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1．はじめに

宇佐美寛氏が『教育科学　国語教育』（明治図書）誌

の連載「記号論的国語教育論」〔固〕を中心として『国

語科授業批判』〔回〕を纒められた。

　筆者は先に，結論的にではあるが，氏の鋭い批判が国

語科教育の上に置かれることの幸いを公にしているが，

〔図PP．251～253・）〕氏の今回の著書も基本的にはそう

したものとして受けとめた。但し，氏も明言されている

ように，それは「一門外漢」〔囹，p．192〕として「常識

破りの批判」〔囹，p．193〕をされているわけであるから，

国語科教育学に携わる者の一人としては，その発言をそ

のままには受けとることが出来ない部分もある。氏の

「夕焼け」（吉野弘）解釈はこの最も典型的な例である

と思われた2）。

　本小論は，こうした観点から氏の「夕焼け」解釈をと

り上げ，その危うさに言及した後，（具体的には，主と

してr（文学における）写実的・非写実的方法」，r話者

である“僕”の性質」の二点から之に言及する）しか

し，氏の批判は，国語科教育において生かし得るもので

あることについても言及しようとするものである。

H．宇佐美氏のr夕焼け」解釈

最初に，r夕焼け」の作品を示すこととする。

＊The　danger　and　effectiveness　of　Hiroshi　Usami’s

　interpretation　of　the　poem“Yuyake．”

＊＊MOCHIZUKI，Yoshitsugu（University　of　Iwate）
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夕焼け

いつものことだが

電車は満員だった。

そして

いつものことだが

若者と娘が腰をおろし

としよりが立っていた。

うつむいていた娘が立って

としよりに席をゆずった。

そそくさととしよりが坐った。

礼も言わずにとしよりは次の駅で降りた。

娘は坐った。

別のとしよりが娘の前に

横あいから押されてきた。

娘はうつむいた。

しかし

又立って

席を

そのとしよりにゆずった。

としよりは次の駅で礼を言って降りた。

娘は坐った。

二度あることは　と言う通り

別のとしよりが娘の前に

押し出された。

可哀想に
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娘はうつむいて

そして今度は席を立たなかった。

次の駅も

次の駅も

下雇をキュッと噛んで

身体をこわばらせて一。

僕は電車を降りた。

固くなってうつむいて

娘はどこまで行ったろう。

やさしい心の持主は

いつでもどこでも

われにもあらず受難者となる。

何故って

やさしい心の持主は

他人のつらさを自分のつらさのように

感ビるから。

やさしい心に責められながら

娘はどこまでゆけるだろう。

下雇を噛んで

つらい気持で

美しい夕焼けも見ないで。

　　　　　　　〔國pp．122～125，原文縦書き〕

第31巻第2号

っともらしい感想を持つ資格があるのか。〔囹p．27。以

下いずれも，原文は縦書き。下線及び冒頭のrアルファ

ベット」は本論筆者。尚，下線部分を中心とした引用部

分に対する直接的対応は，主として（V）V【において行

う。〕

　また，

て言う。

この作品の「中心人物」3）である「娘」に対し

　（B）　r娘」の感情過剰ぶりはどうだ。一人前の人間た

ろうとするものは，公衆の中で「下暦をキェッと噛んで

　　　　　　　　　　　　　　　　ママ
身体をこわばらせて」などという有様をさらしてはなら

ない。／思いどおりにならぬこと，まの悪いことなど人

生には，いくらでもある。これくらいのことで，こんな

感情的な反応をしていたのでは，生きていけない。r今

日はもう売り切れよ。」とでもつぶやいて，けろっと座

っていればいいのである。／社会には様々な解決すべき

問題がある。対処すべき望ましからざる事態が存在す

る。／しかし，個人は自己（self）のエネルギーの全てを

一つの問題に注ぐわけにはいかない。エネルギーを様々

　　　　　　　　
の問題に配分することになる。ちょうど国家が予算を様

々の問題に配分するように。〔囹pp．29～30，傍点原文〕

　以下，上記作品に対する宇佐美氏の「夕焼け」解釈を　　　従って（と言ってよいであろうが）登場人物達に対し

示すこととする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　て次のような評価をする。

　先ず，作品の「第一人称話者」でもある「僕」に対す　　　⑥　この詩に出ているのは，無責任な自己たちであ

るものである・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る。状況に対しては何もしないで，内部の感情に甘える

　㈹　r僕」はなぜ声を出して言わないのか。「若い者　　自己たちである。他の自己に対して言葉で語りかけよう

は席をゆずれ。さっきから・この人ばかり立っているじ　　とはしない，ばらばらの自己たちである。〔囹P．32〕

やないか。」あるいは，特定の若者に言ってもいい。r今

度は，君が立って席をゆずりなさい。」／また，r僕」は，　　だから，r夕焼け」という作品に対して次のような評

なぜ娘に笑って話しかけてやらないのか。r運が悪くて，　価を与えるのも，氏の作品解釈から必然的に導き出され

二人も君のところに来ちゃったね。他の連中がゆずらな　　るところだと言えるであろう。

いのが悪いんだよな。」／何もしないで，ただ見ていた

だけの「僕」に，なぜ「やさしい心の持主は／いつでも　　　⑨　　r夕焼け」のような感傷的で女くさい詩を彼らが

どこでも／われにもあらず受難者となる。」などと，も　読んだら吹き出すだろう。事実，今？きあっている米国
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の大学教授に訳して聞かせたら，苦笑していた。こんな

詩をありがたがっているひよわな自己の日本人では，こ

れからの世界の中でどうなることかと思いやられる。

……／こんな詩が文学なのだったら，私は文学がわから

なくて幸福だと言わざるを得ない。〔囹p．33〕

　氏のこうした解釈・評価はr或る意味では」痛快であ

る。従来の「夕焼け」研究・実践史の中にもこうした考

えを明示したものはないと思われるからでもある4）。

　しかし，それはあくまでも「或る意味」においてであ

る。つまり，氏の解釈q評価が通常の文学のそれからは

逸脱していて，r常識破りの批判」になっているからで

ある。そして，その逸脱は根本的には，氏が「夕焼け」

という作品の文学的性質を誤認または無視したところか

ら起こっているのだと筆者は考える。そのことを，本論

では，既に，1．において述べたように「写実的方法・

非写実的方法」，及びr視点」の二点から考察する。先

ずは，文学における「写実的方法」・「非写実的方法」

の二分法の問題から考察する5）。

皿．写実的方法と非写実的方法

　文学作品の選択する方法に対してはいくつかの観点が

可能であろう。写実的方法と非写実的方法という二分法

もその一つである。本論で言う「写実的方法」とは，以

下のような方法である。即ち，その文学作品が写そうと

する世界が在り（多くは，我々生身の人間が生活してい

るこの世の実生活・事象である），作家はその世界の事

実関係を崩さないことを前提として作品を形成しようと

する方法である。これに対して非写実的方法とは，その

作品において用いる素材が，必ずしもこの世の実生活・

事象であることを必要とせず，（創作過程の実際におい

ては，必ずしも次のような順序で生起するものではない

が図式的には）それらの素材を作家の一一定の意図のもと

に構成・活用しようとするものである6）。現実世界から

の飛翔が前提となっているファンタジーはこの典型的な

ものである7）。

　ところで，本論の考察対象となっている「夕焼け」は

どちらのタイプの作品であろうか。筆者はこれを，後者

の作品とすることが適切であると考える。何故なら，

後にも述べるようにこの作品は，（その核心的な部分に

おいて）現実生活での価値基準とは異なった価値基準を

採用していて，少なくともその部分では現実世界からの

飛翔という形をとらざるを得ない類の作品だからであ

る。

　「夕焼け」がr非写実的方法」の系譜にある作品であ

るならば，その作品評価はどう行われるのが通常のあり

方であるかが，次に求められるところであろう。しか

も，それは「夕焼け」の作品としての特徴を踏まえて行

わなければならぬものであろう。従って，先ず，次の

lV．において「夕焼け」の作品としての特徴（作品の工

夫の核心）を示した後，V．において，改めてr夕焼

け」解釈・評価の通常的なあり方を示すこととしよう。

IV．r夕焼け」の工夫の核心

　筆者は（中学生を対象とした授業におけるものであっ

たが）r夕焼け」の作品としての特徴を次のような図式

によって示したことがある。即ち，r夕焼け」における

作品の工夫の核心を次のようなものだと考えたわけであ

る。

作者の作戦＝悩むが故の「やさしさ」＋「夕焼け」

と「やさしさ」との離れ　　　　　　〔圖p．109〕

　上に示した二つの内容について敷術する前に「作者の

作戦」という表現について一言したい。中学生を対象と

した飛び入りの授業ということもあり，このような卑俗

な表現を用いているが，この表現によって示そうとした

ものは，本論に言う「作品の工夫の核心」である。

　さて，「悩むが故の『やさしさ』」によって示そうとし

たものは，次のものである。即ち，年寄りなどを目の前

にした満員電車などの中で席を譲れ（譲ら）ないという

行為は，この世の実生活の価値基準では通常プラスに評

価されない。また，その際該当する本人が，譲ることが

一43一
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出来なくて「悩んでいる」かどうかによっても，その評

価は大きくは変わらない（と一応は言える）。悩まずに

いるにしろ悩んでいるにしろ，席を譲らないという行動

それ自体は残るからである。ところが，この作品の中に

おいては，この「悩む」に注目し，「悩む」に大きな価

値を与えるのである。，だから作品の中においては，この

「娘」に対して敢えて「やさしい」というプラスのニュ

アンスをもつ表現を以てし，更には，それを「受難者」

とさえ呼ぶのである。つまり，ここでは，一種の価値転

換が行われている。そのことによって，r席を譲ること

が出来なくて悩む」中に存する或る真実（下線筆者）を

取り出してみせようとしたのである8）。取り出してみせ

ようとしたのは，あくまでもr或る」真実であって，事

実そのものではない。再び，作品に即して言うが，年寄

りなどに対して，r席を譲らない」ことがプラス的に評

価されないということは，この作品の無言の前提なので

ある。だから，この作品の中にあるのは一種の「文芸的

虚構空間」なのである。この作品をr非写実的」系譜の

ものとして見ようとする所似でもある。

　rr夕焼け』と『やさしさ』との離れ」についても，

筆者の授業記録からの発言を引いておこう。

　〔時間最初の連想ゲーム式「夕焼け」の結果を記した

黒板を持ち出しながら〕それからね，もう時間が有りま

せんので急ぎますけれども，もう一つの作戦はね，最初

に皆さんに，皆さんに「夕焼け」ってのを出してもらっ

たでしょう。r家に帰る」，rオレンジ色」，「赤とんぼ」，

「もうすぐ夜」，rそろそろ日が沈む」，r真っ赤な太陽」

とね。／この中には「やさしさ」ってのは全然出てきま

せんよね。ところがですね「やさしさ」というものと，

この「夕焼け」っていうのとこれを結びつけている。そ

こが作戦の第2の点なんです。〔國p．120〕

第31巻第2号

知れない。即ち，rやさしさ」に配するに，通常はそれ

とは関連の薄い「夕焼け」をもってしたという工夫を。

　筆者は，以上に挙げた二点が「夕焼け」という作品の

工夫の核心だと見る。特に第一の点は，皿．で結論的に

示した＜r夕焼け」ニr非写実的方法」＞という考えを相

当程度説明し得るものではないかと考えている。

V．「夕焼け」の解釈・評価の骨格

　皿．IV．を踏まえながら，筆者の考えるr夕焼け」解

釈・評価の骨格について示したいと思う。以下三点に纏

め，評価の側に重点をおいた形で示すこととしよう。

①　　（社会において一般的には望ましいと考えられて

　いる行動ができなくて）悩むということの中にも，

　或る真実が在るという観点を肯定できるか。

②①における具体的場面設定として．電車の中の席

　譲りという設定は有効か。

③①・②を具体的には，どうした言語表現を用いて

　行っているか。

筆者の授業者としての力量不足から，粗雑な言葉とな

っている，が，この作品の工夫を以下のところにあるこ

とを示そうとした筆者の意図は汲み取ってもらえるかも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一44一

　筆者は，r夕焼け」に対する解釈・評価は，通常この

ような点を踏まえてなされることが望ましいと考える。

　宇佐美氏の言は，結果としては，①1②を共に否定し

ていることになる。但し，そうした氏の言はどうしたレ

ベルー作品の特質を踏まえた上で行われる，読者の主

体的読みのレベルのものだと，一応は解釈できるが一

のものかについては明示されていない9）。筆者として

は，①を肯定し，②をなかなか巧みな場面設定だと考え

る。もっとも，W．に指摘したように，「作品の工夫の

核心」の二つの点が割合容易に指摘でぎるところは，作

品の工夫が明示的ということであり，個人の好みから言

えば物足りない点ではある。しかし，これは飽くまで

も，好みの問題であり，こうした一種の「わかりやす

さ」がこの詩の持ち味でもあることをも記しておかねば

なるまい。尚，③の具体については，本来ならば文芸作

品を論じる際の核心ともいうべき点ではあるが，宇佐美
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氏も言及していないこともあり，本論では具体的には言

及しない。

VI．宇佐美氏のr夕焼け」解釈・評価の危うさ

　　（1）「写実的方法・非写実的方法」

　筆者は，r夕焼け」の作品としての性質，工夫の核心，

解釈・評価の骨格を皿．～V．において示した。以上を

前提として，ここでは，先ず「写実的方法・非写実的方

法」という観点から，宇佐美氏のr夕焼け」解釈・評価

の危うさについて言及する。

　氏の解釈・評価の危うさの核心は，民が筆者が述べた

ような前提について言及することをせず，直接作品中の

人物を取り出してその行動に評価を与えている点であ

る。もう一度言うがr夕焼け」は，IV．に述べたr価値

転換」の面白さを中心としている類の作品なのである。

この作品において，登場人物の行為は「日常世界の評価

では，必ずしも評価されない」ことが始めから前提とな

っr亡いるのである。こうした認識がなければ，この作品

は成立のしようがないのである。宇佐美氏の言に即して

言えば，伍）や⑧の下線部のようなことを前提とすると，

この作品は成立しようがないのである。だから，この種

の作品に対しては，その登場人物の行動を何の留保もな

く取り出して，それに実人生での価値基準を前提とした

評価を直接ぶっつけて否定してみせても（引用の¢）をこ

の一例だと見る）殆ど意味をもたないことになる。い

や，意味をもたないどころか，それは時には滑稽でさえ

ある。例えて言えば，舞台の上の俳優の行動が気にいら

ないからという理由で舞台の上に駆け上り，直接その俳

優に対して抗議する観客の滑稽さに相当しかねなくな

る。先に挙げた宇佐美氏の「夕焼け」に対する解釈・評

価は（そのA～Dのいずれもが）若しそれに何の留保条

件をつけないとしたら，ここに述べた危うさから無縁で

はないものだと筆者は考えるのである。

　次に示す氏の発言（特に下線部分）も，こうした筆者

の判断の補強材料となり得るものだと考えている。

（E）

う。

例えば，r夕焼け」を弁護する教師たちに私は言

　rきみは本気か。本当にこの詩に感動しているのか。

私は本気でこの詩を『くだらない』と思っているのだ。

もし君が本気でないとしたら，黙れ。本気でない者が論

議に勝つはずがない。ぎみも，満員電車の中でr僕』と

同じ行動をとり，同じことをr娘』に対して感ずるか。

もし，そうなら，私の『僕』批判（第二章「自己（1）」）

に答えてくれ。　r夕焼け』は満員電車の中という現実の

中での行動を評価しているのだ。きみもあの行動に連帯

責任をとらねばならなくなる。それが現実のきびしさ

だ。それでいいのか。『自分だったら，どうする……』

と想像してみて，きみは，この『僕』や『娘』に納得が

いくか。同じ行動をとるのか。その行動は批判に耐えら

れるか。」／r王様は裸だ」と率直に言い切る自己（self）

を作らねばならない。〔囹pp・70～71〕

　他の持定の場合に適用すれば，相当有効に機能するで

あろうと考えられる「エネルギー配分」〔（B）〕や（E）に通

じる「読者自身の自己の経験との関係で読むこと」〔囹

p．90〕という観点もr夕焼け」の解釈・評価において

は，そのままでは有効に機能しないのである。氏はその

出発点において，この作品の性質を見誤ったのである。

（若しくは，文学作品における「写実的方法」・「非写

実的方法」という二つの方法に対する意識が始めからな

かったのである。）氏の「夕焼け」解釈・評価の危うさ

の核心はここにあると筆者は考えるのである。

V旺．宇佐美氏の「夕焼け」解釈・評価の危うさ

　　（2）r僕」の性質

　宇佐美氏のr夕焼け」解釈・評価の危うさの核心は，

VI．．に示した点にある，と筆者は考える。ここでは，こ

うした筆者の基本的考えを前提とした上そ，r話者」で

ある「僕」の性質という観点からの宇佐美氏の解釈・評

価の危うさを付け加えることにしたい。氏の「夕焼け」

一45一
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解釈について，嘗て記した異論「文学の方法における話

