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1967年の読書科学＊

日本読書学会阪本一郎*＊

1967年の日本読書学会の活動を中心に，わが国での読

書研究の動向を概観する。

この学会の創立の趣旨である読書に関する教育学・心

理学・社会学・文学・医学・図書館学等の総合的研究の

活動は，いまだ充分とは言えないように思う。しかし上

記の諸領域において，読書を対象とする研究は年一年と

活発になってきており，従来はそれぞれの領域の中だけ

で処理されていた問題が，関連領域の視界を擁してアプ

ローチされるようになってきたことは認められるところ

である。こうして必要に応じて徐々に技術的提携が行な

われる水路が付けば，また必要に応じてもっと総合的な

研究も可能になるのであり，われわれの標傍する‘‘読書

科学'，の樹立も遠からぬ日に期待できようというもので

ある。この意味で本学会の存在理由はいっそう重要にな

りつつあると思われる。

読書指導

さてこの年は文部省の諮問による委員会で，小中学校

の教育課程の改善についての審議が進行しており，その

中で国語教育にどのような新機軸が出るか，また学校図

書館の機能として位置付けられてきた読書指導がどうな

るかなどの関心が一般に強かった。その中間報告が6月

に発表されたので，われわれの学会もこれを検討し，特

別委員会を設けてわれわれの意見をまとめた。

われわれの取り上げたのは，同報告の「読むこと」の

項に，「読むことの学習については，読書指導が計画

的，組織的に行なわれるようにし，読解指導についての

内容の精選，充実，指導の徹底とあいまって，読むこと

の能力が向上するようにすること」とある点に関してで
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あった。従来の指導要領の中でも国語科の読むことの指

導内容として読書指導に関する事項があげられている

が，このように読書指導と読解指導とを強く関連づける

立場は明示されていなかった。そこでこの際にわれわれ

の意見を文部省に示し，新指導要領の決定に参考にし

てもらおうとして，12月10日に「読書指導に関する要望

書」を提出した。これには次のような要綱がもられた。

1読書指導は読書活動を通して児童の人格的適応を図

ることを究極の目的とする教育の一領域である。この

意味において学校教育の全領域にわたって読書指導を

系統的に体系づけること。

2読書指導の中核的体系を国語科の中に置き，その指

導の目標・内容等を具体的に国語科の指導要領に掲げ

ること。

3国語科において取扱われる読書指導の目標および内

容は，およそ次のような事項とすること。

（1）読書の意義一読書の人生にとっての意義を理解

させること。

（2）読書の興味一読書に対する興味を高め，読書の

態度を作り，読書の習慣を身につけること。

（3）読承物の鑑賞一一読書材が文学的であると否とを

問わず，それを鑑賞批判して，自己を充実し，心情

を純化すること。また，さらに表現活動に承ちびく

こと。

（4）読承物の選択一自分の能力や要求・興味などに

合った読書材を選択できるようにすること。

（5）読書の技術一読書の目的及び読書材の種類に応

じて適切な読書の技術が使いわけられること。

4国語科の各領域の指導内容には，読書指導に関連す

る活動を例示すること。

5読書の時間として週ごとに少なくとも1時間が確保
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できるようにすること。

6標準的な読承物の選択基準ないしは手引を作製する

こと。

なおこの中間報告の読解と読書との関連を明確にする

ための論説がほかにもいくつか発表された。たとえば倉

沢栄吉氏は，「読解から読書へ」の一方交通ではなく

て，「読解から読書へ，同時に読書から読解へ」の往復

的展開でなければならぬとした。また滑川道夫氏は，読

解と読書とは一体であって，前者は能力を，後者は行動

を指導する領域概念の差にほかならないとした。筆者は

両者を人格的適応の階層として概念的に区別し，その指

導は循環的に関連するものであるとしている。この問題

は引続いて具体的に実証しつつ解明されていくことにな

るであろう。

読書能力の開発の基礎的研究

われわれの学会では1966年に文部省の科学研究費の補

助を受けて，読書能力の開発に関する基礎的研究に着手

した。三年計画なので，その中間報告がこの年の研究大

会をにぎわした。

第’部（主査福沢周亮氏）は，児童における読書能

力の発達にアプローチした。従来この問題は，文字・語

棄・文型などの因子別に研究されてきているが，これを

総合的に調査して読書能力の指導の基準を立てようとす

る意図であった。この意図は実現されなかったが，部分

的には新しいデータが発掘された。

第2部（主査阪本敬彦氏）は，読書困難児の診断と

指導を問題にした。読書困難児の研究はほとんど未開拓

であるので，この畑にくわを入れるため，まず診断の方

法が具体化され，新しい尺度が確立された。

第3部（主査佐藤泰正氏）は，成人の読書能力の開

発について研究した。まず速読訓練の効果について実験

が行なわれ，その有効であることが実証された。

これらの1部分は本誌に逐次報告されている。残念な

ことには，研究費の補助が打切られたため，各研究の進

行が渋滞してしまった。

読 書療法
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本誌はかつて読書療法についての特集を試承，またこ

