠如（28《・33

％）前後とされている。この遺伝性々格異常は，それ自

体で独立の心理機制をなすものと考えられている。

　（2）　非行の社会学的機制。非行の社会学的機制は，

心理学的非行が，非行者の意識的または，無意識的な心

因障害に非行原因があるのに比し，社会学的機制には，

このような心因障害がない。したがって，非行の原因と

して心因障害をみいだすことはできず，非行の原因は，

非行者の規範性の障害にあると考えられる非行群であ

る。したがって，社会学的非行は，人格は一応正常に発

達しながら，その内面的な規範性の形成が十分でなく，

このために，反社会価値観が固定し，それにっよて非行

が行われるようになったものである。それで，このよう

な非行群は，主として，アメリカの社会学者によって研

究が進められてきた。ところが，情動不適応論者のW．

Healyも，143人の非行少年のうち，情動障害のみいだ

されたものは92％の131人で，残りの8％　12人につ

いては，情動障害をみいだすことができず，非行原因と
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して，不良仲間の影響と，家庭の道徳規範の低格性に非

行原因があるとして，社会学的機制の存在を認めてい

る。いわば，この社会学的非行は，非行や犯罪の社会学

的犯罪理論ともいうべぎものであって，正常な健康人で

も，反社会的な人物，反社会的集団や反社会的文化財，

または，閉鎖社会における反社会的風習に感応すること

によって，非行観念を摂取し，これによって，非行化す

るとするものである。この社会学的非行は，すでに論’じ

てきたように，C．H．Sutherlaudの分化的接触説（Pr・

inciples　of　differential　association）が代表的なものと

されている1ところが，このSutherlandの理論の最大

の欠陥は，差異的反応（differential　response）の問題

で，なぜ，あるものは反社会的な社会規律に直面しなが

ら非行化せず，また，あるものはなぜ非行化するかとい

う問題である。この問題に対するものとしては，D．G1・

asserの分化的同一化（differential　Identification）の

理論と，W．C．Recklessの自己観念（self－concept

theory）の理論がある。前者は非行化において，自己の

非行化が，受け容れられるとする観念上，または実在上

の人物をモデルとして選択し，これに自己を同一化する

範囲内において非行化するとする。したがって，Glasser

の理論は，Sutherlandに比し，実在または観念上の人

物や，その一般的な他人化された人物に対象を求めるの

で，遙かに強力的なものとなっている。W．C．Reckless

の理論は，犯罪的な悪撹にありながら，非行化されない

正常人がいるのはなぜかということから，オハイオ州コ

・ンバスの犯罪地帯の少年について調査をした結果，無

非行少年群では，自己観念（自己映像self－image．自己

要求self－demands．自己判断self－judgment）を含み，

広い意味での自己像に対する自己評価）が適正であると

いうことであった。そして，この自己観念（self－Con－

cept）は，少年の周囲の主要な人物によっ』て社会的に規

定され，両親の愛情関係や経済に安定感があり，周囲の

主要なる人物からの，内面的価値や社会的態度の形成に

ついての十分な指導教育がなされているので，適正な自

己観念をもち，犯罪的環境におかれても，非行化されな

　　　　　　　　　　　　　非行原因論と読書療法

いですむもので，いわゆる精神的免疫の問題として論ぜ

られている。

　以上，これらの社会学者の理論を総合すると，

ロ（1｝非行は，反社会的人物または，非行的文化に感応

することによって，社会的に学習される。

　（2）その機制には，実在または，観念上の人物に対す

る同一視があるが，これは，父親同一視または，その汎

化されたものと考えられる。

　（3》併しながら，感応性非行は，自己観念家庭の両親

または周囲の主要なる人物から，社会的態度や価値観の

教育指導が適正であれば，非行への感応はないものと考

えられる。

　そこで社会学的非行を，臨床的に考察すると，

　（1）心理学的非行が，無意識的な心因障害に，非行原

因があるのに比し，社会学的非行はこのような心因障害

はなく，規範性の障害に原因があると考えられる。

　（2｝したがって，心理学的非行は，人格性に障害があ

るが，社会学的非行は，人格性に異常はなく，人格の表

層部たる社会的態度である価値に異常がある。

　（3）心理学的非行は，幼時期の基礎的人格形成期に問

題があるのに比し，社会学的非行は，青年期における社

会的態度の形成や，価値観の形成過程に問題がある。

　（4）社会学的非行は，非行的人物，非行集団や非行的

文化，または閉鎖社会の反社会的風習の感応による社会

的な非行学習である。

　㈲　その背景には，実在または観念上の非行者に対す

る同一視の機制が存在しているが，それはさらに，反社

会的または低いモラルの父親への同一視が布置されてい

る。

　（6）青年期における価値観の形成と共に，児童期にお

いても，価値観は強固には形成されていず，流動形成的

であるので，非行への感応が，おこりやすいものと考え

られる。

　社会学的非行は，その結果として，情動不適応をおこ

して心理学的非行へ接続し，また心理学的非行は，その

結果，社会学的非行へと発展して，心理学的非行と，社
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会学的非行は相互に移行，転化のプ・セスがある。

　¢）心理学的非行。心理学的非行とは，その非行の原

因に，意識的、または，無意識的な心因障害があると考え

られる非行群である。この心理学的非行はさらに以下の

ように下位分類される。

　（11一過性非行。

　③　不適応性非行。

　（3）思春期非行

　（4）反社会的性格による非行。

　一過性非行とは，法律学的表現では，機会犯または偶

発犯とよばれる非行類型で，特定場面での環境の重圧の

下で，正常な人格者も犯すような一回的な非行である。

　不適応性非行とは，意識的な心因障害の継続的な存

続，すなわちFrustrationやConflictの慢性的存在が

非行の原因であると考えられるものである。それは，人

間関係の心因障害が主なものであり，分けても，家族的

人間関係の情緒障害が中心である。その機制の周辺に，

学校や職場などの第二次的な人間関係の心因障害が介在

する。また特殊のケースにおいては，例えば，身体障害

者などの特殊な心因障害のある場合もある。しかしなが

ら，二次的な人間関係や特殊な心因障害も，家族内人間

関係の形成が十分に強固に形成されると，非行への耐性

がつよく，非行化されないものと考えられる。

　思春期非行とは，この不適応性非行と反社会的性格に

よる非行との中間移行型である。すなわち，基礎的な性

格形成が十分でな：く，Oedipus　Complexの解消が不十

分であり，この心因障害の上に，上記の継続的な意識的

な心因障害が加わって非行化したものが，思春期非行で

ある。

　反社会的性格による非行とは，精神分析学的な人格理

論によると，人格は，がんらい，衝動的または本能的な

ものであり，この本能的衝動的な性格が，家族内人間関

係，わけても両親との愛情関係によって，社会化されて

人格を形成して行くという考えによるものである。すな

わち

　（1｝口唇期（Oral　Phase1－1・5歳）。　この期におけ

る本能は，栄養の口唇による摂取であり，まだ母親は栄

養摂取において，手段的存在として認知されているにす

ぎない。

　12）肛門サディズム期（Sadistische　Anal　Phase1－

3歳）感情領域が，口唇から肛門期に移り，母の存在が

特別の意味をもつ重要な人物であることを認知するよう

になる。これによって，母子間の基礎的な愛情紐帯が発

生するようになる。そして，この期において，母への愛

情によって，離乳や清潔のしつけが行われ，母への愛情

によって，自己の本能的衝動を抑制することを体得する

ようになる。これによって，人格の社会化の基礎が形成

されて行くようになる。

　（3》男根期（Phallische　Phase．3－6歳）。この期は，

Oedipus　Complexの期であって，父親への敵意と母へ

の愛情を，通常Oedipus　Complexとよんでいる。こ

のOedipus　Complexの概念は，

　（a）母に対する原始的相姦願望的な愛情。

　（b）父に対する殺害的な敵意。

　（G）母に対する原始相姦的な愛情の克服による人格　，精神

　愛の形成。

　（d）父に対する殺害的敵意の解消による父親同一視が生じ，

　権威的理想像としての父親像が成立する。

　（e）このような，Oedipus　Complexの克服から，両親は，

　外部，他律的存在から内面的な存在へ転化して倫理的価値体

　系となって，規範的な良心を形成する。

　（f）それで，人格的な精神愛や，良心または宗教心などの文

　化価値は，このOedipus　Complexから発生する。

　（9）そして，このOedipus　Complexの克服によって，原

　始衝動的な人間から，人格的，精神的な社会化された人格が

　形成される。

それで，以上のような基礎的な母子間の愛情障害による

早期幼児期の人格形成や，Oedipus　Complexの克服が

十分でないと，反社会的な性格が固定され非行の原因と

なる。この場合，母子間の愛情関係を阻害するものは，

母の性格異常やその拒否的態度または母の放任的態度で

ある。また離乳や清潔のしつけなどの基本的習慣のしつ

けが十分でないと反社会的性格形成の原因となる。また，
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前Oedipus期において，母子間の愛情障害や，去勢不

安が異常に強い時も，Oedipus　Complexの克服が十分

に行なわれず，かえってOedipus　Complexを抑圧し

て，無意識化し，良心の形成も十分ではなく，反社会的

な性格を形成する。このような反社会的性格は，非行の

重要な要因である。

4．　非行発生機制と性格成層説

　以上，非行の原因を，社会学的，心理学的，及び生物

学的に類型化して考察してきたが，これを人格理論と照

応して考察する。人格成層説によれば，人格は層次構造

をなすものと考えられ，その母も基礎的な層は，遺伝規

定性をもった気質層であると考えられる。この気質層

の異情は，生来性の性格異常を規定し，精神病質人格を

形成する。そしてこの精神病質人格は，独立の非行性の

心理機制となるものと考えられる。また精神病質的人格

異常の外に，精神病，知能障害などの精神医学的非行原

因を総称して生物学的（精神医学的）非行原因とする。

したがって，生物学的非行は，人格の遺伝性素質または

器質的な異常に基因する，人格の最深層における異常で

あると考えられる。これを，精神分析学的人格理論によ

れば，Esに相応するものであろう。遺伝性性格層たる

気質の上に，形成的，適応的な狭義の性格層が形成され

る。この性格層に異常があるといわゆる心理学的非行原

因となる。その性格形成の発生段階にしたがって考察す

ると，深層より逐次表層に，

　（1）前エディプス期性格異常による非行。

　（2）エディプス期性格異常による非行。

　（3）思春期非行。

　（4｝不適応性非行。

　（5）一過性非行。

と区分される。そして，最後にこの性格層の上に，いわ

ゆる価値観や規範性，または社会的態度を形成する，態

度層が形成される。この態度層の異常が，いわゆる社会

学的非行となる。性格，及び態度層は，これを精神分析

学的にいえば，Ego及びSuper　Egoに対応するもの

　　　　　　　　　　　　非行原因論と読書療法

と考えられる。これを表記すると以下のようになる。

非

行

非行類型

社会的非行

心

理

学

的

非

行

一過性非行

不適応性非行

思春期非行

エアイフス
期　非　行
　ンム　　　　 のひ　　　　　　ロ

月Ijエアイフス

期　非　行

生物学的非行

非行のメカニズム

規範性障害

一時的な心因障害

継続的な意識的
心因障害
無意識的な心因障
害と意識的心因障
害の継続的存在

無意識の心因障害

無意識の心因障害

気質及び器質的

異　　　常

性格層
態　　度

意識的
心因障害

中間移行型

無意識
的心因障害

性

格

気　　質

人

格

　それで，同じように，非行と言っても，その病因の存

在する人格層のいかんによって，非行は，その心理学的

意味を異にしている。すなわち，社会学的非行は，人格

の表層部たる態度層に障害があり，内容的には規範性の

障害である。ついで態度層の下部に性格層があり，この

層の病変による非行が心理学的非行であり，これはさら

に，意識的心因障害と，無意識的心因障害とに分れる。

さらにその下部に気質層があり，この気質や器質的異常

が生物学的非行となる。このように，非行は人格の表層

から深層へと進むにしたがって，その機制を異にしてお

り，Freud的にいうならばSuper－EgoからEgoそし

てEsの異常へと進んで行くにつれ，非行の人格的深

度は深まっていると考えられよう。それで，その治療方

法もまた，非行の深度に対応して異るべきものと考えら

れる。すなわち，人格の表層たる態度層の形成は，通常

教育的方法によって形成されるものと考えられる。それ

でこの態度層に病因があるときの治療法としては，再教

育的方法による心理療法の形態が好ましいと考えられ，

指示的方法による治療が適切である。したがって，読書

療法を実施するに当っても，指示的な方法による読書療

法が適当である。このような指示的方法，による読書療法

は，いわゆる読書指導的な方法とも考えられよう。心理

学的非行は，いわば，意識的または無意識的な心因障害

と，その中間移行型の三類型があると考えられるが，意

識的な心因障害による非行は，通常不適応性非行といわ

れ，主として家族内人間関係の情緒障害に基因して，思
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春期に発現するもので，その治療法としては，温かく受