者や登場人物の基本的性質に言及することなく，それら

の『自我』を直接批判している」〔本論の注1）参照〕の

「話者」の部分を敷術したいからでもある10）。

　結論的に言おう。r僕」は，登場人物の一人でもある

「第1人称話者」であるが，実際の行動をとる「登場人

物」としての性格が極めて薄く，r話者」的性格を強く

有する「人物」なのである。従って，こうした「人物」

の行動に対する評価は，この世の実生活を営んでいる者

と同一の評価は馴染まないのである。少なくとも，そう

した基準を適合させる場合には，この「人物」の特殊性

に言及するというのが最低の手続きとなろう。

　以上の点についてやや敷術する。

　先ず，r僕」がr登場人物」か否かという点について

述べたい。既に述べたように，r僕」はr第1人称話者」

であるから，r僕」は明らかに「登場人物」である。r登

場人物」であるから，作品の中において，「僕」は実際

の行動を行う。この点r僕」は，r語り手」としてのみ

機能し，実際の行動をもたないr第3人称話者」のr話

者」とは，はっきり違う。

　こうした「僕」は，r夕焼け」という作品の中ではど

う行動するのだろうか。

「僕は電車をおりた。」〔國p．124〕

　「夕焼け」の中における「僕」の行動に関する具体的

描写はこの1行のみである。題名を除いた部分で言え

ば，45行中の僅か1行である。

　だから，例えば，「僕」の「電車」の中での行動は明

らかではない。具体的な次のような問いを入れてみても

いい。r僕」は立っていたか坐っていたか，「僕」はr娘」

のすぐ近くにいたのか，と。こうした疑問には，はっき

りとした解答は与えられない。

　勿論，ここで筆者の強調したいことは，r僕」が立っ

ているのか否か，その位置はどうであるのか，というこ

とではない。この作品の中には，「僕」の具体的行動が

第31巻第2号　　　　　　　　　　　　　．

ほとんど示されていないのである。つまり，r僕」は，

r登場人物」であるには違いないが，その実際的機能と

しては「第3人称話者」に限りなく近い存在なのであ

る。自身の行動は行わず，作品の「語り手」としてのみ

ある「第3人称話者」に近いのである。こうした「僕」

の行動に対する評価は「第3人称話者」に対するのと近

いものであるべきだと筆者は考える。その点で宇佐美氏

は余りにもストレートに「僕」の「自我」を論じておら

れると思う。その解釈・評価を危ういとする所以であ

る。

、皿．宇佐美論活用の方途

　以上，筆者は宇佐美氏のr夕焼け」解釈・評価が何の

留保もなしにそのまま適用される場合の危うさについて

言及した。最後に，こうした氏の論が国語科教育学にお

いてどう活用され得るかについて，二つの点から私見を

付け加えたい。

　第一は，作者絶対主義からの解放である。例えば，r注

9）」で引用したrそれでは，状況の事実は，作者の専有

物であって，生徒は想燥してはいけないと言っているこ

とになる。」〔囹p．35〕という宇佐美氏の言は（例えば，

筆者においてさえ，r注9）」に示した拙稿があるように）

決して国語教育界の理論的到達点ではない。が，授業実

践的側面における実態として，従来の国語科授業がそう

した危うさを有していることは，r夕焼け」授業実践史

においても否定できない事実である11）。つまり，作者絶

対主義からの解放という課題は，授業実践的側面におい

ては決して過去のものではないと言える。即ち，宇佐美

氏の論はこの側面においては十分に存在価値を有してい

るのであり，その活用は，作者絶対主義からの解放という

課題に一つの好素材を提供するものであると言えよう。

　第二は，氏の論の徹底さがもつ「鏡的機能」である。

氏の論’に反対する場合でも，その論者の基盤の正しさを

写し出さねばおかない鏡のような機能である。

　さて，本論は，r写実的方法」・「非写実的方法」を

一つの基準として宇佐美氏のr夕焼け」解釈・評価の危
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うさを指摘して来た。が，既に「注5）」においても述べ

たように，宇佐美氏のような観点から．「夕焼け」という

作品を説明しようとした先行研究は（今回検討の資料の

範囲では）なかったのである。従来，この作品の特質は

突き詰めては考えられることがなかったとも言える。作

者吉野弘氏自身のr実際に私が見たことであったのか，

あるいは想像の出来事であったのか，今は判然と思い出

せません。」〔國p．67〕という言や，郷原宏氏の「夕焼

け」と作者吉野氏とを重ね合わせた「やさしい受難者

吉野弘論」〔回pp．133～143〕などに根本的な疑問や批

判の提出されなかったことは，その具体的証左であると

筆者は考える。

　宇佐美氏の論の徹底さは，こうした曖昧さを曖昧さの

ままに残すことを許さなかったのだとも言える。その結

果，氏の論は，直接的には言及していないr非写実的」

方法を説明する際の恰好の素材となり得るという効果を

も持ったのである。繰り返すようではあるが，氏が「夕

焼け」に適用しようとした観点は（r写実的」作品の或

る部分については，相当程度有効であったかも知れない

が）「夕焼け」のような「非写実的作品」にそのまま適

用するのには相当な無理があるのである。しかし，逆

に，その氏の観点によって，r非写実的」方法の何たる

かが却って浮かび上がるという効果があるのである。氏

の観点を適用すると，（如何にも逆説的なことではある

が）例えば，「席を譲ることが出来なくて悩む」という

ことが，通常の価値判断においてはプラス的評価を与え

られていないという「夕焼け」という作品世界の出発点

を，より明瞭に写し出すことが出来るのである。こうし

た「逆説的」存在こそが「門外漢」批評の正に神髄では

ないのかとさえ筆者には思われた。そして，この逆説性

の有効さを保証するのは，氏の論の徹底さであると筆者

は考える。

　しかも，氏の論の有効さは，勿論「夕焼け」の場合に

限定されるものではない。氏の論は，殆どの場合におい

て，氏の論それ自身への賛否に関わらず，対象に対する

根源的な問いへと読む者を吸引する。これこそが，氏の

論からの最大の恩恵と呼ぶべきものであろう。氏の論

は，その論自身の可否のみから検討すべきではない。読

（者自身の鏡としても用いるべきだというのが，氏の論に

　どう対するかの現在における筆者の結論である。

IX．おわりに

　本小論は，宇佐美寛氏の著書，r国語科授業批判』〔囹〕

を全体としては，国語科教育における恩恵として受けと

めながらも，その一部には国語科教育学の立場からは，

そのままでは受容できないものが含まれていることを，

その典型的な例としてのr夕焼け」（吉野弘）解釈・評

価を素材として検討しようとしたものである。氏の著書

全体にわたる恩恵的側面，r夕焼け」解釈史，及び授業

実践の実態の三点に関しては，紙面の関係から具体的叙

述を行っていない。他稿による所以でもある。

　尚，本小論執筆の契機としては，宇佐美氏の次の提言

の一端に答えたいという意思の存在したことをも付言し

ておきたい。氏の言を黙殺しないここが，国語科教育学

の現状と将来とにとっても肝要なことだと思うからでも

ある。また，黙殺しなくてこそ，氏の論が国語科教育学

の上に恩恵として下るのだと確信するからである。

　十二章にわたって，大体言いたいことを言ってきた。

……一門外漢が国語科教育学に対して批判をし論争を要

求したことになる。私は「開国」をせまったつもりであ

る。……

　国語科教育学界は，静かで穏和なところらしい。論争

はあまりないらしい。私のように言いたいことを言う人

は少ないらしい。学会に出ても私はそれを感ずる。これ

は鎖国時代の日本社会に似ている。

　自由を何より尊ぶ学問の世界では，これくらいの常識

破りの批判は当たり前である。かげ口ではなく正面から

の反批判を期待する。（いろいろな陰口が，まわりまわ

って聞こえてくる。）おおいに，やりあおうではないか。

〔囹P．192～193〕
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1）尚，その中で本論にも関係すると思われる部分に