れに興味を持つ会員の協力によってその手引書(｢読書療

法」明治図書刊）を編集して，その研究・実践を促進し

てきた。さらにその用具として，治療の対象者に与える

適書を選択するためのリスト(｢読み物による性格形成・

適書目録」牧書店刊）を提供した。

この研究・実践が法務省の矯正施設関係に普及したの

は加藤正明氏（中央矯正研修所）の尽力によることが大

きいが，実験的な研究に取組んだ大神貞男氏の一連の実

績が物を言っていることも特記しなければならない。大

神氏の事例研究報告は本誌に次つぎに発表されている。

氏の活動によって，これはなお普及していく勢をはらん

でいる。

また，これが学校教育の中に普及しはじめていること

も本紙上のリポートに現われている。

標準読み物目録

われわれはまた別の委員会によって「人間形成の標準

読承物目録」（学芸図書KK刊）を作製した。このリス

トは，子どものパースナリティの形成過程を指導するの

に役立つと思われる読み物を，われわれの作った発達課

題の体系表を軸にして選定したもので，小学校から中学

校までにわたっている。

この研究問題については，すこし敷延しておきたいこ

とがある。というのはこの年の9月に「学校図書館」

が，11月に「日本児童文学」が，いずれもブックリスト

を主題とする特集を試ゑているように，近年さまざまの

ブックリストが発行されていることと関連してである。

その主なものを拾うと，

子どもの本研究会（代表石井桃子）：私たちの選ん

だ子どもの本，子どもの本研究会，1966

よい本をすすめる委員会（代表滑川道夫）：よい本

のリスト，伊勢丹，1967（毎年）

矢崎源九郎，神宮輝夫：子供に読ませたい本，社会思

想社，1967

鳥越信，森久保仙太郎：三歳から六歳までの絵本と童

話，誠文堂新光社，1967

竃

が
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羽仁説子：子どもになにを読ませたらよいか，評論社

1967

などである。いずれも親がその子に与える本を選択する

案内書となっている。このたぐいのリストが続々と作ら

れるにいたったのは，母親が子どもの本の選択に積極的

になってきたことと，幼児向けの本の生産がにわかにさ

かんになってきたこととの相乗に因るのであろう。とに

かくこの年の一つの目立った現象であった。

そこで，ブックリストのあり方がジャーナリズムの問

題に取りあげられたのだが，これはもっと掘り下げてみ

る必要があるように思う。東村山市教育研究会図書館研

究部が上記のほかの良書推薦機関のリストをふくめて被

選定書の選定度数を計上した‘‘何をすすめるべきか，，な

どは，問題の鉱脈をさぐるよいガイガーとなるであろ

う。

さてこれらのブックリストと，われわれの適書目録と

は，似て非なものである。前者はどちらかと言えば良書

による子どもの教養の向上を図ることが眼目とされてい

るのに対して，後者は広義のカウンセリングにおける臨

床的効果をねらっている。このような立場からのリスト

は，わが国ではまだ開発されていないので，利用者の評

価をまってさらに改訂を加えていくべきである。

国 際交流

この学会が国際読書学会（IRA）に加盟してから，

諸外国との情報の交換がさかんになった。パリーでの第

1回国際読書学会議に筆者は尾原淳夫氏と出席して，日

本の読書研究の現状を報告したが，これはかなりの反響

があり，収穫もあった。5月にシアトルで開かれたIR

A年次大会には阪本敬彦・加賀秀夫両氏が出席してわが

国の読書教育の一端を報告し，ついでに西部の諸大学で

講演してきた。また8月には滑川道夫氏が東部の読書教

育の事情を視察してきた。これらによって学会の研究の

視野を広めるとともに，外国の日本に対する認識を高め

ることができた。

アメリカからは，さきにハリス氏（ニューヨーク市立

大学教授）が来日し，この年にはコーペル氏（シカゴ大
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学教授)，ブラッケン氏（南メソジスト大学教授)，ドー

