




小泉信三の読書論につい て＊

日本近代読書論史のための覚え書き　その一

　　　暁星高等学校

飛　　田　　文　　雄＊＊

1．　ま　え　お　き

　小泉信三には，読書論と目されるいくつかの文章があ

る。その中で，読書に関するかれの意見を総体的にまと

めたものとして，「読書論」を押すことができる。「読

書論」は，そのために書きおろされて，昭和25年「岩波

新書」の一冊として刊行された。

　以下，その「読書論」を中心に，適宜他の諸編を参照

しながら，かれの読書論を検討してみたいとおもう。

2．　なにをいかに

　「読書論」の冒頭に注目すべき一節がある。そこで小

泉はまず，

　　何を読むべきか。如何に読むべきか。

と自問する。そしてすぐ，

　　無論これから段々に語るように，是非良書を選んで

　　それを精読しなければならぬ。

と自答する。

　この「自答」は，3つの事を語る。1つは，1「良書」

で，問いの「何を」に対する答えである。2つは，「精

読」で，「如何に」に対する答えである。そして，もう

1つは，「これから段々に語るように」．である。これは，

問いに対する答えではない。文法的にはこの文における

補助句で，あとに続く「是非」以下の前置きぞある。前

置きではあるが，意味は重大である。「良書を選ぶ」と
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いうことと「それを精読する」ということとについて，

これからしだいを追って語ってゆくというのである。言

い換えれば，この「読書論」は「良書とその精読」とい

　　　　　　　　　　　　　　

うことを，ずっと論じてゆくというのである。つまり，

「良書とその精読」ということが，この「読書論」を通

じての骨子であろうことを，本論の冒頭にあたって提示

したとすることができよう。

　岩波新書の「読書論」が，かれの読書論の総論である

とすれば，その総論の骨子は，すなわちかれの読書論全

体の基本であるとすることができる。つまりかれの読書

論は，良書を精読するという形式を基本として展開して

ゆくといってよいのである。

　だがしかし，はたしてそれだけでよいのだろうか。小

泉の読書論は，良書を精読するということだけで，あれ

だけの論陣を張れるものだろうか。わたくしには，もう

一つ底に何かがあるように見える。何かとは何か。それ

は「人」であろうと，わたくしは思う6

　読書という現象は，人が本を読むという関係において

成り立つ。その関係は志向的なものである。主体者はも

ちろん人一読者であり，その主体者が対象資料一書物に

対して志向的活動一読解を展開するとき，そこに読書と

いう事態が成り立つ。

　小泉は，「何を読むべきか」に対し「良書」，「如何

に読むべきか」に対し「精読」と，自問自答することに

よって基本線を敷き，それに沿ってその読書論を展開す

るかに見えるが，しかしこれだけではかれの読書論は成

立しないのである。良書を選定する意識において，それ
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を精読する意識において，その基底にあってかれを志向

的に活動させる基本的なものが存在する。人間への興味

である。人格への関心である。もちろん，個々の良書を

選び，また精読する際における直接の対象は，その書の

内容である。しかし小泉においては，その内容だけが対

象で終わることは，まずない。かならず，眼識は背後の

著者に及ぶ。むしろ初めから著者を意識して書を選び，

それを読むと見るほうが適当であろう。

　そのよい例が「読書雑記」である。　「読書雑記」は，

「読書論」の序によると，「読書論」を総論とすればご

れはその各論にあたるというのであるが，その目次は，

　　マルクス，エンゲルス・バアナアドニショオ・福翁

　　自伝・アダムニスミス・エドワアド＝グレイ・福沢

　　諭吉書翰・シドニイニウェップ・夏目漱石・森鴎外

　　・ウィンストンニチャアチル・幸田露伴・ミカエル

　　＝バクウニン

と，すべて人物単位で項目が並べられている。（福翁自

伝・福沢諭吉書翰は，前者は書名，後者は書名に準じる

もので，純粋に人名ではないが，自伝・書翰ともにその

人をもっとも直接的に表わすものであり，人名と同じに

見てもさしつかえないといえる。）

　表題が人物単位であるから，したがって本文も人物に

焦点を置いた書き方になるのは当然であり，その人物の

個々の著作は，そのための手がかり足がかりとなる。だ

から，各表題下の文章構成は，評論全体としての単位を

人物において，そのための具体的資料として個々の著書

を取り上げるというゆきかたをしているのである。

　　「読書雑記」のほか，小泉は，読書に関して，感想・

評論・紹介・推薦等，おびただしい文章を書いている

が，その大体が上のような形態を取っていると見ること

ができる。

　これはまた，　「読書論」のような読書一般を論じた文

章にあっても，その引用する具体例において，同じこと

が言える。小泉は好んで福沢諭吉・漱石・鴎外のことを

例としてあげるが，諭吉を言うにしても，r学問のすす

め」や「文明論の概略」の個々について解説して，それ

から著者である諭吉に触れるのではなくて，まずひとり

の人物として諭吉を持ち出し，それから著書に触れてゆ

くのである。漱石についても鴎外に関しても同様であ

る。

　要するに，小泉の読書における志向的活動力のみなも

とは，人間への興味にあるとしてもよいようである。そ

してこれが，「良書を精読する」の形式を，その基底に

あってささえる原動力となっているのである。

3．なにを一良書

　1．古典
　「何を読むべきか」に対し，「良書を選べ。」と小泉は

言うのであるが，問題はそれですんでいるのではない。

どのようにして良書を選ぶかが考えられなければならな

い◎

　小泉は言う。第1には，，やはり自分の力で書物の良否

を見分けることである。それには書物を進んで読み，そ

れによって総合的な読書力を身につけ，それを書物の鑑

別に活用するのである。だから，なにはさておいて実際

の書物にぶつかってみることである。手あたりしだいに

読んでみることである。そうすることによって，理解力

とともに批判力をやしない，それを新しい書物の選択に

あたって働かせるのがよいと。

　だが，「しかし」と小泉は言う。手あたりしだいに読

んで力をつけるといっても，書物の数は限りなく，時間

には限りがある。いつまでも無計画な読書をしているわ

けにはゆかないと。そこで登場してくるのが古典であ

る。古典は時代がその価値を決めた著作である。自力で

かぎまわるかわりに，社会が決めてくれてある確かなも

のに当たるほうが，より効果的であると強調する◎

　古典を読めということはしかし，だれもが言うあたり

まえなことである。それをあえて持ち出すということに

ついて，小泉は「人は意外に古典的名著を読まない」か

らであるとする。その理由として，古典は個性的独創性

が強烈であるため，人に非常にきびしいものを感じさ

せ，取り付きにくくさせるということをあげる。しかも

一2一

も



筆者は読み手のことを念頭に置いて書くということを，

ほとんどしてないというのである。

　小泉は，だから古典は読む価値があるのだと反論す

る。取り付きにくくさせてるその理由が，古典に取り付

かせるまさにその理由である。それほどの独創性と自信

があるからこそ，古典は読まねばならないのである。

　しかし，古典は，そのような価値があるとしても，そ

の価値はきわめて一般性に富んでおり，ある時の，ある

．人の要求に合うとは限らない。当然，読書の利益という

澗題が，ここに登場してくる。小泉は言う。「読書の利

益は……手取り早い実用という意味ではない。……卑近

1な意味で実用に役立つ書籍は，我々の精神的栄養を増し

てはくれぬ。またこれをこのようにして読むことを，真

実の意味での読書とも言われない。」と。さらに，学校

を出てすぐ役に立つ人間はすぐ役に立たなくなる人間で

あると同じように，読んですぐ役に立つ本はすぐ役に立

光なくなる本であるとも言って，極力実用のための読書

之いうことを否定する。そのために，学問の実用を説い

尭福沢諭吉が，学問を大成させるためには，無目的にそ

のこと自体に熱中しなければならないとさえ言ったとい

うことを援用するのである。その点，小泉の読書論は明

快な割り切り方をしている。読書の目標は人間形成に資

することにあるというのである。人間形成のための読書

であれば，一般性に富む古典は，むしろそのゆえにもの

を言うということになる。

2．大著

　良書を選ぶに，まず自力で選ぶこと，それから古典を

取り上げることを説いた小泉は，次に，「大著」を読む

ことを勧める。かれが大著というのは，即名著というこ

とではない。名著にして量的に大なるものというほどの

意味である。人はそれを読むことにより，「辛苦耐忍，

謂わば格闘してものを学ぶという，貴重な体験を得る」

，と言い，r努力して大冊を征服することは，人生の勉強

としても大切なことであり，十数日，或いは数十日わき

泪もふらず一冊の本に取りついて，それを読み，且つ読

　　　　　　　　　　　　　　　　小泉信三の読書論

み了えるという努力と忍耐とは，必ず人に何物かを与え

ずには措かない。」ことを強調し，さらに，そうした苦

行によって大著を読み終えたあとのよろこびの大なるこ

とをたたえる。そして「大著を読むことによって，人は

別人となる。極言すれば，その顔も変ると言えるかも知

れない。」とまで言う。

　読書にあたって，大冊の大著を読めということは，小

泉の読書論が人間形成をめざしていることを，もっξも

端的に語るものであるが，同時にこれはかれの読書論の

体験的特色でもある。じっくりと腰を入れて存分に読書

した人にして初めて言えることばであろう。

3．所有
、

　自力で選ぶ，古典による，大著に取り組むと，小泉は

その良書主義を解明するのであるが，さてその具体策は

どうであるか。読書するには，かならずしも書物を私有

しなければならないわけではないが，やはり基本事態は

その書を自己のものとすることにある。だとすれば，良

書を選ぶということは，つまるところ書物の買い入れ方

に帰する。小泉は，それについて，大部で高価な本を選

んで買うのがよいと言う。大部なものには一夜づけ的き

わものがないということと，高価であればいきおい注意

して買うから，いいかげんなものをつかむおそれがない

からである。それから，人は「急場の間に合わせるた

め，手頃な，便利な本を買」　（購書難）いがちなもので

あるが，それをするなとも言う。ある主題についてもの

を言おうとするとき，そのものずばりの原典を読まなけ

ればならないことは，重々承知していながら，必要に迫

られると，あるいはそれについての自分の理解が不安だ

ったりすると，解説的な二流三流の書を買って，急場を

しのいでしまう。そうした書物は・その場限りで二度と読

むことのないものであるから，じつにむだだというので

ある。そして「要するに書籍を蒐めるには，努めて買う

こととともに努めて買わないことが大切であると思うd

そして後者には屡々前者よりも強固なる意志を要する。」

（購書難）と，書物の買い入れ方に関するかれの意見を
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結ぶ。

　意見といったけれども，じつはかれが自分の書庫には

一
い
っ ての実感で，むしろ嘆息にも似たかれ自身の反省で

もある。そこに，これから書を集めようとする人には，

もっとも有効な忠告となり，すでに集めた人には切実な

共感となる理由がある？

　4．文章
　読書は，なにはともあれとにかく文章を読むことから

始まる。だから，読書についてものを言う以上，文章の

ことに触れないという法はない。ところが，実際には文

章など頭から無視してしまった読書論が意外に多いので

ある。読書指導の分野では特にそうである。文章の読み

方を無視してすぐ内容にはいり，それを読み手（被指導

者）との関連において問題的ないし生活的にとらえると

いうだけで，文章については，まず触れることをしな

い。読書に関する操作で文章を読むことが無視されると

したら，それはあえて読書何々と「読書」の語を冠して

呼ぶ要はない。テレビ・ラジオなど他のメディアムによ

る享受と区別しなくてよいのである。

　小泉は，そうした片手落ちのことはしない。かれがだ

れかの書物についてものを言うときは，かならずといっ

てよいほど，その文章について意見を述べ，あるいは批

評ないし感想をしるす。読書のことを言う不可欠の条件

として，文章のことを考えていたように察せられる。

　小泉は，文章について言うとき，よくマルクス・鴎

外・漱石・諭吉を持ち出す。いずれも実際に書いた文章

がすぐれていると同時に，それぞれ文章について一家言

を備えているからであるが，たしょうそこに話をおもし

ろくするための「作戦」がないわけではない。

　知ってのとおり，小泉はマルクス主義のきびしい批判

論者である。その小泉が，マルクスの文章精進のことを

感動的に紹介するとすれば，これは一つあ話題提供たる

ことをまぬかれない。マルクスは，r毎日のようにゲエ

テ，レッシング，シェクスピヤア，ダンテ，セルヴァン

テスを読んで」（わが愛読書）それらを自分の文章の手

本とし，r能う限り最小の面積に能う限り最大の内容を

詰め込もうとして，それがために正確な，純粋の表現を

求めるに苦心した」（同前）と同時に，他人の文章，特

にその門弟のそれには，たいへんやかましかったという

ことを，マルクスに師事したウィルヘルム＝リィプクネ

ヒトの書によって紹介する。読者は，これを読んで，マ

ルクスの知られざる一面，しかもじつはマルクス論者に

は頂門の一針ともいうべき事実を知らされる。しかも小

泉は，そこで筆を止めず，そうしたマルクスを祖師と仰

ぐ内外マルクシストが，その文章においては，祖師の情

進をまったくかえりみず，しだいに「冗漫と晦渋と」に

堕してきたことを，ひとりひとり名をあげて指摘する。

そして，その原因を，「他人の教義を祖述するというこ

とが一種の拘束となって，知らず識らず文章を長引かせ

るのではなかろうか」（わが愛読書）と，いちおう同情

的に探求はするが，けっきょく社会主義が特権人種の手

によって祖述されることにあるとする。すなわち，「特

権の地位と意識とが，自からその心を傲ぶらせ，反省を

妨げ」た結果であると説くのである。ここまでくると，

読者は，マルクスその人の文章精進を持ち出した小泉の

意図が，じつは本能寺にあったのではないかとかんぐり

たくなるのであるが，それにしてもマルクスを読んでそ

の思想とは別に，文章を問題にするというのは，余裕あ

る態度といってよいであろう。

　マルクシストの文章を冗漫晦渋として，小泉はこれを

排したが，かれは，かれの好意を持つ文章を評して，簡

素明晰・簡明率直・簡潔・簡勤・直戴という語を，好ん

で冠する。いずれも冗漫晦渋の反対語である。小泉の理、

想とする文体がなんにあるか，これだけでも見当がつこ

うというものである。

　この方向で，小泉の推戴するのは，鴎外と漱石であ

る。鴎外について，かれは言う。「鴎外博士の文章は，

その表現の明晰端麗正確とその格調の正しい美しさとに．

おいて殆ど比類なきものであろう」（森鴎外）そしてそ

の一方の代表は「即興詩人」であるとする。「即興詩

人」は，もちろんアンデルセンの原作を鴎外が翻訳した．
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ものであるが，鴎外は原文の一一字のニュアンスをもなお