ついて次のように述べている。

　また，最近の……「夕焼け」（吉野弘）の解釈…

…などには，異論を抱いている。文学の方法におけ

る話者や登場人物の基本的性質に言及することな

く，それらの「自我」を直接に批判している点が異

論の核心である。〔図p．252〕

2）このことは宇佐美氏とは独自に，ほぼ同一の結論

を導き出している池田久美子氏の論〔團〕について

も，基本的にはあてはまることだと思われる。

3）井関義久氏〔固p．254〕による。

4）具体的には，引用文献圖の末尾〔p。128〕に示し

た「r夕焼け』（吉野弘）研究・文献目録」の21文献

から，宇佐美氏と池田氏とのものを除外した19文献

と本論の「引用文献」回，囚，回，回，回，國，囮，

囮，囮，画，國，図，國，國，圏，国の16文献と

が，その検討範囲である。

5）4）の範囲においては，こうした観点からr夕焼

け」の性質を説明しようとしているものはない。

6）　「私文学」的文学観の影響が強いわが国において

は，前者によ？て全てを覆いつくそうとする傾向が

ある。例えば，筆者の関心を抱く「短歌」の世界で

は，今日においてもr写実派」・「非写実派」の呼

称が存在し前者の影響の強さを窺わせる。それだけ

に「写実派」からの脱出を図った岡井隆の苦闘〔團

特に第十一章「私文学としての短歌」pp．169～

204。〕などは，この二つの立場の区別を考える上で

の恰好の素材ともなる。

　尚，上に述べた二分法は，r分析批評」の用語で

言う「離れ」（esthenic　distance）によっても相当程

度説明できると思われる。〔例えば，図pp・5～7参

照〕。

7）ファンタジー作品における現実からの飛翔のタイ

　プについては，萬屋秀雄氏の提案〔國，國〕があ

第31巻第2号

　り，それを発展させて安房直子作品に関して具体的

　考察を行った白沢まゆみ氏の論考〔囮〕もある。

　8）　r一種の価値転換」やr或る真実」は宇佐美氏の

　言うr感傷的で女くさい詩」〔（功下線部〕に通ずる

　ことになろう。文学が扱う面には色々なものがある

　が，こうした面も相当に重要な一つの面なのであ

　る。また，こうした面が文学において重要な位置を

　占めるのは，おそらく我が国のみでなく，世界の殆

　どの国において共通することであると言ってよいで

　あろう。（r米国の大学教授……」は，氏のサービス

　精神から来る「勇み足」であろうと見た。r米国の

　大学教授……」が論の妥当性を保証するものでない

　ことは，氏の常々説かれているところでもある。）

　筆者の関心の厚い短歌のジャンルにおいてもr文芸

　は，人間の『強さ』からではなく，ある種の『弱さ』

　からしみ出てくる自己表現なのである。」〔回p．34〕

　　とする言のある所以である。

　9）「読み」のレベルをどう設定するかについての筆

　者の考えの一端については，圖を参照されたい。そ

　れによって，宇佐美氏の言われる「それでは，状況

　の事実は，作者の専有物であって，生徒は想像して

　はいけないと言っていることになる。」〔回p．35〕

　　に答えることもできると考えている。

　10）この点については，小坂桐子氏〔圖〕が既に論じ

　　ている。氏が筆者の研究室において卒業論文を作成

　　したという事情から，氏と筆者の間にはr夕焼け」

　　をめぐる意見交換がある。氏と筆者との相違は，

　　r視点（話者）」という観点の強調の度合にあると

　　考えている。

　11）紙面の関係から本論において具体的に言及するこ

　　とは出来ない。ここでは，4）の範囲においては，作

　　者・作品への批判を中核とした授業実践はないとい

　　うことのみを結論的にのみ述べておかざるを得な

　　いo

一48一

、



ρ

ρ

引用文献

宇佐美寛氏のr夕焼け」（吉野弘）解釈に関する一考察

　　　　　　圖　駒瀬銑吾r鑑賞から創作指導ヘーr夕焼け』

回　鮎川信夫（題なし），r現代詩文庫　12吉野弘詩

集』（思潮社，1968－8）裏表紙

回　池田久美子「r夕焼け』の授業における『自我』

の欠落一文化的同調の要求一」，『信州豊南短期

大学紀要』No．2（1985－3）PP．337～360。

固井関義久『批評の文法一分析批評と文学教育一』

　（大修館，1972－4）。

囚　岩沢文雄編r感動体験を育む詩の授業』（明治図

書，1971－2）PP．19～20。

固　宇佐美寛r記号論的国語教育論」（1）～⑫，r教育

科学　国語教育』No．346～360（明治図書）（一九

八五一四～一一九八六一三）。

囹　宇佐美寛『国語科授業批判』（明治図書，一九八

六一八）。

囮　岡本博文r（わたしの鑑賞指導）吉野弘r夕焼け

一』の授業く小学校＞一この作品のすばらしさに

魅せられて一」，r国語の授業』No．52（国土社，

1972－8）　pp．36～40Q

團　岡井隆『現代短歌入門一危機歌学の試み一』

大和書房，1969－10，1974－6＝新編）。

回　岡井隆r歌の架け橋』（六法出版，1983－4）。

匝】甲斐睦朗監修『豊かな心を育てる国語教室ハンド

ブック』（明治図書，1984－7）pp．88～91。

回郷原宏「やさしい受難者吉野弘論」，r新編吉野

弘詩集』（思潮社，1982－3）pp．133～143。

匝】小海永二r（鑑賞　吉野弘）」，伊藤信吉他編r日

本の詩歌　27　現代詩集』（中央公論社，1970－3）

pp．271～2770

国　小坂桐子「宇佐美寛論一国語教育学的観点から

の検討一」（岩手大学教育学部昭和60年度卒業論

文）。

図　小西甚一「r鴨の声ほのかに白し』一芭蕉句分

析批評の試み一」，r文学』VoL31（岩波書店，

1963－8）　pp．1～140

（二年　単元五）を用いて一」，r国語教育相談室』

No．285（光村図書，1983－5）PP．16～19。

囮　佐藤和夫「消えやらぬこだわり一状況と行為を

確かにつかむ一」，日本語文型教育研究会『国語

科授業の新展開15文型による詩の見方・教え方』

（明治図書，1984－8）pp．168～179。

囮　佐藤きむ「夕焼け」，r教科教育』第11号（弘前大

学教育学部教科教育共通研究室，1984－3）〔『国語

授業のいろは』（三省堂，1986－6）PP．8～15）

囮　白沢まゆみ「安房直子作品の特徴一く非現実＞

世界へのく入り方＞と，＜現実＞世界へのく出方＞

とを手がかりとして一」，『月刊　国語教育研究』

No．162（日本国語教育学会，1985－11）pp．28～33。

圓　中島国太郎『中学校評価全集〔2〕国語』（ぎょう

せし・，　1985－12）　PP。217～2210

國　芳賀秀次郎「夕焼け」，小海永二『現代詩の解釈

と鑑賞事典』（旺文社，1979－3）PP．708～711。

國福本雄一r中学2年夕焼け」，r国語の手帖』

No。3（明治図書，1986－9）PP．76～77。

國　宮原修「中学校の文学の授業」，鈴木久夫・宮原

修編『国語科教育法』（明治図書，1984－4）pp．60

～660

園　望月善次rr読み』のレベル設定に関する一考察

一八木重吉『母をおもう』を具体例として一」，

r岩手大学教育学部年報』第40巻，第1号（1980－

10）PP．203～218Q

図　望月善次rr改革会議』の今後に期待するもの」，

r教育科学　国語教育』No．358（明治図書，1986－

1）pp．251～253。＊特集＝「文学教材をなぜ国語科

授業で扱うか」

圖　望月善次r（資料）『夕焼け』（吉野弘）の授業記

録二種」，r教育工学研究』第8号（岩手大学教育学

部附属教育工学センタ・一，1986－3）pp．109～128。

図　吉田熈生・高橋宗近・小室善弘「（座談会）現代

詩の読み方，教え方」，r月刊　国語教育』No・42

一49一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　読　書科学

　（東京法令出版，1985－3）pp．38～39。

國　吉野弘『幻・方法』（飯塚書店，1959－6）。

圏　吉野弘「自作について『夕焼け』」，r国語教育相

　談室』No．171（光村図書，1974－5）〔r詩への通

　路』（思潮社，1980－12）PP．67～69〕。

國　萬屋秀雄「ファンタジー教材の指導について」

　（第59回全国大学国語教育学会発表資料，1980，広

第31巻第2号

　　島大学）

図　萬屋秀雄rファンタジー作品のとりあつかいをめ

　　ぐって」（昭和58年度日本児童文学学会発表資料，

　　1983，京都女子大学）

國　渡辺宏「吉野弘の詩」，飛田多喜雄・小林一仁編

　　r最新中学校国語科指導法講座　7　理解　4　詩歌

　　の指導』（明治図書，1983－10）pp．145～148）。

、

SUMMARY

　Hiroshi　Usami’s　recent　book，Ko肋go肋」麗gyo　H1hαn，

A　Criticism　of　Japanese　Language　Classes，（Meijitosho，

1986）is　a　keen　commentary　of　the　teaching　of　the

Japanese　language，written　by　an　educational　philoso－

pher．　It　apPears　that　Japanese　Ianguage　educators

would　benefit　from　reading　this　book　l　however，some

of　the　comments　cannot　be　accepted　without　reserva・

tion．This　is　related　to　the　fact　that　Usami　is　not　a

specialist　in　the　field　of　Japanese　language　instruction．

　The　problem　is　apparent　in　his　interpretation　of　the

poem“Yuyake”by　Hiroshi　Yoshino．This　paper　will

illustrate　this　by　referring　to　the　realistic　vs．　non－

realistic　dichotomy　and　to　the　point－of－view　of　the

narrator．Usami’s　realistic　apProach　is　inapPropriate

because“Yuyake”is　not　a　realistic　poem．The　mis・

interpretation　is　more　evident　in　considering　the　role

played　byδoゑ麗，the　first　person　or“r’in　the　poem，

who　is　the　narrator．This　paper　is　also　an　attempt　to

engage　in　fuller　debate　on　the　subject　of　Japanese

language　instruction，as　suggested　by　Usami．
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rはまべのいす」における予測の実態

　　一児童の物語スキーマ特性を探る一＊

東京学芸大学附属小金井小学校岩永正史＊＊
■

はじめに

　最近の認知心理学の研究によると，人は文章を理解す

る過程でさまざまなスキーマを使っていることが明らか

になっている。文章理解の際にはたらくスキーマには，

大きく分けて文章内容に関わるものと文章の展開構造に

関わるものとがあると考えられているが，人はこれらの

スキーマのはたらきによって文章に新たな情報をつけ加

えて豊か比想燥したり，首尾一貫した解釈を構成したり

しているというのである。こうした指摘は，国語教育に

とっても重要である。読みの指導について考える場合

に，従来は教材とする文章の内容や形式の面から論ずる

ことが多く，学習者である児童の読みにおける思考過程

の面から論ずることは少なかったが，認知心理学の知見

は後者の研究を大いに刺激することになろう。児童の内

に読みにはたらくスキーマを育てることによって読みの

力をつけていこうという指導の方向が考えられるからで

ある。アメリカにおけるSadow，Singar＆Donlan，

Turetzkyらの物語スキーマを扱った指導法研究は，こ

うした考えの上に立ったものといえよう。しかし，そう

はいっても，アメリカにおける一部の実践に見られるよ

うに，物語スキーマを育てることを目指した実践が，実

際には物語スキーマの言語的記述である物語文法をもと

にして，物語を読みとるための質問を作る練習をするこ

＊Children’s　predictions　while　reading　a　story－A

　f㏄us　on　the　characteristics　ofβtory　schema一．

＊＊IWANAGA，Masafumi，（Koganei　Primary　Schoo1，

　To：kyo　Gakugei　University）

とであったり，物語を物語文法の構成要素に分解するこ

とであったりするのでは所期の目的を達するごとができ

るのか疑問である。物語文法は，ある程度完成された大

人の物語スキーマを記述する試みであろうが，国語科教

育にとって重要なのは．，児童の内にある発達途上の物語

スキーマの方であり，それがどのようなものであって，

どのようにすれば発達を促せるのかということである。

このような点を考慮せずに物語文法を教えても，果たし

て児童に物語スキーマを育てることになるのか疑問であ

るし，かえって物語から物語文法の構成要素さえ読みと

ればよいというようなやせた読みの学習に陥る危険さえ

ある。こうした問題点を克服するには，まず，児童の物

語スキーマの様態や発達差及びそれらの要因が明らかに

されなければならない。次いで，その上に立って，物語ス

キーマの指導が現在の国語科の読みの指導の中にどのよ

うに位置づくのか，明らかにされることが必要である。

　本論では，こうした問題意識から児童の物語スキーマ

についてとりあげ，調査をもとに考察することを目的と

する。物語スキーマ，説明文スキーマ……というように

文種ごとにスキーマを設定することについては岸が指摘

しているように大いに論議の余地があるが，ここでは現

在ある文種を認めた上でそのそれぞれのスキーマを探っ

ていくことにより，より高次の文章理解スキーマとでも

呼ぶべきものに迫ろうとする立場をとる。その手始めと

して物語スキーマを扱うわけである。

　ところで読みにおける児童の物語スキーマについて

は，Mandler＆．Johnson，Mandler，丸野・高木などがあ
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る。彼らは物語スキーマが記憶を再構成する際には．たら

く点に着目し，物語の記憶・想起によって児童の物語ス

キーマ特性を調べているが，これは読みの結果として児

童の中に定着したものを問題にしていることになる。し

かし，国語科教育として重要なのは，読みの結果よりも

読みの過程の方である。読みの授業においては読みの過

程でくり出される児童の物語スキーマがどのようなもの

であり，どんな指導を加える可能性があるか，というこ

とが重要なのだ。そこで，ここでは読みの過程で生じる

予測に着目することで児童の物語スキーマに迫ろうとす

る。具体的には，物語をいくつかの部分に分け，冒頭か

ら順に一部分を読んでは後の部分の予測を書く作業をく

り返していく。そして，その予測を現在提唱されている

物語文法の構成要素と比較して検討する。この方法によ

ると，順次書かれていく予測の変化を見ることで，引き

出されたスキーマが文章との対応により修正され，変化

していく様子を観察することも期待できると考えられ

る。

調査

　1．　調査対象　東京都大田区内及び品川区内の公立小

学校児童（2年生71名，4年生78名，6年生73名）

　2．調査時期　昭和60年7月

　3．　調査に使用した物語　山下明生作「はまべのい

す」を九つの場面に分け，一場面ごとに印刷したものを

冊子にして用いた。rはまべのいす」は，病室にいるrひ

ろ君」がとらえた浜辺の一日を描いた作品である。日の

出，かもめの朝食，おじさんのさかなつり，などの浜辺

のできごとが一つずつの独立した場面として淡々と描か

れていく。場面の中には時折ひろ君の様子もおりまぜら

れるがそれはごく簡単なものであり，ひろ君の心情が直

接的に描かれることは終末の「まってろよ，白いいす。

あしたはきっと元気になって，ぽくがあそびに行くから

ね。」まではない。（つまり，児童が予測する場面では，

ひろ君の心情が直接的に描かれる部分はないことにな

る。）物語文法との対応で見るなら，目標，試み，解決

第31巻第2号

などにあたる部分は見当たらず，そうした意味で非定型

的な物語ということになる。予測をする児童にとって曖

昧文としてはたらくものと考えられる。

　4．調査方法　調査は小学校の1単位時間を使い，学

級ごとに集団で行った。調査用紙配布後，作業時間が余

っても続きのプリントを見ないよう注意して調査に入っ

た。調査は，開始時においては，調査文を読む（1分間）

続きを考えて書く（3分間）を分けたが，児童が作業の

要領をつかんでからは「読む＋続きを書く」で4分間を

とり，読む時間と書く時間の区別をなくした。また，物

語の最後の部分の予測に入る前には「この次のところで

物語は終わります。ですから続きを考えるのはこれが最

後です。」と告げて，児童が物語の終末部をどのように

意識しているかを見ることにした。

　この調査は，物語の続きを見ずに予測を書くものであ

るから，児童に本物と同じものが書けることはまずない

といってよい。だが，児童の中には，それを「まちがえ

た」rできなかった」と受けとり，作業意欲が低下する

者も出ると考えられる。そこで，調査中には「本物と同

じものが書けなくてよいこと」r自分の考えた通りに書

けばよいこと」の二点を適時説明するようにした。

　5．結果

（1）第1～8場面に対する反応分析の観点

　児童の反応は次の6種類に分類した。以下に記述例と

ともに示す。例には通し番号を付し，（）内漢数字は

何番目の場面を受けて書いた予測であるかを，また，算

用数字は学年を示す。

○　設定……物語の登場人物，場所，時間等についての

説明であり，かつ，それが既定の条件として示されてい

るもの。

　①ひろ君は重い病気で歩くことができません。そし

　　てひろ君のお母さんとお父さんはもう死んでしまっ

　　ていません。ひろ君はなつかしそうにそのいすを見

　　ていました。（一，6）

○事件……新しいできごと，または新しい状態を記し

たもの。
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表1学年別，場面ごとの各反応の割合（％）　　　10　その他……特徴がはっきりと認められず分類できな

学年反応
場 面

12345678
平均

2

4

6

設定
事件
結果
目　標

その他

無効

13300000022015　44514　8271016
13　　34　　65　　20　　46　　52　　25　　35　　36

17　　13　　　6　　　7　　　6　　　7　　13　　　6　　　9

4　　15　　　6　　14　　14　　10　　11　　13　　11

34　　20　　20　　14　　20　　23　　24　　37　　24

設定
事件
結果
目　標

その他

無効

139000100324　　19　　15　　56　　29　　　2　　47　　37　　31

17　　49　　59　　14　　46　　51　　28　　36　　38

31　　12　　14　　13　　　5　　14　　　8　　　9　　13

9　3　3　6、5　5　9　8　6

899101488109
設定
事件
結果
目　標

その他

無効

15

42

12

16

4
10

7
25

41

11

5
10

0
23

59

11

1
5

0
63

15

11

7
4

0
48

47

1
3
1

1
22

66

3
4
4

0
40

40

8
4
8

1
44

32

3
10

11

3
38

39

8
5
7

②ある日，白いいすが海を見たとききゅうに波が高

　　くなって，いすをめがけてむかってきました。白い

　いすはにげようとしました。でもいすはいすです。

　動けるはずがありません。（一，2）

○　目標……次に行動を生むような目標を含んだ，心理

的な反応や表情の描写などを記したもの。目標に従った

試みを記したもの。

　③ひろ君は，そのいすはだれをまっているのかしん

　ばいになりました。ひろ君はそのいすのそばにいき

　たくてたまらなくなってきました。それでもいけな

　　いのです。（一，4）

○　結果……できごとや状態の推移及び結末を記したも

の。結末に対する，目標を含まない心理的な反応や，表

情・行動を記したもの。前のいくつかの場面をまとめた

もの。

　④そよ風がふき，赤ちゃんやひろ君の間を通りまし

　　た。花や木がたくさんある気持ちのいい世界にいる

　　ような気分でした。（五，4）

いもの。

○　無効反応……無記入．記入が少ない。判読不能など

で意味がわからないもの。前の場面を写しているもの。

次の場面を見て書いたことが明らかなもの。前の場面と

関係のないもの。自分の感想を書いているもの，

（2）第1～第8場面に対する反応の特徴

　表1に学年別に物語の展開に従った各反応の推移を示

した。一見して各学年とも場面ごとにあまり変動しない

反応と大きく上下する反応とがあることがわかる。

　あまり変動がないのはr設定」と「目標」の反応であ

る。

　「設定」の反応は，各学年とも物語の始めの部分に集

中して現れ，以後は．消滅する。実際の物語では登場人

物，場所，時間等についての情報を既定の事実として示

すことは，物語の始めの部分でのみ行われるわけではな

い。物語の途中でr実は斯く斯く然々であった」と新し

い情報を既定の事実として持ち出してくることも，決し

て珍しくはない。それにも拘らず，児童のr設定」の反

応がこのような現れ方をするのは，児童が物語の開始部

にっいて持っている知識がどのようなものであるかを示

しているといえよう，

　「目標」の反応は全場面に対して現れている。r設定」

の反応に似て始めの部分に多く，以後は少なくなってい

るが，後半に一度ずつ，再び多くなる部分がある。各学

年とも，最もr目標」の反応が多い第一場面では，反応

の仕方に学年による差は見られない。（→③）注目すべ

きは後半の第6，7場面に対する反応である，2年生で

は第7場面に対して「目標」の反応が多くなる。第7場

面の「……すなの絵がきえました」から，単純に「消え

たからかく」と，文章の一部に反応している。4年生で

は第6場面に対して「目標」の反応が多い。第6場面の

活動的な面にひかれて，ひろ君が「自分も……」と心を

動かすという形の反応である。6年生は2年生と同じ第

7場面に反応しているが，文章の一部に反応したもので

はない。
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　⑤　ひろ君もかきたいなあ～というかおですなはまを

　　じっとみていました。でも，ひろ君は，おもてにで

　　たりしたら，お母さんにおこられます。（七，6）

のようにr病院のベッドから浜辺をながめて暮らしてい

るひろ君」という設定をおさえ，ひろ君の心情を想像し

ている。

　また，学年間で「目標」の反応の多少を比べると，4

年生に多く，2・6年生に少ない。（→表1）

　場面によって大きく上下するのは「事件」と「結果」

の反応であるgこの2っは，一方が多い場面ではもう一

方が少ないという関係にある。児童にはっきりとr事件」

と認められるような内容が描かれており，かつ，場面が

完結したと認めにくい場面では「結果」の反応が多く，

それ以外では「事件」と「結果」の反応が相半ばする，

しかし，この2つは「新しくおこったこと（事件）」か，

r前の事件の続き（結果）」か，という違いはあるものの，

どちらもrできごと」や「状態」を記述したものである

ことを考えると，相補的な関係にあるといえよう。また，

この二つが反応の5割から9割を占めている（除く，第

1場面）ことから，児童が物語というものを，できごと

や状態の連なりによって構成されているものであるとと

らえていることがうかがえる。

　学年別に見ると，r結果」の反応は学年間にほとんど

差がなく，r事件」の反応は6年生に多く，2年生に少

ない。6年生は調査文の展開構造を見こして物語を展開

させていこうとするのに対し，2年生は直前の場面に留

まってその続きを考えていこうとする傾向があるといえ

よう。

（3）終末部の予測の類型

　物語の終末部に対する予測は，次の3つの観点を組み

合わせ，表2に示した0～V【型の7類型に分類した。

・　物語を打ち切っているか。

・　第9場面の最後の文rひろ君はベッドにもぐり，は

　まべのいすにいいました。」との呼応があるか。

・　前記2項目を満たすものについては，その内容から，

　心情中心か，光景中心か，両者の混合したものか。

第31巻第2号

表2　終末部の予測の7類型

一耀・て一1二羅1

　　　　　　一呼応なし

一打ち切って一
　いる

一呼応あり一

………………一9…　0

…・………・……・…　1

…・…・…………・…E

一呼応のみ………皿

　事象中心………IV

　心情中心………V

一混　　合………V【

　次に各類型ごとに記述例をあげる。（算用数字は学年）

0　0型

　無記入，調査文を写した，感想を書いた，などがこれ

に含まれるが，次のようなものもあった。

　⑥　ぐうぐうねむりはじめてよるになってきて，おき

　　るとゆきがまたふってきて，おきてみるといろいろ

　　なかたちがありました。

　　「きれいだなあ。いいことかんがえた。やんだらゆ

　　きあそびしよう。」（2）

O　I型

　⑦rおやすみなさい。またあしたあそぼうね。」

　　ひろ君はもうねました。次の日です。ものすごい台

　　風でした。これじゃあ，そとであそべない。おはな

　　しをしよう。ひろ君は，

　　「はまべさんとベンチさん，お話をしよう。」（4）

O　n型

　⑧そのおにいさんは，まだギターをならしていま

　す。ひろくんは，ギターがうるさくてねむれません

　　でした。（2）

○　皿型

　⑨rいすさん，おやすみなさい。」

　　ひろくんはそういうと，すぐにねむってしまいまし

　　た。（2）

○】V型

　⑩rおやすみなさい。」

　　すると，いすが

　　「おやすみ。」
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　　といいました。でも，それは，風の音かもしれない