ソン氏（サクラメント州立大学名誉教授）があい次いで

来日し，そのつど公開講演会を開き，彼地の新しい研究

情報を聞くことができた。またIRAの読書教育視察団

を迎えて，研究授業（赤松秀夫氏）のあと合同研究会を

開いた。

これらに伴なって，印刷物や書信による情報交換が多

くなっている。なおIRAの機関誌を入手したい会員に

は，本学会が入会の手続を代行することを書き添えてお

く｡

読書科学賞

本会の読書科学賞規程による第1回の受賞者は，つぎ

のように決定し，それぞれに表彰状がおくられた。

読書科学賞西原慶一氏

実践国語研究所を主宰し，月刊誌「実践国語」を編集

発行して，読書に関する研究を促進した。その昭和41年

度の功績に対して。

読書科学研究奨励賞大神貞男氏

昭和41年度に読書科学に発表した3編の読書療法に関

する論文に対して。

Summary

Scientificstudiesineverydomainofreadinghave

becomebriskyearbyyear，showingthatsomeof

themaregoingtobeintegratedtofindeithermore

objectiveprinciplesormoreusefulapplications，The

raisond,etreoftheSocietyhasbecometobereco-

gnizedmorethanever・

ReadingGuidanceTheMinistryofEducation

publishedtheinterimreportontherevisionofthe

courseofstudy・Forit，ourSocietysentarequest

notewhichclaimsthenecessityofreadingguidance

combinedwithteachingreading，becausebothhave

beenmanagedseparatelyinJapanwiththeconse-

quencethatreadingguidenceistreatedratherlighty・

Inrelationtothereport，thereweresomediscus-

sionsonthedistinctionandrelationbetweenteaching



generalbecamemoreactivetoselectproperbooks

fortheirchildren，andthatpublicationofjuvenile

booksgrewmorequantitativeaswell，

Ourlistisdifferentfromthem，Itaimsatthe

clinicaleffectintheeducationalcounceling，witha

viewthatitshouldbedevelopedtobeacomposite

readingprograminthefuture・

InternationalinterchangeSinceourSociety

wasaffiliatedwiththelRA，interchangeofinform-

ationbecamemorefrequentthanever・WithS・

Ohara，IparticipatedinthefirstlnternationalRea-

dingCongressatParis．T・SakamotoandH・Kaga

attendedthelRAmeetingatSeattle・MNamekawa

visitedNewYorkdistricts・

FromU．S、A・cameAlbertHarris，DavidKopel，

DorothyKendallBracken，MildredDawson，and

others・

TheReadingSciencePrizeOurSocietyset

theReadingSciencePrizewhichshouldbesentto

thosewhowaderemarkablecontributioninpromoting

readingscience・Thefirstonewasg,ventoKeiichi

Nishihara，presidentofthePracticalLanguagelns-

titute，whorenderedgreatservicesinthisfieldthr-

ougheditingmonthlymagazines，

ThebountyprlzewastoSadaoOkami，researcher

oftheChibaCourtofFamilyAffairs，whoreported

thecasestudiesofdelinquentsintheDokushoKa-

gaku．

、

ａ
○
夕

、

卜
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ofreadingcomprehensionandreadingguidancein

Japaneseterminology・

StudiesondevelopingreadingabilityWe

hadthreestudycommittees・OneofWhichwasto

establishthecomprehensivestandardofdevelopment

ofreadingabilityamongchildren．（SFukuzawa，

chairman)．

Thesecondwastostudyreadingdifficulties（T、

Sakamoto，chairman)．Thethirdwastoinvestigate

theeffectofreadingdrillamongadults．（Y・SatD，

chairman）

Somepaperswerereadattheannualmeetingof

theSocietyandappearedintheDokusho-Kagaku

(TheScienceofReading)．Furtherstudiesaregoing

on･

BibliotherapyWeareInakingefforttospread

thepracticeofbibliotherapy・WepubliShedboththe

guidebookandthebooklistforthebibliotherapy．

S・Okami，senergeticworkswereevaluatedamong

thecorrectionandrehabilitationfieldBesides,wesaw

someteachersandcouncelorsweregoingtoadoptit・

ListgofstandardreadingsWecompiledalist

ofstandardreadingsfortheformationofchildren，S

personality・Readingmaterialswhichshouldhelp

childrentoattainthedevelopmentaltasksinevery

gradelevelwerelisted，

Ontheotherhand，severaljuvenilereading，slists

formotherswerepublishedthisyear・Theyseemed

tohavebeenpromotedbythefactthatmothersin
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読 書科学の研究

教育学的研究（工）読解指導＊

立正女子大学短大部岡田明*＊

本稿の文献のリストは，主として，国立国語研究所編

「国語年鑑’68」に所収すべき件名カードによって作成

した。それ以外に添加した雑誌名は次のようである。

「読書科学｣，「児童心理」の一部，「教育心理｣の一部，

「言語生活｣，および「総合教育技術」「国語教育研究」

の一部。以上である。手もとに十分な雑誌がないので，

後出の「文献」によって，昭和42年度の「展望」を補っ

ていただくことを，あらかじめお願いしておく。文献研

究にあたっては村石昭三，阪本敬彦，高木和子氏にお世

話になった。記して謝意を表する。

概観

昭和42年度の傾向は二つの面から分析することができ

よう。一つは明治図書出版の「教育科学国語教育」が，

月ごとに一つのトピックを中心にして特集をしているの

で，その話題をおいかけるという形で分析をしていくの

である。他は，ここに125の文献があげられてあるが，

それぞれに重承づけをしないで，一定の規準による分類

をおこない，一定の傾向を探知しようとするものであ

る。ここでは，こうした二つの面から，研究の展望をし

ようとしている。

1月号は，「国語科の本質と人格形成の条件」を特集

している。多くの人が発言しているが，乾孝(36)は，相

談型コミュニケーションを重視しつぎのように述べた。

「……人格形成において国語教育の負うべき役割は状況

が切断してくる相談型コミュニケーションを絶えず再結

合するような信号活動の形成を助けるところに中心をお

粥Educationalstudieson（1）reading・

器器OKADA,Akira（Rissh面Women，sUniversity）
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くべきだと思われる。したがって個々の児童の国語能力