ざりにせず，しかも自分の即興詩人を書いたということ

ができる。忠実な翻訳でありながら，「訳者は日本の読

者のために原文の読者の曽て味わい知らぬ異常の美しさ

を加えたのである」（森鴎外）これは文章の表現の何た

るかを如実に語るものであるが，鴎外がこうした表現力

を発揮した裏には，正しい文法と用字法とを確かにして

日本語の純潔を守ることに生がい身をもって当たろうと

した異常な決意と努力があったことを忘れてはならない

ことを強調する。それから，小泉は，「溜江抽斎」の文

章をあげる。「その一の誇張も粉飾もない叙事の間に，

読者は自ら滲み出る作者の感情と感慨とに触れざるを得

ぬ。そうしてかく何処までも客観的なる叙述の間に自ら

にして作者その人が感ぜらるるところにこの作の成功の

秘密もあるのであろうか」（森鴫外）と言う。さらに，

小泉は，鴎外の「梗概文学」をあげる。「審美綱領」「人

種哲学」「黄禍論梗概」その他数多くの梗概を鴎外は書

いており，一時は梗概博士と称されるほどであった。梗

概というと原著を少字数をもって縮少して再現すれば足

りるようであるが，鴎外のそれは，それとは違う。もち

ろん，原著の意味を正確に紹介する点ではあやまつとこ

ろはないが，それと同時に，鴎外の梗概は「鴎外の作品

である」と，小泉は主張する。ということは，その要約

文が，正確さのほかに端麗とか格調とかいったものを高

度にそなえていて，それはそれとして滋味あふれるもの

があるというのである。

　しかし，それだけに，鴎外の文章は脱線がなく，用心

深くて，とりすましているという感じがすると言う。そ

れに対し，漱石のほうは，「遙かに無頓着で暢達自由の

面白味を持っている」「文学評論」など「友達に向って

話をするような楽な態度で書いている文章が実に気持よ

く読まれる」（わが愛読書）とする。

　こんなふうに鴎外・漱石，それぞれ流儀は違うが，

　「文章の要義として浮華冗漫を嫌い，直裁簡明を尚ぶ」

という点においては，両大家の期するところは完全に一

致していると断じる。そして，具体例として，鴎外はク

　　　　　　　　　　　　　　　　小泉信三の読書論

ライストの文を『簡厳にして偉麗なる所左氏の趣あり』

と，漱石はスイフトのガリバーズニトラベルスを『達意

で，自由自在で，気取ってゐない，ケレンがない，ちっ

　とも飾った所がない』（同前）と評していることを紹介

する。

　直裁簡明・簡素明晰を良しとする理由として，小泉は

筆者の自信ということをあげる。言わんとすることがら

を十分に考え，あやまりなしと断じうるばあい，事の表

明にあたり，人はかえってことば少なになるというので

　ある。確信をもって語りうるなら，むしろ多弁になりそ

　うであるが，事実はそうでなく，人はことばをはぶき，

核心を突く言い方をするということは，われわれの平常

をふりかえってもうなずけるところである。小泉はそこ

　を言うのである。

　　しかしまた，小泉は，ことば数の多い文章を，かなら

　ずしも否定しない。平易ということにつながるからであ

　る。福沢諭吉のばあいを，その例として，かれはあげ

　る。福沢は，簡潔の標本のようにいわれる「左伝」の文

　章を好み，ふつうは15巻のうち3，4巻ぐらいしか読ま

　ないのを，かれは全巻を11たびも読み返し，気に入った

　箇所は暗記していたというくらいである。したがって，

　常識的には，福沢自身の書く文章も同じような傾向を持

　つように考えられそうだが，事実はしからずである。こ

　とばの数を尽くし，「縦横無尽，説いて説きまくるとい

　う流儀」であった。これは，未開の社会大衆に，西欧の

　文化を紹介し，理解させ「るところから生じた，やむをえ

　ない仕儀であった。つまり，その下地のない人々の頭

　に，まったく新しい思想を注入しようというのだから，

　やさしくていねいに，かんで含めるようにするほか，し

　かたがなかったのである。そのため，福沢の文章は「論

　理上心理上，作者の言うところを人の頭脳に入り易から

　しめるため，文字の選択，その排列，文の構造，言語の

　音韻，字面の見た目の感じ等につき，異常の工夫を費し

　ている」と，小泉は見る。ひとことでいえば，福沢は平

　易ということを，作文の基本信条としたといえるとする

　のである。
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　読書科学（M，1）

　福沢の文章平易主義に照らして，小泉は，現代のマル

クシストの難文傾向を必然的なものでないと非難する。

たとえば，資本主義の崩壊ということを説くに際し，矛

盾とか弁証法とかいうことばは，故意の使用で，真実必

要な用語ではないといったように。

　それでは，平明自然な文章を書くには，どうすればよ

いかということになるが，その答えとしてよく言われる

「自由14話をするように書け」ということに，かならず

しも同意しない。書く文章は話すばあいと，質的に違う

というのである。考えて，選んだことばでつづり，しか

も推敲の加えられるものは，その場で口に浮かんだまま

に語るばあいと同じ程度にしぜんではありえない。した

がって，話をするように書けというのは，書く文章のば

あいにはあたらない注意である。書く文章には書く文章

としての型がある。その型に従うには，つまり推敲によ

るのが，もっとも有効であると主張する。

　しかし，ここまでくると，小泉の文章論はもはや読書

の領域におけるそれではなく，作るがわからの文章論で

ある。この傾きは，かれが読書家であることに劣らず文

筆家であったことに起因するものであろう。文章を書く

人は，つねに作文にひとかたならぬ苦労をする。しぜ

ん，文章を論ずるときは，作るがわからの論議にかたよ

ることになるであろうことは，理解できないことではな

い。しかし，読書論と銘打って出発した以上，その中の

文章論は，読むがわからのそれでなければならないこと

も，当然である。もちろん，小泉の言うところが，一か

ら十まで作るがわからのものであるというのではない。

簡潔性を尊ぶといい，平易性を重んずるというのは，が

んらい読むがわから出た主張である。だから，その出発

においてはあやまってはいない。問題はそのあとであ

る。簡潔であることが，読むことにおいて，どんな影響

があるか，平易であることが，どのような作用を及ぼす

か，そうした読むがわに立っての心理的追求が欠けてい

るのである。かれは，そこをすりぬけて，ただちに書く

がわからの意識をもって答えとしている。いわく，簡潔

な文章は，内容に著者が自信を持って初めて書けるもの

であると。とすると，これを読み手のがわに持っていく

と，簡潔な文章に対しては，その内容を信用してかかっ

てよいということになる。簡潔ということは，こんな作

用を初めから読み手の心理に及ぼすものであろうか。こ

のあたり，こうした種々の問題の生じてくるであろうこ

とも否定できない。　　　　　　　　　　　　（未完）

A

r
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桃太郎像の変容（三y

や

　　東京教育大学

滑川道夫＊＊

G

o

第3　国語教科書にあらわれた

　　桃太郎像

（1）　明治期の桃太郎

　文字・単語・短文・文章への発展段階を追うか，翻訳

教科書が続いている明治10年代には，勢い物語文は高学

年にあらわれる。“桃太郎噺”は，低学年向きであると

考えられていたから，20年でなければ登場しない。・ま

た，文明輸入期の欧化主義から“日本”がふりかえら

れ，儒教的な教学思想を基調とする時期において顧みら

れる機会をもつことになる。欧化主義思想の拾頭，自由

民権主義の流れ，それらに対する反動としての国粋主義

がしだいに勢力的となっていく。

　19年には，教科書は検定制となって，国家統制へ傾斜

していく。そうしたナショナリズムの高揚の国内情勢の」

なかで，初代文部大臣森有礼は，教育体制の基石を国家

主義に置くのである。このナショナウズムが，天皇制を

確立することになる。

　明治22年の大日本帝国憲法，同23年の教育勅語の発布

が，こうした動向を決定的にもりあげる。教育界は，以

降第二次世界大戦敗戦に至るまで，この“教育勅語”に

＊

＊＊

　Historical　transition　of　the　image　of　Momo・

tar6，a　Japanese　old　tale（3）

NAMEKAWA，Michio（Tokyo　Univ．of
Education）

注……←）は本誌28号，口は31号に所蔵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一7一

よって国家主義・軍国主義的思想を推進させていく根源

となった。時の総理山県有朋という軍人，侍講であった

漢学者元田永孚，憲法の草案者でもあった井上毅の三者

を中心に草案が練られたから三者三様の思想が混入した

のも当然といわなければならない。神話的皇国史観に発

祥して家族的儒教思想と軍国主義的な国民道徳がないま

じって成立した。“教育勅語”発布の翌年，文部省は，

祝日大祭日儀式規程を改正して，儀式を挙行し，“教育

勅語”を奉読し“勅語奉答歌”を斉唱する形式を作りあ

げる。こうして，日本の教育において，国家主義や軍国

主義的傾向が支配的なものとなっていく。

　このことが当時の教科書教材に当然影響を与えていく

し，児童出版にも影響をおよぼしていく。前に見た“教

育桃太郎冊紙”（明23・11）をはじめ，“修身童話”（明

31）“教育勅語お伽噺”（明35）はその一例である。教

科書に“桃太郎”が登場するのも，そうした国家主義・

軍国主義と無関係ではない。

　明治20年の“尋常小学読本”（注1）巻一に“桃太郎の

話”が文部省によって採られ，ついで明治26年版の検定

教科書“小学国文読本”（山県悌三郎著）（注2）に掲載

されるという順になる。

　“桃太郎”が国語教科書教材として，最初にあらわれ

るのは，明治20年の“尋常小学読本”巻一である。この

巻一は“児童ノ遊戯，或ハ昔話等ノ如キ，意義ノ解シ易

ク，趣味ノ覚リ易キモノヲ選ビ，成ルベキタケー地方ノ

方言卜，鄙野二渉レルモノトヲ除キ，談話体ノ言辞ヲ以

テ之ヲ記シタリ。……”と緒言に述べられている。

　昔話は，“意義の解し易い”ものと思われていたとい



　読書科学（M，1）

うことは，当然のことではあるが，いまだに“祖父母の

物語”として家庭生活にあって伝承されていたから，な

じみやすくまた，わかりやすいということに通念が形成

されていたのであろう。

　国定教科書となったのであるから，方言で語られてき

た“桃太郎ばなし”を，標準語化して与えようとする意

図が汲みとられる。そして，難解な文語体を避けて，

“談話体ノ言辞ヲ以テ之ヲ記シタリ”という配慮も，進

歩的な国語表記といわなければならない。小学校一年生

の教材であるからには，当然の配慮である。

　ただし，まだ“言文一致体”の文章が成立していない

時期であるから，どうしても，文語体への導入も考えな

くてはならない時期である。だから，“取ってみます

と”と表記すればよさそうに思われるものも“取りてみ

ますと”としている。“向って”とせずに“向うて”，

“わたって”が“わたりて”，“持って”が“持ちて”と

いうふうに，文語脈を意識的に使っている。こうするこ

とによって，やがて，文語文への導入としての役割を果

しているようである。

　尋常小学読本　明治20年5月　文部省編輯局

　　　　　　　　　和装全7巻，

　　第二十六課

　むかし，ぢ父と　ば陰　と　が　有りました。ぢ父は，山

、へくさかりに，ば父は，川へせんたくに
行きました。

　川上　から，　大き　な　桃　が　一つ，　ながれて　来ま

した。　それを取りて見ますと，　大さう　うまさう

　な　桃　で　ありました　故，　ぢ父　と　ふたりで，　た

べやう　とて，　家に持ちかへりました。

　ぢ父が山からかへりますと，ば父は，直
に　桃　を　出しました。　そして　ふたり　が　たべやう

と　思うて居る　と，　桃は，　二つ　に　われて，　中

から，かはゆらしいをとこの子がうまれました。

　二人は喜んで，其　子　を取りあげ，　ゆをつか

はせますと，其子は，たらひをたかくさしあ

げ　て，　投げ出した　力　に，二二人　は　おどろきました。

　此子は，桃の中からうまれた故に，桃

太郎　と　名　を　付けました。

　　山川桃家喜

第二十七課

　桃太郎　は，　だんだん

つよく　なりました。　ある

「私　は，　鬼がしま　へ，

たい」　と　いひました。

　二人　は　喜んで，　朝

きびだんごを

　桃太郎　は，

出立し，山　を

　すこし　行く

て，　「あなた

又　おこし　に

　「われ　は，

けた物は，

　『「一つ

だんご　を

猿が
おなじ　やう

ました。

　鬼供次

下され，

　やり，

まゐり，

大きく　なりて，　まこと　に

　日，ぢ父ぽ父　に　向うて，

　たから物　を　取り　に　行き

　　　　　早く　起き，　べんたう　に，

　こしらへて　やりました。

　其だんごをこしにつけて，　家を

　こえて　ゆきました。

　と，　川のむかふから，犬が来

　は，　どこ　へ　お出　なされますか。

　付けたのは，何でござります。」

　鬼がしまへ行くのでこしに付
　日本一　の　きびだんご　だ。」

　　お供　いたしませう。」　桃太郎　は，

　　犬を供につれました。次に
　　其次　に　錐が　来て，　犬　と

に，供をねがひ，だんごをもらひ

第二十八課

猿錐

　桃太郎は，犬猿錐を供

　へわたりて見ると鬼は，

れませぬ。　それ　故，　雑　は，

のやねをとびこえ，次に

りこえて，内から門を

　そこで，桃太郎は，犬

内におし入り，多くの鬼
に　おく　1までせめこみました。

　あかんどうじ　は，　太い　てつ

　桃太郎　に　打ちて　か瓦る　と，

がして，　くみうち　を　はじめ，

　を　しばりあげて　しまひました。

　鬼ども　は　おそれて，　かうさん
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　　　に　つれ，

　　　門　を閉ぢ

　　一ばん　さき

　　猿は，　へい

開きました。

　と　一・しよ　に，

鬼がしま

　て　入

に，　門

　を　の

　　　　　　　門　の

と　たたかひ，　つひ

其　時，　大しやう　の

の　ぽう　を　持ちて，

　桃太郎　は参　受けな

つひ　に　あかんどうじ

を　ねがひ，　かくれ

～

）

σ



ぐ

みの，　かくれがさ，　打出　の　小づち，　さんごじゅ　な

ど　の　たから物　を出しました。　桃太郎　は　それ　を

車につませ，　「これは，たれの手車，桃太郎

どの　の　手車」　と　はやさせ　ながら，　ぢ父　ば父

への，みやげに持ちてかへり，犬猿錐にも，

　分けて　やり　ました。

　門閉開車分
　（さしえは，全体で3葉）

　この巻一は，入学当初から使用する教科書ではなく，

アメリカ流に，入門編を学習してから，この巻一を学習

することになっていた。先きに出版した“読書入門”

（明治19年8月刊・文部省編輯局）に次いで，第1学年

の後半から使用された教科書である。

　内容のうえで，興味あるのは，まず，予想されるよう

に，果生型を採り，表現を簡素にするために，犬・猿・

雑の“繰り返えし”を避けて，犬の場面を代表的なもの

として扱っていることに気づく。生れたばかりの男の子

が，うぶ湯を使うタライを高くさしあげてほうり投げる

という大力を象徴していることである。この点は，前に

述べたように，黄表紙系の“大力”を強調しているので

ある。

　鬼が島征伐の理由にしても，実に素朴で，“鬼がしま

へ，宝物を取りに行きたい”と言わせている。これは，

いかにも子どもの欲望をかざり立てずに表現しているよ

うである。たとえば，子どもが，“ぼくオカシたべた

い”と，母親にねだるようなふんい気を伝えている。実

にすなおで正直な童心を表現しているとみられる。

　後世のものは，このすなおさを失って，鬼が島征伐を

合理化しようとしてヘリクツを並べているものが多くな

るのである。“宝物を取りにいきたい”は，いまの子ど

もにすれば“海へ行きたい，山へ行きたい，映画を見た

い，マンガ本を買ってくれ，プロ野球を見たい”といっ

た子どもの欲望の表現とたいして変わりがないといって

もいいのではないかo

　それだけに，口承的な素朴さをそのまま伝えているよ

　　　　　　　　　　　　　　　　　桃太郎像の変容

うに思う。その次には，おじいさん，おばあさんと言わ

ずに，“ぢ穿・ば穿”と表記しているのも，伝承のおも

かげを残こしていると見られる。最愛の子どもが，鬼が

島へ出かけるというのに，後世のように，めそめそし

て，おし止めようともしないで，“二人は喜んで，朝早

く起きて”キビダンゴを作ってやるのである。いまの子

どもの遠足の朝と同じである点も，よくできていると思

われる。

　“一つくだされ，お供いたしましょう”と，言わせて

いるのもあっさりしていていい。後世のように交換条件

を持ち出さない。鬼が島に到着して討入りするにもすご

くあっさりしていて，童話的でおもしろい。鬼の大将と

の戦闘にしても，あっさりして，よけいな説明がない。

鬼の大将の名がアカンドウジというのは，前に述べた

“ちりめん本”（ダビット・タムソン）と同じ名であ

る。この原典が，江戸中期の黄表紙によっていることを

想像させるに十分である。

　最後に宝物を，鬼どもが，自発的に差し出すようにな

っていて，むりに奪略していない表現をとっている。そ

して，桃太郎の凱旋の場面で，“これは，たれの手車，

桃太郎どのの手車”と，歌うように，犬・猿・維にはや

し立てさせて，手柄を誇る宣伝しながら，帰郷するとこ

ろなど，すばらしく効果的に表現していると思う。

　しかも，後のプロレタリア児童文学者たちが，桃太郎

を資本家の代表とし，搾取者扱いをしているのに，ここ

では，犬・猿・雅にも宝物を分けてやるのである。桃太

郎が宝物を独占しないのである。

　こう見てくると，この明治20年版の教科書教材が，小

波の桃太郎などに比べると，はるかによくできていると

いっていいだろう。子ども向きの表現で，しかも，“桃

太郎噺”の本話の筋を定着させることに役立っていると

思う。これから後の桃太郎教材は，これにふかい影響を

与えられているし，民間の桃太郎ばなしにも，大きな影

響を与えているのである。

　つぎに，山県悌三郎の“桃太郎”をあげてみよう。
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小学国文読本　明治26年10月　巻之三

　　　　　　　　　　　　　　　　文部省検定本

桃太郎一

　むかし　むかし，ぢ父とば陰，とありて，ぢ父は，山へしば

かりに，ば父は，川へせんだくにゆきました。

　川上から，大きな桃が，ふかりふかり　ながれて来ました。

あまりうまさうな桃ゆゑ，ぽ父は，とりあげて，家に持ちかへ

りました。

　ぢ父が山からかへるをまちて，ば父は，桃を見せ，ふたりで

たべんとて，はうちやうをあてると，こはいかに，桃は二つに

われて，中から一人の子が生れました。

　おどろきて　見ると，かはゆらしい男の子でありました。こ

の子は，生れたばかりで，力がつよく，ゆをつかはせたたらい

を両手でさしあげて，なげ出しました。

　ぢ父もば父も，大によろこび，その名を，桃太郎とつけて，

かはゆがりそだてました。

　　（桃・家・持・生・名）……新出字

桃太郎二

桃太郎は，大きくなるにつけて，力はだんだんつよくなりま

した。

　ところが，ある時，ぢ父ば増こむかひ，「私は，おにがしま

へ，おにたいぢにゆきたい」と　いひだしました。

　ぢ父もば陰も，「それはかんしんなり」とほめて，よくあさ

早くおきて，べんたうに，きびだんごを　こしらへてやりまし

た。

　桃太郎は，それをこしにさげて，ぢ父ば麟こいとまをつげ，

山や川をこえて）だんだんゆぎますと，向ふから犬が来て，お

じぎをし，r桃太郎様，どこへお出でなさる」

　「おにがしまへ，おにたいぢに」

　「そして，そのおこしのものは何でござる」

　「日本一のきびだんご」

　「一つ下され，御供　、いたそう」

　桃太郎は，だんごを一つやりますと，犬は，ついて来ました。

　又すこしゆきますと，さるが来て，犬と同じやうにたづね，

だんごをもらうて，供をします。又すこしゆくと，きじが来て，

又だんごをもらひ，供をしました。

（向・様・御供・同）

桃太郎三

　大ぜいの供が出来たゆゑ，桃太郎は，いさんで，おにがしま

へわたりました。

　ところが，おには．門をとぢて入れません。そこできじは，

ばたばたとは父たきして，門をとびこえ，さるは，つるつると

へいをのりこえ，ともども内にまはりて，門をあけました。

　それから，桃太郎と犬は，門の内に入り，おにどもを　おひ

はらふうち，おにの大しやうが出て来て，てつのぽうをふりま

はして桃太郎にか」りました。ところが，たちまち桃太郎に，

てつのぼうをとられ，その上に，しばられてしまひました。

　大しやうが，とりことなりしゆゑ，おにどもは，みなかうさ

んして，色々のたからものを出して，ゆるしをこひました。

　桃太郎は，ふかく後をこらして，之をゆるし，大きな車に，

そのたからものをつみあげ，犬さるきじに引かせて，家にかへ

り，ぢ父ぽ寓へのみやげにし、ましたσおにとは，わるもののこ

とであります。

　ぢ父ば父は，どんなに喜びましたらう。

　　（門・内・色・後・喜）

　この著者山県悌三郎は，東京高等師範学校の出身で，

文部省にあって教科書編集のしごとにもたずさわった経

験を生かし明治21年，天長節を佳日として少年雑誌“少

年園”（少年園社）を主宰創刊した人物である。“小国

民”（のちに“少国民”明22学齢館）を主宰した石井研

堂，“少年文武”（明23張弛館）の中川霞城と共に，明

治期の児童文化創造の担い手として著名である。

　山県の“桃太郎噺”は，江戸期伝承の本話の筋を追っ

ている。うぶ湯をつかったタライの水をすてるのは，黄

表紙系の“桃太郎噺”に既出している。果生型を採っ

て，誕生，出陣，戦闘，凱旋の四部構成をとって児童向

にしている。

　漣山人の“桃太郎”が刊行される前年である。“教育

勅語”の語句と結合させた“教育桃太郎冊紙”のような

こじつけはなく，庶民的な昔ばなしのおもかげをわずか

ながらとどめているといっていい。

　　“むかしむかし，おじいさんとおばあさんがありまし
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た”以前の“ぢゴば穿”のものがたりのおもかげが残存

している。“ふかりふかりながれて来ました”も，民話的

な語り口をとどめている。“ふたりでたべんとて……こ

はいかに”など，ました調のなかに平気に出現している

のも，言文一致体への過渡期を思わせている。現代の子

どもは“こはいかに”を“恐わい蟹”と読みかねまい。

説話内容は“雛廼宇計木”（前出）に依拠していること

は明らかである。

　しかし，口語体で書いたというのは，山県の見識を示

すものといえる。同じ26年に出版されて，山県本よりも

普及率の高かった“帝国読本”の“桃太郎”が文語で書

かれているし，27年の今泉本の“桃太郎”も文語文で書

かれていることを思えば，この“桃太郎”の進歩性がう

かがわれよう。

　つぎに帝国読本の“桃太郎”を見よう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　桃太郎像の変容

rお腰にあるは何ものぞ。」r此は日本一の黍団子なり。」r一つ

下され，おともせん∫といふ故，桃太郎は，団子を一つやり，

猿を供にしてゆきけるに，又向より，錐子が来たりて，rいづく

へゆきたまふや，団子を一つ下さらばお供せん」といふ。

　これにも団子をあたへて，供となして行くに，又犬も来りて，

団子をこひ，猿錐子と同く，桃太郎が供にぞなりける。

　桃太郎は，其より鬼が島へ渡りけるに，鬼どもは，おどろき

おそれて，木戸を閉ぢて，ふせぎけり。桃太郎はこれを見て，

まっさきにすNみ，門のとびらを，めりめりとおしやぶり，城

の中へかけ入りて，あたるをさいはひにきってまはる，錐子は

とびめぐりて，手下の鬼どもをつ瓦き，猿は鬼どもの目をかき

むしり，犬は足にかみつきて，さんざんに打ちやぶれり。

　其うちに，桃太郎は，鬼の大王をいけどりてかうさんさせ，

けん上の宝物，かくれみの，かくれがさ，宝珠の玉，打手の小

づちなどを車に積み，我家へ帰りて，ぢ父とば父とにまゐらせ

たりとなり。　（挿絵二葉）

←

帝国読本　巻之四　学海指針社編　集英堂

　　　　　　　　　　　　　　　　明治26年9月

　　第二十七課　桃太郎　一

　昔々ぢ父とば陰と有り，ぢ父は，山へ草刈りに，ば父は，川

へ洗濯に行けり。ば父の洗濯してをるところへ，川上より大き

なる桃が，流れ来たれり。

　ば父はよろこびて，家へ持ち帰り，ぢ瑠こ見せたるに，r此

は，めづらしき大桃なり，さぞ，うまからん」とて，手にとり

てわりければ，中より赤子生れ出でたり。ぢ父とば父とは，お

どろきて，かつ喜びて，桃の中より，生れたればとて，桃太郎

と名をつけたり。

　桃太郎は大きくなりて，力もいと強くなれり。ある日，ぢ父

とば父とにむかひ，r鬼が島へわたりて，宝物を取りて，来た

らんほどに，きびだんごをこしらへてくだされ」といひけり。

ぢ父とば父とは，さっそく，だんごをこしらへてあたへければ，

桃太郎はよろこび，腰につけて，やがて鬼が島へとさして行く。

　　第二十八課　桃太郎　二

　桃太郎はた父一人，鬼が島をさして，行きけるに，向より猿

の来たりて，　r桃太郎さまには，どちらへお出でなさるxぞ」

と問ふ。rわれは，鬼が島へ宝物を取りに行くなり」とこたふ。

　この教科書は，明治24年11月に定められた小学校教則

大綱の趣旨に基いて編集された代表的な教科書である。

尊王愛国の志気をさかんにさせる目的がはっきりうか

がえる教材がすくなくない。“まつり”“天長節”“富士

山”“神武天皇”“三種の神器”等の国家主義教材をはじ

め“テウレン”（巻之三）のような軍国主義の思想ももり

こまれている。“テウレン”は，われらは世界に強い日

本男子であるから敵の大軍も軍艦も恐るることはない。

われらのもった大和魂のたまをこめて敵をうってやると

いった内容である。

　このほか，国民童話がとりいれられたのはこれが最初

である。“したきりす穿め”（巻三）“きんたらうのはな

し”（巻三）“しゅてんどうじ”（巻三）“さるとかに”

（巻四）“桃太郎”（巻四）などである。これが後続の

国語教科書の取材に影響力をもつことになる。巌谷小波

の“桃太郎”は，翌27年7月に世に出るから，これらの

教科書には，影響をもっていない。

　“帝国読本”の桃太郎は，他の教科書とともに果生型

を採っている。きび団子の件も，「一つ下され，おとも

せん」という形が定着を示している。これは，滝沢馬琴
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　読書科学（刈，1）

の「燕石襟記」の「その腰間なる黍団子を見て，これ一

つ賜はらば従者たらんといふに，取らしつ。又，猿と雅

子とにあへり。みな団子を与へて従者となし……」の系

列である。

　戦闘場面はこの方が詳わしく，桃太郎も，イヌ・サ

ル・キジも，共どもに大奮戦をしている。そして，宝物

の種類を書いているのも“燕石襟志”に類似している。

宝物は鬼の大王の献上品とされているとこ苓も同様であ

る。山県本では最後に，鬼とは悪い者のこととことわっ

ているが，こちらは断わっていない。“宝物を取りに行

く”が，鬼が島征伐の理由で，かえって，素朴なすがた

のままにしている。

　ところが，つぎの27年版の今泉本では，変化があらわ

れる。

　尋常小学読書教本巻四　今泉定介・須永和三郎

編普及舎明治27年11月16日

　　第十課　桃太郎　←）

　昔　ある　ところ　に，ぢ父と　ば父と　住めり。一日，ぢ

父　は，山に　草刈　に　行き，ぽ父　は，川に　せんたく

に　行き　たるに，川上　より，一つ　の　大なる　桃　なが

れ来れり。

　ば父　は，家に持ちかへり，ぢ父　の　かへる　を待ち

て，之を　わりたるに　其の　中　より，一人　の　男の子，

生れ出でたり。二人は，おどろき　よろこびて，此の　子　を

　桃太郎　と　名づけ，心　を　つくして，大切　に　そだて

たり。

　桃太郎　は，成長する　に　したがひ，力　つよく，ちゑ

人にまさりければ，ぢ父ば父のよろこび，たとへん

かた　なく，桃太郎　の　いふ　こと　は，なにごと　も　之

に　したがへり。

　ある　日，桃太郎　は，ぢ父と，ば父　と　に　向ひ，

　r此の　ころ，鬼ケ島　に，鬼ども　あまた　うちよりて，

人をくるしめ，たから物をかすむるやうすゆゑ，

之を征伐したし」と，まうし出でたり。

　　第十一課　桃太郎　に1

　ぢ黛　と，ば父　とは，桃太郎　が　いさましき　ねがひ

を　ゆるし，ひやうらう　にとて，たくさん　の　きびだんご

を　つくりて，あたへたり。桃太郎　は　之　を　おしいた黛

き，こし　につけて，ひとり，鬼ケ島へと　いそぎけり。

　道　にて，一匹　の　猿，出て来り，r桃太郎さま　には，ど

こ　に　おいでなされますか，又，おこし　の　もの　は，

何でござりますか」と，問へり。桃太郎は，r鬼ケ島へ

征伐　に　行く　所　で　ある，こし　に　つけたるは，日本

一　の　きびだんご　なり」と　答へたり。猿は，r其の　だん

ご　一つ　たまはらば　御供　仕らん」と　申しければ，桃太

郎は，之をあたへて，供にめしつれたり。

　しばらく行きしに，一匹の犬かけ来り，「日本一の

きびだんご，・一つ　下さらば，御供　いたさん」と　いふ。

其の　ところに，きじ　も，亦，とび来りて，「それ　下さら

ば，私も御供仕らん」といふ。桃太郎は，此の犬

と，きじ！とにも，だんご一つづつをあたへて，供

に　つれ行けり。

　　第十二課　桃太郎　筐）

　程なく，鬼ケ島　へ　つきたるに，門　固くして，入る　こ

と　かなはず，桃太郎　力を　こめて，之　を　おしやぶり，

内に　かけ入れば，鬼ども，あまた　出できたりて，桃太郎

をこ　　うちカ・カ・れり。

　桃太郎　は，猿，犬，錐子　と　力　を　合せ，あたるを

さいはひ，なぎたつれば，鬼ども，或は　ぎられ，或は　うた

れ，のこりの者も大方はかうさんせり。今は

せんかた　なく，さすが　鬼　の　大王　も，つひに，桃太郎

　の手におさへられたり。

　桃太郎　は，鬼　の　いはや　を　あらためて，色々　の

たから物　を　をさめ，之　を　車　に　のせ，猿，犬，維子

どもにひかせて，家にかへり，ぢΣばΣへの
　みやげ　と　せり。

　　（挿絵四葉　桃太郎が日の丸の軍扇を持っている）

　　　　現行とちがう“分ち書ぎ’を採用しているのは，当時

　　　の国語国字問題の動向を示している。ぢぢ・ばばの愛育
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の結果，力が強いだけでなく，知恵が人にまさっている

ので，ぢぢ・ばばは，桃太郎の言うことに従ったとして

いる。これが，鬼が島征伐の申出を受けいれる伏線とも

なっている。

　そして，鬼が島の鬼どもが，集団をなして人を“苦し

め，宝物を掠める”から征伐するという理由を提示して

いる。この点は，これまでの国語教材・桃太郎になかっ

た特色である。征伐の場面も，桃太郎の武勇をたたえ，

かつ，イヌ・サル・キジとの協力をうたいあげている点

が注目される。

　ここでは，鬼が宝物を献上した形でなく，桃太郎は岩

屋を改めて，“宝物を収め”るという，いわゆる“分捕

り”という素朴な伝承の説話内容を採っているのも特色

である。

　ところが，明治30年代にはいると，国語教科書の“桃

太郎”像が定着性をいよいよ濃くしてくる。

　33年は，日清戦争後の小学校令の改正の年で，日本の

躍進の状況に適応させる教育改新の年に当っていた。教

科書教材も，新時代にふさわしく内容を近代化する必要

に迫られていた。

　まず33年の“小学国語読本”の“桃太郎”を見よう。

桃太郎　一 （巻三第十五）

　むかしむかし，ぢぢとばばとあって，ぢぢは，山へしばかり

に，ばばは，川へせんたくに行きました。

　ばばが，せんたくして居りましたら，大きな桃が，ながれて，

きました。

　ばばは，これをひろってかへり，ぢぢと二人で，たべようと，

したら，桃がわれて，男の子が，でました。

　二人は，よろこんで桃太郎と，名をつけ，かはいがって，そ

だてました。桃太郎は，ぢきに，大きくなって，力もつよく，

なりました。

桃太郎二 （第十六）

　ある日，桃太郎は，ぢぢばばに，きびだんごを，もらって，

おにがしまへ，おにたいぢに，でかけました。

　だんだん行きましたら，山の中から，さるが，出てきまして，

　　　　　　　　　　　　　　　　　桃太郎像の変容

　「桃太郎さん，どこへ行きますか」

　「おにがしまへ，おにたいぢに」

　「おこしのものは，何でありますか」

　「日本一のきびだんご」

　「一つください。おともしませう」

　桃太郎は，だんごをやりました。

　そして，さるをつれて，行きましたら，又，犬ときじと，出

てきて，おともになりました。

　まもなく，おにがしまにつきましたら，大ぜいのおにが，お

そろしいかほをして，かかって来ました。

　桃太郎が「それ」といふと，さるがひっかき，犬がかみつき，

きじがつつぎましたのでおにの王は，おそれて，たくさんのた

からものをさしだして，こ一さんしました。

　一読して気づくように，山県本に比して簡略化されて

いる。完全に口語体になっている。本話のすじに忠実で

はあるが，凱旋がなく三部構成となっている。

　桃太郎の成長過程は，ここでは，“ぢきに大きくなっ

て，力もつよくなりました”とある。山県本では，タラ

ィの湯をすてて生まれながらの大力を示すのと対照的で

ある。しかし，“ちりめん本”のように力だけではな

く，学力をつけて成長するということもない。また，今

泉本のように“知恵”のことは出ていない。キビだんご

をもらうのも，鬼退治に出発するのも当然のように叙べ

られている。漣山人のように皇威にそむく鬼どもをとい

った，もったいぶった理由づけもない。そこに民衆が伝

承してきたしぜんさが感じられる。

　山県本とちがうのは，犬・猿・雅の順序ではなく，猿

が最初に登場する点である。出会いのセリフは類似して

いる。多くの口承の語り口では，ここが三回繰り返えさ

れるのがふつうであり，聴く子どもたちもよろこぶとこ

ろである。こ4では猿に代表させている。

　戦闘場面は前者山県本はくわしいばかりでなく，桃太

郎が主人公になって，鬼の大将と渡り合う主役を勤める

のに，ここでは，猿・犬・雅が，“ひっかぎ’“かみつ

き”“つつき”して勇戦する。　桃太郎は命令者の位置に，

あるだけである。その上，この“鬼の王”は，まことに
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意気地がなく，たちまち恐怖して，宝ものをさし出して