　　し，波の音かもしれません。（6）

O　V型

　⑪rぼくの足がよくなるまでずうっとそこにいてね。」

　　ひろ君は，そうつぶやきながらねてしまいました。

　　（4）

O　V【型

　⑫rおやすみ，いすくん。ゆめの中でまた会おうね。」

　　いつでも会えるようだけど，なんだかさびしいの

　　で，ゆめの中でも会いたいみたい。朝，ひろ君は退

　　いんができるそうです。ひろ君にとってはうれしい

　　ようであり，期なしいことでもあるのです。（6）

（4）終末部の予測の特徴

　終末部の予測7類型の現れ方を学年別にまとめて示し

たのが表3である。2年生に比べ，4，6年生ではW～

V【型に反応が偏っていることがわかる。そこで，学年間

の差違をさらにはっきりさせるために，7類型をさらに

次の3つに分類してみる。

　　表3　学年別終末部の予測の現れ方（％）

2

4

6

0

28

9

3

1
6

5

1

E
14

5

4

皿

17

5

4

】V

7
14

27

V
24

43

45

V【

4
19

16

A．物語全体の終末となっている。（表中ゴチック）

B．物語全体の終末とはなっていないが，一場面のr結

　果」にはなっている。（表中イタリッ、ク）

C．物語を打ち切ることができていない。

　当初は7類型のうちIV～W型がA，皿型がB，豆，

1，0型がCに含まれると考えられた。しかし，2年生

のV型の記述を見ると，

　⑬「はまべのいすさん・おやすみなさい。翠くはもう

　ねます。はまべのいすさんは，まだねないの。そう

　か，いつもねているもんね。ひみつにしたってぼく

　はしっているんだよ。おやすみ。ムニャムニャ。」

　（2）

のように，第9場面の最後の部分との呼応はあるもの

の，関係のない方向に連想したり，文章のあまり重要で

ない部分にこだわったりしたものであった。物語を打ち

切りはしたものの，作品の本質とはかけ離れたものが多

い。このことは，V型と同様に，何らかの心情の表現を

含むVI型の記述でも認められる。そこで，2年生の場合

には，IV型のみがAに，V，V【，皿型がB㌍，L　I，

0型がCに含まれることがわかった。

　こうしてA，B，Cの3分類で表3を見ると，ともかく

も物語を終わりにすることができた者は，二年生で52％，

4年生で80％，六年生で93％であり，2年生と4年生の

差がやや大きいものの，学年が上がるに従って増えてい

る。そのうち物語全体の終末を記述できた者は，2年生

にはわずかしかいないが，4年生になると飛躍的に増え，

6年生で更に増える。逆に，1場面の「結果」で物語を

打ち切る者は2年生に多く，4年生になると大幅に減り，

4，6年生の間にはほとんど差がない。

　こうして見ると，2年生と4，6年生との差違が目立

つが，4年生と6年生との差違にも着目してみよう。4

年生と6年生の差違を最も明らかにしているものは，IV

型の反応である。】V型の反応の割合は，4，6年生の間

に13％の差があり，これがそのまま4，6年生の間の

「物語を打ち切ることができなかった者」の差となって

現れている。これは，4年生で物語を打ち切れなかった

者が，6年生になると事象中心の終末を記述するように

なることを意味しない。しかし，何らかの原因でW型の

終末を記述する者が増えることが，6年生の特徴である

とはいえよう。

　以上をもとに各学年の特徴をまとめると，次のように

なる。

　2年生では，終末を記述しようという意識のあるもの

は，半分程いるに過ぎない。だが，そのうちの多くの児

童の終末に対する意識は，r目前の何かが終わる」とい

う程度のものである。2年生は目前の一場面の中に留ま

ってでぎごとや状態の推移を追う傾向が強く，これまで

読んでぎた部分にある一貫性を与えるような終末を作る
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ことがむずかしい。

　4年生では，終末を記述しようという意識のあるもの

は，全体の8割にのぼる。その中でも物語全体の終末と

認められるものが大部分を占め，特に心情に関わった反

応（V，V【型）の割合が多い。これは，4年生になると

次々と変わる場面を個々バラバラにとらえるのでなく，

その中に「ある関係」を見出すようになるためであろ

う。そしてその際，物語の中の人物に同化し，その人物

の心情を想像することを通して関係をとらえるために心

情に関わる反応が多くなると考えられる。4年生にとっ

ての終末とは．，r物語の中に見出した関係を反映させて

物語を打ち切るもの」である。

　6年生になると，終末を記述しようという意識のある

ものは9割を越える。類型別に見ると4年生に事象中心

の反応が増えて加わる形になる。事象中心の反応が増え

るのは，6年生が，直接心情を表現しなくても，まわり

の光景や人物の行動を描写することでそれを表現できる

ようになるためであろう。これは，表現力が増すことも

一因だが，文章の特徴をとらえられるようになることも

関わっていよう。浜辺の光景を淡々と描いていく調査文

の特徴をとらえたことが事象中心の終末を予測させ，表

現力の伸びが記述を容易にするのである。6年生にとっ

ての終末は，r物語の中で見出した関係を反映させたも

の」という点では4年生とかわりがない、「その関係が

どのような表現のしかたで描かれているか」を意識の中

に加える児童が増えてくることが6年生の特徴なのであ

る。

考察

　読みの過程で生じる予測に着目することにより児童の

物語スキーマの実態に迫れるのではないか，との仮定の

もとに調査を行い，児童の記述した予測を分析してき

た。その結果，児童の物語スキーマについて各学年に共

通な部分と学年により発達差のある部分とについて知る

手がかりを得ることができた。

　児童の物語スキーマについて各学年に共通なことは，

第31巻第2号

物語の開始部において設定がなされ，それに続いてエピ

ソードがくり返されていくという構造になっていること

である。

　設定の部分については，

　（1）児童のr設定」の反応が各学年とも物語の開始部

　　に集中して現れ，特に第1場面に対して多い。

　（2）児童の「設定」の反応が全反応に占める割合に学

　　年による差がほとんどない。

などから「物語の開始部において登場人物，場所，時間

等についての説明がなされる」という知識を各学年の児

童が持っていることがうかがえる。もっとも，調査文で

は設定部にあたるところは第1場面で終わっていると見

るのが妥当であるから，わざわざ児童が「設定」をつけ

加える必要はないわけで，r設定」の反応は他の反応と

比べて特に多くはない。しかし，第1場面の他の反応を

見ると，各学年とも今後の物語の展開の契機となるよう

な「事件」（いすが波にさらわれそうになる……2，ひ

ろ君といすが空の旅に出発する……4，など）を記述し

ており，物語文法のr設定一→事件の発生」と展開する

形によくあてはまる反応を示している。こうしたことか

らも児童が物語に設定の存在を認めていることが裏づけ

られよう。

　児童が物語をエピソードのくり返しととらえているこ

とは，前述したr事件」とr結果」の反応の現れ方によ

って知ることができる。

　次に，物語スキーマの発達差のある部分について述べ

たい。　　　　、

　2年生の予測に見られた特徴は，

　（1）r事件」の反応が少なく，それに比べてr結果」の

　　反応が多い。

　（2）r目標」の反応が少ない。

　（3）物語全体の終末を意識しにくい。

の3点であった。このうち（1）からは，2年生が1つの場

面内でのできごとや状態に依存してその推移を追い，物

語の展開を見通して新たに物語を展開させていくのがむ

ずかしいことがわかる。また，r目標」は物語の後続部
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「はまべのいす」における予測の実態

分の枠組になるはたらきがあると考えられるが，これが

少ないことは後続部をある関係をもって展開させていこ

うという意識が薄いことを表している。そして終末部ま

で読み進んでも，これまでの物語の展開をとらえ直すこ

とができず，物語全体をしめくくるような終末部を予測

できない。こうした点から，2年生の物語スキーマは，

「設定＋エピソードのくり返し」という構造ではある

が，それぞれの構成要素間の関係把握は弱いものである

と考えられる。子どもの物語スキーマが因果関係の把握

において十分でないことは，マンドラーとジョンソンに

よっても指摘されているが，ここでも同様の結果が得ら

れたことになる。マンドラーとジョンソンの場合は，物

語を想起させてそれを分析するという方法によったた

め，実験に使用された物語の内容が理解に大きく影響し

たと考えられるが，物語の全体が明らかにされない状態

での予測においても同じ結果が得られたことは，物語の

内容よりも読み手のスキーマがこの結果を導いた原因で

あったことを示していよう。

　4年生の予測に見られた特徴は，

　（1）「事件」の反応が増えて「結果」の反応に迫ってい

　　る。

　（2）r目標」の反応が他の学年よりも多い。

　（3）物語全体の終末を意識できる者が多い。

の3点であった。このうち最も特徴的なのは「目標」の

反応に関する点である。「目標」の反応は各学年とも第

1場面に対して最も多く現れているが，4年生では特に

多く，他のどの反応よりも多い。これは4年生が物語の

展開をある目標のもとに事態が進展していくという一貫

した過程ととらえていることを表していよう。この一貫

性という点はr事件」の反応によっても裏づけられる。

第1場面に対するr事件」の記述が後続部の展開の契機

となるようなものであることは前に述べた。4年生の場

合こうした反応は第3場面に対しても見られるが，第4

場面以後次第に調査文の特徴をつかみ，光景中心の記述

が増えてくる。ところが第7場面になると再び開始部に

見られたのと同種の「事件」の記述が現れ，4年生の物

語の展開に対するとらえ方を浮き彫りにしている。ま

た，（3）からも，児童が次々と呈示される調査文を予測を

修正しながら読み進み，各場面から一貫した意味を読み

とって物語の終末を考えられたことがわかる。4年生に

なると，2年生に見られた関係把握の弱さはかなり克服

されていると見ることができる。ー

　こうした点から4年生の物語スキーマは，ある設定の

もとにエピソードが連なっていく構造ではあるが，エピ

ソード内に後続部を方向づける事件や目標が含まれ，そ

れぞれの構成要素間の関係が保たれている，そして最後

にはこれらをまとめる終末があるという形であると考え

られる。

　6年生の予測に見られた特徴は，

　（1）r事件」の反応が他の学年よりも多い。

　（2）r目標」の反応が他の学年よりも少ない。

　（3）ほとんどの者が物語全体の終末を意識できる。

の3点であった。これを4年生と比べると，r事件」の

反応と終末意識については6年生が4年生を上回るが，

「目標」の反応は逆に少ない。6年生は，物語をどんど

ん展開させていこうとしており，各場面の関係を把握し

て一貫した意味を読みとれてもいるが，後続部の枠組と

なる「目標」は求めていないという，矛盾しているとも

受け取れる結果となる。これは一つには調査文の影響に

よるが，もう一つには読み手の内に典型的な物語文法に

あては．まらない物語の展開をも予測し得るようなスキー

マがあったためだと考えられる。試みにr事件」の記述

を第1場面から振り返ってみると，第1場面では6年生

も他学年と同様，後続部の展開の契機となるようなr事

件」を記述している。この傾向は第2場面まで残るが，

第3場面になると調査文とよく似た浜辺の光景中心の記

述が現れ，以後こうした記述が最後まで続く。6年生は

いったん調査文の特徴をつかむと，そのまま順調に予測

を続けていく。6年生にとっては，必ずしも物語に解決

されるべき「事件」や「目標」が明示されている必要は

ない。次に示す例は，調査文のように光景が淡々と描か

れるだけの作品が，6年生には一つの意味をもった作品
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として理解されていることを端的に表している。

⑭rおやすみ，いす君。」

　いすは，それには答えずに，もうねむりはじめまし

　た，ひろ君もねむりました。あとは，波の音だけが

　きこえてきました。ひろ君は，ゆめを見ています。

　いすもゆめを見ています。

　　ある日の，小さなできごとです。（6）

　以上をもとにすると，6年生の物語スキーマは，』基本

的な形は4年生と変わりないが，物語スキーマを構成し

ている個々の要素の内容や明示の有無などにおいて4年

生より多様で柔軟性があり，従ってその適用範囲が広い

ものであると考えられる。

　以上，rはまべのいす」における予測を検討すること

で児童の物語スキーマの特性について述べてきた。しか

し，このような物語スキーマの特性はどんな物語の読み

においても同様に発揮されるとはいい難い。実際，岩永

の行った他の調査（典型的な物語文法に合う作品一堀

口大学「子牛の話」一を使用）では，2年生にも4年

生と同じような物語スキーマがあると考えられるような

反応が現れている。こうしたことを考慮すると，例えば

2年生の物語スキーマが関係の把握において弱いといっ

ても，それが全くできないというのではなく，物語の内

容や構造にもよるものであるといえるだろう。

　物語スキーマの発達過程は，物語スキーマの各構成要

素間の関係把握の発達過程，及び物語スキーマの柔軟性

の獲得過程としてとらえることができるのではないだろ

うか。

〔引用文献〕

岩永正史　読みにおける思考過程の研究　東京学芸大学

　大学院教育学研究科修士論文　未発表　1985．3．

岸学　文章と論理構造（1）児童心理　39，14　141－156

　1985．11．

Mandler，」．M．A　code　in　the　node：The　use　of　a

　story　schema　in　retrievaL　Di5‘oπr5εPro‘ε55ε53A

　Mπ1診iゐ⑳1加耽yJ・伽π41，1，14－35，1978・

第31巻第2号

Mandler，J．M＆Johnson，N．S．Rememberance　of

　things　parsed：Story　structure　and　recal1．　Co9π髭∫u8

　R）℃holo9ツ，111－151，1977，9．

丸野俊一・高木和子　物語の理解，記憶における認知的

　枠組形成の役割　教育心理学研究，27，1，18－25，

　1979．

Sadow，M．W．The　use　of　story　grammar　in　the

　design　of　questions．　Tゐ8Rε‘z4ゴng　7セα‘hεr，35，　5，

　518－522　　1982　　2．
　　　　，　　　　　　　　，

Singar，　H．＆　Donlan，D．　Active　comprehension：

　Problemsolving　schema　with　question　for　compre．

　hension　of　complex　short　stories．R6α読πg　R658ακh

　Q襯π871ツ，17，2，116－186，1982。2。

Turetzky，L．G．　Dαヲ5ψhε∫8αoh初g‘ゾ“5オoπy5‘h87瓶”

　‘zn4fhε　z己56《ゾ5‘hε”z‘z　r81α≠θ4gπ85診ゴon’π9　　ゴη4》roηε

　r8α4∫ng‘07πρrεhεn5∫oπ9ERIC，ED237943．

〔資料〕
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想を書く。

（1）はまべのいす

　だれがおいていったのか，すなはまに，いすがぽつん

とありました。ところどころペンキのはげた，白いいす

です。

　　　　　　　　　　　　　　うみ　いすは，だれかをまつように，ずっと海を見ています。
　ぴよういん　　　　　　　　　　　　　　　び　　くん

　病院のベッドの上で，ひろ君も，ずっといすを見て

います。

　あさ
（2）朝になりました。

「おは．よう。」

　　　　　　たいよう　　　うみ　　きんいろ
　のぽりはじめた太陽が，海に金色の手をのばし，いす

　　しゆ　　　　　き
とあく手をしに来ました。

　　　　　　　いろ　いすの顔が，ばら色。

　　くん　かお　　　　　　いろ
　ひろ君の顔も，ばら色6
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rはまべのいす」における予測の実態

F

〔

　　　　　　　　　　　　　あさ
（3）ミャオ，ミャオ，ミャオ。朝ごはんのかもめたち

が，いすのまわりにあつまりました。おやおや，いすの

上でごちそうのとりっこをしているかもめもいます。

「あ，犬だ。」

　かもめたちは，わっわっととんでにげました。犬は，

いすの足におしっこをして，かもめをおいかけていきま

した。

　　なが　　　　　　　　　　　さかな　　　　　　　　　　　　　　　ある

（4）長ぐつをはいた魚つりのおじさんが，歩いてきまし

た。おじさんは，つりざおをふると，いすにすわってラ
　　　おんがく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た