を競争的な場でテストして相談すべき仲間との連帯を絶

つようなやり方は，国語教育の本質に対立し人格形成に

逆行する試みであろう。

2月号は，「なぜ態度の指導が必要か」が中心的な話

題となっている。村石昭三(69)は読承の態度とそれと技

能との関係についてつぎのように述べている。「読承か

たの技能，正確に批判しながら読むことになぜそういう

読み方をしなければならぬかの必要性を与え，その価値

を意識させ習慣的に生活の中で使いこなしていける力を

与えるもの，これが読むことの態度の指導だということ

になる。技能のこなし方は態度として形成されることに

よって本当にそれらの技能は身についたものになる｡」

3月号は「国語科構造改革への提言」の特集がおこな

われた。ひきつづいて4月号では「授業を支える基礎理

論の検討」がおこなわれた。大槻一夫が解釈学を，荒井

栄が意味論を，西郷竹彦が文芸学を，小林喜三男が一読

総合法を，小川末吉が基本的指導過程論を，野々川輝一

が三層読承を分析し，それぞれが授業にどのように寄与

しているかを検討した。

5月号は「1時間の授業過程を切る」の特集である。

望月久貴，沖山光，渡辺宏が発言した。6月号は読解に

関係はなく，7月号は「文学の理論を教えることは必要

か」の特集となっている。

8月号は，「国語科における読書指導の展開」であ

る。輿水実，藤原宏，鳥越信，滑川道夫らが発言した。

9月号では「古典教材の意義とその取扱い」が問題にな

った。

10月号は「基本的教材の選定と教材研究の標準化」
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で，教材研究が主題になった。

11月号では「国語科教師の専門性を問う」が特集さ

れ，吉田昇・石井庄司・望月久貴・芳賀純らが発言し

た。

12月号では「国語教育と国民性」の育成が問題になっ

た。

これらを見ると，6月に文部省が学習指導要領の中間

報告を発表したことがこの年の研究主題に影響している

のは明らかである。その中の国語の読むことの条で，国

語教育は国民性の育成を目ざすものであると述べ，また

読解指導と読書指導との関係をいっそう重視し，両者は

あい補って読みの教育の効果を図るべきであるとしてい

るのである。

つぎに本稿に所収した125の文献を分類し，量的に，

昭和42年の研究の展望を試承る。

教材のジャンル別指導…．．…･………･………．．………27編

（中野重治(83）中沢政雄(70）ほか）

読解の心理的解明．．………･…………．．……………･…17編

（大久保忠利(88）大塩卓(90）ほか）

読解の指導法………･･･………．．…･………………･…･･14編

（輿水実(45）増測恒吉(65）ほか）

他の言語能力との関連………･…･……………･………10編

（岡田明(94）大石初太郎(84）ほか）

読解学習の構造化をめぐる問題………………………6編

（中沢政雄(71）沖山光(86）ほか）

読解鑑賞の研究…･…．．………････．．…･………．．………6編

（堀川勝太郎(19）和田史雄(117)ほか）

一読総合法をめぐる問題･…………･…･…･……･……･6編

（林進治(18）渡辺武(121)ほか）

教育課程との関連の問題･･･…･………･…………･……5編

（野中幸夫(76）代田昇(6)ほか）

いろいろな読み方について･･…･……………．．……･…5編

（飛田多喜雄(16）野地潤家(79））

（佐藤泰正(107）岡田明(95）ほか）
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読解の目標について………･……･…･…………………4編