降参するのである。張り合いのない鬼である。桃太郎も

強さを発揮するいとまがない。これでは子どもが桃太郎

が“強い”というイメージをつくるわけにはいかない。

“鬼の王”が弱いということだけで終る。“大将”より

“王”の方がひよわにきまっているということか。

　前者に比較すると，こちらは，劣っているといえよ

う。また，最後の方の文章表現も拙い。桃太郎が下令し

て，戦闘して，鬼の王が恐れて，宝物をさし出すまでの

ことがらが一文にもりこまれている。などは，教科書の

文章として悪文の見本のような例である。

　さし絵を見ると，どちらも桃太郎軍はよろいをつけて

いるのは，江戸期のものをそのままに受け継いでいる。

前者の旗さしものには，“日本一”とあるが，後者には

“桃”の実が描かれているだけである。卓上の宝物は，

後者が多く，“金銀サンゴにあやにしき”というとこ

ろ。桃太郎はどちらも，美少年に描かれている点は共通

している。また，山県本では，最後に，“鬼とは悪者の

ことであります。ぢダばずはどんなに喜びましたらう”

と言わずもがなの叙述をして教材らしくし，鬼征伐の理

由を沈潜させているが，後者は，全然その点に気を配ば

っていないのもおもしろいと思う。

　このように“桃太郎噺”が教材として表現されること

・によって，①おとなの昔噺であったものが完全に子ども

絢きの話となってきた。②果生型になって単純化され，

エロティックな要素が脱落した。③共通語で表現される

・釦めに，民話調の語り口のおもしろさが失われて一般化

されてきた。この推移は，伝承的な“桃太郎噺”の地方

色を脱落させ，おりからの社会的風潮の背景において

“国民童話化”させる方向に動くことになるのである。

　そこで，同年度の坪内迫遙の“桃太郎像”を以上の視

点から見ることにしよう。

巻二　だい二十五　て桃太郎）

　むかしむかし，ぢ瓦とぽ玉とがゐました。あるとき，ぽ玉が，

州でせんたくをして　をりますと，大きなもΣが，ながれてき

ました。ば』は，よろこんで，ひろってかへりますと，そのも

』の中から，をとこの子がでました。

　ぢ瓦とばΣとはよろこんで，桃太郎と，なをつけて，そだて

ますうちに，桃太郎は，だんだん大きくなって，力もつよくな

りました。

　ある日，ぢΣとば玉とにむかひ，

　「わたくしは，おにがしまへ，おにたいぢにゆきますから，

ひょ一ろ一を，こしらへてください。」といひました。ぢXぽ玉

は，いさましがって，きびだんごを，こしらへてやりました。

同　だい二十六　　（桃太郎）

　桃太郎は，きびだんごを，ふくろに入れて，こしにつけて，

いさましくでかけますと，一ぴきのさるが，r桃太郎さん，桃太

郎さん，どちらへ。」といひました。

　「おにがしまへ，おにたいぢに。」

　「おこしのものは，なにでございますか。」

　「これは，日本一のきびだんご。」

　「一つください。おともいたしませう。」

といひました。

　そこで，だんごを，一つやって，さるを，ともにつれて　ゆ

きますと，こんどは，犬がきました。これにもだんごをやって，

ともをさせてゆきますときじがきました。　これにも，だんごを

やって，ともの中にくはへました。

　それから，おにがしまへわたりますと，おにどもは，もんを

しめて，入れませぬ。桃太郎は，すぐ，もんをやぶって，おし

入りました。

　さるも，犬も，きじも，あとからおし入り，出るおに，出る

おにを　うちたふしました。

　おにどもは，みなかなはず，小おには，みなにげてしまひ，

おにの大しょ一も，こ一さんしました。

　そこで，桃太郎は，いろいろのたからものをとって，めでた

く，わがくににかへりました。

　坪内本は，国語教科書史上革新的なものに数えられ

る。当時の富山房社長坂本嘉治馬の自伝によると“……

30年に着手したが，従来の小学校教科書の編集方法は、

各自の編輯所に於て，主として小学校の先生が編纂する

もので，その内容は大同小異で，一冊の紙数も，文字数

一14一
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も，課目の数も，その長短も同一の型に嵌ったものであ

り，初年用の単語なども殆ど同一で，どの本でもハ・ハ

ナ・ハリとかハトとか云ふ風に教へてあった。……”

　そんなふうに型ができていたのを大胆にうち破った教

科書であった。トリから初出させたり，カガミ，ツヅミ

のように清音と濁音を同時に提示したりした。そればか

りでなく，口語文の量をふやし，韻文を採用し童謡調・

民謡調・新体詩を「非難は覚悟で」加わえている。当時

としては勇断を必要とした措置であった。その後まもな

く（明治37年）国定教科書時代を迎えるが，坪内本の進

歩性は大きく影響を与えている。字音仮名遣における

“棒引き仮名”（たとえば“ウンドーバ”）の採用，口語

文の独立（標準語の定立）などは，坪内本からの影響と

みていいだろう。坪内は，早稲田文科出身の後輩，杉谷

虎蔵（代水）を主任とし，補助として桑田正作（春風）

和波久司を指名して協力させている。日清戦後の上昇期

を背景に“溌i刺たる進歩的国民を教育する武器”（坂本

社長）たらしめようとの念願をこめた教科書となった。

　さて，この教科書の“桃太郎”でまず気づくことは，

日清戦争における“皇軍の勇戦”を反映してか，従来見

られないほどのバイタリティの持主として叙述されてい

ることである。自発的決意のみなぎったことばとして

“
… …おにたいぢにゆきますから，ひょ一ろ一を，こし

らえてください。”と言わせている。ひょ一ろ一（兵

糧）は，当時戦争や軍隊を想起させる用語である。鬼ガ

島攻略も，桃太郎自身が“もんをやぶって，おし入り”

後陣で指揮をとる司令官ではなく，第一線の勇将として

叙述されている。鬼の大将が降参したからには，えんり

ょなく，こだわらずに，へたな理由づけなしに，ごくすな

おに“宝物を捕って”凱旋するというしくみになってい

る。つまり宝物の分捕りという素朴な桃太郎噺を採用し

ているのである。鬼の大将が前非を悔い，良民から掠奪

していた宝物をさし出したので，鬼の命を助け，戦後に

善政をしいたなどという一切の理くつはぬきにしてあ

る。教科書教材としては，その後にも見られない“たく

ましさ”を表現しているものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　桃太郎像の変容

　桃を拾って帰えって，ホウチョウで割ろうとしたとた

んに誕生したといったこともなく，たダ“そのももの中

からおとこの子がでました”と，単純に叙述しているの

も特色である。ここでも猿が最初に登場する。後年犬・

猿・雅の順次性が定着するが，このころまでは猿の方が

序列が上になっているものがすくなくなかった。

　子どもの好きな動物を配したということで別に序列ま

で考えられたものではないかもしれない。それにしては

雑は，子どもたちに親しみがないというかもしれない。

しかし，昔の日本の農村の子どもにとっては親近感がも

たれていた。馬琴の説によると，（前掲書）十二支の陰

陽説の“鬼門”は，万鬼の集るところであって，艮（う

しとら・東北）であり，それに対する方角は，西南であ

る。西南は，申（さる）酉（とり）戌（いぬ）に当る。

鬼を退治するのに申・酉・戌の猛者を従えるのだという

のが馬琴説である。芦谷重常（注5）中田千耐（注6）もこ

の説をとっている。この説をとると，登場順が猿・雅・

犬になりそうなものだが，多くは犬・猿・維か，猿・犬・

雑になっている。序列を考えることは，無理であり，好

事家の興味をひくだけで，受けとめる子どもたちにとっ

ては，どちらが先きでも関係がない。発音のリズムからす

れば，イヌ・サル・キジの方がなめらかである。この理

由から順次性がしぜんに形成されたのではなかろうか。

　初めの登場者サルが“桃太郎さん，桃太郎さん……”

と，二回呼びかける形は，この本が最初である。この点

を除くと会話のやりとりは，ほとんど定着してきたとい

っていいだろう。二回繰り返えすことによって，親しみ

がでてくるし，語りとしては，“はずみ”があらわれる。

“
一
つ
く ださい。おともいたしませう”のせりふも，定

着性を濃くしてきている。この本で小鬼を出して逃がし

ているのは，他には見られないようである。おそらく子

どもの読者を考慮しての加筆だろう。

　また，同33年の金港堂はつぎのように扱っている。

＿151＿

尋常国語読本 甲種巻四　明治33年9月30日

　　　　金港堂書籍株式会社



読書科学（M，1）

第八課　も＼太郎

　昔あるところに，ぢNとばムとありました。

ぢ』は山へしばかりにゆき，ば」は川へ
せんたく　にゆき　まし　た。さうする　と，ば』　の　そ

ばへ，大き　な　も』　が　ながれ　て　来　まし　た。

　ば玉　は，其　の　も』　を　ひろひあげ　て，もちかへり，

ぢΣ　に　見せ　て，わらう　と　します　と，もも　の　中

から，ひとり　の　男　の子が，生まれ　まし　た。

　ぢ』も，ばΣも，おどろきよろこんで，名をも

～太郎　と　つけ　て，大切　に　育て　まし　た。

　も』太郎　は，だんだん　ちゑ　も　つき，力　も　つよく

なり　まし　た。ある時おにがしま　の　おに　ども　が，

わるい　こと　をする　と　きい　て，おにがしませいばつ

を　思ひ立ち，ぢ』　と，ぽ囚　と　に　きびだんご　を　こ

しらへ　て　もらひ，それ　を　こし　に　つけ　て，出　ま

し　た◎

　　第九課う穿き　　　　　

　も』たろ一は，おにがしまへと，いそいで，ゆきま

すと，みちでさるがでてぎて。
　「もXたろ一さん，も』たろ一さん， どこへ　おいで　なさ

　る。」

　「おにがしま　せいばつ　に。」

　「おこし　の　もの　は　なん　で ござる。」

　「にっぽんいち　の　きびだんご。」

　「ひとつ　ください，おとも　しませう。」

　も』たろ一　は，さる　の　いふ　ま匡　に，だんご　を

やり　ます　と，またいぬ　と　きじ　と　が，でて　き

て，さる　と　おなじ　こと　を　いひ　まし　た。　も』たろ

一は，これに　もだんごをやり，．ともにつれ

て，おにがしま　に　わたり，おにども　を　せいばっ　して，

たからもの　を　もって　かへり，これ　を　ぢ』　と　ば』

と　に　さしあげ，また　さる・いぬ・きじ　にも，わけ

て　やり　まし　た。

この“桃太郎”は，前述の今泉本の影響を受けている

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一16一

ように見える。“分ち書き”をし，漢字もすくなく，表

現も平易となり，単純化もすすんでいる。が，後半（第

九課）が表音式かなづかいを一部にとりいれた理由は示

されていない。

　誕生一成長一征伐する理由一出発一家来を連

れる一鬼ガ島征伐一凱旋，と一応は本話の筋を追っ

ている。戦闘場面は事柄だけの説明に終って細部はな

い。そればかりでなく，最後の文章は，桃太郎がだんご

をやって供につれて，鬼が島を征伐して帰えったところ

までを一文におしこんで，悪文の見本のようになってい

るのは，教科書らしくない。内容的には，戦利品の宝物

をぢず・ば唱こさしあげただけではなく，お供に連れた

さる・いぬ・きじにも分配してやったという点がそれま

での教科書に見れなかった点である。

　猿・犬・錐に褒美をやるという説話は，伝承のいくつ

かに古くから存在していた。たとえば“雛廼宇計木”

（ヒナノウケギ）には，“老夫婦ノ歓ブ事限リナク，其

ノ武功ヲ感ジケリ。又猿・雑・犬ニハ夫々褒美ヲ与ヘテ

帰シケルトゾ。”と記されている。その系列とみられる。

　桃太郎の“仁恵”という考えかたかもしれない。大正

期から昭和初頭にかけてのプロレタリア児童文学で，桃

太郎は犬・猿・雑に団子一つで労働させ，搾取者の立場

に立たされるのも，宝物を分配しないからであった。こ

の桃太郎は，わけてやっている。

　明治35年に汚職にからむ“教科書事件”が起って，そ

のため民間検定教科書制が廃止になり，国定教科書一本

に統制されてしまう。明治36年4月，教科用書は“文部

省二於テ著作権ヲ有スルモノタルベシ”と規定された。

その結果，第一期国定教科書“尋常小学読本”（注7）に

は，民間本にあった桃太郎をはじめ，伝承的説話教材は

除かれ，うるおいのない教科書が出現することになる。

　文学的な教材を除き，専ら言語練習に力点がおかれた

ことと，皇国主義・軍国主義へ傾斜する教材，たとえば

“紀元節”“神宮皇后”“軍艦”“黄海ノ戦”“明治二十七

八年戦役”“台湾”“明治維新”などが多くなっていく。

教科書の形態は進歩を見せるが，雑然とした編集に終っ

→
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　ところが，日露戦争が起こり，日本の資本主義が態勢

を新たにした興隆期にさしかかると，いきおい教育体制

もそれに即応しなければならなくなる。戦前の教科書

は，当然改正の必要に迫られる。尋常小学校の修業年限

が4年から6年に延長され，それが義務教育制となった

という変化にも対応しなければならなかった。

　明治37年度から使用されていた“尋常小学読本”は，

41《・43年にかけて修正され，43年度以降使用されること

になった。これが大正6年におよぶ間に使用された黒表

紙の読本である。ここで，文学・国民行事・神話・伝
　　　　　　　　　　　●
説・韻文教材が増加した。

　“モモタラウ”はもちろん，“コブトリ”“サルカニ”

“
ハ
ナ
サ カヂヂイ”“ウラシマノハナシ”“モチノマト’，

　　　ちいさこぺ
“白兎”“小子部のすがる”などが教材化される。国民童

話の復活である。韻文ではいまだに歌われる“春が来

た”“広瀬中佐”“水帥営の会見”“我は海の子”“鎌倉”

など，それまでの教科書には見られなかった高い調子の

ものが現われたのもこの読本である。

　開巻まずハタ・タコ・コマ・ハト・マメから始まる

“黒読本”である。この修正本も前教科書同様に“尋常

小学読本”とよばれていた。“桃太郎”は，巻一に韻文

教材として提出された。

尋常小学読本巻一　文部省

モモタラウ

オヂイサン　ハ

ヤマヘシバカリニ，

オバアサン　ハ

カハヘセンタクニ，

クノレマ　　ニ　　　ツンタ

タカラモノ，

イヌ　ガ　ヒキダス

エンヤラヤ。

サル　ガ　アト　オス

エンヤラヤ。

キジ　ガ　ツナ　ヒク

エγヤラヤ。

桃太郎像の変容

　3ぺ一ジにわたっている。絵が中心になっている。洗

濯をしている上の山をおじいさんが遠く歩いている絵

と，宝物をつんで凱旋する見開きの絵である。桃太郎

は，弓を持ち，桃のついた扇をもち，鎧を着ている。

　文と絵と両面で表現している。もちろん，普及されて

きた“桃太郎ばなし”の理解を前提にした教材である。

この文と絵を手がかりにして，“桃太郎”の説話を扱う

ようにしくまれていた。ここに見られるのは，子どもの

絵本的桃太郎像である。

　この段階で，“ぢ穿・ば穿”が，“おぢいさん・おば

あさん”に置き代えられるのも，“桃太郎ばなし”の表

現上の近代化のひとつのあらわれであった。　（未完）

　　　　　　　　　　（注1）尋常小学読本　巻一　文部省　大日本図書発行　明治

　　　　　　　　　　　20年5月刊　第26課

　　　　　　　　　　（注2）小学国亥読本　巻之三　山県悌三郎著　明治26年10月

　　　　　　　　　　　3日文部省検定済小学校教科用書
明治43年2月15日
　　　　　　　　　　（注3）小学国語読本（尋常科）巻三　明治33年　大日本教科

大正6年に至る。
　　　　　　　　　　　書総覧（読本篇）第8巻　小教編纂所　厚生閣　昭和8年に

　　　　　　　　　　　よる。

　　　　　　　　　　（注4）　国語読本（尋常小学校用　巻二）坪内雄蔵　富山房

　　　　　　　　　　　明治33年9月17日　全八巻。

　　　　　　　　　　（注5）芦谷重常著も‘国定教科書に現はれたる国民説話の研

　　　　　　　　　　　究”　教材社　昭和11年11月刊。

　　　　　　　　　　（注6）中田千断著“日本童話の新研究”

　　　　　　　　　　（注7）　“尋常小学読本”文部省　明治37年

　　　　　　　　　　（注8）尋常小学読本文部省　12巻　明治43年7月　この編

　　　　　　　　　　　纂には芳賀矢一一・乙竹岩造・三土忠造・高野辰之等があたっ

　　　　　　　　　　　た。

　　　　　　　一17一



読書科学（M，1）

『冒険ダン吉』の作品分析＊

　　日本女子大学

阪　　本　　一　　郎＊＊

1　ストーリ漫画の成熟

　講談社の『少年倶楽部』が，戦前に連載して好評だっ

た長編漫画は，「のらくろ」と並んでこの島田啓三作の

「冒険ダン吉」であった。スタートは「のらくろ」より

も2年半遅く（1933，6月），終結は2年ほど早かった

（1939，7月）。6か年2か月の連載だが，付録になっ

たものも合わせると76回になる。これらは3冊の単行本

にまとめられているが（1），今度その復活版が全集とな

って発行されたので（2），通読してみた。

　毎回8ぺ一ジで，1ぺ一ジを上下2段に分け，1段の

スペースの約6割（6．5×8．5cm）を絵に，残りを文にあて

ている。トップの上段はタイトルに使っているから，15

回コマで，　「のらくろ」がぺ一ジ6コマ当ての4ぺ一ジ

であるのにくらべると，コマ数は少い。そのかわり1コ

マの絵が大きく，「のらくろ」にはない物語文のスペー

スが与えられている。この文は，全体で400字詰の7．5枚

になるから，かなり多くの内容を物語ることができるわ

けである。「のらくろ」は絵と画面に書きこんだセリフ

（吹き出し）だけで1単位の物語を語るのだが，これは

約3，000字の文と15コマの絵とで物語るのだから，むし

ろ漫画の形式を用いた絵による絵物語というべきであろ

う。

　このようなストーリ漫画の形式は，すでに「団子串

助」「正ちゃんの冒険」「ズク小僧」などで開拓されて

いた。手塚治虫はその歴史的意義をこう解説している。

　「大正から昭和初期に潤歩した紙芝居文化は，児童出

＊　Psychological　analysis　of　the　children／s　comic：

　“Hazard　Dankichi”

＊＊SAKAMOTO，Ihir6．（Japan　Women，s　Univ。）

　版物に大きな影響をもたらした。紙芝居はサイレント連

　続活劇映画のスリルと，大衆演劇の浪花節精神，講談や

　落語などの話術など，おとなむけ大衆文化を子どもにコ

　ミュニケートする媒介者として功績があったが，〈冒険

　ダン吉＞やその他のストーリィ漫画は，この要素を巧み

　に咀囑して魅力ある新形式を生み出した。島田啓三さん

　は．その意味では一級のアルチザンであり，子どもの興

　味と憧憬とを計算しながら作品にリラックスできる一流

　の料理人と云える。」（3）

　　そのとおりで，前掲の先駆的な諸作品がすべて新聞に

　連載されたものであったのに対し，これは雑誌にかなり

　のスペースを与えられたことが有利な条件となった。新

　聞連載の上記諸作品は大正期で終わっており，それから

　数年間のブランクがあって，このストーリ漫画の形式を

　雑誌に登場せしめたのだから，　『少年倶楽部』の企画陣

　にもよほどの意気込みがあったことであろう。はたして

　これが成功したのは，作品の質がすぐれていたことにも

　よるが，形式の上で，語り物からコマ絵ものへの過渡の

　段階で，文章と絵とが渾然と融和した表現形式を完成し

　たことにもよると思われる。

　　これにより前に，雑誌に「絵物語」の形式が考案され

　ている。物語のさし絵を毎ぺ一ジに1面ずつ入れるとい

　うもの，あるいはさし絵の代わりに劇的に演出された写

　真を入れて「写真小説」と称するものなどが，大正時代

　の雑誌に見えている。私はそれらがストーリ漫画の前身

　だと見ている。それらでは画面はあくまで物語のさし絵

　であって，物語のイメージの形成を補助する機能しか持

　っていなかった。

　　このような絵の補助的機能を，物語と対等の機能にま

　で高めたのは，岡本一平の「人の一生」（朝日新聞，大
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正10’一11，続編は婦女界に連載）あたりであろうか。同