ジオの音楽をかけました。それから，おべんとうを食べ

ました。

　さかな

　魚は，一ぴきもつれません。おじさんは，かもめが
　　　　さかな　　ひろ　　　　　かえ

おとした魚を拾って，帰っていきます。
　　　くん　　あさ
　ひろ君の朝ごはんもすみました。

　　　　　　かあく5）どこかのお母さんが，赤ちゃんをだいて，ひなたぼ

　　　　　　　　　　かあっこに出てきました。お母さんは，いすにこしかけて，

　　　　　　　　　の赤ちゃんにおっぱいを飲ませます。
　き　いろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と

　黄色いちょうちょがとんできて，いすのせなかに止ま

りました。

　なみ　　　　　　　うた　　き

　波の子もり歌を聞きながら，赤ちゃんもねむそう。お
かあ

母さんもねむそう。

　　　くん
　ひろ君もひとねむり。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がえ　　ノ
〈6）すなはまが，にぎやかになりました。学校帰りの子

　　　　　　　　　　　うま　　　　　　　　　　じ　どうしや
どもたちです。いすは，お馬になったり，自動車になっ

たり，モーターボートになったり，ひこうきになったり。
　　　くん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まわ　’

　ひろ君も，いすといっしょにせかいじゅうを回ります。

　　　　　　　かえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　え
（7）子どもたちが帰ったはまべには，すなの絵がのこり

　　　　にんぎよう　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぱ
ました。お人形やら，ヨットやら，お化けやら。
　なが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぱ

　長くのびたいすのかげが，お化けの足になりました。

　　　ふね　　　　　　　なみ　　　　　　　　　　　　　　　のぼ
　大きな船の大きな波が，すなはまをかけ上り，すなの
え

絵をけしました。

　　　　くも　　　　　　　いろ
（8）空の雲が夕やけ色にそまるころ，つえをついてさん

　　き
ぽに来たのは，おじいさん。おじいさんは，いすに休ん

でた‘まこを㌧・っぶく。

　　　　　　ある　　　かえ　　なみ
　おじいさんが歩いて帰る波うちぎわを，つえのあとと

　　　　すこ　　ま
足あとが，少し曲がってついていきます。

　　　　　　　　　　そと（9）ばんごはんのまどの外に，くらげのような月が出ま

した。

　　　　　　ひとり
　おにいさんが一人あらわれて，いすの上でギターをひ

　　　　　　　　おもきます。すきな人を思っているのか，ギター一の音は，き

　　　うみ
らきらと海をながれていきました。
　かぜ　　な　　　　　　　　なみ　　たか

　風が鳴りだし，波が高くなりました。月のかけらが，

　　　つぎつぎ　　　　　　　　　　　　　お
波の山を次々にスキーですべり下りてきます。白いいす

は，山のふもとのホテルみたい。

　　　　　　　　　じ　かん　　　　　　　　　くん
　そろそろおやすみの時間です。ひろ君は，ベッドにも

ぐり，はまべのいすにいいました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げんき
⑩　「まってろよ，白いいす。あしたはきっと元気にな

　　　　　　　　　いって，ぼくがあそびに行くからね。」

SUMMARY
　The　predictions　of　school　children　obtained　during

their　reading　were　analyzed　to　see　the　characteristics

of　story　schema　of　these　children．712nd　grade，78

4th　grade　and736th　grade　pupils　in　the　same　school

were　asked　to　read　the　story　“Chair　on　the　Beach”

by　Akio　Yamashita．It　was　divided　into9scenes，each

scene　printed　on　one　page．After　they　read　each　page，

they　were　asked　to　write　their　predictions　Iof　what

would　hapPen　next．

　As　far　as　story　schema　was　concemed，it　was　found

that　there　was　some　ground　common　to　the　different

grades　while　in　certain　other　areas　there　was　variance

in　development　from　one　grade　to　another．　The

common　aspect　was　in　regard　to　stmcture　in　that

the　setting　was　mentioned　at　the　very　beginning　of

the　prediction，and　then　the　episodes　were　listed．The

areas　where　marked　differences　apPeared　included：（1〉

the　story　schemata　of2nd　graders　consisted　of　a　struc・

ture　in　which　there　was　a　repeated　“setting十epi・

sodes”，but　there　did　not　necessarily　seem　to　be　any
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strong　recognition　of　a　relationship　between　setting　and

episode　or　between　one　episode　and　another，in　which

case　the　end　of　the　story　was　also　not　de丘nite　l（2）4th

graders’story　schemata　tended　to　be　of　the　form　in

which　an　episode　came　one　after　another　within　a　single

setting，with　better　recognition　indicated　between　the

relationship　of　a　setting　and　an　episode　or　between　one

episode　and　another，in　addition　to　which，the　story

schema　usuaIly　contained　a　summary　of　the　entire

story　at　the　end　l（3）story　schemata　of6th　graders

第31巻第2号

resembled　that　of4th　graders　but　were　more　flexible

in　that　predictions　were　made　to　depict　the　develop－

ment　of　the　story　but　did　not　necessarily丘t　this

development　into　typical　story　grammar．

　　This　survey　shows　that　the　development　of　story

schema　of　school　children　was　observed　as　being（i）

the　development　of　the　ability　to　grasp　relations　be・

tween　one　element　and　another　in　a　story　and（ii）the

attainment　of　Hexibility　in　making　story　schema。
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幼児の物語記憶に及ぼす予測と確認の効果＊

奈良教育大学中谷友美＊＊

問題

　幼児の物語記憶に関する研究の中に，物語に関する何

らかの情報を与えることによって幼児の物語記憶を促進

させようとするものがある。そこで用いられている情報

にはさまざまなものがあるが，その呈示方法に基づい

て，関連する文章を読む前に呈示される先行情報と，読

んだ後に呈示される後続情報に分けることができる。

　先行情報を与えられた場合，受け手は与えられた情報

を手がかりとして未知の情報に対する何らかの予測をす

ることができるであろう。他方，後続情報を与えられた

場合には，与えられた情報が既に受け取った情報である

ことを確認することができるであろう。本研究では，前

者を予測情報，後者を確認情報と呼ぶことにする。

　内田（1983）は，幼児を用いて，絵画ストー・リーを呈

示するさいに前もって物語の途中までのあらすじを話し

ておく目標群と，絵画ストーリーのみを呈示する統制群

を比較した。その結果，作話テスト，自由再生テスト，

質問テスト，再構成テストのいずれにおいても目標群が

すぐれていた。丸野と高木（1979）は．，保育園年長児と

小学3年生を用いて，物語を読み聞かせる前にその内容

を表す7枚の絵を物語の展開順に呈示する順序呈示群，

展開順に呈示しないランダム呈示群，および絵を呈示し

ない統制群を設定したが，直後と3日後の再生テストで

は群差がみられなかった。また，高木ら（1976）は，幼

＊The　effect　of　predictive　and　confirmative　informa・

　tion　on　kindergarten　children’s　recall　of　a　story．

＊＊NAKATANI，Yumi（Nara　University　of　Educa・
　tion）

児を用いて，物語の読み聞かせ中の質問の効果を検討し

た。予測質問群には物語の主要10場面の前に，次の場面

ではどうなるかという質問を挿入し，総括質問群には主

要10場面の後に，前の場面ではどうだったかという質問

を挿入し，質問を与えない統制群と比較したが，自由再

生テストにおいて群差はなかった。

　以上，予測情報と確認情報の効果を検討した研究を概

観したが，2つの情報を与えることは文章記憶において

どのようなメカニズムをもつのであろうか。予測情報に

ついては，質問研究の立場からは，文章を理解していく

過程で文章のどの部分に選択的注意を向けるかを知らせ
　　　　　　　　　　　　　一
る効果をもつ（吉田，1979）し，物語研究におけるスキ

ーマ理論の立場からは，文章理解のためのスキーマを与

えたり，あるいはそのスキーマを活性化させる作用をも

つ（小石，1982）。他方，確認情報について，質問研究の

立場からは，記憶内にある情報のどの部分を活性化させ

るかを示す効果をもち（吉田，1980），スキーマ理論か

らは，それまでの内容を意味づけ，認知構造に組み入れ

る作用をもつ（丸野・高木，1979）。

　しかし，予測情報を与えることによってスキーマを明

示することは，スキーマヘ同化すべき情報に注目させる

ことであり，確認情報を与えることによってそれまでの

情報を認知構造に組み入れるということは，スキーマヘ

組み入れるべき記憶内の情報を活性化させることを意味

している。従って，表現は異なるが，文章記憶に及ぼす

予測情報と確認情報の効果に関して両者が主張している

点は同じであると考えられる。

　本研究の目的は，幼児の物語記憶に及ぽす予測および
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確認情報の効果を検討することである。本研究では，特

に次の2点から検討する。第1に，これまでの研究では

全般的な記憶成績でのみ比較しているため，情報を与え

ることによって重複呈示された部分の記憶成績が促進さ

れたのか，すなわち直接効果があったのか，それとも重

複呈示された以外の部分の記憶成績が促進されたのか，

すなわち波及効果があったのかが明らかではない。そこ

で，本研究では，直接効果と波及効果に分析することに

よって，幼児の物語記憶に及ぼす予測および確認情報の

効果をより詳細に吟味した。

　第2に，一般に，物語には登場人物がいて，いくつか

の場面が含まれており，場面の間には、つながりがある。

従って，物語記憶にも2つの側面，つまり個々の場面の

記憶と場面間のつながりの記憶があると考えられる。幼

児の物語記憶に関するこれまでの研究において，記憶の

測定方法は研究者によってさまざまであるが，物語の記

憶テストとして自由再生テスト，理解テストとして質問

テストが多く用いられてきた。しかし，従来の自由再生

テストおよび質問テストは，上述した物語の個々の場面

の記憶と場面間のつながりの記憶に対応するものではな

かった◎

　そこで，本研究では，物語の個々の場面の記憶をみる

ために，ポイントとなる特定場面を決めてその場面につ

いての記憶を測定する再生テストと，物語の場面間のつ

ながりの記憶をみるために，その特定場面を物語の展開

順に並べさせる再構成テストを用いた。

第31巻第2号

×19．5cmに切り取り，20cm×27cmの厚紙に貼付して，

紙芝居形式に作り変えたものを使用した。物語の内容

は，表1に示されるように，主人公が次々といろいろな

ものにかみつき，最後には動物園に入って幸福に暮らす

というものである。ここではかみつく行為の6回のくり

かえしが物語の主要場面となっている。

　　　表1　rガプリエリザちゃん」の物語構造

構造部位　　場面番号 物語の内容

開始部

展開部

終末部

1～2

3～27

主要場面

4：蚊
8：はかせ

16：犬

18：女の人

22：ひげ

25：どろぼう

28～29

ガブリエリザちゃ

んは肉が好物の食

虫植物である。

方法

ガブリエリザちゃ

んが色々なものに

かみつく。

動物園へ運ばれて

人気者になる。

　実験計画　挿入情報の内容に基づいて，予測群，確認

群，統制群が設けられた。

　被験者　幼稚園年長児48名（男児28名，女児20名），

平均年齢は5歳9か月（範囲：5歳3か月～6歳3か月）

であり，年齢と男女の比率が共にほぼ等しい16名ずつの

3群を構成した。

　材料　（1）物語一H．A。レイ作（今江祥智訳）「ガブ

リエ’リザちゃん」（文化出版局）の各場面の絵を19．5cm

　（2）挿入場面一物語の各場面の絵を19．5cm×19．5

cmに切り取り，27cm×60cmの厚紙に貼付したものを

使用した。使用した場面は，表1に示す主要場面の中か

ら，予測群で場面4，8，16，確認群で場面18，22，25であ

る。

　（3）再構成テストー表1の主要場面の中から場面2，

4，8，16，18，22，25，28の8場面に対応するものを再構

成テストに用いた。これらは，物語の各場面の絵を写真

に撮り，5cm×5cmに切り揃えたものである。

　手続き　（1）物語の読み聞かせ一机をはさんで実験

者と被験者が向かい合い，「それではこれからおもしろ

いお話の紙芝居を見せます。絵はここに出てきますが，

お話はテープから聞こえてきます。絵を見て，耳を澄ま

して，よく聞いていてね。」という教示を与えた。統制

群には最後までテープレコーダーを使用した通常の読み

聞かせを行ったが，予測群では場面4の読み聞かせ終了

後に，確認群では場面25の読み聞かせ終了後にテープを

止めて，それぞれの挿入場面を呈示すると同時に次の情
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報を与えた。

予測群：「今，ガブリエリザちゃんは蚊にかみついた

ね（場面4）。このあとホワイト博士にかみついて（場

面8），そのあとスコティ君にかみつくよ（場面16）。」

確認群汀今，ガブリエリザちゃんはどろぽうにかみ

づいたね（場面25）。このまえにおひげの教授にかみつ

いて（場面22），そのまえにメアリーさんにかみついて

いたね（場面18）。」

読み聞かせ場面および挿入場面の呈示時間は1場面に

ついて10秒とし，情報挿入後は挿入場面を取り除いて，

通常の読み聞かせを行うた。

（2）再生テストー読み聞かせ終了後すぐにrお話の

中でガブリエリザちゃんはどんなことをしていました

か。おねえさんにお話して下さい。」という教示を与え，

被験者の反応はテープに録音した。

（3）再構成テストーランダムに並べた8枚の写真の

中から，実験者が最初（場面2）と最後（場面28）の2

枚を約30cmの間隔をおいて被験者の前に呈示し，rどん

なお話だったか思い出して，残りの絵をお話の順になる

ように並べて下さい。」と教示した。

幼児の物語記憶に及ぽす予測と確認の効果

　　　　　　　　　　　表2　再生数の平均と標準偏差

1予測
ヌ

SD

確認 統制

2．56 1．81 0．31

1．63 1．38 0．48

表3直接場面と波及場面の再生率の平均と標準偏差

直接場面 波及場面

予測 39．59（32．72）　45．84（29．52）

確認 47．91（38．44）　12．49（16．65）

統制 5．19（7．95）

（）内は標準偏差

　　表4　再構成数の平均と標準偏差

又

予測 確認 統制

4．75 5．56 4．25

SD　l・・65 1．75 2．24

表5　直接場面と波及場面の再構成率の平均と標準偏差

直接場面 波及場面

予測 62．50（38．73）　70．00（24．22）

確認 84．38　（30．10）　　　　　77．50　（30．88）

結果
統制 60．72（31．94）

再生テスト　表2は，物語の主要場面の再生数の平均

と標準偏差を示したものである。表2について分散分析

を行ったところ，F（2，45）ニ13．13，P＜．01で有意差が

あった。そこで分散分析の誤差項（1．60）を用いて2群

間の有意差検定を行ったところ，予測群（t（45）＝5。00，

P＜．01）と確認群（t（45）＝3．33，P＜．01）がいずれ

も統制群よりすぐれていた。

直接場面と波及場面については，表3に示すように，

予測群の直接場面（t（30）＝3．96，P＜．01）と波及場面

（t（30）ニ5．15，P＜．01）および確認群の直接場面（t

（30）ニ4．21，P＜．01）がいずれも統制群よりすぐれて

いた。

　再構成テスト　表4は，再構成数の平均と標準偏差を

示したものである。表4について分散分析を行ったが，

　（）内は標準偏差

F（2，45）＝1．95，P＞．05で有意差はなかった。

　直接場面と波及場面についてそれぞれ統制群との差の

検定を行ったところ，表5に示すように，確認群の直接

場面（t（30）＝2．09，P＜．05）が統制群よりすぐれて

いた。

考察

本実験の主な結果は，次のとおりである。

（1）再生では，予測情報と確認情報の直接効果と予測

情報の前方への波及効果がみられた。しかし，確認情報

の後方への波及効果はみられなかった。

（2）再構成では，確認情報の直接効果がみられた。し

かし，予測情報の直接効果と予測情報および確認情報の

波及効果はいずれもみられなかった。
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　本研究では、，幼児の物語記憶に及ぽす予測情報と確認