容的な読書療法が適切であると考えられる。すなわち，

受容によって，ホメオスタシスの回復をはかり，カタル

シスや洞察を促すことが肝要であると思われる。これに

比して，無意識的な心因機制による非行は，ホメオスタ

シスの回復のための，無指示，受容的な治療方法のみで

治療は不可能で，無意識の心因障害を解消するために

は，治療的退行や転移による中間過程を媒介として，深

層治療が必要であり，またその技法も，解釈や治療的質

疑が必要となってくる。いわば，分析的な治療方法を利

用した読書療法が必要となってくる。

　以上のように，非行類型に応じて治療方法もまた異

り，しかもそれは次のように対応している。

　（1）社会学的非行一→指示的な方法による読書療法。

　　これは読書指導的方法とも考えられる。

　13）心理学的非行

　（a）意識的心因障害一→無指示，受容的な方法によ

　　　る読書療法。

　〈b〉無意識的な心因障害一→転移による治療的退行

　　　’を用いる。いわば，分析的な方法を用いた読書

　　　療法。

　くc）前エディプス期非行及び生物学的非行は，精神

　　　病質人格を形成し，心理療法の対象とはなら

　　　ず，精神医学的処置及び社会的隔離の方法によ

　　　るほかない。また知能障害については，精神薄

　　　弱及び限界級は心理療法の対象とはならず，

　　　I　Q＝80以上について読書療法を用いるのが適

　　　切であると思われる。

5．診断から治療への移行

　以上，非行原因を明にし，同時にまた非行原因とその

治療方法の相互関係を明にしてきた。ところで，現実に

治療に入るためには，診断作業をし，その結果，治療仮

説を見出す必要がある。ここで診断（Diagnosis）’とは

問題行動または問題症状について，

　（a）その現在の症状を明にする。

（b）過去にさかのぼってその成因を明にする。

　（c）将来についてその見透しをたてること。

が必要であるが，診断は治療のための作業仮説を明にす

ることである。それは，治療の進行に伴なって修正され

ることが必要であり，最終的な診断は治療の終結をまっ

て始めて確定するものである。したがって当初の診断は

あくまで治療上の作業仮説的なものである。ところで，

この診断はCronbackの言うように，rすべての臨床的

決断は，本質的には分類決断（classification　decision）

である」と考えられよう。したがって，診断は，この分

類診断を目標とするようになる。これによって診断は，

その作業の効率化と的確性が保証されると共に，治療方

法へと接近して行くことにより，診断→治療過程への確

実な進展が期待されるようになる。それで，われわれの

場合においては，この分類診断とは，非行は社会学的，

生物学的，心理学的に分類し，さらに心理学的非行の場

合においては，一過性非行，不適応性非行，思春期非

行，反社会的性格による非行へと，当該ケースの分類的

位置づけをすることである。

　この分類診断が的確になされるならば，それによっ

て，治療方法が自ら明となり治療への移行が可能とな

る。

　このようにして，読書療法の一般治療過程に移行する

のであるが，このためには，読書療法の

　（a）治療目標理論

　（b）治療構造理論

　（c）治療態度理論

などの，心理療法としての一般理論を明にする必要があ

る。また，同時に個々の具体的ケースにおいて，その実

践手続や構造も明にされねばならない。このような読書

療法の一般的な治療理論については，また稿をあらため

て考えたい。ここでは，読書療法の治療理論の基礎とな

る非行原因論を明にすることにした。

　　　　　　　　　　　　　　（昭和44年2月28日）

一34一

“



集団読書指導のあゆみ＊

へ

大阪府信達第一小学校

武　　野　　昌　　文＊＊

o

噌

1．　はじめに

　私たちの学校では，5年前の校舎新築に際して，図書

館を整備し，3年生以上には，各学級に，週1時間図書

館利用の時間を割当てて，週時間表の中で特設しまし

た。1・2年生には，図書館の分館として，1学級50冊

余の図書を分配して，読書へ目を向けさせようとしまし

た。それは，rテレビを見る，まんがを見る，読むこと

を忘れ，思考がおるすになること」をなげいた校長が，

rなげいているよりも読ませよう。学校を離れても，な

お読書する人間を作ろう。それこそ国語教育の真の姿で

あろう。」と考えられ出発したものでした。

　しかし，国語科の一時間をさいた図書館での読書の時

澗も，その初期はほとんど無計画な自由読書に当てられ

ていました。ただその時間，図書館へ行って自分の好き

，な本をとり出して読むことに終始していたようです。そ

れでも読書への関心は，図書館の充実とあいまって伸

び，図書の利用率は，向上してきました。そうした営み

を2年ばかり続けた結果，次のような反省が生まれてき

ました。

　（1）読むことの指導は，読解指導に重点がおかれてお

り，読書指導らしい指導がおこなわれていなかった。

　（2）読むことの指導は，教科書の読解指導だけでは不

十分であり，組織的に読書指導について考えなければな

らないP

＊

＊＊

Acourseofgroupreadingguidance。

TAKENO，Masabumi（Shintatsu　lst　Primary

Schoo1，0saka）

　（3）教科書は，読解学習本位に作られ，また，ぺ一ジ

数の制約等もあって，読む学習のすべてにわたって満足

できる学習をさせることができない。

　（4）精読だけではなく，多読によっても読むことの力

を育てることができる。

　（5｝自主的な自由読書に発展させるためには，もっ

と，計画的な読書指導が必要である。

　すなわち，読書への誘いとして読解指導の導入の段階

で，知っている書物の名をあげさせたり，読んだ本のあ

らすじや感想を発表させたり，終末の段階で「こんな本

がありますから各自読んでおきなさい。」といった紹介

程度におわっているだけでは，自分からすすんで良書を

見つけ出し，自分で時間を見出して読書にふけるような

子どもを育てることは，むずかしいのではないかと考え

るようになってきました。教室での読解学習とは，ほと

んど無関係に，必読書や，推せん図書の目録を作って配

ったり，読書記録や，読書感想文を書かせることが，読

書指導のすべてではない。むしろ，それは一部にしかす

ぎないのではなかろうか，と考えるようになってきまし

た。私たちは，もっと組織的・計画的に読書指導をやら

なければならないと思い至ったのです。だから，私たち

の読書指導の研究のねらいは，国語科の中で，いかに読

解学習と密接に関連させながら，効果的に指導するかに

あったのです。どちらかといえば，教科書教材を読解力

のための教材と考え，教科書の学習は，本を読むために

必要な読解力をつけることに，第一の目標をおきまし

た。すなわち，教科書教材は，スキル目標を重視し，読

み方の指導に力をそそぐようにしました。そしてそこで

得られた読解力を駆使して，読書させ，読みひたらせ，
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価値目標を追及したいと考えたのです。

　読書とは，好きな時に，好きな所で，好きな本を，好

きなだけ読めるから，いいのだといいます。私もその意

見には賛成です。何の押しつけもなく，制約もされずに

読みひたることこそ，重要であると思います。しかし，

未熟な子どもたちにも，そのことは当てはまるでしょ

うか。自然にある姿そのままで接していけば，教育的で

あると，いえるでしょうか。考えてみると，そのような

自由読書と，教科書での読解学習との間には，相当なへ

だたりがあり，多くの子どもには，とびこえることので

きない溝があるようです。そこで分析的精査的な読解学

習と，総合的なザッと読みの自由読書との間の橋渡しと

して，補充教材による読書指導をとりあげ，読書力を高

めることによって，読書に向わせようと考えたのです。

　本来，文学というものは子どもを夢中にさせるもので

あり，また子どもは新しい知識にひどく興味を持ってい

るものです。その子どもにとって魅力的であるはずの本

がたのしめず，本ぎらいにしているのは，ひとつには，

子どもの力にも問題があるようです。読書意欲を見せな

い多くの子どもたちが，読書力のなさにあるという実態

と，何の指導もなく制約もない，ただ読ませるだけの読

書指導が，かえって子どもの自主的な読書の深化拡充を

さまたげていると思われる実態を見聞し，また，文章の

たどり方がわからず，伏線の読みとりができないため

に，興味を失い，途中で読むのをやめてしまうような子

どもの実態を見るとき，つぎつぎと予想したり，その予

想を修正しながら次第に深めていく読み方ができたな

ら，もつと興味深く持続できるのではないかと考え，補

充教材によって読書力を伸ばそうと考えたのです。私た

ちが平素おこなう読書は，特別な場合をのぞけばほとん

ど1回読みであります。その1回で正確なプ・ットの展

開がつかめない子どもに，テレビを見ないで本を読めと

いっても無理な要求でありますから，とうてい実行され

ることはありません。子どもたちの読書意欲を高めるた

めには，1回のザッと読みの中で（精査しないで）正確

にプロットの展開がつかめ，作中人物の思想や行動と対

話できるイメージを作れるような読書力を育ててやらね

ばならないと考えたのです。

　そのための方法として，学級の全員が同一の図書を同

じ目標を持って読みすすめ，各自が読みとったことを発

表しあって自分の考えを確かめあい，高めあい，感動を

深めあい，価値目標を重視していくことによって読書力

をのばし，意欲を持たせようと考えたのです。

2．学習指導計画について

　現在の教科書の1単元に割当てられている時間数は多

すぎるようです。どの教材についても，分析的精査的な

読解指導が必要ではないと思います。もっと教材の目標

を整理して，正確にとらえ，児童自身が主体的に学習す

ることが可能であるように指導するならば，読書指導に

使える時間があるのではなかろうかと考え，教科書会社

が発行している指導書をもとにして，計画時間数を詳細

に検討した結果r読むこと」の指導の中から30時間以上

の余裕を見つけることができました。そこで各学年とも

30時間を目安にして，集団読書指導の時間に当てようと

考えました。国語科の指導時間数の中にはr聞くこと・

話すこと」r読むこと」r書くこと」が含まれていて，

それぞれのバランスを持って組み立てられているのです

から，そのバランスをくずさないように，読解指導の発

展の時だけ読書指導を位置づけることにしました。文学

的な作品だけでなく説明文についても同様の配慮をし，

補充教材を選択し，学習指導計画を作製しました。

　一昨年までは，週一時間の読書の特設時間に図書室へ

行って，めいめいが自分のレベルにあった本を選び，各

自が読む計画をたて，自分のぺ一スで読み，読みとった

ものを時に発表しあうという自由読書方式をとってきま

した。ところがそれでは，国語の教科書の読解指導との

関連がうすくなり，計画的な指導が困難になるだけでな

く，1つの本を読み終えてしまうのに，時には，3週間

にもまたがることもあり，興味を失う子どももあったの

で，話し合いも，紹介の域を越えず，深まりもなく，空

虚なものが感じられました。特に読書力の劣っている子
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に対するレベルアップに障害を感じました。