氏の子どもものでは「珍助絵物語」（大正6），「平気の

平太郎」（大正7）が児童雑誌『良友』に連載されてい

る。これらでも物語が主役を演じてはいるが，彼のすぐ

れた漫画の魅力は，たんなる説明のさし絵以上に読者に

はたらきかけるものを持っている。

　この路線に乗って「団子串助」　「正ちゃん」　「ズク小

僧」などが製作され，「ダン吉」に及んで，絵と物語と

の機能的統一が達成されたと見られるのである。

　戦争のために「ダン吉」は終結させられてしまった

が，すのストーリ漫画の形式は戦後「少年ケニヤ」によ

って採用される。　「ダン吉」の終結の前年，内務省が出

した「児童読物改善に関する指示要綱」がその命取りだ

ったことは否めない。

　作者島田啓三は東京生まれ，川端絵画学校の出身で，

『少年倶楽部』に1コマ漫画を寄稿していて抜擢された

ものといわれる。

1．主人公と従者

　「冒険ダン吉」の企画について，編集部の篠原雅之の

談につぎのようにある。「ロビンソン・クルーソーみた

いな少年を登場さして，じぶんの力でいろいろ物を作り

出していく。発明工夫というか，そういう少年を漫画の

主人公にして，縦横に活躍させたらおもしろいではない

かということになって，その主人公の名前を何にするか

ということが問題になったときに，ちょうどその少し前

に爆弾三勇士がたいへんな手柄で評判になっていたこと

から，「ダン吉」としたらどうだろうと提案したのはぼ

くなんです。」（5）

　また作者自身は全集の序文の中で，当時の編集長須藤

憲三氏は「こと作品に対しては，ハヤブサの如き眼光を

もって臨み，寸毫の妥協も許さない厳格な人であった。

ダン吉の草案を持参しても，二度や三度では，まずOK

になることはなかった。須藤氏の言によると，“編集者

は，読者を代表するものであり，故に全読者の納得する

ものを作家に要求する。だからこそ，、読者の声として書

　　　　　　　　　　　　　　冒険ダン吉の作品分析

き直しを命ずるンデアル。”私は……この仕事に対する

厳しさには頭が上がらなかった。……『冒険ダン吉』の

人気は，決して私一人の力で作られたものではない。」

と書いている。

　一雑誌の呼び物と擬せられる漫画が，編集部のアイデ

アと無縁に育つものではないことは，他の作品の場合で

も同じであろう。この故に「ダン吉」を論ずるにも，そ

の影で糸を引いているr少年倶楽部』の性格を無視でき

ないのであるが，ここでは作品としての「ダン吉」だけ

に照明を当てることにしたい。

2．作晶の概要

　　あらすじ

（1）昭和8年6月，少年ダン吉が黒鼠のカリ公と魚釣り

をしていてボートの中で眠っている間に，漂流して，熱

帯地方の海岸に着く。野獣にしばしばおそわれ，カリ公

の知恵で危機をのがれるうち，食人種の王様から王冠を

分捕る。9月，野蛮島の王位につき，他の蛮族を従え

て，島に日の丸の旗を掲げる。

（2）さっそく軍備をととのえる一方，島の平和な統治に

つとめる。学校，病院，郵便局，鉄道，自動車などを開

設する。その間に，海賊島を探険したり，他の蛮族の来

撃に応戦したりする。10年1月，国旗を神体とする日の

丸神社を建てる。

（3）5月，島を占領しようとする白人（星条旗に類する

旗を持っている）と戦い，汽船を分捕る。次いで11月王

城を築く。また徴兵制を布き，2個連隊に軍旗をさずけ

る。しばしば隣国の挑戦にうち勝ち，富国強兵政策を進

めるが，その間に白人が好策をさしはさんでくることが

多くなる。

（4）12年11月，日支事変勃発のことを知り，○○国の領

土にある支那軍基地を攻撃し戦勝をあげる。13年6月に

は白人赤髭が幽閉したジラフ国の幼帝を救い，赤髭の陰

謀をくじく。次いで14年1月には外人の毒ガス工場を襲

い，支那の良民を救う。

（5》このあと3回の休載があり，14年7月，王位をもと
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の蛮王に返して，日本に帰ってしまう。8月からは‘カ

リ公を主役にした「カリ公の冒険」に変わる。

　　おもな登場者

　主役のダン吉はr少年倶楽部』の読者と同年令の少

年。野蛮島の王位についてからは，裸で腰みのを付け，

「五徳をさかさにしたような王冠」（4）をいただいてい

るが，終始左手に腕時計を着けているのが，彼にある文

明を象徴しているようだ。名のとおりの冒険好きで，決’

断が早く，思い付いたことはなんでもやってのけるとい

うだけの単純な性格である。それだけに多くの読者たち

が自己を投入しやすかったのだと思われる。

　彼は卓越した知恵は持っていない。知恵は従者のカリ

公にある。まるい目のふちと腹とが白いぶかっこうな小

鼠である。漫画の主人公が動物を従者にしている例はす

こぶる多いが，これは守護霊guardian　spiritの具象化

だと私は解している。（このことは別の機会に考察した

い。）子どもにとっては，こうした全知全能の保護者が

付き添っているということが非常な安定感となる。それ

は現実の生活の中でつねに実感していることである。ダ

ン吉の場合も，カリ公を従えていることで，彼はいかな

る危難をもきっと乗り越えることができるだろうという

希望的観測をいだきながら，安心してついていけるので

ある。

　土人たちはみな低い文化水準で生活している黒ん坊と

いう通念に従っており，「蛮公」とよばれているが，こ

れは軽蔑的な人種偏見だという一部の批評は当たらな

い。落語に出てくる熊公，八公と同じで，むしろ親しみ

やすい市井の好人物といった扱い。だがその中にほのか

な優越感をただよわせることは否めない。手塚治虫が

「表面は食人蛮か何かしらないが，われわれの身近のサ

ラリーマンや，職人や，いなかのオッサンたちと，ちっ

ともかわらない親しみと，暖かさを持っているのであ

る。他の漫画でいままでに一外国漫画を含めて一こ

れほど黒人たちを日本の子どもたちになじませてくれた

作品があったろうか。蛮公たちの人間像の深さは，時と

して，すがりたいほどのたのもしさを感じるくらいであ

る。」（3）と評しているのは同感である。みな腰みのひと

つの黒い裸体だから，人物を区別しにくいので，背番号

ならぬ胸番号を白で書くくふうをしているのもおもしろ

い。もとの蛮王は1だが，これだけは首輪と腕輪とを着

けていて，蛮公たちのリーダー格となっている。他の蛮

公の個性は書きわけてない。

3．ダン吉と王者願望

　「冒険ダン吉」の子どもに対する魅力のひとつは，彼

が野蛮島の王様になって，蛮公どもを支配することにあ

る。このような征服者型の空想は，とくに児童期の白昼

夢に多く見られることが知られているが，ダン吉はそう

した少年の王者願望のコンプレクスを解消する清涼剤と

なったのである。

　作者自身が少年時代にこの王者願望をいだいていたこ

とがあると書いている。「どこか寒くない南の島…・無

人島あたりで王様になりたい一動物たちを家来に従え

て一お金の心配もないし一宿題もない一果てしも

なく拡がる雲のようなこの願望が」この作品に再現した

のだという。だがこれは，作者一人の特異な願望ではな

かった。おそらくすべての少年が現代においても1度は

夢想するものなのだ。戦後の「少年王者」，「ジャング

ル大帝」，「あんみつ姫」などが迎えられたのもこのた

めである。

　だが「冒険ダン吉」の場合，王者願望の補償的実現の

通路として，南洋の未開の島の統治を採っている。「当

時は南洋諸島が日本の委任統治領であり，南進論が南方

開発という形で押し出され，ちょうど日本中の目が南方

に向けられていたので，ダン吉の活躍舞台として，南の

島というのは最適であった。」　と作者が書いているとお

り，ここに時局便乗の一つの線が引かれる。もう一つの

線は，海軍思想の普及である。すでに「のらくろ」は伍

長となって活躍し，陸軍への関心をあおっていた。これ

に対して海軍を競合させたわけである。作中に帝国海軍

は登場していないけれども，ダン吉のひきいる艦隊はし

ばしば隣国と戦をまじえて勝利をおさめるのである。
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　こう言うと，いかにも侵略的な王者のように聞こえる

が，初期のダン吉はそうではなかった。上記のような舞

台で，彼は蛮公たちに平和な仁政をほどこし，彼らの尊

敬をあつめていたのである。読者の直接の興味は，そう

いう太平ムードでのダン吉と蛮公との間の支配・服従関

係に見られる権威の空想だったと思われる。

　ダン吉が島の王様になるいきさつにしても，まことに

他愛がない。彼とカリ公は，漂着した島の食人蛮に捕わ

れるが，奇計で逆にその酋長をやっつける。目をまわし

た酋長を介抱すると，「気がついた酋長はダン吉の情け

にすっかり感激して……その場でダン吉の家来となって

…一忠義をつくす約束をしました」という次第。「蛮人

なんてほんとに知恵の足りないもの」という優越感を持

ちながら，「王様になったダン吉君，島の平和を守り，

人民どもを幸福にするために，いろいろと知恵をしぼっ

て」文化的施設を造っていく。それに忠実に従う蛮公た

ちの無邪気な姿は，けっこう当時の少年王者願望を満足

させるに足りたであろう。

　ダン吉は，王位について蛮公を従えると，昭和9年1

月に，島のいちばん高い所に，日の丸の旗を掲揚し，

　「日本帝国バンザーイ」とさけぶ。翌年の1月には，国

旗を神体とする日の丸神社を造営して，土民に礼拝させ

る。またダン吉が寝言に母親を呼ぶのを聞いて，カリ公

が蛮公を父母に変装させ，ダン吉を喜ばすという1節も

ある（昭9－8月）。日の丸神社の御輿合戦では「凸撃隊

員」が作った父母の胸像がかつぎ出され，城の奥ふかく

飾られることになる（昭11－9）。忠孝体制の中で育って

いた少年たちへのワサビは，ちゃんときかしてある。

　こうして前半では蛮王として猛獣狩などにうち興じて

いるのであるが，後半になると，戦時体制の色がしだい

にこくなる。始めから隣蛮や海賊とのこぜりあいが挿入

されており，このために軍艦を造ったり，「新撰組凸撃

隊」が編成されたりしている。そのうちに白人が出没し

はじめ，ダン吉は，日本の城に似せた居城を築くととも

に，徴兵検査を施行し，二個連隊を編成してそれぞれに

軍旗を授与する。「今は世界中非常時である。軍旗のも

　　　　　　　　　　　　　　冒険ダン吉の作品分析

とに，しっかりやらにゃいかんど……。」というように

なる（昭10－11月）。それからは白人の勢力が肉迫してき

て，ついにジラフ黒人帝国の幼帝を幽閉して島々の侵略

をはかる白人赤髭との交戦になる。このために「機械化

兵団」を造る（昭13－6月《・12月）。

　日支事変勃発のニュースがはいると，「僕も日本人

だ。祖国日本の国難に黙ってはいられない。」というこ

とになり，ほど遠からぬ「○○国」の領土の島にある支

那軍の兵器基地を攻撃する（昭12－12月～2月）。ついで

また棊外人の毒ガス工場の島を襲い，そこで酷使されて

いる支那人父子を救出する（昭14－1月）。

　こうしてダン吉は，帝国主義の侵略戦争にいつのまに

か巻きこまれてしまう。「のらくろ」がそうであったよ

うに，物語は，平和なmake・believeの世界に，しだい

に現実の戦雲がたちこめるようになる。昭和14年といえ

ば，奥支那の攻略が進められ，欧州大戦が始まった年

で，まだわが国は南洋侵略の意図を秘匿しておきたい時

期であった。それにダン吉の冒険は，のちに展開する南

方策戦を予告するかのように，まざまざとその様相を描

いたのである。国策に協力するためには，ダン吉は当然

この楽園の王位を退かねばならなくなった。少年の王者

願望がもはや白昼夢の世界ではなくなったとき，それか

らは醒めなければならないのであった。

4．　冒険と機知とユーモア

　「冒険ダン吉」と名乗るこの作品が，冒険を売りもの

にしていることは自明である。ところで冒険とは，危険

をおかすこと，すなわち目的のある行動の過程に自分の

安全を失うおそれがあるにもかかわらずその危機の事態

を突破しようとすることである。このような危機場面が

この作品ではどのようにして構成されているかを見る

と，、次の3種のプロットがある。

　（1）自発的挑戦……主人公が自分の目的を達成するた

　　めに相手に対して攻撃をしかける。しかし相手は容

　　易に屈服しそうにないという場面。

　（2〉妨害の克服……主人公の安全をおびやかし，ある
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　　いは彼の目的の達成を妨害する第三者の出現に対し

　　て，この第三者を除去しようとする場面。この場

　　合，第三者は，有意的に妨害を意図しているもの

　　と，そうでないもの（たとえば，進路にある河や崖）

　　とがある。

　（3）敵意への応戦……主人公に対して敵意を有するも

　　のから攻撃を受けて，これから脱出し，あるいは反

　　撃を加えて鎮圧しようとする場面。

これらの用いられている度数を，最初と最後（昭14－1

月まで）の各10回分から計上すると，次の表のようにな

ったQ

　　　麦1　r冒険ダン吉」の冒険の型（度数）

パターン　　全体 能：受 成：失 前：後

自発的挑戦　　20

防害の克服　　15

敵意への応戦　23

20；0
2：13
0：23

16二

12：

20：

9：11

12：3
14：9

計 58 22二36 48；10 35：23

　これで見るように，20回のストーリの中に58件の冒険

が仕組まれている。1回（15コマ）平均2。9件に当たる

から，まさに「1難去ってまた1難」の感がある。パタ

ーンに分けると，　「妨害」がやや少く，　「応戦」がもっ

F
と
も
多 くなっている。これの場面を，主人公が能動的に

挑発したか，受動的にその中にはいらざるを得なくさせ

られたかに分けてみると，表のように後者のほうがはる

かに多い。もともとこの作品が漂流記の発想で始まって

いるのであるから，主人公はつぎつぎに未知の環境条件

に出あい，それにどのように適応していくかに興味がか

けられるものである。受動性がより多いのは当然であ

る。

　しかし能動的な動機の冒険もかなりある。そのおもな

ものは，前半においては猛獣狩，奥地探険，海賊退治な

どで，やはり漂流記のお膳立てに従っているが，後半に

なるとジラフ帝国の幼帝の救出や外人の毒ガス工場の攻

撃など，現実的な発想のものに移行している。受動的な

冒険の生起にもまた，このような現実的発想への移行が

見られる。

　一般に冒険物語の作意には，①主人公の進攻性を誇張

して彼の勇気をたたえようとするもの（オデッセイ型），

②人類の理想とする未知の世界を描いて啓蒙しようとす

るもの（ベルヌ型），③現実の矛盾を想像の世界になぞら

えて社会を風刺しようとするもの（ガリバー型）の三つ

の行き方がある。「冒険ダン吉」は上の①の型である。

けれども，後半に及んで②の型の様相を呈しはじめ，あ

るいは③の型にもまぎれそうになっている。

　ダン吉の冒険は，漂着した蛮人島に適応するための積

極的な行動が中心で，発端はベルヌの『十五少年漂流

記』を模しているが，それのように少年相互の適応問題

を追う必要はなく，彼はただちに王位についてしまう。

したがってそのあとは『ロビンソン・クルーソー』のよ

うに彼ひとりを中心とする活動にしぼられてくる。しか

も彼は『宝島』のジム少年のように，始めから宝物を求

めて冒険の旅に出たのではない。（これを模した秘密の

地図をたよりに冒険に出る話がしばしば挿入されてい

る。これは①の型に数えられている。）だから宝を捜し

あてたり，敵蛮から分捕り品があっても，それはr桃太

郎』のがいせんのように戦果を飾り立てる意義しか持た

ず，「もともと今度の冒険は象牙がほしくてしたのでは

なく，海賊をこらすためにやったのです」などと説明し

ているとおりで，「アハハハ蛮公たちは少々あぱれ足り

ないような顔をしているな。が冒険はこれからいくらで

もできる」というように，彼らは冒険のために冒険を追

求する冒険マニアにほかならないのである。

　ただし後半になり，時局色を反映しはじめると，「僕

も日本人だから」の意識が出てきて，王城の火災の中へ

国旗と両親の像とを取り出しにいく話や，西洋人の謀略

からジラフ帝国の幼帝や苦役を課せられている支那人親

子の救出に出かける話などが並ぶ。これらはいずれも

“義を見てせざるは勇なきなり”の思想にもとずく正義

の救援者の見立てであって，講談の仇討物から『正ちゃ

ん』や『黄金バット』に流れてきている助太刀の発想に

合流したものといえる。けれどもダン吉はあくまで日本

の国籍を忘れない。このことが彼の特色であるととも
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に，また彼を長く冒険の世界に遊ばせておくことを阻む

理由になった。

　さてダン吉の冒険の動機は上述のようだが，その結果

はどうなっているか。表1は，成功と失敗とに分けてそ

の回数を示している。83％は成功しているのである。こ

れは『のらくろ』がたてつづけに失敗を重ねるのと対照

的である。

　ところで成功例だけを内訳してみると，正攻法の努力

や敵の攻撃中止によるもの6回（13％），偶然によるもの

8回（17％）で，残りの34回（71％）は機知・奇計によるも

のとなる。主として従者カリ公の入れ知恵であるが，上

記の冒険のほかに，ダン吉の平和的建設活動にも機知は

ふんだんに用いられる。たとえば，駝鳥を利用した自動

車，象を流線型の汽缶車に仕立てた列車，海鳥にぶらさ

げた飛行機など，その他小学校・郵便局・病院など，原

始生活の中に文明の利器を取りいれるアイデアにはみな

蛮公や野獣の持っている特性や習性をたくみに利用する

のである。したがって『ロビンソン・クルーソー、』の発

明・考案の現実的なのに比べるとまったく原始生活のレ

ベルでのゴッコ遊びである。子どものゴッコ遊びでの道

具見立てを原始的な素材で実験してみること，これがこ

の作品の魅力となっていると思われる。無人島に文明人

を投げ入れて，人間の生活を追求してみるというような

節はない。ダン吉は，カリ公の知恵で，自分のしたいこ

とをしているだけである。

　機知は，危機的場面から脱出する問題解決の手段のひ

とつである。巌窟王が土牢から脱出したのも機知によっ

てであった。しかしダン吉の機知は野蛮のムードの中で

の文明への復帰のささやかな試みにすぎない。また戦闘

場面での機知にしても，現実の可能性を越えていること

が明らかな論理的遊戯である。不可能ということがわか

っていて，それが可能として通される。その矛盾に笑い

が伴なうのである。

　この意味で「冒険ダン吉」は，機知によって冒険に成

功するユーモア物語だといえる。ダン吉の冒険は，むし

ろ機知の成功を出すために設定されているのである。

5．　ストーリの語りくち

冒険ダソ吉の作品分析

　「冒険ダン吉」が，浪花節・講談などの話芸の技術を

生かしつつ，絵との調和を図っていることは初めに書い

た。

　“「それッ，ダンちゃんこのひまです。敵は灰の毒ガ

スで一時めくらです。」

　「うん，いつもながらカリ公の知恵には感心するぞ

ッ。サア，鉄条網をこわして突撃路をつくるから，われ

と思わんものはついてまいれッ。」

　凧上げの間にシャコ貝のわらじをはかせて用意を整え

ていた象に鞭をうつと，ワーッと喚声もの凄く，バリバ

リ，ピチャンと，トゲトゲのサボテンをへし潰してとび

こんでいきます。”（以上で1コマ。敵は鉄条網代りに

サボテンの垣を作って待ちうけている。カリ公の機知

で，凧を上げ，それにつるした袋の灰を降らせた。その

つづきで，象にシャコ貝のわらじをはかせたことは，こ

の文章で説明している。）

　「それッ，おくれるなッ。」

　「ウワーッ，チッタカチッタカ，やっつけろ一い。」

　つづいてとびこんで来たのがいずれもダン吉島一騎当

千の命知らずのガムシャラ勇士。

　「やあやあ，ブラックのデブ公！　われこそは凸撃隊

にその人ありと知られたる源朝臣タドンの5号なり，だ

れでもいいぞ，見参，見参。」

　いや，目つぶしで，目をふさがれ，この物凄い名のり

にますます面くらったブラック蛮一”（以上1コマ）

という調子である。戦後の漫画では，コマ絵の転換でス

ピード感を盛るくふうが生まれてくるが，ここでは語り

くちの流暢さで読者をぐいぐいと引きずっていく。そし

てそのあいだに，ふんだんにギャグを飛ばす。

○ライオソは怒りました。rこの野郎待て待てッ。」ライオン語

を訳するとこういったのでしょう。

○ダソ吉君の足は，マラソンできたえた足で百貨店できたえた

のとは違います。

○酋長はタドンのような涙を流して…・
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読書科学（M，1）

　○「……この拳骨で叩きつぶしてくれるわ。」ダソちゃんはゴリ

　ラをまるで卵か豆腐のように思っています。

　○土人たちは芋畑の夕立みたいにざわざわ騒ぎ始めました。

　○ダン吉君，お閻魔様が虫歯を痛くしたようにまっ赤になって

　怒りました。

　○この日は天気晴朗にして浪低く……。

　のようで，直喩が奇抜で笑わせる。この作品のユーモア

　は，物語の中の機知とともに，この語りくちの機知によ

　らてもかもされているのである。

　　また事件の積み重ね方が連鎖的であることも特色とさ

　れよう。普通だと，たとえば，ダン吉が山上へ日の丸の

　旗を立てにいくという過程で，まず急流に阻まれ，次に

　断崖にいきずまり，次にまたライオンにおびやかされる

．というふうに，それぞれが単独の障害を次々に連立させ

　るハードル方式が用いられるのであるが，この作品で

　は，第一の障害の突破が第二の障害の原因となり，それ

　皆突破したために第三の障害が発生するというような因

　果の連鎖方式がしばしば用いられているのである。ダン

　吉が釣りをしていると，釣針に河馬がひっかかる。河馬

　が怒って追ってくるので泳いで逃げる。河の上に出てい

　る大木の枝から垂れている綱につかまって脱出する。そ

　の綱は獅々の尻尾だったので，i佛々が怒る。近付けまい

　として木をゆすぶると，枝が根もとから折れる……とい

　うふうである。こうしたテクニックが，物語のスピード

　感をいっそう強めている。

参考文献
（1）島田啓三『冒険ダン吉』講談社，昭9－8月。『冒険ダン吉

大遠征』，昭10－9月。r冒険ダγ吉無敵軍』，昭13－3月。

（2）島田啓三r冒険ダγ吉漫画全集』講談社，昭42－8月。

（3）手塚治虫rストーリィ漫画の先達者」（上記全集掲載）

（4）加藤謙一r“冒険ダン吉”覚えがき」（同上）

（5）佐藤忠男r漫画と付録」（『少年倶楽部名作選3』，昭41

SUMMARY
　（1）　The　story・comic　of　an　adventurous　boy

“Dankichi”，by　Keiz6Shimada，appeared　for　six

years　from　June1933　in　a　boys／magazine；the

“Sh6nen・kurabu”．This　work　is　signi五cant　in　the

Japanese　history　of　comics，because　it　brought　forth

complete　integration　of　a　storyteller’s　art　and　comic

illustrations．

　（2）　As　compared　with　the“Norakuro”，the　other

comic－strips　appeared　in　the　same　magazine　at　the

same　period　which　attempted　to　improve　the　mili・

tary　thought　among　children，“Dankichi”was　related

to　the　navy．The　boy　with　his　follower（a　small　rat）

were　thrown　ashore　of　an　island　in　the　South　Sea，

became　a　king　of　negroes，and　govemed　them　pea－

cefully．This　seems　to　have　appealed　to　the“king

aspiration”which　is　latent　among　children．At　first

the　hero　tried　many　adventures　in　jungle，but　gra－

dually　he　tumed　to　hunt　some　imperialistic　adven・

tures．

　（3）　I　think　there　are　three　types　of　motive　to

adventure一（a）spontaneous　challenge，　（b）con－

quering　interruption　which　happens　in　the　process，

and（c）reply　to　the　enemy／s　attack．

　Generally“Dankichi”s　adventures　were　of　more

passive（b）and（c）thanactive（a）．Alargepercen。

tage　of　his　advent皿es　was　adventure　for　advent皿e，

not　for　aggression　or　pillage．He　always　acted　as　a

magic　helper　on　the　side　of　right．

　（4）　About83％of　his　a（iventures　was　successfuL

His　weapon　to　success　was　wit，suppIied　by　his　fo1・

lower　rat。His　success　is　humourous，resorting　to

fantastic　tricks　that　are　impossible　in　reality．

　（与）　Using　technique　of　oral　narration　in　tradi・

tional　Japanese　music　ha11，the　story　is　rhythmica1，

fluent，　and　full　or　gags．　In　the　construction　of　the

菖tory，the“chain　system　of　cause　and　effect”is　used

more　than二the“hurdles　system”which　places　separate

incidents　in　a　row．The　former　is　effective　to　make

the　story　speedy．

△Chain　system
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盲児の点字触読に関する発達的研究（3）＊