（熊谷孝(39）岩沢文雄(35）ほか）

読解の評価………………………………･…･…･………4編；

（岡本圭六(85）沖山光(87）ほか）

文字の指導……･…･……･………･……………････……･3編

（須田清(113）白石光邦(111)ほか）

特殊児童の読解……．……･…………………･…………2編

（佐藤泰正(108）岡田明(99））

読みの歴史的考察(112）……･…………………･…･…1編

文法と読解(78)..….……………………………………1編

家庭における「読承」の教育(27)……………….....､1編

その他（辞典(123）など）………………...…………13編

ここに示した結果をみると，教材のジャンル別指導が

最も多く，読解の心理的解明，読解の指導法，他の言語

能力との関連が，それにつづいている。

次には，これらのトピックスのいくつかについて，も

う少し詳しい紹介をしていくことにする。

教材のジャンル別指導

国分一太郎(42)は，文学作品の読承方と鑑賞の指導を

問題にした。氏は文学作品の読承方指導も一般的な「読

み方教育」の中に入るとし，次のような指導内容をあげ

ている。

（1）教材としてとりあげた文章作品の意味，内容をわ

からせて，その作品にもりこまれた自然や社会や人間の

事実・真実・真理を子どもの精神の富の中に加えるよう

にすること。

（2）教材としてのその文章作品の意味・内容をわから

せるために，その文章の文脈に出てくる文字・発音・単

語・‘慣用句，単語の文法的な形，文・文体の読み方，意

味などを教えるようにする。

（3）(1)(2)の積み重ねの結果として子どもたちに，ひと

まとまりの文章をすらすらと読承，またその意味を読承

とる能力と習熟を身につけさせ，一般に文章とはどんな

ものか，それを読承解く方法はどうしたらよいかをわか

、
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らせ，同時に子ども主体の認識能力を伸ばしていくよう

にする。

ここでは読承方教育一般に共通する特性の承が説明さ

れているのであるが，文学教育の目標ないし指導内容と

は何かという問いかけに対し，国分(42)はつぎのように

こたえている。まず，内容・形式ともにすぐれた文学作

品を与えて，子どもたちに人間と人間の生活現象につい

ての知識・理解を与え，人間的な世界の真実を感動のう

ちにつかませる。

つぎに，文学作品の意味・内容をわからせるために文

学作品の形象・文脈の中に，作品を構成する叙述･描写・

表現のために特殊に用いられている日本語の文字･発音・

単語・’慣用句・文体の芸術的なはたらきをわからせる。

さらに，文学作品を鑑賞・享受する能力と習熟，その方

法を子どものものにすること。文学とはどんなものか，

その特性・種類などについての体験にもとづく知識を与

えること。ものごとの芸術的・文学的なとらえかた，表

現のしかたをしだいに身につけさせる。

その指導にはつぎのような順序を考えている。(1)導入

(2)知覚（ｲ)音声化＝音読・範読㈲第一次よゑぃ第二次よ

み(3)理解（ｲ)主題をつかませる㈲理想をつかませる

(4)総合読承＝表現読承(5)終末段階

芦沢節('）は，小学校国語教科書の詩教材の変遷を問

題にした。

明治初年から現在までの教科書にのった詩を歴史的に

眺めているが，はじめて教科書にのった詩はつぎの詩で

あるという。

カゼヨ／フケフケ／タコアガレ。ミナ，ミナ，ココマデ

キテアソベ。

現在の詩も一つあげておこう。

川は大きくなると，／ゆっくりとながれていく。／汽

船や荷船がとおる。／下水の水やうんがの水／きたない

どぶ水をながして，／海のとおくにすてにいく。／川は

だまってはたらく。

そのほか中野重治(83)は，詩の指導の可能性を問題に

し，西川正一(82)は，長文読解のポイントという書物を
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公にした。

知識情報教材の読解については中沢(70)が，解説文に

ついては丸野(63)が，歴史物語については菰測(53)(54)(55）

が，説明文については輿水(46)加部(43)(44)らが，俳句に

ついては今井(31）らが，問題点を明らかにした。

他の言語能力との関連

増村王子ら(61)は，聞く読書から読む読書へという方

向を確認し，書物を公にした。井上(34)は読ゑの指導と

作文教育との関連を問題にした。氏は，読解指導よりも

作文指導をということをまず提唱する。読解指導と作文

指導という関連を問題にする以前に，両者へのウェイト

のおき方を変えなければならないと主張しているのであ

る。文章を書くものが，文章を書く者としての責任を自

覚し読者へのサービスに平明な文を書けば，読解指導も

かわってくると主張している。

小竹省三(40)は，各教科における「読み」の重点とそ

の指導について論究した。国語科，社会科，算数，理科

における指導の領域と方法を解説している。

阪本一郎(101)(104）は，読書と読解の概念を明確にし

た。氏によれば，広義の読書とよばれる過程に，三つの

機能段階がある。(1)文字記号を意味化する読書。これが

指導の対象となるときには，「読みの基礎能力」と呼ば

れる。(2)書き手の経験を読む読書。この段階が「読解」

と呼ばれる指導の対象となる。(3)パースナリティの適応

活動としての読書。これが狭義の読書指導の対象とな

る。

岡田明(94)は言語能力と「読ゑ」の能力を問題にし

た。オスグッドの提唱しているコミュニケーション過程

の模式図からは視覚解号visualdecodingが読みの能力

に対応することを明らかにした。

大石初太郎(84)は，読みと話しコトバの関連を論究し

た。氏は，読承の学習指導のために話しことば，つまり

聞くこと，話すことがどう役立てられるかの吟味を，発

表・討議・朗読についておこなっている。
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沢(77)は，読解学習の構造化をめぐる諸問題を整理し，