　そこで昨年から，国語の教科書と密接に関連させ，教

科書の読解目標を検討し，それを発展させて読書指導の

目標とし，教科書の読解学習のあとを受けて，たいて

いは1・2日，時には4・5日をそれに当てることによ

って連続した時間が持てるように，国語科の指導計画を

立てなおしました。すなわち，どの児童の机の上にも同

じ図書が用意されており，読む前に必要な導入が行なわ

れ，学級としての学習計画がたてられる。みんなが目あ

てにしたがって読書する。読みとったことをみんなの前

にだしあって検討しあい，深めあう。という集団読書方

式を全面的にとり入れてみました。幸い，補充教材用の

図書として，各学年3冊の割でそれぞれ45冊ずつの図書

を購入していただきましたので，その図書を中心にして

年間に低学年では15教材，中高学年では10教材を目あて

、に選び，集団読書指導の教材としました。なお高学年で

砿，床下の小人たち（岩波書店）のような長編もとりあ

げたので，特別の単元を構成して，休み前に計画して，

夏休みや冬休み中の読書指導をねらってみました。もち

ろん自由読書指導を放棄したのではなく，各学年すいせ

ん図書40冊を選定し，個人についての読書指導も行なわ

れており，図書館での図書館的な学習も行われていまし

1た。

集団読書指導のあゆみ

学年隊科書の題材陣充教材 作　　　者

6　野パラ
5　少年駅伝史
4　月のわぐま

「
1港についた黒ん坊　小　川

1象のモティ　　　　鈴　木

1金色の足あと　椋

未　明

三重吉

鳩十
（高学年の補充教材の選択に適していると思われる。）

（2）同じような話題や主題を他の角度から見た作品

　例

学年隊科書の題材 補　充　教　材

5　　レナド

4　　ひととび

2　　小人といもむし

たかの子　　　　　　　主題
ふかと少年　　　　　　　　　〃

子どものすきなかみさま話題

（補充教材のほとんどはこの基準に従って選択されている。）

（3）自校で採択している教科書以外の出版社の同じ学

　年又は，1学年下の教科書の作品

　例

学年 教科書の題材 補充教材

6　愛国心について　　　動物を愛する心

4　　深海の生物　　　　　火星人の話

2　わらしべちょうじゃ　かさじぞう

東書・6年下

日書・4年1

大書・2年上

3．補充教材について

　補充教材は，教科書の教材のねらいと密着しているだ

けでなく，子どもたちに興味のある題材であること，関

心があること，必要としているもの，でなければならな

いと考えて選ばねばならないと思います。また，それ自

身が読む目的になるような充実したものでなければなら

ないと考えました。その上，子どもたちの能力に応じ，

地域にあったものでなければなりません。そうした考え

を基礎にして，次のような基準を作って選択しました。

　、（1｝同じ作者の他の作品

　　例

（説明文などの補充教材にはこの角度から選んたものが多

い。教材に無理がなく，比較的安心して使える。）

補充教材用として購入した図書名，

．、昭年用　　　　　◎

子どもの文学　1年生（ポプラ社）

子どもの文学　2年生（ポプラ社）

ちびくろさんぽ（岩波書店）

ぞうのバイちゃん（小峰書店）

チムとゆうかんなせんちょうさん（福音館書店）

ねことオルガン（小峰書店）

・3～4年用

子どもの文学　3年生（ポプラ社）

文学の本だな　3年生（国土社）

文学の本だな　4年生（国土社）

ニジソン（金子書房）

ないた赤おに（僧成社）

エルマーのぽうけん（福音館書店）

　・5・》6年用

よんでおきたい文学　1　片耳の大鹿（ポプラ社）

よんでおぎたい文学　3　坂道（ポプラ社）
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よんでおきたい文学　5　最後の授業（ポプラ社）』

南極観測隊の記録（講談社）

シートソ動物記（僧成社）

床下の小人たち（岩波書店）

　例

　第三学年の読書指導計画表

　（教科書教材と補充教材との関連について）

月
’
文
倒 教科書の題材醐補充教材醸

　　　　　　　　　　（全）　　　　　　・（内）
4（はじめに）朝の教室　　　　　9（楽しい図書館）　　2

5物　語岩山の小鳥のす　11ねこ（子どもの文学）2

6説明文むかしのとけい　12えんぴつ（東書3上）2
6伝言嘱ジソンの小さい7伝記（自由読書）2

7童話本を読もう　1・聾魏震射’3
9童話懸薯潔1おのlgは騰あ本だな）2
・・物語霧みさんあり・・難（要学磐本だな）2

　　　　　　　　　　　　オオカミ11童　話花のすきな牛　 10　（子どもの文学）2

11説明文犬の話　　8めず至捕魯．上）2
　　　　　　　　　　　　ぼくはかまきり他
12詩うろこ雲　8（子どもの文学）1
・童話手ぶくろを買いに12ご髪鞍の文学）3

　　　　　　　　　　　　エルマーのぼうけん
2物語夕づる　　16　　（福音館）4
3　（まとめ）学習のまとめ　　　6　（読書のきろく）　　2

（註　「手ぶくろを買いに」は新美南吉の作品ですから，同

　　じ新美聯の作品が良いと思い，子どもの文学3年生
　　にあるrごんぎつね」をあててみました。しかし教科

　　書のr手ぶくろを買いに」は原典の終りにあるrほん

　　とうに人間はいいものかしら」という母ぎつねのつぶ

　　やきがカットされています。多分，教科書教材として

　　は不適当と認めカットされたのだと思います。子ども

　　の文学には，「ごんぎつね」の全文が掲戴されていて

　　いいと思いますが，死によってしかおたがいの心を理

　　解することができない，というrごんぎつね」の作品

　　のねらいは小学校三年生の子どもにとっては，無理で

　　はないかと思います。

　　同様のことが四年生の補充教材rくもの糸」（芥川
　　竜之介作）についてもいえます。rくもの糸」は勧善

　　徴悪や，おしゃか様の慈悲心を描こうとしているので

　　はなく，芥川自身の絶望感に通じるものがあるから，

　　小学生としては無理であり，教材としては疑問点が多

　　いとの意見が教材研究会で出され，とり替えられた。

4．集団読書指導について予想される学習活動

読書だといっても，それは読むことの指導の中の∵つ

の面であって，特別変った方法があるわけではないと思

います。私たち指導者にとって何よりもたいせつなこと

は，創造的意欲的に読書指導にあたることによって開い

ていかねばならない道であると思います。それで具体的1

なことは省略して項目的に列挙してみようと思います。

　ア　題について話し合う。

　イ　題から内容を予想する。（読書意欲がわく）

　ウ　さし絵　口絵などについて話し合う。

　工　読みのめあてや方向について話し合う。

　オ　語句について解説する。（説明文等で必要）

　力　抵抗となる語句を板書解説する。

　キ　難語句は推量し，とばして読むことをすすめる、

　ク　黙読をすすめる。

　ケ　だいじなところは二度読みさせたり，しるしをつ・

　　けたりすることをすすめる。

　コ　目標をもって読ませる。

　例（3年生として）

　・登場人物の気持ちのうつりかわりを考えながら読みすす

　めよう。

　・主人公は』どんな人か考えながら読もう。

　・話のすじを話せるようにしよう。

　・登場人物のしたことを表にまとめてみよう。

　・だいじなことをまとめて表にしよう。（説明文）

　・予想したこととくらべながら読もう。

　・なぜそうなったか考えながら読もう。

サ　話のすじについて話し合う。

シ　さし絵などをもとにして，場面のようすを考え．

　話し合う。

ス　四つの場面（起承転結）等に分けてみる。

セ　心のうつり変わりについて話し合う。

ソ　登場人物の性格について話し合う。

タ　わかったことを話し合う。　（説明文）

チ　感動した場面について話し合う。

ツ　主題にせまらせる。

テ　著者（作者）について話し合う。

ト　題をつけさせる。

ナ　話題を子どもたちから集めて，その話題で話し合

　　う。

二作文を書く。
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　　例

　　・感想文を書く。

　　・著者（作者）へ手紙を書く。

　　・登場人物へ手紙を書く。

　　・ぽくはr・…　　です」の題で登場人物になった気持ち

　　　で書く。

　　・エンピツ対談

　実際の授業においては，この項目のすべてを一つの教

材についておこなうのでなく，読書前にその2・3につ

いて話し合い，読書意欲をたかめたり，目あてをきめ

て，読みひたらせ，読後にまたそのうちの2・3項目に

ついて話し合うのが常であります。

5．集団読書指導の中で学んだこと

　6年生の10月の教材にr野バラ」があります。　（教育

出版新版標準国語6年下）　r野バラ」は小川未明の作品

で，その解釈や評価はいくつかにわかれています。

　第1はr野バラ」は国境をこえた深い友情をテーマと

したもので，友情を教え，心情を豊かにするのにすぐれ

た作品である。

　第2はr戦争こそ2人の敵であった」をテーマとして

おり，戦争を教えるのにすぐれた作品である。

　第3は，r野バラ」は非常に観念的な作品である。死

んでも消えることのない友情を・マンチックに描いてお

り，2人の運命を決した戦争について深く考えていな

い。従って戦争についての認識を育てるにも，リアルな

友情を教えるのにも，有効な作品であるということはで

きない。

　この3つに大別できるようです。

　私のこの作品に対する考え方や読解指導の過程につい

てのべることはさておき，まずこのr野バラ」の補充教
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノイ
材に何をとりあげればいいか考えてみました。私はこの

r野バラ」の授業のあとに，r港についた黒ン坊」（小

川未明作）をとりあげました。同じ作者の作品であると

いう理由からです。深い考えからとりあげた「港につい

た黒ン坊」ではなかったのですが，これを読んだあとの

　　　　　　　　　　　　　　集団読書指導のあゆみ

子どもたちの感想は，実に小川未明の人間性にまでふれ

るものでした。子どもたちはr私は『野バラ』と『港に

ついた黒ン坊』を読んで，小川未明という人は，私たち

に善良な人になれといっているのだと思う。こんな物語

を書く人はほんとうに善良なのだと思う。」というので

す。その時，私はrおおそうか，そんなことまでわかっ

たのか」と心の中でほほえみました。小川未明の持って

いる強い倫理感と子どもたちへの期待を，あまりにもす

なおに受けとっているからです。しかし同時に不安の情

がわきあがって来たことも事実です。なぜなら，あまり

にも安易に主題を考えているのではないだろうか，しっ

かり考えて読んだ結論として生まれた感想なのだろう

か，ということでした。

　そこで，戦争をとりあげているrパパのナイフ」（ゲ

オルギエフスカヤ原作・西郷竹彦訳）を読ませてみまし

た。そのあと読し合ってみますと，やはり約1／3の子ど

もがr野バラ」と対比しながら，戦争を考えていまし

た。そしてr野バラ」を戦争否定の立場からみていまし

た。そういう点から考えますと，補充教材にはそれを選

ぶ以前に，教材のねらいを検討して明確にしておく必要

があると考えます。また，補充教材の選択の重要性につ

いても，深く考えさせられました。私の乏しい経験から

感じるところでは，主題へ迫ることをねらいとしている

学習では，同一作家の作品を読ませると，より作家の特

徴をとらえ，作家の人柄にまで及び，その作家を見る目

を育てることができるようですが，主題を同じものとし

ておく傾向があります。主題をさぐる力をつけたいと考

えている時は，同一作家の作品を与えぬほうがよいので

はないかと思います。

6．おわりに

　私たちは，集団読書指導によって，次のような点で効

果があったように思います。

　L　他人の経験を通して，本の内容を読みとり，自分

の経験にまで拡充していくことができること。小学生の

生活経験は，狭い範囲に限られているだけでなく，無意
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識のうちに過ぎ去ってしまっていることが多い。しかし