盲学校中途編入者の点字触読能力

ず

　　東京教育大学

佐　　藤　　泰　　正＊＊

『

り

は　じ　め　に

　筆者は盲児の点字触読に関する一連の研究を行なって

いるが，本研究はその第3報であり，既に第1報，第2

報において小学校1年1学期から盲学校に入学した児童

生徒について報告を行ない，第1報は点字触読力の発達

を中心に（注1）第2報は点字触読力に影響する薯因（注2）

について報告を行なった。それらの研究はいずれも小学

部1年1学期から盲学校に入学した児童生徒を対象とし

たものであり，点字学習期間の一定という前提条件に立

っている。ところで，盲学校には普通学校からの中途編

入者がかなりいる。その場合，普通学校における過去の

学習状況などに照らして，それぞれの盲学校において，

いろいろな学年に彼らを編入させている。ここでは，そ

のような中途編入者を対象に点字触読力検査を行なった

結果を報告することにする。

目的と方法

　本研究は盲学校中途編入者の点字触読力の実態を明ら

かにし，彼らの点字触読力に影響する要因を解明するに

ある。

　すなわち，点字触読力検査（注3）を彼らに行ない，彼

らの点字触読力の実態を明らかにし，さらにそれらと，

視力程度，失明年令，学力等との関係を考察する。

　被験者は341名で，昭和38年度において盲学校小学部

Developmental　study　of　Braille　Reading（3）・

SATO，Yasumasa（Tokyo　University　of　Edu一

1年から中学部3年に在籍する児童のうちの中途編入者

である。この数は抽出比が％であるので我国の中途編入

者の約ヲ倉に相当する。なお，触読力検査は盲学校小学部

1年から3年に在籍する児童には小学校低学年用，小学

部4年から6年に在籍する児童については小学校高学年

用，中学1年から3年に在籍する生徒は中学校用を用い

た。（触読検査の実施法は第1報にふれたので略す。）

結果

＊

＊＊

cation）

　1．在籍学年別の触読能力

（11小学部低学年に在籍する中途編入者

　まず，小学校低学年用検査を行なった小学部1年から

3年までに在籍する中途編入者の結果をのべよう。ただ

し，小学部1年は中途編入児童がいないので，小学部2

年から嫉じめる（第1表）。

　小学部2年に在籍する編入者は4人であるが，その平

均は1．75である。正規に入学したもの（小学部1年1学

期に入学）の平均は6．50であるので，かなり劣ってい

る。中途編入者の数が少ないので有意差検定は省略する

が，明らかに劣っていることがわかる。なお，この4人

の児童はいずれも2年1学期に盲学校に編入したものた

ちであり，1年遅れに相当する。

　これを在籍学年学期の偏差値になおすと，40。25とな

り正規の50に対して劣ることがよくわかる。

　小学部3年に在籍する中途編入者の場合に移ろう。正

規入学者の得点平均は8．96であるのに対して，3年に在

籍する編入者の平均は7．44となる。有意差検定を行なう

ためにまず，分散の差の検定を行なったところ，Fニ
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　　　第1表　小学部低学年中途編入者について

在籍学年

2年

2年

3年

〃

〃

〃

〃

盲学校入学時期

（正）　1年　1学期

　　2年　1学期

（正）　1年　1学期

　　1年　2学期
　　1年　3学期
　　　～2年2学期
　　2年　3学期
　　　～3年2学期
　　中途編入者全員

人数

N
76

4

95

2

9

5
16

得点
平均

M
6．50

1．75

8．96

3．00

8．90

6．60

7．44

標準
偏差

SD

4．78

1．92

5．88

2．00

2．77

5．61

4．30

偏差
値A

50．00

40．25

50．00

39．50

50．00

45．8

偏差
値B

48．0

40．5

56．0

62．6

正規天学
者との比較

Fo

2．69

1．69

1．17

to

0．003

0．86

0．98

　（注）

1．17＜2．12（P＝0．05）となり，有意差はみられない。そ

こで，平均の差の検定を行なったところ，　t。＝0．985＜

1．98となり，有意な差はみられなかった。

　ところで，小学3年の場合は合計16人のうち盲学校入

学が1年2学期（1学期遅れ）が2名，1年3学期から

2年2学期’まで（1年遅れ）が9名，3年1学期から3

年2学期まで（2年遅れ）が5名である。3年2学期

（1学期遅れ）入学の児童2名の平均は3．0と悪いが，

1年3学期から2年2学期まで（1年遅れ）9名の得点

平均は8．9となり，正規入学者の平均8．96と差がない。

3年1学期から3年2学期まで（2年遅れ）に入学した

5名の得点平均は6．6となり，正規入学と比較しても

　Foニ1．69＜2．46となり，分散の差は有意でないので

平均の差の検定を行なってみると，t。ニ0。868＜1．98で

有意な差がない。これを偏差値になおしてみると，1学

期遅れは39．50，1年遅れ50．00，2年遅れは45。8であ

った。1学期遅れが悪いのは人数も少ないし，たまたま

能力の劣るものがはいっていたためと思う。

偏差値Aは在籍学年におけるもの，偏差値Bは点字学習期間にした場合

　（2）小学部高学年の場合

　小学部高学年用を行なった，小学4年から小学6年に

在籍する中途編入者についてのべよう。（第2表）

　まず，小学4年に在籍する中途編入者全員の平均は

8．63となり，正規入学者の平均10・10にくらべて，有意

な差はみられない。すなわち，分散の差の検定ではFoニ

1．53＜2．12と有意差なく，っづいて，t検

定の結果は，to＝0．528＜1．98で有意差は

なかった。4年在学の中途編入者16名のう

ち，1年2学期入学の1学期遅れ1名の得

点は13．0，1年遅れ3名の平均は10。00。

2年遅れ9名の平均は9．6，3年遅れ3名

の平均は3．0となり，3年遅れ，いわば盲

学校にきて1年しかたってないものの遅れ

が目だつだけであった。これを偏差値にな

おすと，1学期遅れは57，1年遅れ49。7，

2年遅れ48．9，3年遅れ33．0となる。

　5年生についてみると，正規入学者の平均10．82に対

して5年在籍の中途編入者全員30名の平均は9。8となっ

た。分散の差の検定ではFo＝LO2＜L71となって，有

意差はないので，t検定の結果はt・ニ0．968＜1．96で同

様有意な差はみられない。しかしながら，1年2学期に

入学した1学期遅れ3名の平均は13．7，1年遅れが1LO

2年遅れが9．6，3年遅れが9．4に対して4年遅れが6．25

と，はっきり劣っている。ここでも点字学習1年のもの

が悪い。偏差値になおしてみても，それぞれの平均は1

学期遅れ入学55・3，1年遅れ50．2，2年遅れ47．6，3年

遅れ47。3に対して4年遅れは42．3と最も悪い。

　6年に在籍する中途編入者をみよう。正規入学者の得

点平均11．46に対して，　中途編入者全員52名の平均は

10．94となった。分散の差の検定ではFo＝・1．26＜1．50で

有意差なく，したがって丁検定の結果はtoニ0．6242＜L

96で有意差はない。

　6年在籍の中途入学者を，入学時期の遅れごとにしら

べてみると，一学期遅れ入学者1名得点は6．0であった

が，1年遅れ7名の得点平均は13．9，2年遅れ11名の平

均は12。9，3年遅れ20名の平均11．30，4年遅れ9名の平

均は9．3と正規入学と有意差がないが，5年遅れ4名の

平均は3．5と最も悪い。やはり点字学習1年のものは劣

っている。

　これを偏差値になおしてみると，1学期遅れ40．0，1

年遅れ54．6，2年遅れ52。7，3年遅れ49．75，4年遅れ
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第2表　小学校高学年について

在籍学年1　盲学校入学時期

4年

〃

〃

ノノ

〃

〃

5年

〃

〃

〃

〃

〃

〃

1年　1学期

1年　2学期

1年　3学期
　～2年2学期
2年　3学期
　～3年2学期
3年　3学期
　～4年2学期
中途偏入全員

1年　1学期

1年　2学期

1年　3学期
　～2年2学期
2年　3学期
　～3年2学期
3年　3学期
　～4年2学期
4年　3学期
　～5年2学期
中途偏入全員

　　得点 一標輩　偏差
人数
　，平均．偏差 値A

N M
95

1
、

3‘

9

3
16

SD
10．1σ

13．0α

10．00「

9．6

3．O

4．40

1．63

2．06

2．45

100

3

5
10

　8

4
30

8．6313．46

　 ！

50．0

57

49．7

48．9

33．0

10．825．26150．O

　　i13・711・25 55・3

・1・・ 5・1・15α2

9．615．83　　47．6

　　1
9．4i3．80 47．3

6・25，6・0242・3

　　
9．805．141

偏差
値B

58

56．3

52．4

　　　　　　　　　　　　103111．46 5．24　　　　　　　　　　　　　　　　　　i50．0　　　　　　1年　1学期　6年
　　　　　　1年　2学期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40　　　　　　　　　　　　　1、6．O　i一　〃
　　　　　　1年　3学期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54．6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55．5　　　　　　　　　　　　　　13．9t2。75　　　　　　　　　　　　　7　〃　　　　　　　～2年2学期　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　2年　3学期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56．3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52．7　　　　　　　　　　　　　　12．9　7．01　　　　　　　　　　　　11　〃　　　　　　　～3年2学期
　　　　　　3年　3学期　　　　　　　　　　　　2α　11．30　7．95　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49．75　〃　　　　　　　～4年2学期
　　　　　　4年　3学期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42．2　　　　　　　　　　　　　　9．3　3．68　　　　　　　　　　　　　9　〃　　　　　　　～5年2学期
　　　　　　5年　3学期　　　　　　　　　　　　　　3．5　1．66　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34．0　　　　　　　　　　　　　4　〃　　　　　　　～6年2学期
　　　　　　中途偏入全員　　　　　　　　　　　　　110・9414・64「　　　　　　　　　　　　52　〃

42．2，5年遅れ34．0となる。

（3）中学部の場合

　中学部に在籍する中途編入者のうち，まず中学1年に

在籍するものからはじめよう。（第3表）

　中学1年在籍の中途編入者全員72人の平均は8．39であ

り，正規入学者119人の平均は9．7であった。分散の差

の検定ではF・＝L16＜1．45で有意差がないので，t検定

を行なったところ，to鴛1．93〈1．96で有意差はないが，

得点は低い。中学1年在籍の中途編入者を細かくみると

1学期遅れ1名の得点は5．0，1年遅れが11．3，2年遅

れ8．8，3年遅れ9．66，4年遅れ8．0，5年遅れ4．4，6

年遅れ5．1となり1学期遅れと5年及び6年遅れが劣っ

ている。

　これを偏差値になおしてみると，1学期遅れ4LO，1

正規入学者
との比較

Fo

4．09＊

1．53

to

1．84

0．52

1．16－

1．35

1．60

1．02

0．07

0．68

0．74

0・96

3．15

1．94＊‘

2．40＊’

1．81

1．26

1．22

0．63

0．008

1．20

0．62

　　　盲児の点字触読に関する発達的研究

年遅れ46．6，5年遅れ39．6，6年遅れ41．0

となって，はっきりとわかる。

　中学2年在籍の中途編入者をみよう。正

規入学者の平均11．98に対して，中途編入

者全員67名の平均は9．24である。　分散の

差の検定ではFoニL279＜1．46で有意差な

く，ついでジ検定を行なってみると，to＝

3。52＞1．96で有意な差がみられ，中途編

入者が劣っている。

中2在籍の中途編入者のうちわけをみる

と，1学期遅れ13．5，1年遅れ12．5，2年

遅れ14．7，3年遅れ9．2，4年遅れ10．8，

5年遅れ8．6，6年遅れ8．04，7年遅れ2．8

となり，5年遅れ，6年遅れごろから正規

に比して劣り，7年遅れでは非常に劣って

いる。これを偏差値逗なおしてみると，1

学期遅れ53。3，1年遅れ51．5，2年遅れ

50．7，3年遅れ44．6，4年遅れ48．0，5年

遅れ43．7，6年遅れ42．47年遅れ32．4とな

り，はっきりと5年以後の遅れがみられ

る。

　中3に在籍する中途編入者にうつろう。

　正規入学者の平均は11．48であるが，中途編入者全員

84名の平均は8．82となる。分散の差の検定を行なってみ

ると「，Fo＝1．09＜1．45で有意差はなく，つ二でt検定を

行なってみとる，t・＝3．5＞1．96で有意差がみられる。

中途編入者を細かくわけてみると，1学期遅れは13。3，

1年遅れ11．9，2年遅れ11．30，3年遅れ9．6，4年遅れ

11．2，5年遅れ10．5，6年遅れ7．1，7年遅れ4．0，8年遅

れ4．2となる。これをみても，6年遅れ，7年遅れが劣

っているが，とくに8年遅れが目立って劣る。これを偏

差値になおしてみると，1学期遅れ52・5，1年遅れ50．0．

2年遅れ48．9，3年遅れ45．3，4年遅れ48。6，5年遅れ

47．5，6年遅れ40．5，7年遅れ34．9，8年遅れ35．0とな

って，明白にわかる。
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読書科学（刈，1）

　　　第3表中学部につ い　て

在籍学年

中1

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

中3

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

盲学校入学時期

小学1年1学期

　1年　2学期

　1年　3学期
　’》2年2学期
　2年　3学期
　’一3年2学期
　3年　3学期
　～4年2学期
　4年　3学期
　～5年2学期
　5年　3学期
　’》6年2学期
　6年　3学期
　～中1年2学期
　中途偏入全員

小学1年1学期

　　1年　2学期

　1年　3学期
　～2年2学期
　2年　3学期
　～3年2学期
　3年　3学期
　～4年2学期
　4年　3学期
　～5年2学期
　5年　3学期
　～6年2学期
　6年　3学期
　～中1年2学期
　中1年3学期
　～中2年2学期
　中途編入全員

人数

N

得点
平均

M

標準
偏差

SD
　1
1191　9．70

1』。
9111．3

13　8．8

21　9．66

　8 8．O
　l

　5　4．4

15 5．1

72　8．39

4．78

3．05

6．37

4，42

3．44

3．83

3．26

4．41

102

6

2

6
12

8

7
21

5
67

11．98

13．5

12．5

14．7

9．2

10．8

8．6

8．04

2．8

9．24

4．98

3．35

1．5

1．6

3．34

2．38

2．72

3．87

2．48

4．39

小学1年1学期

　1年　2学期

　1年　3学期
　～2年2学期
　2年　3学期
　～3年2学期
　3年　3学期
　～4年2学期
　4年　3学期
　～5年2学期・
　5年　3学期
　～6年2学期
　6年　3学期
　～中1年2学期
　中1年3学期
　～中2年2学期
　中2年3学期
　’》中3年2学期

　中途偏入全員

97

4
10

7
11

12

2
23

4
11

84

11．48i5．10

13．3014．02

　　1
11．90　4．85

11．30　6．32

　9．6　4．62

111．2　　5．94

10，5　5．40

　7．1　3．87

　4．0　2．55

　4．2　3．11

　8．82』5．34

偏差
値A

50．0

41，0

60．1

51．1

50，1

46．6

39．6、

41．0

50．0

53．3

51．5

50．7

44．6

48．0

43．7

42．4

32。4

50．0

52．5

50．0

48．9

45．3

48．6

47．5

40．5

34．9

35．0

偏差
値B

42

52．5

50．3

54．0

正規入学著
との比較

Fo

2．19

2．43＊

1．12

1．61

1．19

2．02

1．16

1．61

8．15＊

2．06

3．85＊

1．59

3．25

1．27

1．00

1．77

1．07

1．46

1．68

2．31

1．09

to

0．90

0．47

0．03

0．90

2．51＊

3．82＊

1．93

0．73

9．88＊

1．31

1．15

3．43＊

4．06＊

3．52＊

0．24

0．08

1．12

0．13

3．90＊

4．63＊

3．5＊

　まず，小学校低学年用を行なった小学1

年から3年までに在籍する中途編入者を点

字学習期間別にわけて，その正答数の平均，

標準偏差をもとめると，第4表のようにな

る。

これから，点字学習期間1年未満，1年～

2年のもののそれぞれの得点は4．4と8．9

であり，有意な差がみられ，発達がみられ

る。

　なお，正規入学者の1年と2年のそれぞ

れの値は2．44と6．50であるから，中途編入

者の同じ点字学習期間の方が得点は高いこ

とになる。点字学習期間を中心にして偏差

値になおせば，それぞれはほぼ55と54にな

る。

　（2）小学校高学年の場合

　小学校高学年用検査を行なった小学4年

～6年に在籍する中途編入者を点字学習期

間別にみる。（第4表）

　点字学習期間1年未満4．5，1年～2年

9．4，2年～3年10．7，3年～4年12．4，

4年～5年13．8となり，1年未満と1年～

2年未満の間は有意な差があるが，他の数

値の間は有意な差がみられない。いわば，

1年未満と2年の間は大きく進歩している

が，それ以後の進歩は少なくなる。

　正規入学者の得点は，小学高学年である

から，4年と5年のものと比較することが

できる。正規入学小学4年の平均は10．10，

5年の平均は10．82となり，中途編入者は

それぞれ12．4，13．8と正規入学者より高

　2．中途編入者の触読能力　　　　　　　　　　　　　　くなっている。点字学習期間を中心にして偏差値になお

　　　一点字学習期間別の触読能カー　　　　　　　　　してみると，それぞれ55と55となり，はっきりわかる。

　中途編入者を点字学習期間別にわけて，その能力の発

達を眺め，かつ正規入学者の発達と比較してみよう。　　　　（3）中学生の場合

　（1）小学低学年の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　触読テスト中学部用を行なった中学1年～3年までに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一28一
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第4表　中途編入者の点字学習期問別得点

盲児の点字触読に関する発達的研究

在籍　点字学習期間

小
学
部
低
学
年

1　年未満
1年～2年未満

2年～3年未満

　　1　年未満
小　1年～2年未満
学
部　2年～3年未満
ピ
畢・3年～4年未満
年・
　　4年～5年未満

　　5年～6年未満

中

学

部

1　年未満
1年～2年未満

2年～3年未満

3年～4年未満

4年～5年未満

5年～6年未満

6年～7年未満

7年～8年未満

8年～9年未満

N M
4．4

8．9

3．0

11　　4．5

26　　9．4

33　10．7

17　112．4

10　13．8

1　　6．0

31

30

38

31

37

26

10

16

4

4．4

6．9

7．6

10．0

10．1

10．8

10．9

12．5

13．3

SD

4．99

2．76

2．00

4．31

3．30

4，96

4．19

2．40

3．24

4．37

3．66

3．93

4．62

4．77

5．70

4．42

4．89

Fo

3．32

1．82

2，20＊

1．37

2．91

1．82

1．44

1．16

1．37

1．08

1．53

1．74

to

2．22＊

3．77＊＊

0．54

1．18

0．93

2．20＊

0．91

2．56＊

0．09

0．57

0．05

0．77

在籍する中途編入者を点字学習期間別にわけてみる。

（第4表）

　点字学習期間1年未満4．4，1年～2年6．9，2年～3

年7．6，3年～4年10．0，4年～5年10．1，5年’》6年

10．8，6年～7年10．9，7年～8年12．5となり点字学

習期間が増すごとに得点は高くなり，とくに1年から2

年にかけてと3年から4年目にかけての進歩は著しく，

有意差がみられた。（正規入学者の3年～4年の著しい

準歩と同様に，この種の学習の著るしくのびる時期とい

えよう。）

　これを，正規入学者と比較すると，、正規入学者の中学

1年と2年にくらべることができる。正規入学の中学1

年9．7，中学2年11．98に対し，これに相当するものはそ

れぞれ10．9と12．5となり，正規入学者より多少上まわっ

ている。点字学習期間を中心に偏差値になおせば，それ

ぞれ，53と52である。

　3。中途編入者の触読能力と性差，視力差，

　　失明年令，学力との関係

　（1）性差

　中途編入者の触読能力の男女差を調べるのに2つの方

法をとった。1つは．点字学習期間毎の男女の触読能力の

平均，標準偏差をもとめる方法，もう1つは点字学習期

間別に触読能力上位のもの（上位％）と下位のもの（下

位％）に含まれる男女の比率を求める方法をとった。第

1の方法，すなわち，点字学習期間毎の触読能力の男女

の平均，標準偏差をもとめた結果は第5表のようにな

る。この結果をさらにくわしく統計的に検討するため，

ノンパラメトリック法のuテストを行なった。それによ

ると，小学校低学年用，小学校高学年用，中学校用の3

つのテストを実施したそれぞれの点字学習期間別の男女

差は，中学校用を用いた点字学習期間1年～2年をのぞ

いて男女の間に有意な差はみられなかった。

　つぎに，触読能力優群と劣群に含まれる男女の比率は

第6表のようになる。　これをブ検定を行なってみた

が，小学校低学年，小学校高学年，中学校といずれも有

意な差はみられなかった。

　以上の結果から，中途編入者の触読能力の男女差はほ

とんどないといえよう。なお，1年1学期から盲学校に

入学し点字を学習した盲児についても男女差はみられな

かった。いわば中途編入者についても同様の結果を得た

わけである。

　（2）視力及び失明年令との関係

　中途編入者の触読力における視力差をみる方法も男女

差の場合に準じた。まず，点字学習期間別における全

盲，準盲，弱視の平均と標準偏差をもとめた結果は第7

表のようになる。これを，全盲：準盲，準盲：弱視，全

盲：弱視と対にして，ノンパラメトリックのUテストを

行なったところ，それぞれの対のなかで，有意な差がみ

られたものはなかった。

　他方，触読力上位群，下位群に含まれる全盲，準盲，

弱視の人数をとり出して，これも全盲：準盲，準盲＝
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読書科学（M，1）

　第5表　中途編入者の触読力と性差　（1） 第6表　中途編入者の点字触読力と性差　（2）

小

低

小

古
同

中

学

0’》1

1～2

0～1

1～2

2’》3

3～4

0～1

1～2

2～3

3～4

4～5

5～6

6～7

7《・8

男

M
4．00

9．00

5．67

9．60

9．72

12．88

4．50

5．50

7．09

10．65

8．74

11．47

6．25

14．00

SD

3．32

1．87

4．50

3．78

5．11

5．30

3．68

3．25

4．05

3．52

3．74

3．87

5．45

1．95

N

4

4

8
17

18

8

14

20

22

17

20

15

4

5

女

M
4．80

8．80

1．66

9．00

11．80

11．89

SD

5．98

3．31

1．25

2．67

4．52

2。77

4．35

9．60

8．19

9．21

11．61

9．91

14．00

11．82

2．83

4，61

2。91

4．31

4．98

5．38

3．27

4．97

N

5

5

3

9
15

9

17

10

16

14

17

11

6
11

Uテスト

U1

11

10

U2

9
10

20．5

88．51

107．5

41．5

116

51．5

145

143．5

127

95

4．5

36

3．5

64．5

162．5

30．5

122

148．5＊

207

94．5

213　，

70

19．5

19

小

低

小

古
同

中

学

上　位

下　位

上　位

下　位

上　位

下　位

男

2

1

21

19

32

39

女

4

5
11

13

39

33

z2

0．444

0．267

1．183

弱視，全盲：弱視として対にして，z2検定を行なって

みた。結果は第8表のように有意な差がみられたものは

　　　　　　　　第7表　中途編入者の触読力と視力程度との関係　（1）

なかった。

　これらの結果から，中途編入者の触読能力における視

力差はないといえる。このことは，小学1年1学期から

盲学校に入学し点字を学習した子供たちについても既に

明らかになっているので，中途編入者の場合も同様の結

果を得たことになる。

　失明年令との関係をみるために，全盲について，失明

年令のはっきりしているものを対象に，失明年令0～5

才と6才以上の2群にわけて，それぞれの触読能力を比

較してみた。方法はこれまで同様に，まず，点字学習期

間を0～5才失明群と6才以上失明群にわけて平均と標

小

・低

『

小

古
同

中

学

0～1

1～2

0～1

1～2

2’》3

3～4

全 盲

M
4．00

8．75

3．65

9．63

11．22

10．92

0～1

1～2

2’》3，

3～4

4～5

5～6

6～7

7～8

3．50

6．08

7．81

8．50

10．88

10．53

11．50

12．45

SD

2，16

3．70

2．33

3．03

4．67

4．05

N

3

4

5

8
18

12

3．17－

5．52

3．83

2．72

3．99

4．06

5．44

5．13

10

12

16

12

17

15

6
11

準　 盲

M
5．0

9．0

7．67

10．11

8．75

11．00

4．15

6。00

7．80

10．38

11．30

9．83

13．33

13．00

SD
4．0

0

6．60

3．12

6．38

3．09

2．16

3．09

4．26

5．39

5．96

1．73

2．12

N

2

2

3

9

4

1

13

3
10

8
10

6

3

4

弱　視

M
4．50

9．00

3．00

8．56

10．56

10．75

6．00

7．73

7．00

11．36

7．70

12．80

11

SD

6．65

2．16

1。41

3．49

4．64

6．42

3．0

3．66

3．83

4．30

3．82

3．99

N

4

3

3

9
11

4

8
15

12

11

10

5

1

1

全　 弱

U1

8
5．5

9
47

115

32

20．5

62．5

103．5

46

119．5

27

U2

4
6．5

6
25

83

16

59．5

117．5

88．5

86

50．5

48

全　　準

U1

2．5

4

6
32．5

42

52．5

18

82

39

80

50

7
22．5

u2

3．5

4

9
39．5

30

77．5

18

78

57

90

40

11

21．5

弱　　準

U1

3

2

6
30

25．5

70．5

30．5

54．5

47．5

35

20

u2

5

4

3
51

18．5

33．5

14．5

65．5

40．5

65

10
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第8表中途編入者の触読力と視力程度との関係（2）　第9表