沖山(86)は全5巻にわたる講座を公にした。
一読総合法

林進治(18)は，一読総合法の指導過程を整理した。ま

ず）文題をとりあげて何を問題として追求するのか見通

しを立てて話し合う。

つぎに第一の立ちどまり点をきめて，ひとりひとりが

読む。その部分内の分析ご総合と，前の部分との関係づ

けをするために，書きこゑや書きだしなどの外的行為に

うつす。次に，これらを集団学習の場に出し合って話し

会う。つぎつぎの立ちどまりを求めて進む中で，次第に

統一を見いだし，全体としてのまとまりを作りあげてい

く。さらに表現読承に発展させ，また，その問題につい

て感想・意見を一文章にまとめたり，その表現方法に学

んだり，類似の文章に読書をすすめたり，それに教えら

れ，調査・実験・製作などの作業に進めたり，さまざま

な発展がおこなわれる。

これは何度重ね読承されてもよいが，そこには常に発

見や創造がなければならないとされる。なおこの論考の

中でも，三読法は読みの心理を無視したものであるとし

て批判の対象になっている。

小林喜三男(57)は，一読総合法による批判読承におい

て，教師がいかに介入して指導すべきかを問題にした。

渡辺武('21)は,一読総合法の中の表現よみの位置を論考

した。

いろいろな読み方について

佐藤泰正(107)は,子どもの速読訓練のしかたを説明し

た。速読を妨げる条件をとり‘除くことと，速読の訓練の

しかたを詳述した。

岡田明(95)(96)は，今世紀の初頭から現在までアメリカ

でおこなわれた速読研究の紹介をおこなった。野地(79）

は，斉読の意義とその指導について説明した。斉読は一

斉方式による一教材の音読としてとらえるのではなく，

それが適用される学級集団の集団性，全一性，同一性な

どに着目し，その機能を目的に応じて使いわけていこう

とするとき，読承の指導の一形態としての斉読は広い視

野からでの存在価値を認めさせるものになるという。

飛田(16)は音読の再認識をおこない，もうすこし，音

読を黙読と合わせて重視すべきであると述べている。

、

『

評価について

阪本敬彦(106)は,読書力の診断について述べている。

診断における必須事項としては，読解力・知能・興味・

読書活動をあげ，選択事項として身体的欠陥・性格・家

庭環境・社会性・話しことば・読書技能をあげている。

岡田明(97)は，イリノイ精神言語能力テストの紹介を

し，沖山光(87)は読みにおけるつまづきの発見と指導の

しかたを説明した。

岡本圭六(85)は，読承の診断用具として，個別式知能

テスト，標準読書力テスト，非公式の読書技能テストを

あげ，読書生活の診断のために，読書ノートの分析や質

問紙による調査などをとり上げて説明している。

これらを通じて，量的には，読解指導に関して論じて

いる輿水実・倉沢栄吉・中沢政雄ら，一読総合法を提唱

する林進治・小林喜三男，読承のメカニズムを分折した

阪本一郎，アメリカの研究を紹介した岡田明らの活動が

多かったようである。

鑑賞 指 導

阪本一郎他(105)は,読書感想文に見られる感動点を分

析した。それらは年令によって推移していた。概観する

と小学生は個人的適応，中学生は社会的適応，高校生は

文化的適応にそれぞれの感動点が集中する傾向が承とめ

られた。和田史雄(117)(118)(119)(120)は，表現過程に立っ

た，読解・鑑賞指導についての論究をおこなった。

マ

争
い

学習指導の構造化
1画

構造化をめぐる討論も活発であった。有定(3）は，読

解と作文指導の構造化についての書物を公にした。中
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文献リスト

1芦沢節：小学校国語教科書の詩教材，言語生活19678

月号56－62

2芦沢節：読書と漢字の読み書き能力，教育心理196710

月号30－35

3有定稔雄：読解・作文指導の構造化明治図書昭423

月

4青木幹男：問題発見を目ざす「読み」の指導，児童心理

昭427月号130-135

5相原永一：創造性を養う「読み」の指導，児童心理昭42

7月号124-129

6代田昇：読書教育を教育の一分野として確立するための提

案，読書科学昭4210巻2号26～30

7藤井信男：中学校国語科基本的事項の指導明治図書昭

424月

8後藤春夫：論理的文章の読解指導に関する一つの試承－

構成の把握に重点を置いて－国語教育昭424月62－

69

9花田哲幸：文章観と読解指導(1)教育研究昭422月

60－62

1O花田哲幸：文章観と読解指導(2)教育研究昭423月

74－76

11花田哲幸：文章観と読解指導(3)教育研究昭425月

56－60

12花田哲幸：文章観と読解指導(4)教育研究昭4211月

60－63

13林政雄：国語科学習指導に関する研究一物語文読解指導

における一層方式と三層方式一石川県教育研究所昭42

3月1－83

14服部幸雄：論説・評論文の読解指導一一読解指導の困難な

教材の場合一都教団研究紀要昭422月50－56

15福沢周亮：文章のリーダビリティ教育心理1967年10

月54－57

16飛田多喜雄：音読の再認識児童心理昭42136-142

17国語教育科学編集部：3．4．5年生における読解技能養

成法国語教育科学昭422月3－37

18林進治：一読総合法の指導過程一一三読法ののりこえ一
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教育心理昭4210月58－61

19堀川勝太郎：音味様式による文・文章の見方一一読解・鑑

賞指導の基礎的研究一実践国語昭424月3－9

2O堀川勝太郎：文脈を読みとる力を伸ばす文章分析法実践

国語昭423月4～10

21イエ・ア・アダモヴィチ：柴田義松訳小学校における説

明読承教育国語昭423月73－83

22石田佐久馬：読解における主体的学習の導き方東洋館

昭423月

23石田佐久馬：「考える力」を伸ばす指導過程と授業の進め

方東洋館昭427月

24岩下忠男他：文字・語句指導の効果的方法東洋館出版社

昭4210月

25稲川三郎：主体即文機能に立つ読解指導過程穂波出版

昭427月

26伊藤敏：読解における「正解」の考察国語新潟昭42

4月14～24

27石森延男：家庭における「読み」の教育児童心理昭42

7月95毛9

28石井庄司：国語教育における「読み」の位置とその指導

児童心理昭427月41～49

29石川清治：大学生の読書材へのアプローチについての調査

読書科学10巻1号20－25

3O今井文男：場面分析法竜二山房昭4210月

31今井文男：俳句の構造分析とその適用竜二山房昭42

2月

32今石光美：読むことと学習指導の改善によせて学校教育

昭4210月69－72

33今石光美：読むことと学習指導の改善によせて（承前）学

校教育昭4211月9O－35

34井上敏夫：読みの指導と作文教育児童心理昭427月

105-110

35岩沢文雄：期待される人間像と国語教育教育科学国語教

育昭421月13－20

36乾孝・国語科の本質と人格形成の条件教育科学国語教育

昭和421月5－14

37菅野宏：客観的に読むということ国語教育昭422月

85－94
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38川野理史：主観主義にもとづく文学の授業への実践的批判