友だちの経験も，すぐ自分の経験の中から呼び起こして

来ることができるらしい。どの教室でも授業中に子ども

たちがよく無意識のうちに発する「ああ，そうか」とい

うことばを集団読書指導の時間に聞くことが多い。

　2．他人の読みとりとの比較の中で，自分の読みとり

を反省し，ちがった方向での読みとりも可能になってく

る。たとえばひとりで読んだのでは主題一つ考えるにし

ても，rああだろうか，こうだろうか」といろいろ検討

すべき案がでてこないが，集団で読むと，いろいろな意

見がでて，検討することを可能にし幅を広げることがで

きる。その時はなかなか自分の考えを変えない子もある

が，心の中ではrそんな考え方もあるのだなあ」と考え

るらしく，次の本を読む時にはうまく他人の考え方も導

入して主題をつかんでいることが多い。

　3．考えるおもしろさがわかり，考える習慣がつく。

読みつつ，あるいは読んで考える時に，本を読んだ真価

が生まれてくるものです。本を読んだあと，みんなで考

え話し合うことによって，考える習慣がついていくよう

です。こうした中から場面場面だけのおもしろさを思っ

たり，筋だけを追う読みから脱却できるようである。

　4．　おくれた子でも何とか読み，読書に対する意欲を

高めることができる。同じ本を読んでいるという連帯意

識に引かれながら読み通し，rははん，あれはここにつ

ながっているのか」と理解を助けられ，共同理解に導く

ことができるようである。

r読書科学」掲載論文目録（皿）

第19・20合併号　　　　　　　　　　　　　400円

岡本奎六　読書過程の分析的研究

原野広太郎　読書中における心理・生理反応に関する研

　　　　究

阪本敬彦　読書中におけるP　GR

岡田　明　読書による態度変容の実験的研究

村石昭三他　カナ文字の識別に関する研究

福沢周亮

阪本一郎

河北憲夫

北島武彦

楮本良平

日本読書学会

渡辺正亥　新潟県の農村地帯における読書の実態調査

中野哲二　農村の生活費よりみた文化教養費支出の特質

　　　　について

渡辺正已　テレビ図書館の視聴と読書指導

第21号

阪本一郎

福沢周亮

言語の表現効果について

文章の語彙比重の査定法

こどもの生活環境と読書

青少年の読書生活の実態調査

農村における児童の読書生活と心理

　勤労青少年の生活と読書

多読者と不読者の性格の比較研究

一般意味論と心理療法

黒江静子他　読書指導における一技法

弥吉光長　冒険・探偵小説の児童に与える影響

渡辺正已　rグスコーブドリの伝記」rとべたら本こ」と

　　　　子どもたち

楮本良平　読書の学習過程に及ぼす影響とその分析

河北憲夫　フォノシートはどのように普及しているか

日本読書学会　読書による態度変容の実験的研究

第24号

清水慶子他　少年雑誌の戦記ブーム

弥吉光長　マスコミの効果調査．

平沢　薫他　週刊誌の内容分析

大神貞男　非行少年の読書実態

阪本一郎　教科書の文の長さと測定法

福沢幾男他　漢字の指導に関する研究

庵逡　厳　自殺を企図した高校生の事例研究

200円

　　　　第25・26合併号　特集　性格形成の適書目録　　400円

200円　　日本読書学会　子どもの性格形成の適書目録（2）小学校高

　　　　　　　　学年・中学校用

　　　　　　　　　　　　　　　　　（55ぺ一ジヘつづく）
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読書興味指導と

　　学校図書館P・R活動との関連＊

大阪市立松虫中学校

中　　島　　章 ＊＊

e

9

1．研究のねらい

　現代人のすべてが何んらかの形でP・Rの作用に強く

刺激されているのが現状である。特に現代っ子は，大人

に比べその受けとめ方がはげしく，その影響するところ

も大である。こういう現状をふまえて学校図書館のP・

R活動はどのように行なわれているのであろうか。最近

とみに学校図書館のP・R活動の在り方についてやかま

しく論議されている。全校生徒が学校図書館の良き利用

者になることの先端が，まずP・R活動であることも認

識されている。にもかかわらず，その現状は，はなはだ

貧弱であると言わねばならない。とおりいっぺんのP・

R活動に終っているところが多く，利用者が限定された

いわゆる読書人に占領されて満足しているところが多

い。そういうわくを打破するためには，どうしても全校

生徒に浸透する新しいP・R活動を積極的におしすすめ

ることが必要である。r資料センターとしての完備され

た図書館」であればそれにこしたことはないが，現状の

学校図書館は，まだまだ充実したものが少ない。だから

と言って，P・R活動も貧弱にならざるを得ないという

のはまちがっている。r読書の楽しさを知らせ，読書の

＊　Relations　between　the　guidance　of　reading

　　interest　and　the　publicity　campaign　of　school

　　library．

＊＊NAKAJIMA，Sh6ichi（Matsumushi　Middle

　　Schoo1，0saka．）

意欲・興味を起こさせる」r利用できる図書資料のある

ことを知らせる」というごくあたりまえのことを，視覚

を通していろいろな角度から，現実に即して実践してみ

ることこそ必要である。多忙な授業時数とそれに加わる

校務を持つわれわれが，その時間の中で合理的に行なえ

るP・R活動を見つけださねばならないのである。そう

いう意味からのP・R活動を通しての啓蒙運動を紹介

し，現実の問題点として考えていきたい。

2．新しいP・R活動は，何故特に必要か

　r研究のねらい」にも述べた如く，未だ多くの生徒に

対しての積極的なP・R活動がなされておらず，P・R

の目標は認識されていても，現実においては，やはリユ

ニークなP・Rをあみだしていかなければ，現代の子ど

もには本当の意味でのP・Rが徹底されないであろう。

何故ユニークなP・R活動が必要であるか，二・三その

問題を考えてみたい。

　どこで行なわれている調査を見てもr読書が必要であ

り，大切なものである」という意識は，90％に近い数を

示しており，読書の価値を子どもは十分認めている。に

もかかわらず，現実の問題として読書は出来にくいので

ある。読書をする時間的余裕を生み出すことが出来ない

というよりも，地味な読書よりも，先に興味を起こさせ

る強力なものがあるからである。　r読書が出来にくい原

因」はいつ調査しても，rテレビ」が上位をしめている。

それはrテレビ」そのもののもつ視聴の魅力が子どもた

ちをとりこにする，と同時に，とりこにするだけのP・
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Rが十分なされているからである。読書の価値は認めて

いても，読書をすることの出来ない子どもに，読書の面

白さ，読書の魅力を与えるには，それに対抗するだけの

強力な積極的なP・R活動が何よりも必要なのである。

　もう一つは，読書に対する無知がある。価値は認めて

いても，さて何から読んでいけばいいのか分らない，わ

ざわざ図書館まで出向いて行って選択する意欲が生れな

い。テレビはチャンネルをまわすごく簡単な動作で，自

由に選択することが出来る。　rさがす」という簡単なよ

うなことではあるが，これに対する抵抗をまず最初に感

じる者が多く存在することは確かである。だから，今ま

でには考えられなかったようなP・R活動について，十

分な対策をたてなければならない。私はr図書館を利用

しなければならない状況に子どもを歩ませる方法」の一一

つとして，P・R活動を通しての啓蒙運動に力をいれて

いる。限られた予算内で行なうことであるが単なる図書

館だけの一方通行的な方法でやるならば，その意義する

ところは生かされない。学校の教育課程の展開に寄与す

る図書館であるから学校生体の中に溶けこんだものであ

り，その歩みの中で生かされるものでなければならな

い己さきに述べた如く，マスコミの激流の中に生きる現

代人にとっては，特に中学生にとっては，われわれが想

像する以上にP・Rへの動きは激しい。その事実を踏ま

えずしては，一人でも多くの利用しない子ども〕つまり

読書の必要性を認めていても，読書をしない子どもまで

も誘いいれることは出来ない。それがためには，やはり

魅力あふれる常に新しい試みへの努力の中で生み出され

るユニークなP・R活動が必要なのである。

　さらに現代の中学生にとっては，P・Rの必要な原因

が，もう一つ考えられる。今まではr進学にまつわる学

習への恐怖」というものが，非常に強かった。本といえ

ば，参考書か問題集しか買わなかったのが，多くの中学

生であった。2年生の後半ともなれば，家庭ぐるみで，

進学への渦にまきこまれていた。そんな環境の中では，

落ち着いて読書するどころではなかったのも事実であ

る。しかし，ここ1・2年進学に対する緩和的要素が生

じてくるに従い，中学生の読書に対する目も，以前から

比べると著しく違ってきている。いうなれば，それだげ

の時間的余裕を生み出すことが出来るようになったので

ある。こういう時期に来ている時に，子どもたちへの読

書に対する勧誘が必要であり，無知な者に手をとって案

内するだけの奉仕活動が必要なのである。調査をしても

r知らしてほしい，案内してほしい，サービスしてほし

い」と言う声は大きい。時間的余裕が出来たからといっ

て，待っておれば来るとは限らない。おそらく来ないだ

ろう。来さしめるだけのP・Rなくしては，読書の習慣

を持たない子どもたちは，やはり遠ざかったままの状態

でいるに違いない。

　そういう現実の問題を十分考えてみると，いかに今の

段階において実のあるP・R活動が必要であり，それを

図書館活動の中の重要ポイントとして実践して行かねば

ならないことが理解されると思う。しかし，度々言うよ

うに通りいっぺんのものでなく，あらゆる角度からの検

討を行なって，視覚を通してのP・R活動の魅力を与え

るにたる計画をしなければならない。ここに示す実践

は，まだまだその目的とするところにほど遠いが，その

めざす道程を一歩一歩前進していることは確かである。

P・R活動の必要性を認めての新しい試みが，どれだげ

学校図書館の使命に役立つかは，今後そこから生まれて

くる問題をどのように解決させるかにかかってくる。

3．　P・：R活動の実践

①　実践の内容

（1）展示・掲示を主としたP・R

　A．学級専用r図書館だより」掲示板

　B．「今月の文学者」の展示・掲示

　C．図書暦の掲示

　D．その他，新刊図書館の展示・掲示

（2）強力キャンペーンを主とした行事を通してのP・

　R

　A．新入生のためのオリエンテーション（図書館作

　　　成の32枚のスライドr図書館案内」の映写）
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　B．ノンフィクション推進月間

　C．課題図書推進月間

　D．読書感想文コンクール

　E．文庫祭（読書週間行事）

　F．読書の窓rブックリスト」推進月間

　G．r私の読書記録」発表会

　H．掲示コンクール

（3｝生徒に配布するパンフレットによるP・R

　A．図書館報（読書の歩み）

　　B．ブックリスト（読書の窓）

　C．r読書の導き」　r学習への誘い」　（五色刷りパ

　　　ンフレット）

　　E．学習の手引のための課題表（2ケ月ごとに配布

　　　・P16，学年ごと・全教科・単元・学習内容・

　　　学習課題・図書館資料・最重要学習事項の項目

　　　に分かれている。）

　　E．図書館への歩み（オリエンテーション用パンフ

　　　レット）

　　F．図書館要覧

　14）聴覚を通してのP・R

　　A．ライブラリー・アワー（毎週金曜日昼食時・15

　　　～20分）

　　B．朝礼時の啓蒙

　以上の実践はr43年度P・R活動計画」にしたがって

行なっているが，その中のユニークなものに重点をおい

て紹介してみる。

　②　展示・掲示を主としたP・Rの中から

　イ　展示・掲示の計画性

　展示架や展示窓に新着図書が展示されているだけの図

書館，学期に一一度しか変えることのない色あせた掲示

物，書物の整理で精一杯，そんな親しみにくい図書館で

は。読書の興味も起らないだろう。計画的に十分な準備

のもとに魅力あふれる展示を考え出すためには，生徒図

書委員の組織の中に資料係と掲示係を作り，教師と共に

徹底した計画が練れるように日頃から話し合いの場を作

り出すようにしなければならない。この係りはどこでも

　　　　　読書興味指導と学校図書館P・R活動との関連

見られるが，1年間の計画のもとに準備し実施する根強

いものでなくてはならない。ともすればマンネリズムに

落ちいってしまい当初の計画が実行出来ないのは，どこ

に原因があるのか。計画は発行されている権威ある専門

書を参考に意気込んでやってみても，生徒に対して興味

を注ぐことなく，図書館の一人よがりの趣味に終ってし

まうこともよくある。その原因のすべてが，計画性にあ

る。なぜならば①生徒たちの生活の場の中心である学級

への浸透性の見られないもの，②生徒たちの現時点で最

も関心の深い問題からはずれたようなもの，を立案して

も駄目である。魅力的な展示，掲示とは，現時点で生徒

の関心を持っているものを中心にした展示，掲示，そし

てそれが十分学級へ浸透するような仕組みのもとで計画

されたものでなくてはならない。

　・　学級専用r図書館だより」掲示板

　学級の場に図書館を出張させ，図書館の計画的な展示

が学級にも浸透させる良い方法はないだろうか。それが

実現出来れば，こぞって図書館へ来館し興味をそそる展

示物を見てくれるだろうと考えてあみだしたのが，学級

専用のr図書館だより」掲示板である。どこの図書館で

も展示板・掲示板をそなえ新着図書の紹介やその他の展

示・掲示を行なっているが，それだけでは積極的な働ぎ

かけとは言えない。学級全部に具えつけているこの掲示

板は，図書館と学級が直接つながるように，ここに十分

な工夫を凝らすよう指導してきた。

　学級図書委員（本校では特別に他のホームルーム委員

を兼ねてもよい，学級から何人選出されてもよい，興味

を持つ者を主体とし，最低一人はクラスから出るという

方法で選出）が口でP　Rしても，単なる伝達にすぎず各

学級に浸透する積極的なP　R活動を期待することは困難

であり，学級全体の眼を図書館に向けさせることはむず

かしい。展示窓の魅力を，図書館独自の展示を学級に持

ちこませ，毎日見つめることからくる図書への興味を誘

発させる方法こそ効果的である。一年間の実験結果から

作成する生徒とそれを見つめる学級生徒の反応を調べ，

全教室に具えつけたが，その効果は予想外の成果をあげ
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　読書科学（刈，3）