小

低

小

古
同

中

学

上位

下位

上位

下位

上位

下位

弱視

X2

　　　　　盲児の点字触読に関する発達的研究

中途編入者の触読力と失明年令との関係　（1）

全盲

17

12

26

35

準盲

7

7

20

18

2

3

8
13

24

19

全盲：

準盲

0．285

0．943

全盲：　準盲：
　弱視、弱視

2．053

1．758

0．486

0．082

準偏差をもとめ，有意差検定はノンパラメトリックのU

テストを行なった。ただし，失明年令別2群の人数の少

ないのは，はぶくことにする。（第9表）結果，Uテス

トではすべて，点字学習期間において，0～5才失明群

と6才～失明群の間に有意な差はみられなかった。

　つぎに，小高，中学において，上位群，下位群にふく

まれる失明年令2群の比率を求め，Z2検定を行なった。

結果は第10表のようになり，有意な差はみられなかっ

た。このことは，1年1学期から盲学校に入学し点字を

学習した児童生徒たちの場合と同様のことがいえる。

小

古
同

中

学

2～3

3～4

0～1

1～2

2～3

3～4

5《’6

7《・8

0～5才

M
9．83

12．14

2．40

9．20

7．50

8．20

8，43

11．43

SDIN
23．47

8．12

6

7

3．44

39．76

4．92

11．06

11．36

31．95

5

5

6

5

7

7

6才～

MISDIN
　　l　l
11．75　20．191　8

　　1　　1
14．00！2．013
　　1　　1

Uテスト

U1

20

14．5

　　I　l
2・670・8913
　　1　1
5．40　　8．24r　5　

8．33120．391gl

　　l　t
8．7114．8571
　　1　1
11・67124・1413

　　1　　1
14・25」1・69 41
　　1　　1

u2

28

6．5

7　　8

18　　7

23　唱31

11．5　　20．5

8　　13

10．5　17．5

第10表　中途編入者の触読力と失明年令との関係　（2）

小
学高
　学

年

中

学

上位群
下位群

上位群
下位群

0～5才

10

8

17

24

6才～

7

4

9
11

X2

0．04

0．07

　（3）学力との関係

　　　　　　　　　　　　　　　　も　中途編入者の触読能力と学力との関係を調べるために

2つの方法をとった。1つは各教科と触読力との相関係

数を求める方法，もう1つは，触読力上位群と下位群の

各教科の得点の平均を求めた。

　まず，第1の方法である触読力と各教科の学力（教師

による5段階評価）を点字学習期毎に眺めた結果は第11

表のようになる。

　まず，国語との相関を各点字学習期間別にみると，高

い相関がある6，かなり相関がある6，低い相関がある

8となり，全般的にみて相関はかなりみられる。相関係

数の有意性の検定によると，小学高学年の点字学習期間

0－1，3－4，4－5をのぞいて，すべて相関係数は

有意であった。

　社会科との相関を同様にしてみると，高い相関がある

3，かなり相関がある7，低い相関がある5となり，全

般的に相関があるといえる。これを相関係数の有意性の

検定を試みると，小学高学年，点字学習期間0－1，1

－2，4－5，中学点字学習期間5－6を除いて，すべ

て相関係数は有意であった。

　算数との関係をみると，高い相関がある1，かなり相

関がある9，低い相関がある2で，相関なし3であり，

どちらかといえば相関はあるといえよう，相関係数の有

意性の検定によると，小学低学年点字学習期間1－2，

小学高学年点字学習期間0－1，1－2，3－4，4－

5をのぞいて，相関係数は有意であった。

　理科との関係をみると，高い相関がある3，かなり相

関がある5，低い相関がある5，相関なし2であり，や

はり相関関係はみられる。相関係数の有意性の検定を行

なうと，小学低学年点字学習期間0－1，小学高学年点

字学習期間0－1，3－4，4－5，中学点字学習期間

3－4，5－6をのぞいて，相関係数は有意であった。

　以上を各教科ごとに総合してみると，相関係数に有意
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読書科学（M，1）

　　　　第1俵　中途編入者における触読力と学力との相関係数及び相関係数の有意性の検定

小

低

小

高

中

学

0《・1

1’｝2

0’》1

1’》2

2’｝3

3飼4

4～5

0《’1

1’》2

2～3

3《’4

4～5

5’》6

6飼7

7’｝8

N

8

9

10

26

33

17

10

30

29

38

30

37

26

10

16

国 語

相関係数

0．89◎

0．82◎

0．27△

0．550

0．75◎

0．26△

0．22△

0．70◎

0．540

0．550

0．520

0．570

0．410

0．75◎

0．70◎

t

4．782☆☆

3．796☆☆

0．794

3．228☆☆

6．316☆☆

1．042

0．638

5．186☆☆

3．336☆☆

3．952☆☆

3．220☆☆

4．107☆☆

2．203☆

3．209☆☆

3．667☆☆

社 会

相関係数

0．70◎

0．85◎

0．22△

0．36△

0．650

0．92◎

0．23△

0．440

0．430

0．39△

0．430

0．510

0．35△

0。弓40

0．590

t

2．402

4．276☆☆

0．638

1．891

4．714☆☆

9．085☆☆

0．669

2．592☆

2．477☆

2．541☆

2．520☆

3．510☆☆

1．831

2．357☆

2．733☆

算 数

相関係数

0．75◎

0．10

一〇．16

0．37△

0．540

　0．24△

　0．04

0．410

0．490

0．610

0．460

0．480

0．430

0．670

0．640

t

2．837☆

0．266

一〇．459

　1．952

3．573☆☆

　0．957

　0．113

理 科

相関係数

0．450

0．92◎

0．32△

0．650

0．590

0．18

0．13

2．378☆　　　0．470

2．933☆☆　　0．37△

4．619☆☆　　0．33△

2．741☆☆－　0．33△

3．239☆☆　　0．520

2．334☆　　　0．33△

2．554☆　　　0．89◎

3．115☆☆　　0．75◎

t

1．235

6．221☆☆

0．956

4．191☆☆

4．439☆☆

0．708

0．371

2．817☆

2．071☆

2．097☆

1．849

3．604☆☆

1．713

5．523☆☆

4．241☆☆

◎　高い相関がある　○相関がかなりある　△低い相関がある

性のみられない点字学習期間の数は，国語は3／、5，社会

4／15，算数5／、5，理科6／15の順序でやはり，触読能力と関

係が深い国語がもっとも多く，理科が最も少なかった。

　他方，各点字：学習期間毎に，触読力の得点に応じて，

上位1！3と下位1／3の学力成績の平均を求めたのが第12表

である。全般に触読力上位のものの方が学力が高いとい

える。但し，各点字学習期間毎の人数は少ないので，そ

れを113した人数は非常にわずかになるので，統計的に

パラメトリックな検定はもちろん不可能であるがノンパ

ラメトリックな方法（Uテスト）も有意差のでる点字学

習期間は少ない。しかし，ある程度の人数がいるところ

ではもちろん有意差はみられる。

〔要約〕

　1．盲学校各学年に在籍する中途編入者についてみる

と，小学1年から盲学校に入学した児童と比較して劣る

学年は小2，中1，中2，中3，正規入学者と差のない

学年は小3，小4，小5，小6，であったが，各学年に

在籍する中途編入者をさらにくわしく盲学校への編入時

期別にみると，各学年を通じて，編入後2年以内㊨もの

が触読力で劣っている。

　小学校2年，3年，4年，5年に在籍する中途編入者

の場合は，編入後1年以内のものがとくに劣る。小6，

中1では編入後1年以内はもとより，2年以内のものま

で劣っている。中2，中3では，編入後3年以内にまで

劣る範囲が拡がっている。もちろん，編入後の期間の少

ないものほど劣る結果を示している（第13表）。

　なお，編入が小学1年2学期であって，盲学校在籍期

間がかなり長いものに劣るケースがあるが，1年の2学

期に編入するものにたまたま劣ったものがいたのであろ

う。普通学校にいれてどうしてもついていけない，学業

不振の子供が混っているためと思う。

　2．　中途編入者の触読能力を点字学習期間別に眺める

と，つぎのようである。まず，小学校低学年の場合，点
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　　　　　　　　　　　　　　　　　盲児の点字触読に関する発達的研究

第12表　中途編入者における触読力上位群下位群の学力及びuテストの結果

小

低

小

高

中

学

0～1

1～2

0～1

1～2

2戸）3

3～4

上位

下位

上位

下位

上位

下位

上位

下位

上位

下位

上位

下位

　　上位
4～5，
　　下位

0《・1

1～2

2《・3

3～4

4《’5

5～6

6～7

7～8

上位

下位

上位

下位

上位

下位

上位

下位

上位

下位

上位

下位

上位

下位

上位

下位

N

4

3

8
9
12

11

11

9

8
11

13

11

12

8
12

12

7

9

6

4

国　　語

M
3．0

1．67

4．67

3．0

3．50

2．67

3．75

2．89

3．83

2．45

4．20

3．00

4．33

3．33

3．27

1．89

3．22

2．18

3．54

2．71

3，25

2．50

3．92

2。42

3．33

2．67

4．00

2．33

4．17

2．80

SD
0．666

0．222

0．229

－0

0．25

0．889

0．188

0．766

u

8．5

0．5

9

0

9

3
59

13

0．473　119

0．430　113

0．560

0．400

0．223

0．222

0．743

0．321

0．395

0．876

0．557

0．490

0．687

0．450

0．410

0．577

1．111

1．556

0．667

0．223

0．472

0．560

21．5

3．5

88．5

10．5

70．5

17．5

117

26

74．5

21．5

133．5

10．5

44

19

8．5

0．5

23

1

社　　会

M
3．33

2．33

4．33

2．67

SD
0．224

0．889

0．226

0．222

u

8

1

9

0

算　　数

M
3．67

2．0

SD
0．223

0．667

u

理　　科

3．5

3．33

3．63

3．0

3．83

2．36

3．60

2．80

4．33

2．67

2．91

2．11

3．11

2．36

3．54

3．00

3．25

2．30

3．83

2．50

3．33

2．67

3．67

2．33

4．00

2．80

0．75

0．889

0，984

0．667

0．473

0．595

0．640

0．140

0．890

0．222

1．173

0．765

0．543

1．504

1．480

0．429

1．187

0．810

0．473

0．583

0．889

0．111

0．889

1．556

0．667

1．760

3．67

4．0

0．223

0．667

M
2．33

2．0

3．5

5．5

α5Poα5・
5．512．6710．889
　1

4・8！3・63

24

119

13

19

6

8

1
69

30

61

27

92

51

78．5

17．5

127

17

47

16

22

2

3．22

3．58

2．45

4．00

2．80

3．67

2．67

2．91

2．11

3．78

2．45

3．54

2．29

3．38

2，30

3．58

2．42

3．56

2．67

4．33

2．06

3．67

2．40

0．734

1．284

1．310

0．793

0．400

0．140

0．223

0．222

1．355

1．210

0。618

1．884

1．634

1．205

1．234

0．410

0．577

0．910

1．136

1．556

0．890

0．667

0．223

1．046

4．33

2．67

7．5

4．5’

45

27

3．25

2．33

3．63

3．0

101．5

30．51

3．67

2．45

23

2

8

1

3．60

2．80

4．33

3．00

68．5

30、5，

3．09

2．22

65．513．44

　1
22．51　　2．55

　ヒ
116．5

26．5

76．5

19．5

3．08

2．79

3．00

2．40

116，5

27．5

3．67

2．42

43。51

19・51

3．22

2．56

8．5

0．5

23

1

4．33

1．67

4．00

2．40

SD
0．2231

0．667

0．226

0．222

0．688

0．223

1．234

0．889’

0．723

0．611

0．240

0．140

0．890

0
1．437

0．840

0．914

1．703

0．379

0．597

1．500

0．840

0．556

1．243

0．839

0．691

0．223

0．222

0．333

0．640

u

5．5

3．5

9．5

2．5

47

25

110

22

21

4
7．5

1．5

72

27

60．5

27．5

101．5

41．5

76

20

118．5

25．5

47．5

15．5

9

0
24

0

字学習期間に応じて発達を示している。小学1年1学期

から盲学校に入学したものよりも得点が高かった。彼ら

は，普通学校でいろいろ経験してきていたりして，同じ

学習期間でも学習へのレディネスが十分備わっているか

らであろう。普通学校の学年からそのまま盲学校の学年

に横すべりしたのでなく，1年位下の学年に編入される

場合もあるので彼らは年令的にも高い基礎能力があるか

らであろう。小学校高学年に在籍するものをみると，点

字学習期間1年未満と1・》2年の間に発達が著るしいが，

それ以後は発達がにぶる。また，正規盲学校入学者と比
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読書科学（X皿，1）

第13表　点字学習期間（盲学校在籍期間）と偏差値

小　2

編入後　1年未満　40．25（4）

〃　1～2年未満

〃　2～3年未満

〃　3～4年未満

〃　4＾・5年未満

〃　5～6年未満

〃　6～7年未満

〃　7～8年未満

〃　8～9年未満

1　　　　一

小　3

45．8（5）

50．0（9）

39．50（2）

小　4

33．0（3）

48．9（9）

49．7（3）

小　5

42．3

47．3

47．6

50．2

55．3

（4）

（8）

（10）

（5）

（3）

小　6

34．0（4）

42．2（9）

49．75　（20）

52．70　（11）

54．6（7）

40．0（1）

中　1

41．0

39．6

46．6

50．1

51．1

60．1

41．0

（15）

（5）

（8）

（21）

（13）

（9）

（1）

中　2

32。4（5）

42．4　　（21）

43．7（7）

48．0（8）

44．6　（12）

50．7（6）

51。5（2）

53．3（6）

中　3

35．0（11）

34．9（4）

40．5　　（23）

47．5（2）

48．6　（12）

45．3（11）

48．9（7）

50．0（10）

52．5（4）

較して，点字学習期間を等しくした場合は正規入学者よ

り得点は高くなる。これは低学年のところでものべたこ

、とと同じ理由によると思われる。中学に在籍するものを

みると，やはり，点字学習期間が多くなるにつれて，得

点は高くなる。とくに点字学習期間1年から2年にかけ

てと3年から4年にかけての進歩が著るしい。正規入学

者のこの期間の進歩も目立っていたが同じような結果を

得た。3年から4年にかけてこの種の能力が著るしくの

びる時期なのであろう。なお，正規入学者と比較すると

やはり，点字学習期間を等しくした場合は編入者の得点

が高かったがやはり，前述した理由によると思われる。

ちなみに年令平均は正規入学者よりも多い。

　3．　中途編入者の触読能力の男女差を調べた結果は点

字学習期間にみたところ，ほとんど性差はみられない。

なお，小学1年1学期から盲学校へ入学したものについ

ても性差はみられなかった。つぎに視力及び失明年令と

の関係をみたが，視力別に全盲，準盲，弱視の間に有意

な差はどの点字学習期間にもみられなかった。なお，小

学1年1学期から盲学校に入学した児童についても視力

差はみられなかった。失明年令との関係をみるために全

盲について0’》5才失明と6才以後失明にわけて調べた

ところ，有意差はみられなかった。なお，小学1年1学

期から盲学校に入学した児童についても同様の結果が既

に得られている。学力との関係をみるため，教師の品等

をもとに触読力との関係をみたところ1どの教科も触読

力との相関がみられた。このことは1年1学期から盲学

校に入学した盲児についても既に明らかになっていたか

ら，中途編入者についても同じ結果を得たというわけで

ある。
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SUMMARY

　　This　is　one　of　the　serial　studies　conceming　the

Braille　reading　of　blind　children．In　this　report　the

，author　mentions　the　Braille　reading　ability　of　the　blind

who　moved　from　the　school　of　the　normal　to　that

of　the　blind．　In　comparison　with　pupils　who　have

．entered　the　school　for　the　blind　at　the五rst　term　of

8rade1，they　have　shorter　period　of　Braille　leaming，

because　it　is　impossible　to　leam　Braille　in　schools

for　the　normal　in　Japan．

　　Subject：341tactual　Braille　readers　of　both　sexes　in

』grade2through　9。They　entered　schools　for　the

－blind　at　the2nd　term　of　grade　l　through　the五rst

term　of　grade9．Their　terms　of　Braille　leaming　are

verydi鉦erent．

　　Procedure＝The　Braille　reading（speed　of　reading）

　　　　　　　　　　　　　　　　盲児の点字触読に関する発達的研究

test　made　by　the　author　was　employed．This　test

consists　of　three　levels；such　as　the　elementary　low

（grade　l　to3），elementary　high（grade4to6），and

middle（grade7to9）．On　the　other　hand，the　visual

acuity，age　of　deprivation　of　sight　and　school　achieの

vement　rated　by　the　teacher　were　reported．

　　Results：

（1）As　to　the　Braille　reading　ability，in　any　grade，

those　who　had　moved　to　the　school　for　the　blind　from

that　of　the　normal，within　the　past2years　were

inferior　to　those　who　entered　shools　for　the　Blind

at　the五rst　term　of　grade1．

（2）Under　the　condition　of　equal　terms　of　Braille

leaming，those　who　had　moved　to　schools　for　the

blind　are　more　or　less　superior　to　the　pupils　who　had

entered　schools　for　the　blind　at　the　丘rst　term　fo

grade1．

（3）No　signi丘cant　difference　was　found　between　boys

and　girls．This　is　the　same　as　pupils　who　had　entered

schools　for　the　blind　at　the五rst　term　of　grade1．

（4）　Concefning　the　visual　acuity，　no　siglli丘cant　dif－

ference　was　seen　among　three言roups　such　as　total

blind，semi　bhnd　and　partially　seeing．As　for　the　age

of　loss　of　sight，between　the　pupils　who　lost　sight

at　birth　or　during　their丘rst　five　years　and　those　who

Iost　sight　from6to10years　of　age，no　signi且cant

difference　was　found．These　results　are　also　the　same

as　the　pupils　who　had　entered　schools　for　the　blind

at　the　flrst　term　of　grade1．

（5）WithregardstotherelationofBraillereadingwith

school　achievement，correlation　coe伍cients　of　Braille

reading　with　four　school　subjects　such　as　Japanese，

arithmetics，science　and　social　studies　showed　that

the　school　achievement　has　something　to　do　with

Braille　reading　ability　with　these　pupils．
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読書科学（M，1）

幼児のお話の能力の発達（2）＊

今　井

阪

路

日本女子大学

　本　　一

子　　　篠

5．絵による作話

　子どもに10枚の絵を見せて，その個々の絵の意味を理

解させるとともに，それらの前後関係を捕えて，一まと

まりの物語を作らせ，話させるのが，この実験の計画で

あった。

　絵は福音館発行の「子供が初めてであう絵本」シリー

ズの中のディック・ブルーナ作，石井桃子訳「ふしぎな

卵」の絵のぺ一ジだけを利用した。ただし原作の物語か

ら離れるために，次の順序に配列を変えた。

（1）雄鶏1羽　　　　　（2）雌鶏1羽

（3）卵1個　　　　　　　（4）卵にW形のひび

（5）ひびが割れて雛の顔　（6）雛1羽

（7）親鶏2羽が口に餌　　　（8）雛の顔

（9）猫1ぴき　　　　　（1①犬1ぴき

　これを一列にひろげて見せ，“わあ，おもしろいわね。

どんなお話なのかな。（幼児名）ちゃん，この絵を見て

お話作って。”　と教示した。

　（1〉話の連続性

　子どもの反応が，ことばの上でどのように連続してい

るかを図示したのが図1である。この表で○印は各ぺ一

ジの絵に対して単語が1個与えられたもの，横線は2語

以上の文が与えられたものを示す。横線の不連続な所は

意味の連続が認められないこと，空所は省略されたこと

郎

原 寛　子＊＊

を示す。（この場合，単語と1語文との区別はしていな

い。）

　これを見ると，3才児は1ぺ一ジずつ描かれた物の名

称を言うか，それを単文で言うかであって，すくなくと

もことばの上では，意味の連続した話になっていない。

それが連続した話になるのは4歳半ごろから上であるこ

とが知られる。

　なお教示から話し終わるまでの所要時間は約1分30秒

で，この年令差はほとんど認められなかった。

　（2）文脈の合理化

　10枚の絵の一定の系列を前後に関係づけて一貫した意

味を付与するには，個々の独立した絵と絵との間の関係

を合理化しなければならない。また1枚の絵を説明する

にも，それをなんらかの文脈の中に位置づけなければな

らない。実験材料に用いた絵は，単純に図案化されて1

枚ごとに静止したものであるから，絵に描かれていない

意味を付け加える必要がおこる。このような機能を持つ

文が，全文の数に対する比率は，表4のように，年令が

上になるにつれて増している。

　　　　　表4　合理化の文の比率

年令　　3　　4　　5　　6

％　　　　　20　　　36　　　　45　　　76

＊

＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ところで，このような合理化には，次の3種の形式が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　認められた。

　Development　ofyoung　children／s　ability　to　hear　　a．補足一たとえば9＾・10ぺ一ジにおいて，ただ名称

／tellstories．（2）　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をr犬」r猫」と言うだけでなくて，r犬と猫が来て
　SAKAMOTO，Ichir6；IMAI，Michiko；SHI－
NOHARA，宜iroko（Japan　Women／s　University）　　遊んでいるの。」「……がけんかしたの。」などと，絵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一36一
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図1　絵による作話の連続性
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　に描かれていないことを補足する形式。これはもっと

　も多くて，3才児14％，4才児30％，5才児43％，6

　才児70％と，各年令段階の大部分を占めている。

b．知識一描かれた物についての自分の知識を持ち出

　して説明する形式。rおんどり卵産まないよ。めんど

　り卵産む。」のような例である。3才児では，鶏の雌雄

　は区別されなかった。これが区別されるのは4才児以

　　　　　　　　　　　　幼児のお話の能力の発達（2）

　　　　　　　　　　上である。

　　　　　　　　　c．経験一「黒いニャーニャー

　　　　　　　　　　こわいよ。」，「うちにお父さん

　　　　　　　　　　鳥飼ってるよ。」　のように，自

　　　　　　　　　　分の経験を述べる形式。

　　　　　　　　　　以上のような合理化の発達が，

　　　　　　　　　絵の名称の羅列から，一つの文脈

　　　　　　　　　の構成を助け，話の豊かさ，多様

　　　　　　　　　性，独自性を増していっているの

　　　　　　　　　である。

　　　　　　　　　　（3）お話の発端と結末

　　　　　　　　　　この10枚の絵の始から8枚めま

　　　　　　　　　では，鶏に関係している絵である

　　　　　　　　　から，話の発端は鶏の紹介・説明

　　　　　　　　　からはいるのが自然である。最初

　　　　　　　　　のことばが“卵”で始まっている

　　　　　　　　　ものが1名，他はみな“にわとり

　　　　　　　　　（または鳥等）”で始まっている。

　　　　　　　　　そしてすぐ絵に表わされている

　　　　　　　　　figureをたどりはじめ，その

　　　　　　　　　groundには触れない。“お母さ

　　　　　　　　　ん鶏が卵を生んで……”が名称の

　　　　　　　　　羅列でない22名中6名，“鶏が卵

　　　　　　　　　を捜して……”が3名。いわゆる

　　　　　　　　　　「ぽっと出」で，話のsituation

　　　　　　　　　には無関心である。ただし6才児

　　　　　　　　　になると，

　　　　　　　　　　鶏が巣に帰ってきて……（6才

　　　　　　　　　　　0月児）

　鶏が卵を温めていました。（6才2月A児）

　鶏を飼っている人がいました。（同B児）

というように，多少ともsituationの中に鶏を置く技巧

が見られる。

　前節「物語の再話」の項に引用したように，．既成のお

話を再話するときには，“昔ね”というようなsituation

を指示する決まり文句が冒頭に出ている。あるいは同じ
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　読書科学（刈，1）