情報の効果を，主に次の2点から検討した。1つは，情

報の重複呈示による記憶成績の促進，すなわち直接効果

と，重複呈示以外による記憶成績の促進，すなわち波及

効果に分析することであり，もう1つは，物語の個々の

場面の記憶を測定する再生テストの結果と，場面間のつ

ながりの記憶を測定する再構成テストの結果を比較する

ことである。

　まず，直接効果と波及効果についてみると，再生にお

いて予測情報の前方への波及効果がみられたが，確認情

報の後方への波及効果はみられなかった。このことか

ら，既に読み聞かせた物語文の記憶を促進させるには直

接的に関連する確認情報を重複呈示する必要があるが，

まだ読み聞かせていない物語文については，予測情報を

与えることによって，直接的に関連する部分とそれ以外

の部分の記憶をともに促進させることが可能であるとい

える。予測情報に波及効果がみられたのは，予測情報を

与えることによって物語文の中の主人公がかみつく場面

に選択的に注意が向けられ，それ以後も同様の場面に注

目するという構えがあるために，後半部の再生成績が促

進されたのであろう。他方，後方への波及効果がなかっ

たことから，確認情報は幼児の物語記憶を心的に復習さ

せる機能をもたないといえる。

　再生において，予測情報と確認情報はともに直接効果

をもったが，再構成においては，確認情報にのみ直接効

果が生じた。再構成において予測情報に直接効果がみら

れなかったのは，物語の初頭部において予測情報を与え

たために，主人公がかみつく個々の場面に注目する構え

が先行した結果，場面間のつながりの記憶が抑制された

と考えられる。このことから，物語記憶には個々の場面

の記憶と場面間のつながりの記憶という2つの側面があ

ることが示唆される。これに関連して，高木（1977）は，

幼児が物語を聞くさいに必要となるのは，物語の一部を

まとまりのあるものとーして意味を把握する能力と，それ

を展開の構造に従って順序だてる継時的情報処理能力で

あると述べており，両者を区別してとらえている。

第31巻第2号

　ところで，物語文を前半部分と後半部分に分けて考え

ると，前半部分の情報を重複呈示した場合には後半部分

の再生成績に波及効果が生じるが，後半部分を重複呈示

しても前半部分への波及効果は生じなかった。このこと

は，幼児の物語記憶における物語の前半部分の重複呈示

の重要性を示唆している。これに関連して，内田（1982）

は，幼児が物語の発端部に適合する物語を作るには，発

端部の情報を完全に理解している必要があることを示

し，物語の発端部の理解が次の展開を構成する前提であ

ると述べている。

　本研究の結果から，幼児の物語記憶には個々の場面の

記憶と場面間のつながりの記憶があり，物語の前半部分

に関する予測情報を与えることによって後半部分の個々

の場面の記憶が促進されることが示された。
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幼児の物語記憶に及ぼす予測と確認の効果

付　記

本研究をまとめるにあたり奈良教育大学杉村健教授よ

り貴重な御助言をいただきました。

意を表します。

ここに記して感謝の

SUMMARY
　　The　purpose　of　the　present　study　was　to　examine

thedirectandn・n－directelfects・fpredictiveand

con五rmative　information　on・kindergarten　children，s

エecall　of　a　story．The　story　consisted　of29scenes　in

which　the　hero，an　insectivorous　plant，bit　a　different

object　in　each　of6main　scenes．48kindergarten6hil－

dren　whose　average　age　was5：9（range5：3－6二3）

were　divided　into　the　following　three　groups：predic．

tion，con丘rmation，and　control；and　the　story　was
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ

read　to　them．After　hearing　the且rst　main　scene　of

the　story，the　prediction　group　children　were　given

predictive　information　about　the　next　two　main　scenes．

After　hearing　the6main　scenes，the　connrmation　group

children　were　given　connrmative　information　about　the

last　three　main　scenes．The　control　group　children

were　given　no　special　information．All　three　groups

were　then　told　the　rest　of　the　story．Soon　after　the

end　of　the　story　the　subjects　were　asked　to　reproduce

the　story　（recall　test）　and　then　to　arrange　8　pictures

of　the　scenes　in　the　correct　chronological　sequence

（reconstruction　test）．When　children／s　recall　or　recon・

struction　of　the　predicted　or　con丘rmed　parts　was　bet・

ter　than　those　of　corresponding　Parts　by　control　group

children，it　was　determined　that　direct　effects　had　been

demonstrated．When　non－predicted　or　non－con丘rmed

areastestedhigher・nthepart・fpredicti・nandc・n・

丘rmation　group　children　than　the　performance　on　cor。

responding　areas　by　control　group　children，it　was

determined　that　non－direct　effects　oHnserted　informa・

tion　had　been　demonstrated．

　　In　the　recall　test，both　direct　and　non－direct　effects

were　revealed　in　the　prediction　group　and　direct　effects

were　revealed　in　the　con丘rmation　groub．In　the　recon．

struction　test，direct　effects　were　revealed　in　the　con・

丘rmation　group．These丘ndings　suggest　that　children／s

recall　of　a　story　consists　of　both　remembering　each

scene　of　the　story　and　remembering　the　sequence　of

the　story，and　that　predictive　information　provided　in

the　first　half　of　the　story　facilitated　the　recall　of　each

scene　in　the　second　half　of　the　story．

（
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盲人の点字触読速度に関する研究（2〉

　一速度に影響を与える要因の検討一＊

東京成徳短期大学徳田克己＊＊

筑波大学佐藤泰正

　はじめに

　　　　　　　　　　　『
盲人の読みは，活用する末梢的な感覚器官こそ異なる

が，正眼者の視覚的な読みと本質的には同様な過程であ

ると考えられる。点字触読に関する研究はWundt，W．

の弟子のHeller，T．に始まり，約100年の間にさまざま

な立場から多くの研究成果が出されている。我が国で

は，佐藤（1984）が従来の研究の成果を総括するととも

に，小・中学生を対象にして，読書速度の観点から点字

触読の心理学的な研究を，実証的におこなっている。ま

た，先行研究の結果については佐藤（1974）にも詳しく

紹介されている。

徳田・佐藤（1982）は，佐藤・塙（1980，1982）の小

・中学生を対象にした研究の手続きを参考にして，高校

生段階以上の盲人の点字触読速度を調べ，同一材料を読

む場合には盲人は正眼者の約4倍程度の読時間を必要と

すること，また点字触読速度の発達にっいては，高校生

段階以上では速度は大きく速まることはなく，この段階

は触読能力の一応の完成段階であることなどを確かめ

た。

本研究は，高校生段階以上の盲人の点字触読速度に関

係すると考えられる要因をとりあげ，それらの要因がど

の程度触読速度に影響しているのかを明らかにすること

を目的としておこなわれた。

＊Speed　of　braille　reading　in　the　blind（2）．一Factors

　a任ecting　reading　speed．

＊＊TOKUDA，Katsumi（Tokyo　Seitoku　Junior　College）

　＆SATO，Yasumasa（University　of　Tsukuba）

触読速度に影響を与える要因

触読速度に影響を与える要因ば，読み手の主体的要因

と読材料などの刺激要因に分けることができる。これら

を佐藤光（1957），阪本（1974），佐藤（1974）などの分

類を参考にして以下のようにまとめた。

（1）主体的要因

①身体的要因　＊視力　＊聴力　＊言語器官　＊健康

　　　　　状態（疾病，疲労，睡眠状態）＊性別

　　　　　　＊生活年齢　＊失明年齢　＊失明期間

②知的要因　　＊一般的知能　＊触知覚能力　＊記憶

　　　　　力　＊論理的思考力

③教育的・社会的要因　＊点字学習開始年齢　＊点字

　　　　　学習期間　＊学力　＊読書に対する興

　　　　　味・関心の程度　＊速読訓練経験の有

　　　　　無
④触読の技術的要因　＊触読手　＊触読指　＊触読時

　　　　　の手の動き・指の動き　＊触圧

⑤パーソナリティの要因

（2）　刺激要因

①読材料の要因　＊内容のジャγル　＊1egibihty

　　　　　　菅readability

②環境的要因　　＊温度　＊湿度

　これらの要因と触読速度の関係を分析した研究は多

い。以下に代表的な研究の概要について述べることにす

る。佐藤光（1957）は，触読力テストを盲児に実施し触

読能力の実態を把握するとともに，触読指の二点閾の測
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定，知能検査の施行，教師による国語学力の五段階評価

などをもとに，これらと触読能力との関係を調べた。そ

の結果，触読速度は小学生では二点閾との相関が高い

が，中学生では学力，知能との相関が高くなることが確

かめられた。つまりこのことは，触読能力の発達の初期

の段階では，個々の文字を正確に認知することが読みに

不可欠の条件となるが，習熟するにつれて文字をwhole

wordでとらえることができるようになると，ひとつひ

とつの文字を正確に認知するというよりはむしろ文章の

内容を正確にとらえることに多くの注意が払われるよう

になることを示唆している。

　また，佐藤（1967）は，盲学校小・中学部生1290名を

対象に点字触読力検査をおこない，触読速度と視力，失

明年齢，知能（WISC言語性），学力，生活年齢の関係

を検討した。その結果，①触読速度と残存視力にははっ

きりとした関係は認められない，②失明年齢を0～5歳，

6～10歳，10歳以上の3群に分けたところ，触読速度に

は有意な差はみられない，③小学生低学年では速読能力

の上位の者の知能が下位の者よりも高い傾向があるが，

小学生高学年と中学生ではこの能力の下位の者の知能が

低い傾向がある，などの知見が得られた。

　さらに，Mommers（1976）は，盲児120名に点字触読

検査を実施し，触読速度と知能（WISC言語性），触知

覚能力，残存視力，触読時の手の動きなどとの関係を調

べた。それによって，①残存視力，失明年齢の要因は，

触読速度にほとんど関係しない，②言語性知能と触読速

度は関係が深い，③触形態弁別のskillは，大きさ・き

めの弁別skillよりも触読速度との関係が密接である，

などの結果が報告されている。

　触読において強く作用するのは指先の触知覚か，ある

いは筋運動かを調べるために，黒川（1977）は点字触知

覚タキストスコープにより静的に点字を提示した。この

触知覚測定の結果と実際の触読の成績との相関は高く，

係数はO．97であった。このことから，点字触読における

指頭の点字知覚力の強い作用が示唆された。

　以上は，身体的要因，知的要因，教育的・社会的要因

と触読速度の関係を検討した研究であるが，触読の技術

的要因と触読速度の関係を調べた研究も多い（例えば，

Holland，19341Hermelin＆0’conner，1971；Foulke，

1964；Fertsch，1946，1947；草島，19801熊沢，1969｝

Lowenfeld，1971）。これらの研究結果は，以下のように

まとめられよう。①触読速度が速い者ほ，そうでない者

よりも各行の読時間の変動が小さく，逆行運動の頻度が

低く，また，指が行間を移動する運動に費やされる時問

が少ない，②触読速度が速い者は両手を相互に独立的に

動かす，③両手読みと片手読みの比較では，両手読みの

方が速いという知見が多い，④右手読みと左手読みの比

較では，統一的な結果は得られていない（この点につい

ては黒川・徳田，1984を参照されたい），⑤触読速度の

速い読み手は，遅い者よりも触読時の触圧は少ない。

　上に述べたように，小・中学生段階における触読速度

に影響を与える要因に関する知見が多く提出されている

が，それらが中途失明者を含む成人の触読者にもあては

まるかどうかについては未だ検討されていない。そこで

本研究では高校生以上の点字触読者を対象にして，いく

つかの身体的要因，知的要因，教育的・社会的要因の触

読速度に与える効果を検討したい。今回採用した要因

は，残存視力，生活年齢，点字の知覚能力，点字学習期

間，失明期間，点字学習開始年齢の6つであった。

方法

①被験者

　本研究の被験者として，盲学校高等部以上（高等部本

科1～3年，専攻科1～3年，筑波大学特設盲学校教員

養成課程1～2年）の，視覚障害以外に特別の障害を持

っていない点字触読者96名を選んだ。表1に被験者の内

訳を示す。

②触読能力検査

　触読速度を測定するために佐藤（1980）の作成した速

読力テストA型の点字版を使用した。このテストは，文

章の字句をおって，正確にしかもできるだけ速く読む能

力を測定するために作成されたテストであり，短文を中
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表1　被験者の内訳（人数）

読書科学

分　　類

性 別

残存視力

生活年齢

失明期間

点字学習期間

点字学習

　開始年齢

被　験　者　数

男子

女子

64名

32名

全盲　　　　　 35名

光覚弁・手動弁

指数弁　　　　　31名
0．01～0．1　　　　　30名

15～18歳

19～22歳

23～41歳

26名

43名

27名

1～7年
8～15年

16～31年

24名

20名

52名

0．6～5年

6～12年

13～17年

28名

41名

27名

5～8歳
9～18歳

19～38歳

56名

20名

20名

心に文章知覚の速度がわかるように出題された20題の問

題によって構成されている。この各問題にはいずれも精

練された文章が選ばれ，正眼者を対象に妥当性，信頼性

が検討されている。

　このテストを盲人に実施する場合には，読みの能率，

解答作業の能率をおとさないように，両面点字印刷では

なく，片面のみの印刷にした。また，テスト用紙は11枚

の点字用紙を横にセ・ハンテープでつなぎ合わせてあ

り，机の上には3ベージが並べられ，1べ一ジ読み終わ

るごとに右から左に送ることができるようにしてある。

　実施の手続きについて，検査開始前に実施手引きに基

づいて教示を与え，検査の進め方，誤答の際の処置等に

ついて明確にしておいた。検査時間は最大30分とし，そ

こで検査を打ち切った。教示については徳田・佐藤

（1982）に詳述してあるのでここでは省略する。

③　点字知覚力検査

点字の知覚能力を測定するためにこの検査を作成し

た。これは無連想価40～59％の範囲のかなを組み合わせ

第31巻第2号

て作成した無意味つづりのリストであり，1枚の点字用

紙に1行30文字，17行，計510文字が打たれてある文字

配列表である。

　この検査では，リストを1分間音読して，その正答

（正しく読めた文字）の数を検査の成績として、とりあつ

かった。また，この検査は96名の被験者のうち37名のみ

に実施された。

④調査表の作成・記入の依頼

　被験者の性別，残存視力，生年月日，点字学習開始時

期，盲学校入学時期，失明年齢の各項目を調べるための

調査表を作成し，担任教師に記入を依頼した。

⑤結果の整理

　速読力テストを20問解答するのに要した時間を読時間

とし，触読速度の指標とした。このテストの設問に80％

以上の正確さで解答できた被験者のみを分析の対象にす

る予定であったが，96名全員がその基準を満たした。

　また，点字知覚力検査では，1分間に正しく音読でき

た文字数を代表値（点字知覚スピード）とした。

今回採用した要因のうち．生活年齢，点字学習期間，

失明期間，点字学習開始年齢に関しては，結果の処理に

おいては月齢あるいは月数を使用することにした。また

処理において各要因をいくつかの群に分ける場合は，表

1に示した区分を用いた。

結果と考察

　まず，読時間と残存視力（以下，視力と略す），生活

年齢，失明期間，点字学習期間，点字学習開始年齢の関

係をみることにする。視力を表1に示したように，全盲

群，光覚群，0。01以上群の3群に分けた場合，読時間の

平均をみると，全盲群は1920秒，光覚群は1780秒，0．01

以上群は2327秒となり，ある程度有効な視力が残存して

いる場合には，触読速度が遅い傾向が認められた。しか

しながら，1要因の分散分析の結果ではこれらの差は有

意なものではなかった（F＝1．759，D　F＝2／93）。また，

生活年齢では，15～18歳群1562秒，19～22歳群1594秒，

23～41歳群3077秒となり，23歳以上ではその他の群の2
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倍程度の読時間を必要としていることがわかった（F＝