ている。

　これを第一の窓口として，図書館自身のP・R計画と

関連させながら全校に浸透するP・R活動が実践されて

いった。この掲示板は，最初簡単なベニヤ板で業者に寸

法だけとらせ，生徒によって組み立てさせた物を使用し

たが，効果があれば破損に耐えうる物を作るという当初

の計画の下に，現在は本格的な掲示板を使用している。

（1枚1，000円程度）

　このr図書館だより」は，特別の展示月間でない限り，

二週間ごとにはりかえる。今では学級の図書委員がこれ

を作成することに興味をみいだしているが，学期に一一度

r掲示コンクール」として，図書館内で全学級の物を展

示する展覧会を行ない優秀な学級を表彰する。教科に関

連した調べ物，その図書資料等の掲示は，少ない場所で

はあるが図書委員だけでなく，興味を持つ他の生徒もす

すんで作成に参加するようになり，そこに掲示出来ない

ものは他に掲示し，さかんにはりかえている学級もあ

る。それに使う図書資料は必ず明記するように指導して

いるので，それを見て図書館へ調べ物をしに来る生徒も

ふえて来ている。コンクール化することによって，その

ものを美しくデザイン化し視覚化しようと努力を積んで

いくことは，結局生徒たちにとっては，ますますひきつ

けられるものになって行くことは当然である。現在の子

どもは，われわれが想像する以上に視覚に対する感覚は

鋭いし，また視覚化されたものから感ずる度合いも大き

い。子どもの現時点で求めている物と，それが一致する

時，この効果は更に大きく進展していくのである。「図

書館だより」への積極的な努力が，学級全体の生徒を図

書館へ結びつけることになり，担任または教科の教師

が，この展示・掲示の存在を認め，すすんで学習に役立

つ指導を積極的にやってくれることも増加している。口

でやかましく言うよりも，目で見る物を作成し，PRす

る効果の大なることを知らされたのである。単なる新刊

図書の展示・掲示は図書館だけでいいが，学級内ではや

はり，学習の場として，学習に関連する展示・掲示とう

まくかみ合わせてみることが必要である。単なる「お知

らせ」やr見本的な羅列」では関心はうすい。定期的な

毎月2回の図書委員会で，必ずr図書館だより」につい

ての討議があり，次の掲示について検討する。内容の統

一は，前もって印刷されたものを各委員に手渡し，必ず

掲示する事項，必要な資料を渡すことによってなされて

いる。広報の使命が果たされるように十分考慮している

と共に，各学級がその統一のもとに独自のデザイン化，

工夫によって魅力あふれる掲示，目につきやすい視覚

化，立体化をするように指導している。

　③　強カキャンペーンを主とした行事を通してのP・

　　Rの中から

　イ　テーマ別にした展示・掲示

　図書館行事の中で，特に力を入れているものである

が，学校図書館も分類別に整然とした図書館であること

は当然である。利用者のためにもそうでなければならな

い。しかし，書架のかくれた場所で，ほこりに包まれて

いる有意義な本もかなりある。特にノンフィクションの

中でもr総記」にはいるr記録的」なものの中にすぐれ

た読んでほしい本がある。めだたないために，生徒の利

用もとだえがちになる。どうしても主力である文学作品

に集中してしまう傾向が強い。利用されるのは，限られ

た生徒にすぎない。この事はr学習に役立っ本」にも言

えることではあるが，案外多くの利用者の中には，分類

別に並んでいるという基本的なことにも欠けている者

が多く書架を十分みわたして選択している者も少ない。

そのためにも，特にノンフィクションについては，特別

の展示が必要となってくる。　rノンフィクション推進月

間」を設けて，たとえばr科学的読み物」r記録的な読

み物」というようにテーマを決めて，最も目につきやす

い場所（カウンターの近く）に特別展示したそういう場

所を定めておき，蔵書の中からそれに関連する書物を選

び出してくる。つまりレファレンスとデモストレーショ

ンを兼ねた強力なキャンペーンを行なった。この月間に

おいてはr図書館だより」板との統一をはかり，平常の

閲覧状態をかえないで，ともかくrノンフィクションを

読もう」rこんな面白い本がある」というPRに全力を
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注ぎこんだ。これは所定の位置におさまっている時，案

外利用しようとしなかった者も，すすんで読んでみよう

という意欲にかりたてられて，興味を感じ読み出すこと

は事実である。これは気づかない，知らないという無知

から来る原因が多いから，それらの図書を陽のあたら

ない場所から，陽のあたる場所へ出してやることの出来

る展示計画を立て強力なキャンペーンを行なうと，予想

以上PRの効果はあがって行く。これは一つの大きな収

獲であった。図書の購入にしてもこの計画を十分生かす

ことを念頭において購入計画を考えなければならない。

r課題図書キャンペーン」も同じことであるが，本校の

場合は図書館自身のPRと利用されやすいような展示，

それと同時にr図書館だより」板による学級への浸透，

そして教科学習につながる教師のP　Rと，三者が一致す

るとき，学校全体の雰囲気の中に，たとえばrノンフィ

クション推進月間」であれば，ノンフィクションのP　R

がゆきとどいて行くという，つまり一つの行事も，学校

全体の中へ溶けこんでいくというP・R活動の大きい効

果を生み出し得たのである。

　・　文庫祭（読書週間行事として）

　読書週間の催しの一つとして，今年は去年より計画を

密に，規模も大きく文庫祭を催した。これは予想外に旺

文社文庫・新潮文庫（いずれも図書館用特製本）の貸出

が多く，r中学生のための文庫本選定書目」（中学生の

読書研究会編）に従って，常にPRはしてきたが，今年

はr自分で自分の本を持とう運動」の一環として，文庫

本の展示・掲示を行なった。これは上記二種類の文庫本

の他は，少数の文庫本しか持たない本校では，この展示

・掲示は展覧会形式（文化祭の協賛行事の一つでもあっ

たから）をとったので，他の展示に比べると準備日数が

必要であった。特に今年のブックリストはr自分で買え

る40冊の読み物」であるから，文庫祭は盛大であり，多

くの者の眼を文庫本に向けさせたことは事実である。

　rいろいろな文庫本・新書の展示」　r中学生の読める文

庫本」　r自分で買える40冊の読み物」にわけ展示・掲示

した。　r中学生の読める文庫本」はr選定書目」の種類

　　　　　読書興味指導と学校図書館P・R活動との関連

別に従い①童話②少年少女小説③冒険と探険④推理とS

F⑤神話と民話と昔話⑥ファンタジー⑦動物文学⑧青春

と恋愛の文学⑨歴史小説⑩戦争の文学⑪人間と社会の文

学⑫名作短編集⑬伝記⑭戯曲⑮詩歌⑯知識の本の項目に

分け，本年度のブックリストの展示と共に，でぎるだけ

美しいカラフルで掲示物を作った。本は出入りの本屋と

も交渉し，その中から幾冊かを購入する約束で協力して

もらった。この催しで思うことは，たしかに文庫本の貸

出は体裁からいっても図書館向きではない。しかし生徒

たちが自分で購入できる範囲からいえば文庫本しかな

い。　r自分で自分の本を持とう運動」の展開にも文庫本

がその中心である。全般に生徒たちにしても，自分の本

を買おうとする意欲は，以前から比べれば増している

し，200円ぐらいであれば，月々の小遣いの状態になっ

ている。しかし，普通の児童書のたぐいは，400円以上

でたやすく買えるものではない。そこでこのような文庫

の展示は，生徒の現状（どれが中学生に向くのか，買っ

ても旧仮名で書かれていたり，むずかしい訳文であった

りして読めもしない等）から考えれば，このP　Rはぜひ

必要である。中学生が安心して買えるためには，学校図

書館のレファレンスがなくてはならない。

　次のブックリストの項で述べるが，配布物のPRだけ

でなく，それを生かす展示・掲示があってこそ，その配

布物の効果も十分あがるだろう。ここにPRの十分な計

画の必要とする理由がある。

　④　生徒に配布するパンフレットによるP・Rの中か

　　ら

　イ　ブックリストr読書の窓」

　すでに三年目を迎えたわけであるが，生徒たちの読書

の指針として，十分読みごたえのあると思われるものを

この三年間選んできた。

　　昭和41年度
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（読書の窓1）
中学生のための50冊の本

できるだけ新しいものを積極的にとりあげ，興味のそそる

ような種類分けを行なった。教養・趣味を中心とした読み．

物。
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　昭和42年度

（読書の窓2）

楽しみながら学習できる
　学習にも役立つ40冊の読み物

各教科に関連するものの中から，比較的読み物としてのお

もしろさを十分含んでいると思われるものを選んでみた。

昭和43年度．

（読書の窓3）

自分で自分の本を持とう
　自分で買える40冊の読み物

　　各月毎にテーマ別に3冊＜8月6冊・12月4冊＞を選んで

　　いる。価格の安い文庫本を主としたもので，中学生の読め

　　る・読んでほしい作品ばかりである。

r読書の窓」ブックリストFは，20ぺ一ジの小冊子で100

字程度の解説をつけてあるが，第3回は，前2回の反省

のもとに，まず作成以前に予備調査を行なった。

　調査の中でも示されているが，200円程度の本であれ

ば，自分で買って読んでみようとする意欲は，現在の中

学生にはかなりあるように思われる。この点は先に述べ

たがr自分で自分の本を持つ」蔵書への興味づけが，読

書への誘いの一つとして十分価値のあるものである。そ

こで作成したのが，本年度のリストであるが，200円位

で買える本となれば文庫本しかない。旺文社文庫は，中

・学生・高校生を対象としているので，かなり選択は生徒

・にとってらくではあるが，その他の文庫本ではどれを

選んでいいのか分らない。書名だけで買ってくると，旧

仮名で書かれた読むことの出来ないものも多い。そこで

r中学生のための文庫本選定書目」を中心に，テーマ別

・1に中学生として読むに値いするものを選んでいる。一ケ

月に一冊買って，一年12冊の蔵書を持つことを目標にし

てみた。

　図書館の広報活動として，図書館の本を読むことより

一も，自分の本を持てというのは，さきばしっていると言

」われるかも知れない。しかし，雑誌や週刊誌を自分で買

うことはあっても，一冊の単行本を自分で買う，そして

それを自分の手もとに置くという喜びを知らない生徒た

ちに，その指針を与えることは意義のあることである。

　友だちと交換して読み合う，話し合う，そういうとこ

ろから生まれてくる読書の喜びは，ひいては，図書館

ーをより以上利用しようとするところに結びついて行く

ものではなかろうか。また，自分の本を大切にするとい

う習慣は，人の本も，図書館から借りた本も，大切にし

ようとする習慣へと結びついて行くものではなかろう

か。

　r自分で自分の本を持とう」運動から，一人でも多く

の生徒を真の読書人へと導く指導を図書館が率先してや

っている。

　良いリストを作っても，そのあとのPRの必要なこと

は，このリストを作りはじめた時に痛感したことであ

る。今年は文化祭を中心に，．40冊の本の展示・掲示を行

ない，視覚を通して，実物を展示することによって，ブ

ックリストの効果をあげようと試みたのである。

　4月の本〈S・Fと推理の世界＞

　　創元推理文庫

　○宇宙船ビーグル号の冒険　ヴォークト・沼沢沿治

　　三晃新書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥170

　0シャーロック・ホームズの冒険

　　　　　　　　　　C・ドイル，阿部知二　　￥210

　　角川文庫

　OYの悲劇　　　　　E・クィーン，田村隆一　　￥160

　5月の本く同じ世代の主人公と＞

　　新潮文庫

　○フランダースの犬　　　ウィーダ，村岡花子　　￥　80

　　新潮文庫　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　○夜あけ朝あけ　　　　　　　　　　住井すえ　　￥　90