機能を持つと思われる“あのね”という語が用いられて

いる。しかしこの実験ではみな「ぽっと出」になってい

る。・お話の冒頭でsituationを構成するという技巧は，

せいぜい6才にならないと習得しないようである。

　次にお話の結末の付け方を見る。この実験に用いた10

枚の絵の終わり2枚は，鶏と関係のない猫と犬との絵で

ある。そこでこの二つを切り取って関連付けるだけでお

話の結末にしたもの，たとえば“猫と犬とが遊んでい

る。”“猫が犬とけんかをする”などのように結ぶものが

22名中10名で，これは年令による差がない。どの年令の

子どもにも，発端から出ている鶏の話の中にこれを包摂

することができないものがいるのである。3才児はみな

この形式である。

　ところが，“猫が雛を食べようとしたら犬が来て…

…”とか，“雛と猫と犬とで食べ物を……”というよう

に，前を受けて終わりをまとめる者が4才以上では過半

数になっている。まとめ方の巧拙は別として，終わりで

前を受けて結ぶという技術をすでに心得ているものがか

なりあるようである。しかしこれは意図して結末の形式

をととのえているのではないと思われる。

　6才（2か月）児のお話を掲げよう。

　鶏のお母さんとお父さんは，いつも卵を温めていました。そ

れでなかなか割れない卵があって，やっと割れました。それで

雛が生まれました。（1～5）

　それからだんだんだんだんと大きくなってきて（6），卵が二

つ，うんとね，まだ温めてない卵が二つありました〔注，親鶏が

くわえているものを卵と見ている。〕（7）。それを雄鶏が見ると

小さなかわいい雛が生まれました（8）。それを猫がねらって雛

をうんとおいしそうな雛だと思って食べにきました（9）。それ

で犬が来て追いかけごっこが始まりました（10）。

　この程度の展開である。みな同巧異曲の展開である

が，変わり種が二つある。5才（11か月）児の作話であ

る。

　鶏がいてね。鶏がだんだん小さくなってね（1《’4），それで

ね，また雛が次の雛が生まれてね（5），すこし大きくなって

もうすこし大きくなって（6），そしたらね。だんだん大きくな

ったからね。また小さいみたいになってね（8），それで猫に食

べられそうになったんだって（9）。それでね，猫に食べられそ

うになったけど，犬が来てね，犬と猫がけんかして犬のほうが

勝ってね，犬のほうがその鳥を食べたんだって（10）。

　もう一つ4才（7か月）児にも，これと同じく，最初

の絵の配列から，鶏が生成を逆行するという想像を立て

ているのがある。この場合は2羽の親鶏と1羽の雛とが

登場するのではなくて，親鶏と雛とは同じ鳥で，絵の系

列には同じ1羽の鳥が変形して登場しているという見方

に立っているわけである。このような他我同一視は幼児
1
の
心
性 の特徴だと思われるが，これはもっと詳しく研究

してみる必要があろう。

　およそ以上のようで，絵の系列を見せて作話させた場

合は，与えられた系列に従って文脈を合理化することは

4才半以前では困難であること，お話のsituationを冒

頭で構成することは6才になってもまだ充分ではなく，

幼児の作話は「ぽっと出」で始まり，終末のまとめも充

分ではないなどが知られた。

6．物語の完成

　次に，刺激図を用いず，お話の発端だけを話して聞か

せて，そのあとの展開と結末とを自由に語らせてみた。

これによって（1）お話の発端を理解して，その中の諸条件

をどれだけ展開させることができるか，（2）その展開はど

れほど持続するか，（3）そしてどのように結末を付けるか

を見ようとした。

　発端には，空想的な話と，生活的な話とを用意した◎

次のようである。

　A．森の中に動物村がありました。リスの親子が大きな栗の木

　　の上でお話をしていました。そこへ兎がとんできました。“リ

　　スさん，リスさん電報ですよはやく降りてきてください。”と

　　言いました。お母さんリスは急いで降りていきました。とこ

　　ろが大変です。子リスちゃんはあわてて木の上から落っこっ

　　てしまいました。

　B．（被検者名）ちゃんとお母さんは夕方お買物にいきました。

　　お肉とお野菜を買いました。今度おもちゃ屋さんの前にいき
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ました。○○ちゃんは（品名）がほしくて仕方なかったので

“お母さん（品名）買って”とおねだりしました。

　教示は“これからお話してあげるわね。だけどそのお

話途中までしかないの。だから○○ちゃんその続きを作

ってくれる？”と言い，ABの順に行なった。冒頭話は

上記の骨子を変えず，ただ表現を年令にあわせて変える

ようにした。Bの品名は，被験者がほしいと思っている、

ものを入れた。この話は現実的なので，“お話でいいの

よ。本当のことでなくてもいいのよ。”と言い添えた。

　（1）　リスの親子の話

　この話には，登場人物としてリスの親子と兎の電報屋

さんの3人，事件として電報の来着と子リスの木からの

落下との2件が提出されている。これらを受けて作話を

試みた26名の中23名は，子リスの落下事件だけを展開さ

せている。兎は電報を届ければ立ち去るのであるから，

事件の場面に立ち合わなくてもよいが，届いた電報のこ

とは6才児の3名だけが展開に用いている。幼少児に

は，電報のことよりも，落下事件のほうが注意を引くの

は，それが生活に近いことと，冒頭話の最後にそれが置

かれていることとに因ると思われる。

　落下事件の展開のもっとも多い型は，

　　→けが　→　治療　→　治る

というものである。ただし，大けがをしたことで終わる

ものは1名（4才7か月児），子リスは死んだというもの

が1名（5才11か月児）ある。しかし後者では，お母さ

んリスがまたほかの子リスを生んだ4とになっている。

幼児のお話では「生の要求」が優勢であることは一般の

傾向であって，それがここにも現われているのである。

だから，落ちた所がやわらかい草だったのでけがをしな

かった（6才0月児）とか，けがのことを言わず，ただ

泣いていたらお母さんが抱いていった（5才9か月児）

というのもある。

　　3才児には支離滅裂でお話にならないものがある。よ

うやく話としてまとまってくるのは，やはり4才半ごろ

からである。5才台以上では，新しい人物を登場させた

　　　　　　　　　　　　　幼児のお話の能力の発達（2）

り，小道具を用いたりして，話を複雑にすることができ

ている。

　5才6か月児：赤ちゃんリスが落っこったから，石んとこに

パターンてなって死んじゃって，そしたらピョンピョンピョソ

お姉さんリスが出て来てね。子リスの家に寝かしておいたの，

赤ちゃんところのベッドに。そしたらお薬飲ましてね。えとね。

お水飲んでね，寝ていたら治って来たの。そしたらね。まだ元

気がないから寝てなさいって言ったの。お姉さんリスは。そし

たらだんだん，だんだん治って，元気が出て来たからお外で遊

んでいいよって言ったの。子リス君がそしたら木の上で遊んで

なさいよって言ったの。そしてあんまり遠くの方へ行かないで

って言ったの。そこで大変な事が起こったの。狼が木の下にか

くれていたの。そしたら赤ちゃん子リスびっくりしてね。自分

の部屋にはいっちゃったの。

　6才2か月児：それからね，子リスちゃんは気絶してしまい

ました。それでリスのお医者さんがいそいでよんで，それで治

してもらいました。それで皆は喜んで，リスのおじいさんから

の手紙（電報）でした。それで皆喜んでおじいさんの家に行き

ました。おじいさんお手紙どうもありがとうって言って。お菓

子とかそういう物をくれました。ぽくたちもまた家に帰ってし

ばらくしてから，おじいさんの家にお返事にまた手紙を出しま

した。

　（2）買物の話

　この話は現実の生活経験によって展開される自分を中

心とする話になるので，想像の飛躍が少い。まず話は，

ほしい物が買ってもらえるか否かによって方向が分か

れる。いずれにしても3～4才児（1名を除く）は玩具

屋の店先で話が終わるが，5才以上では家に帰ってから

の話が続く。

　6才（2か月）児：そいでママはぼくに小ちゃい怪獣のもの

を買ってくれました。それでぼくはうちへ帰って，直ちゃんの

分も買って来て，それで直ちゃんと怪獣ごっこをして遊びまし

た。それからぽくは全部一袋10円だから三つ出して，直ちゃん

も三つ怪獣を出しました。それでぼくは決闘をさせました。そ

れでぼくは直ちゃんの怪獣を倒したり，直ちゃんがぼくの怪獣

を倒したりして遊びました。

と，このように年令が上になるほど家に帰ってからの遊
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びの様子がくわしくなる。

　買ってもらえなかった場合の話は，たいてい店先で終

わる。そして4才半ごろから上の子は買ってもらえない

わけを言う。

　4才（7か月）児；一そしたらあんまり無駄づかいしたら

だめだって言われた。

　5才（4か月）児：一だめって。そしたら意地悪って言っ

て，お家に帰っちゃう。

　6才（2か月）児二一いつもねあたしがそういう事云うと

お母さん買ってくれない。だからね。ママのあとチョコチョコ

ついて行くの。そしてね。お買物すんだらお家に帰るの。

　（3〉時間と量

　教示の終から作話の終までの所要時間と全文数とを測

ってみたが，その結果は表5のようであった。

　　　表5　作話時問と文数

お話 Med Q Med Q
A
B

57秒

34

31

23

3．5文

2．0

1．8

0．5

　すなわち，A話は57秒で3．5文の反応をしているが，

B話は34秒で2文の反応をしている。前者のほうが反応

量が多いのである。しかし年令による差はほとんど認め

られない。年令とAの作話時間との相関係数は＋0．298，

Bの作話時間とでは＋0．042，年令とAの文数とでは

＋0．132である。けれども，同一児がAとBとの作話に

要した時間は＋0．888と，相当に相関が高く，発達より

も個人差のほうがいちじるしいのである。なお同一児の

A話における所要時間と表現文数の間の相関は＋0．432

と，かなり一致していることが知られた。

7．お話の能力の発達

　以上の実験結果を総合すると，幼児におけるお話の能

力の発達はあらまし次のようだと見てよいであろう。

（1）3才児

〔理解〕お話の理解はまだ部分的で全体を捕えることが

できず，また主要なテーマを逸していることが多い。

〔再話〕知っているお話をさせても平均5個文の長さ

で，しばしば原話から脱線してしまう。絵本を見て再話

させても，話根は半分ぐらいになり，長さ（語数）は4

分の1ぐらいに短くなる。それに平均5語ごとに促しの

ことばを入れないと持続しない。

〔作話〕絵の系列を見せて作話させても，個々の絵の名

称を羅列するだけで，文脈を構成することができない。

発端だけを聞かせて展開させても支離滅裂になってしま

う。

　以上のようで，3才児はお話を聞いても局所を理解し

ているに過ぎず，テーマはわからないでいる。しばしば

反復して聞いている話なら，励まされれば局所をつない

でいくが，積極的な作話はまだむりである。

　（2）4才児

〔理解〕お話の中の物事の普通の関係を捕えることがで

きる。善悪の判断ができ始め，その理由付けも物語に即

して考えるようになる。

〔再話〕知っているお話の再話は，平均6個文の長さ

で，3才児とあまり変わらないが，でたらめの脱線はな

くなる。絵本を見ての再話では，長さ（語数）は3分の

1ほどに縮ま．るけれども，話根はだいたい（86％）再生で

きる。持続も7語ほどになる。

〔作話〕絵の系列を見せて作話させると，個々の絵の名

称や説明を羅列するのは4才半ごろまでで，それ以上に

なると，登場人物や小道具を補足して話に合理的な筋を

通すようになる。

　以上のようで，4才になるとお話の筋がかなり理解で

きるようになり，再話もある程度原話のアウトラインを

話せるようになる。しかし作話は初めのうちは3才児と

大差がなく，4才半ごろから筋を通すことができるよう

になる。

（3）5才児

〔理解〕お話の中心のテーマは完全に理解できる。善悪

の判断，物事の関係の理解もいちおう可能である。

〔再話〕絵本の話根は98％とほぼ完全に再生し，長さも

原話の約半分（46％）になる。持続も10語の程度となっ

て，6才児とあまり変わらない。知っている話の再話で
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も同様で，かなりくわしくなる。しかし人にわかるよう

に話すというよりは自己中心的である。

〔作話〕自分で考えた事を補足し，筋を合理化するため

のことばが多くなる。したがって話がより豊富に展開す

るようになり，独自性が出てくる。

　以上のようで，お話の能力はいちおう成熟の水準に近

くなるようである。

㈲　6才児

〔理解〕私どもが実験に用いた程度のお話なら，充分に

理解できる。

〔再話〕5才児と大差がない。

〔作話〕これも5才児と大差はないが，話の発端に全体

のsituationを設定する構えが出てくる。しかし結末を

付ける意識的操作はまだほとんど見られない。

　以上のようで6才児には話の形式を整える能力が芽生

えるのが特徴とされる。

伺結論

　幼児が絵本のお話（17話根，338語の長さ）を聞く能

力は4才ごろからで，それ以下では局所的な理解しかで

きない。再話ができるのは4才半ごろからで，作話がで

きるのは5才ごろからである。しかしお話の形式を整え

ることは6才でも未熟である。したがってお話の指導

は，聞く→再話する→作話するの順に配列されるべきで

あり，総合的にお話のレディネスの成熟期は4才半前後

と見るのが適当であろう。

SUMMARY

　　　　　　　　　　　　幼児のお話の能力の発達（2）

Free　talking　with　them　after　retelling　indicated　that

childrenabgve4years・fagec・uldunderstandthe

contents．

　（2）　Retelling　a　story．一Each　child　was　asked　to

tell　any　story　that　he　knew．Three・year－01d　children

could　tell　only　fragmentary．Fo皿一year－old　children

could　tell　rough　outline，omitting　some　main　story－

roots．Five－year－01d　children　told　it　almost　comple－

tely，but　it　was　not　understandable　by　others．

　（3）Making　a　story　by　pict皿es．一Each　child　was

asked　to　make　a　story，looking　at　a　series　of　ten

simple　pictures．These　under　four　and　a　half　years　of

age　could　tell　only　names　or　explanations　of　each

picture　without　continuous　context．The　older　children

explainedtherelationbetweenpictures．Afewsix－

year・01d　children　set　up　the　situation　of　the　story　at

the　beginning　of　the　series．

　（4）Completing　a　stoly．一Each　child　was　asked

to　continue　and　complete　a　story　of　which　only　the

begiming　was　given．Three－year・01d　children　could

not　tell　a　story．Children　ove：r　four　and　a　half　years

o：f　age　could　tell　rational　continuous　story．　Length

of　a　story　seemed　to　have　nothing　to　do　with　ages，

but　to　depend　on　indivisual　tendency．

　we　conclude　from　these　data　that　the　sequence　of

story　instruction　should　be　arranged　in　hearing→rete1－

1ing→own　telling．The　story－telling　readiness　matu－

rates　at　about　four　years　and　a　half　of　age．

We　have　studied　the　development　of　ability　to　tell

or　hear　stories　in　young27children，from3to6years

of　age，by　the　following　proced皿es．

　（1）Retelling　a　pict皿e　book　story．一After　hear・

ing　a　story（338words），each　child　was　asked　to　retell

itbythehe1P・fthepictures．Childrenunder3and

la　half　years　of　age　could　retell　nothing，while　children

above5years　of　age　could　retell　almost　completely．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一41一
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読書人格をめざす読書指導の一事例＊

　　　東山小学校

加賀美秋子＊＊

　読書人格の形成は，全人教育をめざす今後の教育の重

要な一断面であり，これは日々の教育活動の中に生かさ

れていかなければならないものである。そこで，私たち

グループでは，読書の基盤とした人間性の開発をねらい

，読書への援助活動のあり方，こどもの可能性をのばす

ための方法など，こども個人の持っている資質，素地を

土台として，読書への指導はどのようにしたらよいか，

その過程を重視しながら研究をはじめたので，ここにさ

さやかな指導の一事例をのべて，ご批判を乞う次第であ

る。

　なお，読書はあくまでも個人の問題であり，読書人格

を目ざしての読書指導も，個人を対象とした指導である

が，一年生の場合，こうした個人指導だけに目を向ける

ことは，視野が狭くなる一すなわち，学級全体が未開

拓であり，これからの読書が発展する原野であるので，

はじめて字を覚え，自分で読める本に接する時期に，教

師が学級全体に与えて，各個人の反応を調べ，ひとりひ

とりが，どう受けとめていることを知ることが，今後の

指導の糸口になるという考えにたったのである。

　そこで，読書材との出会い，こどもの性格と読書材と

の結びつきで，一年生に与えた

　「せかいにパーレただひとり」

　　　　世界おはなし絵本（16）僧成社

についての事例が次にあげるものである。

（1）素材のもつ要素

＊

＊＊

　A　case　of　reading　guidance　aiming　at　forlha・

tion　of　reading　Personality。

　KAGAMI，Akiko（Higashiyama　Primary
schoo1，Tokyo）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一42一

（イ）こどものだれもがもっているねがい一おかしや，

くだものをいっぱいたべたい。電車や自動車に自由にの

りたい。まっかな消防自動車にのって，サイレンをなら

して走ってみたい。飛行機にものりたい。たくさんおか

ねを持って，自由に使いたい。一こうした，こどもの

すべてのねがいをファンタジーの世界でみたしてくれる

第一の段階では，こどもの考えていることが，すべて満

足させられる。

（のところが，そのうち，たったひとりぼっちのため

に，自由にできなくなる。お金を持っていても買えな

い。レストランに入っても食事もできない。公園にいっ

ても遊べない。という第二段階。

㊦　ひとりっきりの自由もつまらなくなり，友だちやパ

パやママがなつかしくなる。ことにママを思いだす。こ

うなると，ただひとりという自由さよりも，みんなとい

っしょにくらしたいというねがいが強くなる。

◎　そのとき，たったひとりでのった飛行機が月にぶつ

かり目がさめる。みんなゆめだったのだ。

　“ひとりになって，なんでもすることができるとおも

ってよろこんだけど，しまいにはさびしくなっちゃっ

た。でもみんなゆめでほんとうによかった。”

と，のべる。

　読んでいるこどもも，“みんなと遊べるなんて，ほん

とうにたのしいですね。”　という本のよびかけに共感す

るo

㈹　“この世に，みんなといっしょにくらすこと”と，

“この世にただひとりいること”と対比して，集団と個

という大きな問題を考えさせるという本の主題が，主人

公とともに読者を行動させ，それを理解させている。

’軸
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（2）指導のねらい

　本に対する興味をわからせるためには，本にとびこめ

るようなものでなくてはならない。

　こどもの持つゆめ，特に現代のこどもたちは，現実的

で，ゆめを案外失っている。そのこどもたちに，こうし

た自由なゆめを与えたら，とびついてくるだろうと考え

た。

　また，はじめて経験する規律ある集団生活，学級生活

の中で，ひとりっきりというわがままをおさえて，みん

なと生活する楽しさを知らせたいということが，目標で

ある。

　　（3）こどもの反応

　こどもの持つすべてのねがいがかなえられることを中

心として，第一回の読みきかせをした。

曾）　“あさです。パーレはじぶんのベッドトで目をさまし

ました”という入り方に，こどもたちはゆめと気づか

ず，現実感をもって絵本に目をそそぐ。“パーレはただ

ひとりです。”といっても，こどもたちは．何とも言わ

ない。

＠　“だれもいない電車”というところでは，「早すぎ

るんだよ」r時間をまちがえたんだよ」などという声も

でて，絵の中に完全にとけこんで，主人公と共に行動し

はじめた。

⑲　“牛乳やさん，おかしやさんには，だれもいませ

ん。パーレは，チョコレートを，口いっぱいつめこみま

した”

　「そんなことしたら，ママにしかられるよ。はがいた

くなるって」という声がでる。

　“そんなことをしてはいけないって，知っているので

すが，でも，だれもおこる人はいませんものね”と，よ

んでやると，歯がいたくなるといっていた子，「そうか

なあ」と不安な顔。ところが，「ぼくもたべちゃうよ」

と，の声がした。「ぼくも」「ぼくも」大分同調の声が

あがる。

　　　　　　　　　　　　読書人格をめざす読書指導

　“だれもみていないものね。だいじょうぶよ”　本の

いうとおり，こどもたちもうなづいている。

　◎　“くだものやで，りんごをほっぺたがふくれるほ

どかじりました。でも，みんなたべるわけにはいきませ

ん”　ところが，さっきのKが，　「ポケットにつめちゃ

うよ」

　ところが，つぎに“パーレは，みかんをふたつ，ポケ

ットにつっこみました”がでてきたので，「ほらね」と，

とくい顔になってきた。

㈹　それからは，文の中に出てくる人物と同一行動を，

先まわりして発言する子が多くなり，興味は完全に本に

すいとられる。電車一“どうしてとめよう”というた

とたん「しょうとつ」と，こどもたちは異口同音にさけ

んだ。

＠　すばらしいナイフは，こどものほしいものと一致し

ないので「プラモデル」　「ロボット」などといってた

が，お金をまくところでは「もったいない」と，いう声

もでる。公園のシーソーもrひとりではだめだよ」とい

い，映画館も，食堂も，だんだんとひとりではだめだと

いうことがわかってきた。

（ト）飛行機にのってとぶところ「人工衛星にいくよ」

「月にいってすむのかな」と，主人公と共に飛んでいた

が，“月にぶつかりました”で，はじめて主人公と共に

めざめてrあ，ゆめか」とはじめて気がついた。

（4）興昧を示した子の性格

　読みきかせのとき，一番反応を示し，主人公の行動を

先まわりしていたK。いままでにない活躍ぶりだった。

　入学後2週間たった頃，まだ自分の隣か前後くらいき

りの交友関係と思われたのに，お友達として圧倒的な指

名を得たのがKだった。4月に移転してきたため，幼稚

園時代の友だちもないのに，20名近くから，名を覚えら

れたのはKひとりで，みんなKと遊びたがっていたのだ

ったo

　無口でおとなしいタイプだが，それだけで友だちにす

かれるということではないと思っていたが，この本を読

一43一



　読書科学（M，1）

んで，はじめてその理由がうなづけた。

　あのいきいきした反応の示し方，拘束されない自由な

発言，こどもらしい素直な空想，行動をそのまま理解で

きる，ゆがめられない心，ふだん母親に，自由を理由を

つけて納得させられているこどもたちには，叶えられな

いあこがれを，そのまま身につけていたこどもであった

こと一これは教師にとっては，大きな発見であった。

また一面考えてみると，このK以外のこどもは，こども

らしい自由な心を，周囲の拘束によって，素直に表現で

きなかったのではないか。こどもらしい純真さを持って

いることが，こどもたちの魅力であったことであり，こ

の本への魅力にもつながっているのだと思いあたったの

である。

（5）再度の読みきかせの結果

　本を読みきかせると，必らず「またよんで」という声

が強い。パーレも給食の時間を利用して，2，3度読み

きかせた。

　9月になって，感想的なものが書けるようになってか

ら，1度読んで感想を書かせたところ，

　ひとりになるのはいやだ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　男　　女
　　　　　　　　　　　　　　　　　ズヘ　　だヘヘ
　　ママがいないから　　　　　　　　　（1）3（3）2