22．011，DF＝2／92，P＜0．001）。失明期間については，

0～7年3016秒，8～15年1959秒，16～31年1550秒とな

り（F＝16．468，D　F＝2／93，P＜0．001），また点字学習

期間については0．6～5年3224秒，6～12年1654秒，13～

17年1262秒となり（F＝38．903，D　F＝2／93，P＜0。001），

両期間とも最も短い群がかなり長い読時間を必要とする

ことが確かめられた。さらに，点字学習開始年齢につい

てみると，5～8歳1452秒，9～18歳1915秒，19～38歳

3630秒であり（F＝50．104，D　F＝2／93，P＜0．001），

点字学習の開始の年齢が高いほど，触読速度が遅い傾向

が確認された。

　以上のことから，それぞれの要因の読時間に対する効

果が一見確かめられたようであるが，実際には表2に示

すように，各要因間のつながりが密接であるため，1要

因の分散分析ではその要因独自の効果を確かめることは

難しいといえる。そこで，読時間と連続量としてのデー

タの性質を持つ生活年齢，失明期間，点字学習期間，点

字学習開始年齢のそれぞれの要因の偏相関係数を算出し

た。その結果は，生活年齢R＝0．2423，失明期間R・＝一

〇．0016，点字学習期間R＝一〇．3746，点字学習開始年齢

R＝一〇．OO12であった。点字学習期間にはある程度の，

また生活年齢にはわずかな相関関係が認められる。つま

り，これら4つの要因のうち，触読速度に大きな効果を

持っているものは点字学習期間であり，また生活年齢も

関係があるといえるが，他の2つの要因は，読時間にそ

れほど影響をしていないようである。点字学習期間が触

読速度に効果を持つという結果は，佐藤（1953），佐藤

光（1957）によっても確認されており，今回の結果はこ

　　　　　表2　要因間の相関係数

生活年齢と失明期間

　　　　点字学習期間

　　　　点字学習開始年齢

失明期間と点字学習期間

　　　　点字学習開始年齢

点字学習期間と

　　　　点字学習開始年齢

一〇．3024

－0．4184

0．8501

0．6525

－0．5778

0．7617

れらの知見を支持しているといえよう。

　一般的には，点字学習を開始する年齢がある程度早い

ことが，触読能力のより高度な発達の必要条件のように

考えられており，実際に，今回の結果をみて1も19～38歳

で点字学習を開始した者はかなり速度が遅い。しかし，

偏相関係数をみると，19～38歳で点字学習を開始した群

は，点字学習期間が短いことの影響をより強く受けてい

るために，表面的に触読速度が遅くなる傾向を示してい

ることが予想されるのである。

　ここで，読時間を各変数から予測するための重回帰式

を作成するために，視力を含めた5要因を用いて，重回帰

分析をおこなった。それによると，標準偏回帰係数（β

値）は，生活年齢0．4041，視力0。0668，失明期間一〇。01

37，点字学習期間一〇．5103，点字学習開始年齢0．0106で

あり，生活年齢と点字学習期間の貢献度が大きいことが

確かめられた。また，説明可能分散比は0．6449であり，

この5つの要因で約64％の分散を説明することができる

ことがわかった。有意な貢献度を示した生活年齢と点字

学習期間を用いて，回帰式を作成すると以下のようにな

る。

Y＝7．79×（生活年齢1月単位）＋（一11．33）×（点字学習

期間；月単位）＋1198．61

　次に，点字知覚スピードの分析についてであるが，前

述したように，点字知覚力検査は被験者全員にではな

く，37名のみに実施している。まず，点字知覚スピード

と読時間および他の要因との相関係数を求めると，読時

間一〇．7484，生活年齢一〇。2638，失明期間0．3885，点字

学習期間0．5528，点字学習開始年齢一〇．4942となった。

また点字知覚スピードと他の要因の偏相関係数を算出し

たところ，生活年齢一〇．2538，失明期間一〇。1621，点字

学習期間0．4030，点字学習開始年齢0．0439となった。こ

の点字知覚スピードと読時間の相関係数が高いことか

ら，黒川（1977）の指摘するように，触読速度は指先の

知覚能力の強い影響を受けていることが示唆される。ま

た，偏相関係数をみても，読時間の場合と同じように，

点字知覚スピードは点字学習期間との関係が相対的に強
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いことがわかる。

　ここで点字知覚スピードを要因のひとつと考えた場

合，読時間との関係はどのようになるであろうか。こ

の点を明らかにするために，読時間を従属変数に，生活

年齢，視力，失明期間，点字学習期間，点字学習開始年

齢，点字知覚スピードの各要因を独立変数にとって，重

回帰分析をおこなった。その結果，標準偏回帰係数とし

て，生活年齢0．0824，視カー0．0910，失明期間一〇．0926，

点字学習期間一〇．5982，点字学習開始年齢一〇．1658，点

字知覚スピードー0．4716が得られた。統計的には，点字

学習期間（Fニ8．62，DF＝6／30，P＜0．01）と点字知覚

スピード（F＝17．58，DFニ6／30，P＜0．01）のふたつ

の要因の貢献度が有意であった。点字知覚スピードの要

因を加えない場合と異なり，この場合は生活年齢の貢献

度は有意ではなかった。また，重相関係数は0・8861，説

明可能分散比は0．7852であり，これらの要因から全体の

約79％の分散を説明することができることが明らかにな

った。

　以上の結果をまとめると，①触読速度は点字学習期間

が長いほど速い傾向が強く認められる，②触読速度は生

活年齢が低いほど速い傾向が，わずかではあるが認めら

れる，③指先の文字知覚能力と触読速度の間には密接な

関係がある，④点字学習期間が長いほど指先の文字知覚

能力も高い傾向にある，⑤視力，失明期間，点字学習開

始年齢は触読速度および指先の文字知覚能力に対してあ

まり効果を持っていない，と整理できる。今後は，前述

した他の主体的要因，刺激要因について触読速度との関

係を明らかにしていぎたい。
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SUMMARY
　The　purpose　of　this　study　was　to　investigate　those

factors　which　might　affect　the　speed　of　braille　reading

by　blind　students．To　measure　the　speed　of　braille

τeading，theBraille　Reading　Speed　Test（FomA）was

administered．Subjects　were96students，grades10to

15，from　schools　for　the　blind．To　analyze　what　might

affect　the　speed　of　braille　reading，the　following　factors

were　investigated：visual　acuity，chronological　age，

duration　of　braille　leaming，age　at　which　visuahmlpair・

ment　took　place，age　at　onset　of　braille　leaming，and

ability　to　recognize　braille　letters．

　Major　results　were：（1）The　speed　of　braille　reading

was　closely　related　to　the　duration　of　braille　leaming

and　slightly　related　to　chronological　age．（2）There

was　a　tendency　among　the　subjects　that　the　more　abil．

ity　to　recognize　braille　letters　they　had，the　more

rapid　they　could　read　braille　materials．（3）There　was

a　close　relationship　between　ability　to　recognize　braille

letters　and　the　duration　of　braille　leaming．（4）There

was　no　relationship　between　the　speed．of　braille　read．

ing　and　the30ther　factors（visual　acuity，age　at　onset

of　disability，or　the　age　at　commencement　of　braille

learning）．
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はじめに

　The　Blind　Leaming　Aptitude　Test（BLAT）は，

Newlandが1952年に開発を始めて，1969年に公表した動

作性項目のみで構成されている盲児用学習適性検査であ

り，欧米では最も信頼されている検査の一つである（徳

田，1986）。もともとこの検査は，盲児の点字触読のた

めのレディネステストとして開発されたものであるが，

他の目的で盲児に適用される場合もある。Vander　Kolk

（1981）は，BLATを知能検査の一つに位置づけてお

り，検査結果として算出されるBLAT学習適性年齢

（BLAT　Leaming　Aptitude　Age），BLAT学習指数（BL

AT　Leaming　Quotients）は，それぞれ従来の知能検査

における精神年齢，知能指数に対応するものとして解釈

してよいとしている。

　BLATは，公表されてから十数年の年月が経ている

にもかかわらず，我が国では未だこの検査について，詳

しい紹介はされていない。近年，世界的にみると，多

くの視覚障害児・者用の心理検査が開発，使用されてき

ているが，現在の日本では，視覚障害児・者を対象にし

て標準化してある検査はほとんどない（黒川，1984；大

西・五十嵐，19861徳田，1986）。WISC－R，WAIS，

WPPSIなどの言語性項目を適用して，視覚障害児・者

の学習能力あるいは知能を評価しているのが現状である

が，これらの知能検査は正眼児・者を対象にして標準化

してある検査であり，視覚障害児・者へ適用した場合の

妥当性，信頼性は十分に検討されているとは言いがた

い。たしかに，視覚障害児は数が少なく，また個人差も

大きいため，標準化までの道は険しく，何十年もの歳月

を要している場合が多い。我が国においても，過去に，

佐藤泰正，榊原清，大脇義一らの諸氏が，視覚障害児・

者用の心理検査を開発，標準化しており，視覚障害児の

心理診断や教育に大きく貢献した。しかし，これらの労

作もいろいろな事情から現在ではほとんど利用されてお

らず，教育現場からは，視覚障害児の知能あるいは学習

能力を測定する道具がないことがたびたび指摘されてい

る。欧米では，BLATのほか，パーキンス・ビネー式

視覚障害児用知能検査が開発され，広く実施されている

（Davis，1980；Teare＆Thompson，19821Gutterman，

Ward＆Genshaft，1985）こともあり，我が国において

も早急に視覚障害児・者用の検査の開発を試みるべきで

あると考える。今回は，そのための基礎的資料を提供す

るために，BLATの理論的背景，構成，実施方法につ

いて紹介し，加えてBLATの日本での適用可能性につ

いて考察することにした。

理論的背景

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Newland（1971，1979）は，WISC－VやHayes－Binet

＊Adapting　the　English　Blind　Learning　Aptitude　Test　　などの知能検査は・被検児の過去の経験・文化の影響を

　（BLAT）f・radministrati・nt・blindJapanesechildren・　非常に敏感に反映すること，しかも，盲児と正眼児では
＊＊TOKUDA，Katsumi（Tokyo　Seitoku　Junior　College）

　＆SEO，Masa・（University・f　Tsukuba）　　　　　　その経験や文化的背景が大きく異なっていることを指摘
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The　Blind　Leaming　Aptitude　Test（BLAT）の適用について

し，盲児の学習能力を測定する検査は，これらのような

正眼児用の検査の改定版ではなく，盲児用として独自に

開発されたものでなくてはならないと考え，BLATの開

発をすすめた。この点について，Newland（1979）は以

下のように述べている。

　rBLATにより測定される行動の種類は，Hayes－Binet

やWISC－Vによって評価される行動の種類とは明確に

異なっているということについて留意しておかなくては

ならない。これら2つの知能検査の項目は，子供が学ん

だこと（Product）と学習を可能にする心理的操作能力

（Process）の両方を含んでおり，視覚障害児のように特

別な経験的背景を持った子供に適用するにはあまり適切

とは言えない，その点において，BLATは主として

Process，つまり学習するために必要な心理的操作能力

を測定するために開発されている。BLATにおける

Process－Productの概念をより深く理解するためには

Newland（1964）などを参照されたい。」

　またNewlandは，BLATの開発にあたって，以下に

述べる3点の学習観を基礎として㌧、る。

1．子供が既に学習していることは検査によって測定す

　ることが可能である。その測定結果によって子供の将

　来の学習の可能性（potential）を推測することが可能

　となる。例えば，8歳の子供が年齢相当の平均的な学

　習をしているとするならば，その子供が10歳あるいは

　12歳になった時点においても，年齢相当の学習をして

　いると考えることができる。

2・子供の基本的な学習能力（basic　capacity　to　leam）

　は検査によって測定することができる。もちろん直接

　的には測定は不可能であるが，心理的な操作を必要と

　する課題をとおして，それを間接的に観察することが

　可能となる。

3．1。2。の2つの方法によって，子供の学習適性を評

　価することができる。これは一般的に使用されている

　方法であるが，この2つの方法がはっぎりと区別され

　ることなく使用された場合には，その結果は非常にあ

　いまいなものとなってしまう。意識的に細かく配慮さ

　れて用いられた場合には，それによって得られた情報

　は，教育心理学的にみて非常に有効なものとなる。

　さらにNewlandは，Speaman型の知能観の影響を

強く受けている。Spearmanは知能因子として，相互に

相関の高い共通性の強いG因子（一般知能因子）と各教

科に特有のS因子（特殊因子）が存在するとし（知能の

2因子説），知能検査で測定し得るG因子は①経験の認

識（自分の経験を認識する能力），②関係の抽出（2つあ

るいはそれ以上の概念の関係を認識する能力），③関係

肢の抽出（何らかの性質とそれに関係するものが心に現

れたとき，その両者の相関した性質を認知する能力）の

ことであるとしている（伊藤，1978）。BLATの12の練

習項目と49の検査項目の全てがこの②，③に関係する項

目である。

検査の開発

　Newland（1971）は，BLATの開発にあたって以下

の基準を設定した。

（1）検査項目は。，触察可能な浮き出した点と線によって

　構成すること。

（2〉点字触読に要するほどの細かい触弁別能力を必要と

　しないこと。

（3）言語的な刺激材料を用いないこと。

（4）被検児に言語的な反応を求めないこと。

　この基準をもとにして，Cattell　Culture　Free，Raven

Matrices，Kuhlmann＿Anderson，Kuhlmam－Finch，Chi．

cago　Non－Verba1，Michigan　Non－Languageなどの様々

な検査項目の中から，適合する項目を選び出し，350か

ら400の実用可能な項目をまとめた。1953年から1954年

の間に，5歳から21歳までの313人を対象にして，それ

らの項目から94項目を用いて検査を実施し，結果を検討

した。現行のBLATを構成している12の練習項目と49

の検査項目はその検討の結果である。全61項目中，28項

目は他の検査から引用したものであり，24項目は他の検

査項目を修正したもの，残りの9項目は新たに作成した

ものであった。
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　その後，BLATの61項目について，6歳から16歳まで

の961名の盲児を対象にして標準化の丸めの検討が実施

された。

検査の構成

BLATは，次の6つの下位検査から構成されている。

1．

2．

3．

4．

5．

6．

異質図形の弁別　　　第1項目～第8項目の8題

同一図形の弁別　　第9項目～第15項目の7題

図形の系列化　　　第16項目～第21項目の6題

4図形間の関係把握　第22項目～第37項目の16題

欠所の補充　　　　　第38項目～第42項目の5題

・9図形間の関係把握第43項目～第49項目の7題

それぞれの下位検査には，初めに2題の練習項目が用意

されている。したがって，全体では練習項目12題，検査

項目49題となる。

　それぞれの項目は，サーモフォームを利用して作成し

てあり，触察可能な凸型のパタン図形で構成されてい

る。1枚につき1項目であり，したがって全体は61枚の

サーモフォーム用ペーパーから成っている。項目番号

は，それぞれに点字と墨字で表示されている。また，各

項目を構成している図形は，ほとんどのものが1．5cm四

方以上の大きさであった。なお検査シートの大きさは縦

20cm，横25cmである。

　以下に各下位検査の内容について簡単に述べることに

する。

1．異質図形の弁別

　練習項目2題を含めた10題の項目は全て，6個の図形

から成っており，それらは横1列に並べられている（図

1）。子供はその6つの図形の中から，性質の異なる1

つの図形を選択することが求められている。

2．　同一図形の弁別

　左はしに刺激図形が1つあり，それと全く同じ図形

を，右の5つの反応図形の中から1つ選択する（図2）。

3．図形の系列化

　左の上段に質的あるいは量的に変化している刺激図形

が3つ配畳されており（図3），子供はまず，それらを

第31巻第2号

触察して変化のルールを理解する。その後，3つの刺激

図形の後にくる，つまり4番目にくる図形を，刺激図形

の下に提示された6つの反応図形の中から一つ選択す

る。

4．　4図形間の関係把握一

　検査シートの左側に，図4のように，刺激図形が3つ

配置されている。子供はまず3つの刺激図形を触察し，

それらの図形間の関係を理解する。その後，刺激図形マ

トリックスの右下に置くべきと思われる図形を，シート

の右側にある4つあるいは6つの反応図形の中から1つ

選択する。

5．欠所の補充

　検査シートの左側にある図形あるいは図形パタンの欠

所の部分にあてはまると思われるものを，右側にある6

つの反応図形から1つ選択する（図5）。

6．　9図形間の関係把握

　検査シートのほぼ中央の所に，垂直に線が引いてあ

る。その左側に8つの刺激図形が3×3のマトリックス

の形式で提示してある。しかし，マトリックスの右下の

隅はなにも書かれていない（図6）。子供は，これら8

つの刺激図形を触察し，図形間の関係を理解した上で，

シートの右側にある6つの反応図形の中から，マトリッ

クスの右下に置かれるべき図形を1つ選択する。
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　BLATの検査マニュアルには，実施方法が詳しく解