一わたしたちの読承の指導の前進のために一一教育国語

昭4212月50－77

39熊谷孝：言語観・文学観と国語教育明治図書昭422

月

40小竹省三：各教科学習における「読み」の重点とその指導

児童心理昭4226－33

41近藤国一：国語能力の形成過程明治図書昭426月

42国分一太郎：文学作品の読み方と鑑賞の指導児童心理

昭427月76－81

43加部佐助：説明文における要点把握の指導(1)実践国語

昭423月11－14

44加部佐助：説明文における要点把握の指導(2)実践国語

昭425月10－14

45輿水実：読解力を高めるための学習指導法の研究国語教

育昭425月119-124

46輿水実：説明文の読解指導国語教育昭429月118－

126

47輿水実：読解指導における発問の研究国語教育昭42

8月119-124

48輿水実：教材の性格による読解指導の観点と方法児童心

理昭427月69－75輿水実：目的に応ずる読解指導

国語教育昭4212月118-123

49輿水実：文学経験読桑の学習指導国語教育昭429－7

119-124

50倉沢栄吉他：明日への国語教育一問題とその解決を求め

て－一新光閣昭42

51倉沢栄吉：国語教育論要説新光閣昭4210月

52倉沢栄吉：新しい読みの指導児童心理昭427月16

－25

53菰測和士：文章読解の過程にあらわれる問題一一歴史物語

の場合一実践国語昭和4210月8－11

54菰測和士：文章読解の過程にあらわれる問題(2)－－歴史物

語の場合一実践国語昭4211月18－21

55菰倒和士：文章の読解過程にあらわれる問題(3ト歴史物

語の場合，文脈のむずかしさが｢くりかえし表現｣の場合一

実践国語昭4212月14－16

56近藤義則：読承を深めるための書くことの指導一一各科教

育・研究事例集一教育研究昭4222－318－22

57小林喜三男：読みの過程における教師の介入のしかた－

一読総合法による批判読み－国語教育研究昭423月

79－86

58宮川利三郎：国語科読解過程の構造実践国語昭4210

月60－63

59益子広則：形象の読みとりとは何か－その原理的考察

一国語教育研究昭423月8－24

60松田正雄：要旨を正確につかむ(1)実践国語昭421月

17－21

61増村王子他聞く読書から読む読書へ国士社昭427

月

62本宮久：小学校中学年における読書力開発の一研究読書

科学昭4210巻2号37－43

63丸野羊一郎：解説文読解心理実践国語昭427月55

～58

64宮下忠道：読解・学習記録・作文の連関国語の教室昭

4210月5－7

65増測恒吉：読むことの指導の観点中等教育資料昭42

2月13～16

66松山市造他：「野ばら」の授業国語教育研究昭42夏

30～58

67室伏武：ビブリオセラピ一教育心理昭4210月40－

43

68村石昭三：虚構と現実の読み児童心理昭427月34

－40

69村石昭三：態度と技能との関係をどうとらえるか国語教

育昭422月17－22

7O中沢政雄：知識情報教材の読解技能養成法の研究国語教

育科学昭423月6－20

7l中沢政雄：読解学習の構造化をめぐる諸問題国語教育科

学昭429月61－79

72中沢政雄：読解学習構造化上の諸問題(2)国語教育科学

昭4210月20－28

73中沢政雄：読解学習構造化上の諸問題(3)－－読解力・思考

力・認識カー国語教育科学昭4211月42－51

74中沢政雄：読解学習構造化上の諸問題(4)－－理解力・思考

力・認識カー国語教育科学昭4212月43－49
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75中沢政雄：態度形成変容と言語経験国語教育昭42