　　角川文庫

　○にんじん　　　　　　　ルナール，窪田般弥　　￥110

　6月の本く青春の流れの中で＞

　　岩波文庫

　○坊っちゃん　　　　　　　　　　夏目漱石　　￥50

　　新潮文庫

　○陽のあたる坂道　　　　　　　　石坂洋次郎　　￥200

　　旺文社文庫

　○若きウェルテルの悩み　　ゲーテ，井上正蔵　　￥150

　7月の本く偉人と歩む＞

　　角川文庫

　○徳川家康　　　　　　　　　　　　松本清張　　￥100
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旺文社文庫

Oチャーチル　　　　　　　　　　佐藤亮一　　￥160

三晃新書

○坂本竜馬　　　　　　　　　　　奈良本辰也　　￥210

8月の本1＜動物と共に＞　，

新潮文庫

O仔鹿物語上・下　　　　　　　　　　　　　　　￥上120

　　　　　　ロウリン／グ，山屋三郎　￥下130

新潮文庫

O赤い小馬　　　スタイン・ベッグ，西川正身　　￥　80

岩波文庫

○荒野の呼び声　ジャック・ロソドン，岩田欣三　￥　50

8月の本2＜戦争のむなしさ＞

新潮文庫

○母のない子と子のない母と　　壼井栄　￥110

岩波文庫

○武器よさらば上・下　　　　　　　　￥各100

　　　　　ヘミングウェイ，谷口陸男

新潮文庫

○雲の墓標　　　　　　　　　　　　　阿川弘之　　￥100

9月の本く冒険のおもしろさ＞

　旺文社文庫

〇十五少年漂流記　　　　ヴェルヌ，金子　博　　￥150

　角川文庫

○八十日間世界一週　　　ヴェルヌ，江口　清　　￥130

　角川文庫

〇三銃士　上・下　　　A・デュマ，竹村　猛　￥各180

10月の本く身につけたい知識＞

　三晃新書

○地球の誕生と未来　　　　　　　　日下実男　　￥200

　旺文社文庫

・○論語物語　　　　　　　　　　　　下村湖人　　￥180

　岩波文庫

○ロウソクの科学　　　ファラデー，矢島祐利　　￥　50

11月の本く歴史の中に生きる＞

　岩波文庫

O羅生門・鼻・芋粥・愉盗　　　　芥川竜之介　　￥100

　新潮文庫

　　　読書興味指導と学校図書館P・R活動との関連

○山椒大夫・高瀬舟　　　　森鴎外　￥100

　新潮文庫

○天平の琵　　　　　　井上靖　￥90
12月の本く神話と昔話＞

　新潮文庫

○鶴の恩がえし　　　　　　　　　坪田譲治　　￥110

　角川文庫

○古事記物語　　　　　　　　　　鈴木三重吉　　￥　90

　角川文庫

○聖書物語　　　　ヴァン・ルーン，村岡花子　　￥200

　旺文社文庫

　○夕鶴・彦市ばなし他七編　　　　　木下順二　　￥180

1月の本く読みやすい物語＞

　新潮文庫

　○壷井栄　童話集　　　　　　　　　　　　　　￥100

　岩波文庫

　○童話集　銀河鉄道の夜他十四編　　　　　　　　￥150

　　　宮沢賢治・谷川徹三編

　岩波文庫

　○絵のない絵本　　　アンデルセン，大畑末吉　　￥　50

2月の本く社会に生きる人間の苦悩＞

　旺文社文庫

　○アンクルトムの小屋上・下　　　　　　　　　芋上190

　　　　　ストウ夫人，大橋吉之輔　　￥下220

　新潮文庫

　○老人と海　　　ヘミングウェイ，福田恒存’￥80

　岩波文庫

　○破戒　　　　　　　　　　　　　　　島崎藤村　　￥150

3月の本く青春の流れの中で＞

　旺文社文庫

　○野菊の墓他三編　　　　　　　　伊藤左千夫　　￥100

　岩波文庫

　○銀の匙　　　　　　　　　　　　　中　勘介　　￥100

　新潮文庫

　○車輪の下　　　　　H・ヘッセ，高橋健二　　￥100

・　r読書の導き」r学習への誘い」

五色刷の簡単な印刷機を使用して，図書館を利用する

生徒たちに奉仕しているr読書の導ぎ」は，主として娯
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　読書科学（刈，3）

楽・教養を主とする読み物の紹介である。新刊図書はも

とより，その時の図書館行事，r図書館だより」にも関

連させて，色彩のもつ感覚を生かしてより興味をひきつ

けるようにと考えてのP・Rである。r学習への誘い」

は，学習のたすけとなる読み物・調べ方等を中心として

作成し，スムーズに調べ事が行なわれるようにというこ

とをモートにしている。これらは生徒の手によって簡単

に作ることが出来，そのP　R効果も色刷りであるから，

興味を引き利用される率も大きい。

　⑤　その他のP・R

　オリエンテーションの時に使用する図書館案内とし

て，rスライド」（32枚）を作成している。まず図書館

へ導く前に，図書館以外の場所で，スライドを映与して

視聴させ，その後，図書館でr図書館の歩み」　（図書館

案内を印刷したもの）をはじめ，帯出カード（三学年色

別），私の読書記録ノート，前年度のブックリスト，図

書館要覧等を配布する。いろいろな物を配布し，目を図

書館に向けさせるために，当初徹底的に奉仕活動を通し

て，PRを続け，利用がスムーズに行けるよう配慮する

ことが，どれだけ今後の運営にプラスするかは言うまで

もない。

　また，図書館の入口に大きなrホワイト板」をとりつ

け，12色の水性マジックで図書暦を毎日記入している。

カラーによる魅力は，多くの生徒をひぎつける。

4．結　　ぴ

そのすべてに利用されるためには，十分な視覚物を通し

てのP・Rが必要である。当然，P・Rに答えられるだ

けの充実した図書館をめざすことは言うまでもない。生

徒たちが，興味を感じて図書館へ歩を進めてくれれば，

彼等の期待をうらぎらない奉仕をすることは，われわれ

の務である。呼びかけに応じた生徒たちを満足させる図

書館，そういうものが作られてこそ，このP・R活動の

真の価値も認められるだろう。金のあまりかからない合

理的なP・R活動への努力を今後も続けて行くつもりで

ある。

　以上のP・R活動が，多忙な時間と限られた予算内で

出来るのであろうか。魅力あふれる図書館づくりという

方針のもとに，十分な計画をたて，それを実践する生徒

の訓練が何よりも必要である。これらのP・Rが刺激を

与え，その眼を図書館に向けさせていることは確かであ

る。バラィティーにとんだ立体化をめざしたカラフル的

視覚物のデザイン化を重点においた徹底的なP・Rは，

静かな雰囲気につつまれた図書館からみれば邪道といわ

れるかも知れない。しかし，マスコミの渦中に生きる現

代っ子のすべてに，学校図書館の有意義な存在を知らせ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一48一

（研究資料）

○利用を活発にする学校図書館の管理と運営の研究1

一広報活動の実践とそれに伴う生徒の読書実態の考察一

　　　　　　　　　　　　　　　　　（P．34）

○利用を活発にする学校図書館の管理と運営の研究2

　一生徒と図書館を結びつける実践一　　　　　　（p．62）

○学校図書館の管理と運営，その問題点の研究　（p。54）

O　r読書の窓」（ブックリスト），1．2．3　　（各p．20）

　　　　（多少残部がありますので．請求あれば送付します。）
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第2回　世界読書学会議の報告

亜細亜大学 室 伏 武

←

第2回読書に関する世界会議（Second　World　Congress

onReading）が，1968年8月1日から3日間にわたり，デ

ンマークの首都コペンハーゲンで，国際読書学会（I　RA）

とゴネスコの主催によって，25か国から約1，300名の参加者

で開催された。日本からは，日本読書学会を代表して室伏武

と，東京教育大学の倉沢栄吉教授，滑川道夫講師の三名が出

席した。

　この会議は，r人間の権利と問題としての読書」をテーマ

として，七つの全体会，25の分科会（この中には，五つのス

カンヂナビア・プログラムが設けられていた。）と三つの特

別部会，それにリーダーとの討議の12部会によって構成され

た。（詳細についてはrプログラム」を参照されたい。）

　開会式は、，8月1日午後4時30分から，Falkoner　Centret

において，I　RAの前会長H．A．Robinsonの歓迎の辞と

役員の紹介からは’じめられた。続いてスエーデンのE．Ma・

lmquist博士のr読書能カー人間の権利と人間の問題」と

題する開会のことばが述べられた。博士は，　この開会冒頭

の講演において，リテラシーの開発こそ，今日われわれ人類

が当面している基本的な課題であると指摘した。われわれは

誰れでも自由に教育を受ける権利がある。しかしながら，世

界の50％は学校教育を受けていないし，読み書きのできる者

は69％にすぎない。その最も典型な国は，失礼ながらと前お

きしてインドであるし，ヨーロッパの実状など数的なデータ

をあげて読み書きのできる人間の少ないことを指摘した。そ

して，21世紀は，読むことを学ぶ機会を与えることが最大の

課題である。本来，読み書き能力は，民主主義社会が要求し

ている社会の基礎的能力であり，世界を変える力である。こ

のような読み書き能力の開発は，政治的・経済的などの条件

が必要である。そのためには，政府当局の強力な支持と読み

書き能力開発の施策が大切であり，また，一人が5セント（約

180円）の拠出によって95％の成人の読み書き能力を開発す

ることができる。すべての国において，この読み書き能力の

開発を推進するために，この会議を中心に読み書き能力の開

発週間とするばかりでなく，テレビやラジオなどマスコミ機

関を通して，キャソペーンをしようではないかという呼びか

けを行ない，この会議の中心テーマを説明し，満場の拍手を

もつて講演を終えた。きわめて印象的な講演であった。わが

国の教育の普及と，それに伴う読み書き能力の開発は，世界

的にみて高度なものであり，こうした読み書き能力の問題は

教育の重要な課題ではない。しかしながら，より高度の読み

書き能力の改善はなお今日においても基本的な課題であるこ

とには変りはない。われわれは，量ではなく質の問題とし

て，国語国字簡題をも含めて，こうした国際的な視野に立つ

て考えなければならないことではないだろうか。

　全体会と分科会の全般を通して扱われた主要な問題は，ま

ず第一に入門期の読書教育で何才から始めるか，またその方

法や教材などについてとりあげられた。特に，I　TA法がア

メリカやイギリスで成功し普及しつつあることが報告され

た。次に，読書治療（remedial　reading）については，教育

学的，心理学的，生理学的な研究，特にこの会議では医学的

な研究の分科会が持たれたのは，新しい傾向であり，その研

究の深さを物語るものである。さらに，小学校から大学や成

人に及ぶ読書教育計画，特に成人の読み書き能力の開発の困

難さ一その社会の貧しさと政治力の不足の克服に対する努

力には敬意を払わずにはおられなかった。この外，読みのレ

ディネス，言語と読書の問題，教師の養成の問題批判的思

考と読書や教材など，基本的な問題や新しい最近の傾向を現

わしたものなどについての全体会や分科会が持たれた。その

すべてを聞くことができなかったのであるが，これらを通し

て，世界の各国においては精密な長期にわたる大規模な調査

や研究，あるいは実験が行なわれ，それが実際化されている

ということである。そして，それらが国家，財団や読書学

会，あるいは大学によって行なわれているということであ

る。イギリスのITA法の導入などその最もよい例である。

わが国の読書教育やその調査・研究の実情に照して，学ぶべ

き最大の収穫であったし，反省すべき点が多いと思われた。
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読書科学（M，3）