説されている。ここでは，それに述べられている基本的

な実施法と注意すべき事項について，簡単に，箇条書き

でまとめることにする。

＊適用年齢は6歳から16歳までである。

＊個別検査の方法を用いて実施する。実施時間は無制限

　であるが，ほとんどの子供は20分以内で終了する。長

　くても40分程度である。

＊被検児の反応の仕方は図形を指さすことのみであり，

　言語的な反応は必要としない。子供の反応は専用の記

録表に，特記すべき行動があれば，それとともに記録

　する。

＊まず，検査を始める前に，検査用紙の隅々までを触察

　させ，大きさを理解させる。そしてr異質図形の弁別」

　の検査の練習項目を用いて，図形の触察もれがないよ

　うな馳り方を指導する。触察は片手でも両手でもかま

　わない。触察もれがなければ，子供の最もやりやすい

　方法が許される。

＊各下位検査の練習項目では，検査者は，子供の指を実

　際に持って，図形の配置，触察の仕方，反応の仕方を

　指導する。その際，子供のきき手のひとさし指をガイ

　ドするとうまく理解させることがでぎる。また，練習

　項目では，子供がなぜその図形を選択したかについ

　て・子供に自分自身の言葉で説明させる。検査者がそ

　の理由を適切であると判断した場合についてのみ，続

　いて検査項目を実施する。もし子供が理由を説明する

　ことができなければ，再び説明をくわえながら練習項

　目をやらせる。つまり，練習項目の段階で反応のスト

　ラテジーを十分学習させた上で，本検査をおこなうわ

　けである。したがって試行錯誤的な反応を除去でき

　る。

＊検査項目を実施している時は’，子供が援助を求めて

　も，独力でおこなうように促すだけにする。ただし．

子供が全ての反応図形に触らずに反応した場合には，

その反応が正答か誤答かにかかわらず，もう1度全て

の図形を触って反応するように指示を出す。

＊「4図形間の関係把握」の下位検査を除いて，全ての

項目について検査は実施されなければならない。r4

図形間の関係把握」については，子供が5項目連続し

て正答を示さない場合にのみ，それ以降の項目の実施

が省略される。それ以外の下位検査については年少の

子供あるいは精神発達遅滞を伴うと思われる子供であ

っても・全ての項目について検査を実施しなければな

　らない。なお，各下位検査とも項目は，易しいものか

　ら難かしいものへと配列されている。

＊子供が自分の判断で解答を変更しようとした場合，そ

れが正答か誤答かにかかわらず，新しい反応を記録す

る。

＊子供が理解できる言葉で説明する必要がある。例え
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ば，「Tのような形」やr楕円形」などの言葉の使用

は避けなければならない。検査マニュアルには，各下

位検査ごとに，教示の具体的な例が示されている。

＊子供の検査項目の正答の数の合計をBLATの得点と

する。練習項目の正答数は得点には．含めない。検査マ

ニュアルには，得点から発達年齢と発達指数を算出す

　るための換算表がある。発達年齢は6歳から16歳まで

O．5歳きざみで算出でき，発達指数は年齢によっても

異なるが，65から145まで示すことができる。

＊この検査によって得られた結果は，子供の学習可能性

の最低線であり，全体的な能力を示すものではないこ

　とを留意しておかなくてはならない。

検査の標準化

　検査マニュアルには，BLATの標準化の詳しい資料

が掲載されている。標準化は，合衆国の12州（西部2

州，中西部5州，東部2州，南部3州）のresidential

school及びday　schoo1の961名の6歳から20歳までの

盲児を対象にしておこなわれた。対象児は社会階層，人

種，性別，年齢のバランスを考慮して任意抽出されてい

る。

BLATの妥当性の検討は，Hayes－Binet及びWISC－

Vとの併存的妥当性，Stanford　Achievement　Testの成

績に対する予測的妥当性を検討することによってなされ

ている。その結果，BLATとHayes－Binetの相関係数は

0．74，BLATとWISC－Vの相関係数は0．71であり，

Hayes－BinetとWISC－Vの相関係数は0・89であった。こ

のことからBLATは2つの知能検査と強い相関がある

ことが確かめられたが，同じ能力を測定していると考え

られるほど高い相関係数ではないと言える。また，学力

検査との関係の分析から，学力とBLATの得点の相関

係数は2つの知能検査の相関係数に比べてかなり低いこ

と，学力とBLATの得点の相関係数は，より複雑な認

知機能を必要とする課題については高く，計算のような

機械的な性質の課題では低いことが確認された。さら

に，信頼性についてはKuder－Richardsonの公式14によ

第31巻第2号

って，0．934という高い係数が得られている。さらに，因

子分析を用いた各下位検査の検討もおこなわれている。

BLIATの問題点と適用

　BLATに関する研究論文は，数少なく，問題点を指摘

しているものもない。しかしそのことは，BLATが完全

な検査であることを示しているわけではない。BLATは

パ」一キンス・ビネー式知能検査に比べて量的にあつかい

やすく，標準化の資料もしっかりしている（徳田，1986）。

検査の手続きがマニュアルに，かなり丁寧に解説されて

ある点も高く評価できる。

　しかしながら，改善すべき点もあるように思われる。

まず，各下位検査の問題数がアンバランスであることが

あげられる。この点についてNewlandは何も記述して

いないが，r4図形間の関係把握」の下位検査だけが16

題と問題数が多く，この下位検査の出来不出来が全体の

成績に大きく影響することは間違いないであろう。ま

た，NewlandはBLATを非言語性の検査として開発し

たとしているが，現実的には，各練習項目において，選

択の理由を子供が説明する必要があり，ある程度の言語

能力が要求されていると思われる。

　さらに，検査材料にも問題があると思われる。検査項

目は1項目ずつ，サーモフォームによって1枚のシー・ト

に作られている。残念なことではあるが，各項目に含ま

れている図形の浮き出し方が一定ではなく，いわゆる

「うすい」状態になっている図形がいくつかある。これ

らの図形を正しく触弁別するためには，かなりの触覚的

能力が必要であろう。これは，サーモフォームを用いて

検査材料を大量に作成するかぎり，避けられないことで’

あるのかもしれない。他の素材を使用して検査材料を作

成することを検討すべきである。

　前述したように，我が国では盲児・者の学習能力を適

切に測定する測度がほとんどない状態である。BLAT

は，言語をあまり用いない検査であるので，他の言語的

な知能検査のように，日本での標準化をやり直す必要は

ないと考えられる。上に述べたような2，3の問題点は
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The　Blind　Leaming　Aptitude　Test（BLAT）の適用について

o

あるにせよ，BLATは視覚障害児の学習能力を評価す

るための検査としてかなり有効であると結論することが

できよう。今後は上記の問題点を改善するとともに，実

際にBLATを盲児に適用してみて，さらに有効性，問

題点等について検討していきたい。
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常任理事会　兼

読書科学賞選考委員会（1986年7月7日）

出席　村石副会長　阪本　田近　福沢　増田　湊各常任

　　　理事　池田事務局幹事

欠席　井上会長　岡本　皆川各常任理事　倉沢選考委員

1．読書科学賞選考の件

　慎重審議の結果，今回は該当者なしと決定した。

2．昭和60年度決算，昭和61年度予算の件

　別項の通り報告があり，これを承認した。

日本読書学会第30回研究大会

主催　日本読書学会

後援　文部省　東京都教育委員会

主題　読書の今日的課題一読書論の再構築一

とぎ　7月30日（水）～31日（木）　2日間

ところ　東京学芸大学附属図書館視聴覚ホール

7月30日（水）

13：00－13：30総会

13：30－16：00

　読書科学賞贈呈式

　シンポジウム　r読書論の再構築」

　　司会　　東京学芸大学附属大泉中学校　増田　信一

　　　　　　　　　　　　東京学芸大学，田近　洵一

　　　　　　　　　　　　　　山形大学　高木　和子

　　　　　　　　　茨木市立茨木小学校　長　　知子

16：30－18：30　懇親会（生協食堂）

7月31日（木）

9：30－12：00

個人研究発表　司会　中野区立大和小学校　皆川　和子

　小学校配当漢字外常用漢字の読み（2）一中1・高1

　を対象にした自己判定方式による調査の結果から一

　　　　　　　　　　　国立国語研究所　島村　直己

中学生の読書力の実態について一二十年前と現在の中

　学生の読書力調査の比較から一

　　　　　　　　　　　　盤田市立図書館　飯田　正雄

読書の日常化を意図した読書指導のあり方

　　　　　　　　横浜市立小菅ケ谷小学校　堀部　尚久

音読によってひとりひとりの読みの力を伸ばす

　　　　　　　　　　川崎市立久地小学校　仁藤　公子

図書を積極的に活用する教科学習の展開

　　　　　　　　　世田谷区立明正小学校　佐藤　典子

質疑と討論　　　　指定討論者　筑波大学　湊　　吉正

13：30－15：30　講演　r比較読書論」

　　　　　　　　　　講師　金蘭短期大学　尾原　淳夫

　　　　　　　　　　司会　東京学芸大学　井上　尚美
』
昭
和 61年度理事会（7月30日）

出席　井上会長　岡本　田近　福沢　増田　皆川　湊各

　常任理事　尾原　岡田　倉沢　高木　田島　滑川　望

　月各理事　山本監事　池田事務局幹事

欠席　村石副会長　　阪本常任理事　大村　野地　深川

　室伏各理事　平沢監事

議事下記の総会の議事と同じ。提案はすべて可決，報

　　　告はすべて承認された。

日本読書学会昭和61年度総会

1　議長選出　　　　　　　　松本武会員，議長となる

H　会長あいさつ　　　　　　井上尚美会長

皿　議事

　（1）　　　　　　　　　　　福沢周亮常任理事

（2）

（3）

（4）

（5）

昭和60年度事業報告

昭和60年度決算報告

監査報告

昭和61年度事業計画案

昭和61年度予算案

　　　昭和60年度決算

　　　　収　入

　　　　　内　訳
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池田進一事務局幹事

山本晴雄監事

福沢周亮常任理事

池田進一一事務局幹事

4，238，303円



　　くりこし金

　　会　 費

　　賛助会費

　売上金
　利　 子

支出

内訳

　機関誌出版配布費

　人件費・謝金

　通信費・交通費

　　印刷費・消耗品費

　本部運営費

　公開研究会費

480，186円

1，742，000円

1，140，000円

871，300円

　4，817円

4，238，303円

2，183，500円

900，000円

304，951円

　78，170円

230，915円

181，000円

第29回研究大会補助金160，167円

　　国際活動費

　　次年度へくりこし

差引
第29回大会決算

収入

　内訳
　　参加費

　　懇親会費

　　資料集売上金

　　学会本部より補助

支出

　内訳
　　プ・グラム印刷費

　　資料集印刷費

　　その他印刷費

　　通信費

　　講師車代

　　アルバイト代

　　理事会費

　　交通費・運搬費

　　文具・消耗品費

　　準備委員会費

99，080円

100，520円

　O円

549，667円

266，000円

116，000円

7，500円

160，167円

549，667円

42，180円

130，500円

29，390円

94，080円

20，000円

41，960円

12，500円

24，430円

20，120円

17，160円

会 　報
　　懇親会支払金

　　会場費

差引
昭和61年度予算

収入

　内訳
　　くりこし金

　　会　 費

　　賛助会費

　　売上金
　　利　 子

支出

　内訳
　　機関誌出版配布費

　　人件費・謝金

　　通信費・交通費

　　印刷費・消耗品費

　　本部運営費

　　公開研究会費

　　第30回大会補助金

　　国際活動費

　　雑費

差引
第20回読書科学賞

読書科学研究奨励賞

103，100円

14，247円

　0円

4，245，520円

100，520円

2，200，000円

1，140，000円

800，000円

　5，000円

4，245，520円

2，300，000円

900，000円

300，000円

100，000円

150，000円

160，000円

160，000円

150，000円

　25，520円

　　0円

　　　　　　池田進一殿
あなたは本学会機関誌「読書科学」第112号に「先行

オーガナイザー研究における実験図式の改善」を発表さ

れました。この論文は読書の科学的研究の今後に寄与す

るところ大なるものがあります。その業績に対し読書科

学研究奨励賞を贈りこれを賞します。

　昭和61年7月30日

　　　　　　　日本読書学会

　　　　　　　会長　井上尚美
読書科学研究奨励賞　　田中　敏殿

あなたは本学会機関誌r読書科学」第112号にr先行

オーガナイザー研究における実験図式の改善」を発表さ
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読書科学一第31巻第2号

れました。この論文は読書の科学的研究の今後に寄与す

るところ大なるものがあります。その業績に対し読書科

学研究奨励賞を贈りこれを賞します。

　昭和61年7月30日

　　　　　　　　　日本読書学会

　　　　　　　　　　会長　井上尚美
公開研究会（10月26日）

午前10時から茨城県新治郡桜村立吾妻公民館で開催。

テーマ：r読書指導と単元学習」

研究発表　　司会　横浜市立南舞岡小学校　田島　一郎

　発表者　　　　熊谷市立富士見中学校　福島　龍英

　　　　我孫子市立我孫子第一中学校　高山利三郎

　　　　　　　結城市立江川北小学校　阿久井照子

パネル・ディスカッション

　司会　　東京学芸大学附属大泉中学校　増田　信一

　パネラー　　潮来市立潮来第二中学校　藤原鋲司郎

　　　　　　水海道市立水海道中学校　広瀬　征夫

常任理事会（1987年1月19日）

出席　井上会長　村石副会長　岡本　阪本　福沢　増田

　　皆川　湊各常任理事　倉沢　滑川　深川各名誉会

　　員　高木理事　池田事務局幹事

欠席　田近常任理事　平沢　山本各名誉会員

1．読書科学刊行の件

　第30巻第4号は2か月遅れて1月末ごろ刊行の予定。

　第31巻の分については原稿が不足している。福沢委員

　長から以上のように報告があり，これを承認した。

　　　　　　　　　　　　　ノ2．編集委員増員の件

　編集事務が多くなったので，高木和子理事，今井靖親

　会員に編集委員を依嘱したい。福沢編集委員長から以

　上のように提案があり，これを可決した。

3．第31回大会の件

　8月3日（月）～4日（火）の2日間，東京学芸大学にて

　開催。テーマは「読みの心理と国語教育」。シンポジ

　ウムはこのテーマで行い，司会に村石副会長，発言者

　として内田伸子，桑原隆，岩坪昭子の各会員に交渉し

　たいo

　以上のように井上会長からこれまでの準備の経過報告

　があり，これを了承した。

　4．公開研究会の件

　　5月10日（日），横浜市で開催を計画中（担当は田島理

　事）。また10月には筑波地域で開催したい（担当は井

　上繁会員）。以上のように増田研究委員長から報告が

　あり，これを承認した。

　5．その他

　1986年4月15日の常任理事会で了承されたMrs．Rose

　Teshima（ホノルル市教育委員会）の受入れは予定通

　　り終了したことが報告された。

　常任理事会（4月21日）

　出席　井上会長　村石副会長　岡本　阪本　田近各常任

　　　理事

　欠席　福沢　増田　皆川　湊各常任理事　池田事務局幹

　　　事

　1．読書科学刊行の件

　第31巻第1号（4月1日付）は3週間遅れて刊行の予

　定。第31巻第2号（7月1日付）も3～4週間遅れる

　見込み。第31巻第3号にはr有権者名簿」が入る。欠

　席の福沢編集委員長にかわって，阪本事務局長から以

　上の通り報告があった。

　2．第31回大会の件

　期日・会場・シンポジウムなどについては前回報告の

　通り確定したが，発表申込みの出足が遅いので，各役

　　員に呼びかけて発表者を獲得したい。欠席の増田研究

　委員長にかわって阪本事務局長から，以上の通り報告

　　があった。

　3．公開研究会の件

　　5月10日（日）横浜での研究会は案内ずみであることが

　報告された。

　4．読書科学賞の件

一　読書科学研究奨励賞の予選が終わり，5月から本選に

　　入りたい。岡本選考委員長から以上のように報告があ

　　り，これを了承した。

　5．　国際会議代表派遣の件

一一80一
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