　　ひとりじゃさびしい　　　　　　　（1）7（6）8

　ひとりになりたい

　　おかしやくだものが自由にたべられる（4）1（6）2

　　おかねがある　　　　　　　　　　　（2）0（2）1

　　ひこうきやじどうしゃにのれる　　　（3）0（0）0

　　おかしをたべて自由にあそぶ　　　　（0）2（0）5

　　じゆうになれる　　　　　　　　　（1）1（2〉0

　パーレちゃん　おもしろかったでしょう　（1）2（2）0

ゆめでよかったね　　　　　　　　　　（2）4（3）8

　なんでもできてもなんにもならなかったね（0）2（0）1

　　　　（　）……1回目　　（　）なし……2回目

　はじめて読んだときより，9月の感想では，こどもた

ちがはっきりかいたせいか，自由へのあこがれがはっき

りでてきて，ひとりではさびしいが，やっぱりすきなこ

ともしたい。一そこで，その理由をいわせて，2回目

の感想を書かせてみたところ，一ひとりではさびし

い。一おともだちのいるほうがいい。という気持ちが

大分みえてきた。

　その中で「ゆめでよかったね」というのが案外多かっ

たのは，ひとりでさびしいという気持ちの裏をあらわし

たものであると思われた。また，たべたい，やりたいと

いう本心が，ゆめなら大丈夫という気持ちにあらわされ

ていると思う。

　本の中でかなえられるゆめが本への魅力となって，こ

どもたちは本をとりっこで読むようになってきた。

　Kは，1回目には「パーレちゃん，おもしろかったで

しょう。」とかいていたが，　2回目では「やっぱりみん

ながいないとさびしいね。」という感想をかいている。

　また，「そんなことしたらママにしかられる」といっ

た1という女子は，1回目に「パーレは，ゆめでひとり

になったんだってさ。みんなひとりでできるとおもった

から，せかいでひとりのゆめをみたんだね。よしこはそ

んなゆめをみないよ。パーレちゃん，こんどは，そんな

ゆめをみないでね。」

2回目には，

　「よしこも，たったひとりになったら，そんなことす

るかもしれないけど，ひとりじゃできないからざんねん

だったね。ひとりじゃくらせないんだよね。」

　自分のゆめも，パーレヘの感想の中におりこんで，1

回目では，自分に納得させているようで，自分の気持ち

をパーレのせいにしてかいていたが，2回目では本心を

出してしまっていた。

　ここで，こどもが解放されて本の中にとびこめたよう

な気がした。こうなったとき本への興味への導入は成功

し，本の痔っている“個と集団”の問題もこどもなりの

理解の糸口が，生まれてきたように思えたのである。

　　（6）こどもに対する影響

　パーレを与えたあと，二学期になって，たしかめの調

査をしたことをきっかけとして，こどもたちの読書への
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意欲の向上もいちじるしくなったし，こどもの欲望が調

査によってはっきりしたが，学級の集団行動においても

影響をうけた結果がでていた。

　一父兄からの報告によると，こどもたちの遊びの中で

も，友だち同志のかばいあいがみられるということだ。

　その一つは，ある家でふざけているうちに障子を破い

てしまったが，みんなでやぶいたのだから，ひとりだけ

のせいではないといって，みんなであやまったという◎

　また，頭に石をあてられた子も，故意にしたのではな

く，何気なく投げた石があたったのだから，その人はわ

るくないと，とうとうその名をいわなかった。

　このような，友だちへの思いやり，かばいあいは，今

までの兄姉にみられず，どこから生まれたかといわれ

て，協力ということが，パーレの集団意識へのめざめと

みてもよいのではないかと，改めて見直したのである。

（7）読書への興味について

　低学年では，読書への興味の開発ということが第一の

条件であるが，それと同時に内容を確実に把握したり，

絵の観察，空想想像力の開発も含まれている。

　一年に入学後，5月頃から，やさしい絵本の読みきか

せをしてきたが，絵を全然見せないで，二度読みきかせ

て画かせた絵は，さし絵と比較して，’こどもらしいうけ

とり方をしていることがわかった。耳からだけ入ること

ばから，こどもの想像力は育てられるということ，一

その前には，絵をみせながらの読みきかせが必要だが一

一これが本への理解，本への興味の誘発であることが示

されたわけである。

　わんぱくな男子Wは，パーレファンになって，毎時間

パーレをかりにきたり，図書館へいってもパーレをはな

　　　　　　　　　　　　　読書人格をめざす読書指導

さず，誕生日にパーレを買ってもらい読んでいるが，1

年を終っても，パーレはやっぱりいちばんすきといって

いる。しかし，他の本もすすんで読むようになってい

る。

　また，自分ではっきりとすきな本が指定できる子は，

クラスの大半をしめている。これは，今後の指導の指針

にもなるものである。

　なお，はじめにでたKについて，最初の反応の示し方

から，自由さを持っている反面，わがままなひとりじめ

をしたがる子ではないか，集団の中にとけこめない子で

はないかという感じを持ったのであるが，その後のKの

行動をみると，一時でたいたずらも，ほんのすこしの間

で，特別に目立つところはなかった。また，ふだんの生

活の中では，はっきりわからなかったが，10月の遠足の

時，偶然バスの中でとなりにすわったところ，甘えた態

度でいろいろ話しをして楽しそうな様子だった。帰校

後，遠足の図画のときに，共同製作で絵をかかせたとこ

ろ，他の3人をリードしてバスの中での楽しさを表現し

ていたo

　その後の読書では，「よくばりの犬」のはなしや，

「ずるいこうもり」の話のイソップものがたりを好み，

友だちの前で話をしひとりきりでよくばりをしたり，か

ってなまねをすると，みんなとくらせないといってい

た。

　今後，こどもたちの性質やその行動を観察し，のぞま

しい性格づくりのために，その好みにあった本と同じ傾

向の本，または読んだことのない本を与えていきたいと

思うが，低学年では，教師のすすめる本，読んでやる本

に対して興味を示すものであるから，慎重に本を選んで

与えていきたいと思っている。　　　　　　（42，10）

』◆り隔・．・・●rM卜・…　A・・．◆》陶・・■．内》卜○齢○・A6・。・㌔〆．・・○～Oo・・A．o。・》。・㌦～■・◆■』《．．．．》・．．●♂㌧・・¢．り跨．◆・、・》∂、◆・A◎・．・》亀◎∂与～・．6・A◎ρひG》。ら％～㌔ら㌔《レ6』“》∂ら・．4㌧・・．◆りh．・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資　　　料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝日新聞社が，サラリーマンの読書生活の実態と読書観を把
朝日新聞社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　握するために，昭和42年に実施した調査で，東京23区に居住す

　「ホワイトカラーと読書」　　　　　　　　　　　る18才～55才の男子・5・100名が対象・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この1カ月に読んだ単行本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一45一



　読書科学（刈，1）

　1冊も読まなかった者が51％ある。1冊読んだ者が25％。読

んだ本は自分で買っている（80％）。その本を読んだ契機は，本

屋・貸本屋で見てが32％新聞広告で見てが18％。趣味を目的と

する者が多く（31％），仕事・勉強を高めるため（22％），教養を

’高めるため（19％），ひまつぶし（18％）の順になっている。読ん

だ場所は大部分が自宅である（70％）。

　この1週間に読んだ週刊誌

　週刊誌を読まなかった者は少い（27％）。1冊（34％）か2冊

（25％）は読んでいる。大部分は（74％）自分で買っている。だ

～・たい継続して読んでいる者（46％）とたまにしか読まない者

（48％）とがあい半ばしている。読む場所は，通勤の往復が約

．半数（49％）で，次が自宅（33％）である。

　この1カ月に読んだ雑誌

　雑誌を読まない者は意外に多い（47％）。1冊読んだ者は27％。

『自分で買っている（71％）。それも前からとっているもの（46％）

である。雑誌の継続は週刊誌よりも多い（67％）。読むのは自宅

（57％）である。

　読書意欲

　現在読みたい本がないという者が64％ある。他は読みたい本

1があるが，そのうち仕事に関係あるものは13％で．社会科学書・

’実用趣味の本・自然科学書・教養書一般の順である。仕事に関

・係ないもの23％は，実用趣味の本がトップで，日本の文学書・

r教養書一般・外国の文学書の順。

　自分がよく本を読むほうだと思っている者は39％で，他は読

一まないほうだという。忙しくて暇がない（43％）のだそうだ。

　読書を楽しいと思ったことがあるのは，中学時代がもっとも

・多く，高校時代・小学校時代の順になる。いまでもくりかえし

r読んでいる愛読書のある者は20％しかない。

　読書観

　本を読むのが楽しいと思う者は58％で，わずらわしいが6％，

他はどちらとも言えない者である。

　読書によって問題解決の手がかりが得られると思う者は00％。

読書で深みのある人間が造られると思う者も90％。

　仕事中心の狭い読書よりも，教養主義の広い読書を心がける

べきだという意見が圧倒的（77％）である反面，仕事に関係のあ

る本では，専門的ながっちりした本と，やさしい解説書との支

持が伯仲している。

　雑誌については，実務関係よりも総合雑誌のほうの支持がは

るかに多い（68％）。また週刊誌は，その実用効果よりも，ひま

つぶしだという者が74％に上っている。

出版科学研究所

「こどもと読書」

　東京都23区内の小（4年以上）中学校から抽出した1，800名に

質問紙によって調査したもの。別にその保護者にもアンケート

している。昭和42年10月に実施。

　読書状況

　最近1ヵ月間にマンガ本もふくめて1冊でも本を読んだもの

は，小学生の91％，中学生の84％である。小学生は1人平均2・8

冊，中学生が2．0冊。

　購買（親または自分が）した者は小学生48％，中学生50％。

　小学生の読んだbest　tenは次のとおり。

男子

1．野口英世

2．　シートン動物記

2．　ファーブル昆虫記

2．名探偵ホームズ

5．　ギリシャ神話

6．　ロビγソン漂流記

6．　イソップ物語

6．十五少年漂流記

6．　エジソン

10．雨月物語

女子

1．小公女

2．赤毛のアン

3．若草物語

4．　アルプスの少女

5．坊ちゃん

6．　ヘレン・ケラー

7．あ瓦無情

8．小公子

9．　アγデルセン童話

9．　キューリー夫人

9．星の王子さま

9．夏目漱石

　従来と大差はないがr雨月物語」r星の王子さま」がランク

にはいってぎたのが注目される。中学生では。

男子

1．

2．

3．

4．

4．

6．

坊ちゃん

十五少年漂流記

吾輩は猫である

路傍の石

次郎物語

老人と海

女子

1．

2．

3．

3．

5．

6．

赤毛のアン

ジェーン・エア

風と共に去りぬ

アソネの日記

坊ちゃん

若草物語
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A

7．

8．

8．

8．

8．

ジョン・ケネディ

ベートーベソ

コγチキ号漂流記

古事記

頭の体操

7．車輪の下

8．大地

8．伊豆の踊子

10．　足長おじさん

10．二十四の瞳

　女子には特徴がないが，男子ではr老人と海」「ケネディ」

「古事記」r頭の体操」などセ導はばの広さが現われている。

　接近の仕方

　読書の動機は，次のようである。

A．印象的選択（おもしろそうだから）

　　　　　　　　　　　小54％・中50％

B　Personal　influence（人にすすめられて）

　　　　　　　　　　　小17％・中17％

C．世評による選択　　　　　小20％・中22％

D．蔵書（家にあったから）小7％・中9％

　入手の方法は，次のようである。

A。借用　　　　　　　　　小45％・中35％

B．贈与　　　　　　　　　小30％・中17％

C。自主購入　　　　　　　　小8％・中27％

D。蔵書　　　　　　　　　小12％・中18％、

　小学生では図書館からの借用が41％と最高であるが，中学生

では27％に減じ，自主購入がふえている。

　雑誌・週刊誌

　1ヵ月間に雑誌を買った者は，小学生の50％で，このうち定

期読者は69％。買った者の1人平均は1．5冊である。中学生で

は，買った者55％，定期読者64％，一人平均1．4冊で，大差がな

～・。娯楽誌と学習誌との比率はともに半々である。

　週刊誌を買った者は小学生の61％で雑誌よりも多い。定期性

は54％と逆に低い。1人平均3．9冊で，毎週1冊は買っているこ

とになる。中学生では，買った者が42％で，相対的に低い。定

期性は57％と雑誌よりも低い。1人平均4．0冊である。

　小学生の好きな雑誌記事は，こっけいマンガがトップで，冒

探マン1ガ，冒探小説，名作物語の順になり，マγガの人気は依

然強いが，一頃人気のあった忍者もの，怪獣もの，戦争もの等

嫁どうやら峠を越えたようである。

　中学生の好きな記事は青春物語がトップで，こっけいマンガ，

冒探小説，名作物語等の順。小学生に比べると小説・物語が進

出しやや高くなっている。（以上No．5まで）

日本出版物小売業組合全国連合会

「全国小売書店・実態調査報告書」

資 料

　小売全連が昭和41年度事業として9月1日現在の全国小売店

の実態を調査したもの。42年9月に報告された。サンプル数は

2，221名の経営者，大部分は男子で40’》50才の人が多く，学歴は

高校（旧制中学）卒，小都市に住む者が多く，約半数は初めか

ら書店を営み，15年以上の経験者が多い。6割は文房具・煙草・

楽器などの兼業である。

　調査内容は（1）書店の経営形態と営業活動，（2）従業員，（3）出版

物の仕入，（4）出版物の販売，（5）書店の経営，（6）商品知識，（7）経

費率などにわたっている。ここには（4）（5×7〉について摘録してお

く。

　月平均売上高（義務教育教科書を除く）

　30万円以下と答えた店がもっとも多く，売上月額70万円以下

の店は全体の約40％。100万円以下の店が過半数を占めていて，

わが国書店の中小企業的性格を示している。また71～150万円の

店は約25％，151《・300万円の店は約18％で，500万円以上め大

型店は10％に達しない。

　これを売場面積から見ると，5坪以下の店では売上30万円以

下が半数近くで，10坪未満では売上31’一50万円，15坪未満では

101～150万円，20坪未満では201《・300万円がそれぞれもっとも

多く，売場面積の大きさによって売上高がふえている。

　外売と店売

　大方の店が外売をやっているが，外売：店売の比率は売上げ

の2割から4割というところ。外売のおもな出入先は，家庭・学

校がもっとも多く，その他銀行・会社・工場や官公署が多い。

　雑誌と書籍の売上

　雑誌が書籍に対して占める割合が，4割から6割の店が47％

でもっとも多い。つまりほぽ半々で，雑誌だけもしくは書籍だ

けを売っている店はごく僅かである。雑誌のほうを多く（6割

以上）売る店は，比率的には住宅街や農漁業地帯に多いようで

ある。

　書籍では，文芸書がもっとも多く，学習参考書がこれに次ぎ，

この二つが1位，2位を占める店が大半である。理工学書・社

会科学書が1位，2位の店はごく僅かである。立地条件から見、
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読書科学（刈，1）

ると，住宅街や団地では婦人・家庭や児童書の売れゆきが目立

っている。

雑誌では，婦人家庭雑誌と児童学習雑誌が売れゆきの1位，

2位を争い，週刊誌がこれに次いでいる。これは立地条件にか

かわらないようである。

　売上のアラ利益と回転率

　アラ利益（売上から仕入額を差引いたもの）の売上に対する

割合が1割～1割6分の店が61割を占め，2割以上の店はごく

僅かである。東京とその他の地域とを比べると，東京では6割

近くの店のアラ利益が1割7分～1割9分であるのに対し，そ

の他の地域では6割近くの店が1割6分となっている。これは

東京の店では運賃・諸掛がないためであろう。

　回転率とは1年間の売上高を店の総在庫高（仕入れ値段）で割

ったもの。これを見ると4～6回転の店が大半を占めていて，

11回転以上の店は1割以下である。

　取次店に対する支払い状況

　取次店からの月平均総請求額に対して70％以上支払っている

店は約70％，そのうち全額支払の店は28％である。全額支払店

ないし70％以上支払店は，売上高の増加にともない比率的には

少ない傾向がある。

　70％まで支払できない店についてみると，その理由としてr送

品過剰」をあげている店がもっとも多く（約60％），「正味高」が

これに次ぎ，r返品入帖の遅延」などがあげられている。

　経営内容

　店の経営費の中の人件費（個人営業では生活費と雇傭人件費）

が，売上に対して占める比率は，1割というのがもっとも多く

19％。8分以上かかる店は全体の63％を占め，7分以下はわず

か17％に過ぎない。1割9分もかかる店が3％ある。

　これを売上高から見ると，売上150万円までの店は人件費1割

前後が，それ以上の店は8分一9分前後がそれぞれ多く，売上

が大きくなるにつれて僅かながら人件費の割合が小さくなって

いく傾向が見られる。これを地域的に見ると，東京は1割《・1

割3分が多く，地方は8分～9分前後となっている。

　資金

　店の資金については，7割近い店が銀行，公庫，組合，金庫

等から借入れている。

　経費率

　全体として見ると，売買差益率は16。51％となり，営業経費の

16．67％，その他の出費を差引くと，純益率は一1．54％と赤字経

営になっている。月平均売上高100万円以下の店では一〇．25と大

きく，売上高が大きくなるほど赤字は小さくなっている。　また

東京よりも他地域のほうが赤字が大きい。

国会図書館

「日本の出版統計」

　国立国会図書館が明治以降のわが国の出版点数の公式統計を

まとめた。これは①明治14年から昭和20年まで，②昭和21－22

年，③昭和23年以降の3段階に分けられ，①はすべて旧内務省

の統計（内務省統計報告の出版の項）で，同省警保局図書課に，

出版法ならびに新聞紙法により納入された全出版物数を集計し

たものである。（次頁参照）

　また雑誌については，最初，雑誌・新聞の区別がなく，明治

38年になって新たに雑誌について部数が，新聞については種類

数が，区別して計上されはじめ，図書の項では，大正6年以降，

官庁出版図書の項が設けられている。

　雑誌の部数というのは，1誌が1年間に12回発行されれば12

部と数えて算出されており，昭和10年以降は種類数に改められ

た。

　新聞については，昭和16年～24年の記録が不備でまた図書雑

誌についても，敗戦による内務省の検閲制廃止によって，納本

数の把握が不可能となったため，用紙割当制によって活動した

出版界各団体の統計によっている。

　官公庁刊行図書は，昭和21～22年は推算不可能である。（国

会図書館月報，昭42，8月号，稲村徹元r日本の出版統計」か

ら引用）

受贈文献

三木善彦（大阪大学）1心理療法としての内観法の一研

　究　内観教育研修所　昭42

木戸若雄1明治・大正・昭和（戦前）教育関係雑誌総覧

　稿民間教育史料研究会昭43

出版科学研究所l　Readership　Survey（1）週刊誌とその読
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【日本の出版統計（明治14～昭和40年）】
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　942
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2，924
2，550

資
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1，988
2，300
2，524
2，768

1，793
2，077

2，227
2，647

2，719
2，851

3，066
3，018

13，123

3，423
3，532
3，980
3，870

4，592

5，854
6，899

7，600
8，349

8，445
9，191

10，130

10，6（述

11，118

11，860

12，165

12，101

12，820

13，268

12，043

8，676

　料

5，871

2，621

1，605

1，574

1年暦
1948昭23
’49　24
’50　25
’51　26
’52　27

1953　28
’54　29
’55　30
’56　31
’57　32

’58　33
’59　34
’60　35
’61　36
’62　37

’63　38
’64　39
’65　40

搬図書1蔑公暑

24，500

12，480種
13，000

17，161

19，350

19，177

19，414

19，954

20，504

22，598

22，665

16，088

15，122

12，315

12，702

13，244

12，909

13，740

一般細嘉公塞

3，22（1種

4，050
5，324
6，666

6，653
6，558
5，489
6，134
8，019

8，320
6，294
5，747
2，630
3，092

3，230
3，493
3，399

3，400種
3，350

2，273
2，833

3，523
2，601

3，890
4，245
4，788

5，526
8，080
8，568
4，680
5，170

5，604
5，340
5，510

2，451

3，126

3，665
2，242
2，722
2，621

3，482

4，311

4，931
5，693’

2，068
2，063

2，279
1，879

1，993

新聞

930種
1，050

2，512
3，029

2，953
3，499
3，819
3，115
2，904

3，090
3，339
3，330

912
971

960
968
985

者，（2）月刊誌とその読者，（3）書籍とその読者，1968．

出版科学研究所∋こどもと読書（1）本はどの程度読まれて

いるか，（2）どんな本が読まれているか，（3）本との結び

つき，（4》雑誌はどのように買われているか，（5）雑誌の

魅力，1968

多田俊文1発達心理学的映像論の試み（抜刷）

朝日新聞社1ホワイトカラーと読書，1968

全日本国語教育協議会1紀要第2号，1967

吉井善三郎1本とこども1本とこどもの会，1968

杉山良也1家庭環境の子どもの読書に及ぼす影響（新潟

県図書館研究誌，新潟県学校図書館研究会・新潟県図

書館協会，昭42）
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読書科学（刈，1）

ム
冨

報

常任理事会（5月27日）

　1．機関誌について

　　r読書科学」11－4（通巻42）は，年報として編集中だが，

　予定の原稿2編がまだ集まらない。あと1週間待って〆切る。

　次号の原稿は6月末に〆切る。遅刊をとりもどしたい。

　2．　公開研究会について

　　5月例会は既報の通り盛会であった。6月例会は6月15日

　（第3土曜），大神貞男氏のr読書療法」を中心に，中央区教

　育センターで開く予定。

　3．総会・研究大会について

　大阪大会の研究発表は，理論部門と実践部門とに分けて行

　なう予定。各9件を期待している。

　4．世界読書学会議の会員派遣について

　今夏のコペンハーゲン会議に室伏武氏が本会代表として出

　席することは既報したが，さらに滑川道夫氏・倉沢栄吉氏が

　出席されることに決まった。なお会員井上尚美氏（九段中学

　教諭）も参加される。

　5．　r現代の読書心理学」の編集について

　前回の依嘱によって岡本理事から目次原案が提出され，討

　議の上で，各章の担当責任者を決めた。次回に修正案を再検

　討する。

　6．　国立国会図書館児童図書閲覧を要請する会への参加

　について

　　国立国会図書館が死蔵する児童図書の閲覧を要請するため

　上記の会が成立することになり，本学会もこれに参加するこ

　とにした。

　7．　IRA本部ビル建築の資金カソパについて

　上記の要請が届いたので，これに協賛することにした。

　8．共同委託研究について

　学習研究社（本学会賛助会員）からr読書能力の要因分析」

　について共同委託研究の申出があり，これを承諾することと

　し，読書能力の要因分析研究委員会を特設することにした。

　Substrata－analysisを用いるため，　とりあえず阪本敬彦（主

　任），加賀秀夫，高木和子の諸氏及び学研経営企画室を委員に

　依嘱することした。

公開研究会（6月15日）

　予定通り中央区立教育センターで，大神貞男氏のr読書療法

の研究の現状とその問題点」の講演と討議が行なわれた。参会

は16名で，時間延長がなされるほど熱心な話し合いが行なわれ

た。

常任理事会（6月24日）

　1．世界読書学会議について

　その日程が届いた。室伏武氏は第3日の午前，“Production

　of　institutional　materials”を主題とする部会の座長をする。

　2．　“UNESCO　source　book　in　reading”について

　前項の会期中に審議されるはずの標記の編集について，か

　ねて阪本一郎氏にsteering　committeeの依嘱があり，目次

　案が届いた。欠席の予定なので，意見を返信する。

　3．　公開研究会について

　　6月例会は案内通知が遅れたためか参会者は多くはなかっ

　たが，裁判所関係の出席もあり，成果は小さくはないと思わ

　れた。

　　次回は9月21日。世界会議の出席者から様子を聞く予定。

　4。　国会図書館の児童図書の公開閲覧を要請する会について

　　既報の上記の会の代表者は6月13日に同館長に面会して要

　請書を手渡した。〔追記：すでに整理ずみのものは公開される

　ことになったが未整理のものについても善処するとのこと。

　廃棄処分は防止できたようである。〕

　5．読書能力の要因分析研究会について

　　6月20日から研究に着手している。，なお協力委員として出

　雲路猛・松本武・西村友円の3氏が依嘱された。

　6．総会・研究大会について

　　尾原理事が28日に上京するので，最終的に決定する。

　7．・　r現代の読書心理学」の編集について

　　第2次修正案について討議した。さらに第3次案を次回で

　審議する。

　8．機関誌について

　　r読書科学」No．42，年報特集は編集を終わったNo．43は

　6月末に〆切って，9月発行にこぎつける。
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