　特別部会では，ユネスコとI　RAとの共同で，r読書教育

ハンドブック』の作成についての部会が持たれた。この作業、

は，すでにI　RAによって着手され，日本からは阪本一郎博

士（日本読書学会長）が参加しているが，すでに要項の試案

が出来上っている。そして，奇しくもユネスコからこの部会

に派遣されて出席したユネスコ教育研究センターの職員は国

際キリスト教大学の小林氏であった。小林氏の話によると，

このハンドブックがまとまるにはまだ時間がかかりそうだと

いうことであった。それは，それぞれの国によって考え方が

異ったり，問題点が違ったりしているために，それらをまと

めるためには多くの問題が残っているということである。こ

れまで，ユネスコからヤ・くつかの出版物が刊行されている

が，すぐれた読書教育の手びき書が一日も早く刊行されて，

世界の教育の水準を高めることを期待したい。この他，アメ

リヵとイギリスの読書教育についての映画が上映される予定

であったが，アメリカのものはフィルムの未着のため中止と

なった。日本にも読書教育のすぐれた映画が製作されること

が望まれる。

　このたびの国際会議で，r教材の作成」に関する分科会の

議長を勤めなければならなかったし，それに近年めざましい

発達をしつつある教育メディアの開発に大きな関心を持つて

いたので，r教材」関係の分科会を中心に参加の計画を立て

ていた。これらの中で主なものをあげてみると，まずr補助

教材」についてオーストリアの国際児童文学研究所のR。

Bambergerは，r楽しい読書」と題して，まずブック・レ

ディネスについて，子どもの40％は不十分であり，38％は失

敗しているし，6％の子どもはやさしい本しか読まないと指

摘し，子どもの本もお話の本や絵本ばかりでなくノンフィク

ションも与えるべきであり，一日30分間読書をすすめるべき

であると述べ，読書指導は児童中心主義によって子どもに楽

しい本を与えることである。そして，学級文庫にすぐれた基

本的な本を置き，個人指導や集団指導を行なうことが大切で

あると指摘している。　また，アメリカ・ミゾリー大学のH。

H：uusは，補助教材の多様性の必要について，典型的な絵本

や本のさしえをカラー・スライドを使って説明した。r教材

　の作成」についての分科会では，インドのA．Chariと，

C．Chacko博士の二人の婦人によって，アメリカの読書教

　育の原理や方法をとりいれて教科書を作成したことについて

述べ，特に政府当局と教育界の支持やすぐれた指導者が得ら

．れたことなどの好条件で大きな成果をあげることができたこ

と。実際の教科書や読書教育の実状についても報告された。

これらの一一連の分科会を通して，読書教育を教科書によって

精読させ，読書能力を強化させる一方，多様性のある補助教

材によって多読させることにより，読書力を活用させて拡充

するという基本的な指導観に立脚しているし，教材をこうし

た立場から考えているということである。そのために，こう

した教材のセソターとしての学級文庫や学校図書館が大きな

役割を果たしているということである。そして，すぐれた読

書教育は，よい教師と教科書，それに教材・教具によって達

成されものであるということが強調されていたことは印象的

であった。この点に関して，わが国の読書教育が，教科書の

精読といった指導観や方法論を中心に展開しているが，世界

の読書教育のこうした傾向からばかりではないが，読書科学

々読書教育学の成果を慎重に検討を加え，抜本的な改善が必

要である。

　また，会場には，地元のデンマークなど北欧三国やアメリ

カなどの教科書，絵本，紙芝居，それにオーバrヘッドプロ

ジェクターなどが展示されていた。近年，アメリカで開発さ

れつつある教育メディア，特にティーチングマシンなどの展

示に期待していたが，それらが見られなかったのは残念なこ

とであった。しかし，r読書と工学」についてのアメリカの

R．W．Mitche11の速読のフィルムを使つての発表は，新し

い研究分野として注目すぺぎものであった。また，読書教育

についての情報検索システムについて，マイクロ・フィッシ

　ュなどを使用してのER　I　C／CR　I　ERの実情の報告など

　これからの研究課題として注目すべきであり，わが国でもこ

　うした情報管理を組織的に行なうことをしんけんに考えなけ

ればならない時が来ているのではないだろうか。

　読書教育は，言語の本質的な差違があって世界のこうした

新しい動向を一様に考えることはできないが，その根底にあ

　る指導観や方法論の原理などからわれわれは多くのものを学

　び，国語力としての読書能力の改善を国際的な視野から再検

討することが急務であるということをも，この報告に合わせ

　て述べておきたいことの一つである。
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SECOND　WORLD　CONGRESS

ON　READING（プログラム）

Copenhagen　　1968

噺

、

q

8月1日総会

I　RAあいさつ一前会長H．A．Robinson

講演“Reading　Ability：A　Human　Right　and　a

　Human　Problem”（スェデ．E．Malmquist）

8月2日

全体会　児童の学習の学説と心理学（司会・デンマ．

　M．Jansen）

　・優秀な読み手はいかにして学習したか（米R．

　　Strang）

　・児童の読みの学習の心理学的一様相（米　R　G．

　　Stauffer）

第1部会　読みのレディネス　（司会・米　」．E・Me・

　rritt）

　・6才児の読みと学校での行動の期待（仏　A．In－

　　izan）

第2部会　読みの遅進児の診断と指導（司会・仏A．

　Girolami－Boulinier）

　・読みの遅進児の要求確認の学級方法（加　G．S．

　　Walby）

　・左利きと読みの困難（オーストリ．L。Schenk－

　　Danzinger）

第3部会基礎読本の言語（司会・デソマ．M・Elle・

　hammer）

　・基礎読本の言語（米　C．M．McCullough）

　・読本のための語と構文の選択（印　G．Srinivasa・

　　chari）

第4部会　児童の読書の調査基礎（司会・米　M．A．

　Tinker）

　・読書開始期の発達にひそむ複合学習（ニュージ．・

　　M．M．Clay）

　・難読症症状群とその基礎（英　M．D．Vermon）

第5部会　スカンジナビア・プ・グラム（司会・デン

マ
． A．Ravnmark）

　・音楽・読書・書字における創作活動（デンマ．G．

　Kjaer－Rasmussen）

全体会　読書開始期への接近　（司会・オストリ．L．

Schenk－Danzinger）

　・読書への秒読み（オストラ．M．F．Marshal1）

　・言語経験法（ニュージ．R．Trevor）　r

第1部会　小学校における読みの発達（司会・仏　M．

Lobrot）

　・正常児と難読症児の視覚（仏　M．La　Seure）

　・読みと精神的運動の能率（仏　J．Piacere）

第2部会　矯正読書（司会・カナダ　M．J．Mclean）

　・読書不能者を助ける矯正手続き　（イスラ．A．

　Hirsch）

第3部会　補充読書資料（司会・米　D．R．Johnson’）

　・読書のよろこび（オストリ．R．Bamberger）

　・多様性の要求（米　H．Huus）

第4部会　読解の調査（司会・仏　C．Philippe）

　・読解の一角度の調査（米　A．」．Harris）

　・読解の基礎的要素（カナダ．M．D。Jenkinson）

第5部会　スカンジナビア・プログラム（司会・スエ

　デ．K．Heidenfors）

　・読書開始期の教育・パネル討議（スエデ．U．

　Simm　lデンマ．L．Rigm）

全体会　読書開始期の方法（司会・スェデ」．Naeslund）

　・その話を止めよ（デンマ．M．∫ansen）’

　・英国における読書開始（英　∫．M．Morris）

特別部会　読書教育のUNESCOハンドブック（司会
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読書科学（）0，3）

　・米R，C。Staiger）

第1部会　8～14歳の児童の読書教育（司会・ニュー

　ジ．J．M．Wiseley）

　・理解能力の発達（米　D．M．Dietrich）

　・読書プ・グラムの編成の変化（カナダ　E．M．

　King）

第2部会　読書開始（司会・米　J．R．Rogers）

　・読書開始児の読書材料の構成（英　V．S．Booth）

第3部会　読書教育における視聴覚教材（司会・米

　R．W．Mitche11）

　・読書発達のための教育資源（米　A。Melnik）

　・治療読書におけるA－V教材の使用（米　D。K

　Bracken）

第4部会　読書に関係する医学的・心理学的調査（司会

　・米1．Toff）

　・読書に関係する医学的・心理学的調査（米　G．

　D．Spache）

　・難読症の医学的研究の評価（米　R．C．Preston）

第5部会　スカンジナビア・プログラム（司会・スエ

　デ．G．Wahlberg）

　・中学年段階における研究技術（スエデ．K　G．

　Thoren）

8月3日

全体会　言語学と読書（司会・カナダM．DJenkinson）

　・経過報告（スエデ．M。Nilson）

　・読者の三つの言語プロフィール（米　P．Tyler）

部会　高い水準での読書教育（司会・米　L．Chiles）

　・読みの教育と主題との統合（米　O．S．Andresen

　　3B．L．Coutney）

　・初期の読みの技能の上に築く（米R．F．Kinder）

部会二重国語問題（司会・ウェルズ．P．Williams）

　・ULPAN　プログラム（イスラ．S．Eytan）

　・メキシコアメリカの児童の言語発達（米　S．E．

　Marie　l　M。W．IFoord）

部会　教材の生産（司会・日．室伏武）

　・読書材料の生産一比較研究（ネパル．C，Chacko）

～

　・印度の学校向け教育資料の発達における問題と方

　法（印．A．Chari）

部会調査方法（司会・米S．Weintraub）

　・ドイッにおける読書調査（独　F．Biglmaier）

　・差異を生じたかもしれない調査史米　H．Singer）

部会　スカンジナビア・プ・グラム（司会・スエデ．

S．Svensson）

　・読書遅滞児の教育・パネル（スェデ．A．Dahlquist

　lノルウエ．J．Dobloug；デンマ．E．Jacobson）

　全体会　教師の養成と訓練（司会・スコット．F．

　McBride）

　・米国における読書教育専門家の養成（米　H・M・

　Robinson）

　・欠陥児の教師の養成（イスラ．D．Feitelson）

特別部会　フィルムr見よそして読め」映写（司会・

英C．Chovi1）

全体会　成人読書不能に対する読書教育（司会・リベ

　リャ　A．D。B，Henries）

　・辺地村落の読書センター（タイ　N　Pongnoi）

　・アラブ人のためのリテラシー・プログラム　（U．

　A．R　M．R．Khater）

特別部会　フィルムr能率的読書」映写（司会・英

R．F．Kinder）

部会　読書の発達の評価史司会・米　J．J．Brown）

　・読書の発達を評価する選択法（米M・A・Tinker）

部会　ドイツにおける読書開始法（司会・独　F．Big・

lmaier）

　・ドイッにおける調査の焦点：I　RA法と心理言語

　的接近（独　H．A．M廿11er）

　・小学校の開始者のための個別的な読みのプログラ

　ム（独　P．Heyer）

部会　読者の批判的思考の訓練（司会・米O．S』An・

dresen）

　・思考における抽象性の変数の操作（米　S。W。

　Lundsteen）

　・読書による批判的思考の教育（米　C．S．Huck）
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部会工学による調査の進歩（司会・米RWickenden）

　・ERIC／CRIER情報修正組織（米　R．W．

　Mitchel1）

　・読書と工学（米　E．Mortensen）

部会　スカンジナビア・プ・グラム（司会・デンマ．

　S．A，Tordrup）

　・読み書きの不能者の取扱の1実験（スエデ．J．

　Bj6msh69）

　・教科書の評価（デンマ．F．Lundah1）

閉会式

ρ

読書能カー人間の権利と人間の問題

も

う

　これは1968年の第2回世界読書会議の開会式で，Eve

Malmquist博士（The　National　School　for　Educa・

tional　Research，Linkoping，Sweden）が行なった講

演の題目である。これを聞いた印象は室伏氏の報告にも

あるが，その要旨をI　RAから人手したので，翻訳して

参考に供する。（阪本）

　最近20年間のもっともいちじるしい特徴の一つは，世

界各国において教育に対する要求が力づよく急速に勃興

してきたことである。個人の持つ可能な能力をじゅうぶ

んに発達させる機会が与えられることは，個人の権利と

して，原則的に，一般に承認されるところとなった。し

かし，現実においては，この理想はあまねく達成される

にはきわめて程遠いように思われる。

　最近のUNESCOの情報によると，

・　世界中の小・中学生期の児童の50％は全然就学して

　いない◎

・　世界の成人人口約8億の40％以上は読むことができ

　ない。

・　世界人口の少くとも65％は機能的に読み書き不能で

　ある。　（読書能力は4学年程度以下）

・　読み書き不能者の比率は，UN加盟の62国におい

　て，50％以上だと推定される。

・　20国においては，人口の90％以上が読み書き不能者

　である。

・　多くの国では，女性人口がほとんどまったく読み書

　き不能である。

・　ヨー・ッパの8ヶ国は，読み書き不能者の率が成人

　人口の10・・65％にわたると報告している。

・　成人の読み書ぎ不能者の数は，毎年2，500万から

　3，000万の割で増加しているのが現状である。

　もしわれわれが世界中の貧困と飢餓と疾病とを征服し

ようとするならば，われわれはまず無知を征服すること

から始めなければならない。読み書き不能は，経済的，

政治的，社会的・個人的発達のもっとも重大なハンディ

キャップであることは，われわれの認めるところであ

る。それは，世界のあらゆる所において発達と進歩との

もっとも根強い妨害として，さらにまた国際的な理解と

協力とのゆゆしい障壁として，ますます広く承認されて

いる。それは，一国の中の国民およびその相互の間を，

読み書きの有能者と不能者との二つのグループに分割す

ることによって，現代の世界の平和に対する微妙でしか

も頑強な脅威の一つとなっていると思われる。

　8億の人々に読みの教育をする経費は，約90億・》100

億ドルと見積られる。（比較のために世界諸国の国防費

をあげると，年に約1，500億ドルである。）

　私の提案は，今回のコペンハーゲンにおける世界読書

会議が，1965年のテヘラン会議の決議を支持することを

宣言し，地上すべての国の読み書き不能を事実上根絶す

る努力を強化することを，ことばから行動へ，理論から

活動へと移行するように推進することである。

　私はここに全世界の大リテラシー運動を発足させる活

動の一一計画を提出する。

　教育運動を支えるためには，UNESCO及び国連特別

基金からの毎年の出費を補うための資金が発見されなけ
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ればならないであろう。

　このことについて私は次のプランを考えている。

1　世界のすべての国のそれぞれの1970年度予算の1／2

　％を，この世界リテラシー運動に供出する。

2　1970年に，各国はその小学校教師の1％をこの運動

　に配置し，限られた3ヶ月間，気づかわれている諸国

　の教師たちのために，かれらや指導主事の負担に奉仕

　する。

3　次の諸機関に，1970年9月8日の1日間の全収入を

　この全世界リテラシー運動に寄付してもらう。

　a　図書を出版している全会社。

　b　新聞社雑誌社の全部。

　c　コミュニケーション業に関係のある全会社，たと

　　えばテレビ・ラジオ会社，ニュース・新聞・広告の

　　代理業者。

　d　各種の教材の生産者，テレビセット・ラジオ受信

　　器・送信器などの製作者。

　この1968年のコペソハーゲン世界読書会議に参加され

た諸子は，，多様な能力をもって主導者あるいは資金源者

としてとくに資格のある方々と見受ける。

　たとえば，次のような独自の地位におられる方々と思

う。

1　かかる世界リテラシー運動に寄与するように貴国の

　政府を動かす。

2　低開発国への奉仕のための教師の養成に関して，当

　局を編成し，刺激し，あるいは援助する。

3　各国の児童と成人との教育に用いるための読書材料

　を構成しテストする仕事を援助する。

4　低開発国の地方教師のための手引書の作製，および

　読書教育のラジオとテレビの番組を製作する仕事を援

　助する。

5　開発国の教師団体に，1970年9月8日のリテラシー

　・ディに，各教師1人ずつの全日の収入を世界リテラ

　シー運動に寄付するように訴える。

　私の見地からは，このリテラシーの問題の解決を次の

世代に待ってはおれない。UNESCOのDirector　Ge－

nera1であるReneMaheuが“リテラシーの恥辱と醜

聞”と呼んでいるこの世界的に共通の関心の問題を解決

するための大同団結の計画と実施の時期は，1980年で

も，2015年でもない。

　それはただちに今なのである！

会 報

常任理事会（1月13日）

1　大阪大会の報告について

尾原理事から報告書が届いたので，これを承認した。要点

を摘記すると，参加者は341名（定員300名）で，地域別にす

ると，大阪市180名，大阪府37名，他府県124名，所属別

にすると，幼稚園6名，小学校214名，中学校55名，高等

学校26名，大学その他40名となり，会員は122名，会員外

は205名，招待は14名となる。

　収入366，480円，支出同額で，差引0円。

2　44年度大会（総会）について

　期日は8月10日11日とし，東京に会場を物色することに決

まったQ

3　文部省科学研究費補助の申請について

　r現代日本人の読書モデルの測定」（仮題）について研究

する特別委員会を設けるために，試験研究の部に申請するこ

とに決めた。

4　公開研究会について

　1月の例会は準備がまにあわないので，2月15日に，阪本

敬彦氏のr読書問題児の発見」を中心に開くことに決めた。

常任理事会（1月20日）

　文部省の科学研究費補助の申請について協議し，主題を

r読書成熟度の診断法に関する基礎的研究」と定め，2年計

画でreading　maturityの測定法を確立し，診断基準を作る

こととした。

43、

一
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俺

1i雑　報

1　理事花田哲幸氏夫人が逝去されました。、謹しんでおくや

み申しあげます。

2　理事森田宗一氏が退会されました。本会の創立以来ご協

力をたまわりましたことをあつくお礼申しあげます，

3　会員大神貞男氏（第1回読書科学研究奨励賞受賞者）が

このたび読書療法研究会を創立された。事務所は

志の方のご入会をおすすめする。

4　会員高木和子氏（第2回読書科学研究奨励賞受賞者）は

この3月をもって野間教育研究所をご退職，東京教育大学大

学院へ入学された。

受贈交献

・図書館雑誌　日本図書館協会

・有明工業高等専門学校紀要No．4　同校

・国語科における読書指導　増田信一（東京学芸大学付属大

泉中学校研究集録別刷）

r読書科学」掲載論文目録（IV）

第27号

阪本一郎　文長比重の査定法

岡田　明　読書過程の分析的研究

1浜中重信　国語力を高める読書指導

緒本良平　思考力を高める読書指導

望月道子　中学生と空想科学小説

一丹羽照夫　高校生の読書生活

、上吉川脩　問題児の読書療法

’大神貞男　犯罪少年の読書療法

：第28号

滑川道夫　昔話桃太郎像の変遷（一）

〔阪本一郎　現代ジャーナリズムの文の長さ

中野善達他　僻地児童の読書力に関する研究

250円

250円

河北憲夫　64’の出版界

谷川澄夫　児童娯楽雑誌の1964年

北島武彦　昭和39年の読書界

特別寄稿

A・J・ハリス 読みの不振の原因と治療

第13号

本間康平他　大学生と読書

滑川道夫　桃太郎像の変遷

大神貞男　恐喝少年の読書治療例

楮本良平　性格問題児の読書治療例

阪本一郎　現代小説の文長構造

大野陽子　物語の療法効果

日本読書学会　読書指導史の資料

300円

■

二第29号　特集　読書療法

室伏　武　読書療法研究の史的展望

小野泰博　読書療法の理論をめぐって

板本敬彦他　精神医学における読書療法

“阪本敬彦他　C．Shrodesの読書療法論

叛本一郎　わが国での読書療法の研究と事例

野間教育研究所　読書療法研究に関する文献目録

：第30号　特集　1954の読書科学展望

飯本敬彦　読書科学の研究1964

300円

300円

第32号

弥吉光長　石川啄木の性格と読書の効果

中島章一　中学生の読書と生活環境との関連

合田　修　シート利用の読書指導の実験研究

岡田　明　一幼児の絵本にたいする反応

加藤正明　矯正施設における読書指導

阪本一郎　最近の児童漫画と子ども（1）

上林長泰　効果的な読書意欲を高める試み

水野　操　中学校における読書指導の実践

300円
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読書科学（M，3）

第33号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300円

清水正男　教育を支えるrよみ」の場としての図書館

大神貞男　重罪犯罪少年の読書療法による治療例

阪本一郎　最近の児童漫画と子ども（皿）

木村典子　高校生の人生観の確立と読書との関係

渡辺正已　子どもは物語をどう受け取るか

寺本俊美　集団読書指導の実践的考察

佐藤泰正　盲児の点字触読に関する発達的研究

第34号　年報　1965年の読書界

村石昭三他　読書科学の研究

河北憲夫他　出版界の展望

松尾弥太郎　図書館界と読書運動

北島武彦　年間時潮

高木和子　海外情報

第35号

大神貞男　家出少年の読書療法による治療例

佐藤泰正　盲児の点字触読能力の発達的要因

石川清治　大学生の読書材へのアプローチ

来明子読書による意見変容の研究

早津秀雄　論理的思考力を養う読書指導

岡田　明　速読に関する文献紹介（1）

日本読書学会　第1回国際読書学会議参加記録

第36号

阪本一郎　r読書」とr読解」

大神貞男　性非行少年の読書療法による治療例

石川清治　琉球大学生の読書の発達と特性

代田　昇　読書教育を教育の一分野とする提案

岡本奎六　読書困難児の診断と治療指導の問題

本宮　久　小学校中学年における読書力の開発

岡田　明　速読に関する文献（2》

第37号

阪本一郎他　読書感想文における感動点の発達

300円

300円

増村王子他　子どもの読書の地域的特質

大神貞男　読書療法第6報告，高度非行少年の場合

楮本良平　児童の読書反応

佐藤　貢　蒐書癖の研究

岡田　明　ITPAのしくみと適用

高木和子　読書能力の下層要因分析

第38号　年報　1966年の読書界

村石昭三他　読書科学の研究

河北憲夫他　出版界の展望

植田喜久次　公共図書館の読書運動

北島武彦　年間時潮

高木和子　海外情報

300円

第39・，40合併号　　　　　　　　　　　　　　　600・円

阪本敬彦他　回帰成就値による読書不振児の研究

岡田　明　読みの柔軟性に関する研究

河井芳文　読みにおける語彙の発達　・

阪本一郎　四コマ漫画rサザエさん」り分析

大神貞男　夜尿症児の読書療法による軽快例

阪本一郎　情緒不安定児に対する読書療法の事例研究

大神貞男　非行少年の読書療法による治療例

　　　第41号　　　　　　　　　　　　　　　　　300円

　　　阪本一郎　児童漫画rのらくろ」の作品分析

300円　　佐藤泰正　大学生に行なった速読訓練の効果（1）

　　　福沢周亮　漢字における読字の困難点の研究

　　　大神貞男　非行少年の読書療法による治療例

　　　阪本一郎他　幼児のお話の能力の発達（1》

　　　横溝昭平　学級における矯正的読書指導

　　　金子百合子　国語教室における読書指導

　　　阿部敏子　読書指導の問題点とその対策

　　　半田茂雄　読書療法の事例研究

　　　　（以後　第44号まで刊行）旧号の申しこみは，代金をそ

300円　　えて東京都文京区目白台2－8－1日本女子大学家政学部内

　　　日本読書学会へ。
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