2月5－10

76野中幸夫：基礎となる読解技能の指導計画(2)実践国語

昭421月26－32

77野中幸夫：順序をたどって意味をとる読解技能力の調査と

その指導(1)一一(9)実践国語昭42

78永野賢：文法に即した「読み」の指導児童心理昭42

7月82－88

79野地潤家：斉読の意義とその指導児童心理昭427月

143-148

80野々川輝一：文学作品の読みの指導過程について教育国

語昭4212月40－58

8l新居田正徳：国語科主体的学習の実践明治図書昭42

10月

82西川正一他編：長文読解のポイント松柏社昭422月

83中野重治他：詩の指導の可能性総合教育技術昭4221

巻13号106-125

84大石初太郎：読象と話しコトバ児童心理昭427月

63－68

85岡本至六：「読み」の教育診断と評価児童心理昭42

7月57－62

86沖山光編著：全5巻国語教育の構造と思考明治図書

昭42

87沖山光：「読み」におけるつまづきの発見と指導児童心

理昭427月50－56

88大久保忠利：読み・表現読みの心理とサルトルの意識観

国語教育研究昭423月139-153

89大塩卓：読みにおける連想と心情の推移(2)－－創造的読永

への姿勢一一実践国語昭427月17－25

90大塩卓：読みにおける連想と心情の推移一創造的読みへ

の姿勢実践国語昭425月3－9

91大西久一：二元融合の読解指導学校教育昭4210月

45－50

92大久保忠利他編：思考力・言語能力を高める討論指導明

治図書昭423月

93岡田明：読書教育の心理協同出版昭4210月

94岡田明：言語能力と「読み」の能力児童心理昭427

月111-117

読書科学の研究

95岡田明：速読に関する文献(1)読書科学10巻1号45－

50

96岡田明：速読に関する文献(2)読書科学昭和4210巻2

号44－50

97岡田明：ITPAのしくみと適用読書科学昭4210巻

3号37－44

98岡田明：読書問題児一その特質と指導教育心理昭42

10月36－39

99岡田明：弱視児の読ゑの柔軟性特殊教育学研究昭42

5巻1号15－16

100岡田明他：幼児による集団読みの分析立正短大保育論叢

昭421号31-38

10l阪本一郎：読解指導と読書指導教育心理昭和4210月

6－11

1O2阪本一郎：「読み」の心理的メカニズムー心理・生理学

的考察について一児童心理昭427月1－15

103阪本一郎他：読書感想文に見られる子どもの感動点の発達

読書科学昭4210巻3号1－9

104阪本一郎：「読書」と「読解」読書科学昭4210巻2

号1－8

1O5阪本一郎他：現代読書指導事典第一法規昭4211月

106阪本敬彦：読書力の診断教育心理昭4210月20－25

1O7佐藤泰正：速読術一子どもの速読訓練一児童心理

昭427月89－94

1O8佐藤泰正：盲児の点字触読に関する研究(2)読書科学昭

4210巻1号8－19

109佐藤永式：読解方法論一素材主義的方法論一語学文

学5号昭423月105-111

110瀬川栄志：思考力を伸ばす「読象」の指導児童心理昭

427月118-123

111白石光邦：漢字の体系的学習指導法言語生活1月81

－89

112志波末吉：「読み」の歴史的考察児童心理昭427月

100-104

113須田清：かな文字の教え方麦書房昭425月

114西郷竹彦：「冬景色」論総合教育技術昭4222巻11号

68－75

115高木和子：読みの力の要因分析法一SubstrataFactor

－11－
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Analysisの概要とその研究例から－教育心理昭42

10月62－65

116所一哉：国語の読み方についての反省と試論(1)相模女

子大紀要27昭4233－47

117和多史雄：表現過程に立った読解・鑑賞指導発展のために

－その問題点と解決(2)実践国語昭421月22－25

118和多史雄：表現過程に立った読解・鑑賞指導発展のために

（3）－小説の場合一実践国語昭422月26－33

119和多史雄：表現過程に立った読解・鑑賞指導(4)－伝記文

の場合一実践国語昭425月51－56

120和田史雄：表現過程に立った読解・鑑賞指導(5)－説明

文の場合一実践国語昭426月61－67

121渡辺武：一読総合法のなかの表現よみくの位置国語教育研

究昭4211月142-144

122財前昭一：文学的文章の読解指導一文章事実の組みこゑ

方を中心に－国語の研究昭423月62－71

123全国教育図書編：教育実践用語辞典全国教育図書昭42

6月

口

'

教育学的研究（Ⅱ）読書指導＊

東京学芸大学附属大泉中学校増田信一*＊

本項にあげた文献リストは，手元にある資料を中心と

して，深川恒喜先生をはじめ数人から拝借した資料を加

えて検討して作ったものである。非常に数が多かったの

で，割愛したものも三十数点ある。また，紙面の都合上

文献リストに載せるだけに止めたものが数多くあること

をお断わりしておく。

物もこの数年読書指導に関するものが急増している。こ

の点については日本国語教育学会が毎年発行している

「国語教育の調査研究リスト」を比較検討していただき

たい。

文部省から学習指導要領の改訂についての中間報告

(96）が出され国語科の「読むこと」で「読書指導が計画

的・組織的に行なわれるようにし，読解指導についての

内容の精選・充実・指導の徹底とあいまって，読むこと

の能力が向上するようにすること」と明記された。現行

の学習指導要領にも読解指導と読書指導の二本柱が明示

されているが，読書指導が未成熟であったために，実際

は読解指導中心になってしまったわけである。この点に

ついての反省がじゅうぶんなされた上で，研究が進めら

れないと，また定着しないままに十年間が過ぎてしまう

危険性もある。

そのためには，教育現場での読書指導の実態を向上さ

せることが必要であり，合わせて基礎的学問的な研究が

広範囲にわたって推進されなければなるまい。

同時に，読書指導を国語科だけで考えようとする新し

い学習指導要領の基本的な考え方を打破し，学校教育全

体の場で読書指導を実施し，その実績の上にたって，十

年後の次の改定では，国語科以外の読書指導がはっきり

概観

昨年（'66年）の読書指導『動向として，室伏武(｢読書科

学｣38号)が「この分野の研究や実践報告は,箭年度に比

べて大きな進展が承られる｡｣と言っているが，この傾向

は今年度において，いっそう顕著なものとなっている。

明治図書の雑誌「教育科学国語教育」が創刊以来はじ

めて読書指導を特集した（8月）し，輿水実は雑誌「国語

教育の近代化」を中心として何度も読書指導について言

及し提唱している。「学校図書館」は年間を通じて読書

指導をとり上げているし，「教育心理」（'0月号)・「児童

心理」（7月号)・「学校教育」（11月号)・「灯台」（9月号)な

ども特集号を出している。公にされていない現場の研究

号

F

器
》

Educationalstudieson（Ⅱ）readingguidance、

MASUDA,Shinichi（T5kyひGakugeiUniver-

sity）
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うち出されるように持っていかなければならない。この

点については，文献リストを一覧するとわかるように，

国語科以外での読書指導の研究が不振である傾向がすで

に現われているのは困ったことである。

1．読書指導の位置づけについて

読書指導の重要さについては，阪本一郎(79)が「世界

的に読む能力の開発がまだじゅうぶんな成果をあげてい

ない」ことからその重要性が日本だけのものでないこと

を指摘している。深川恒喜(5）は学校での読書指導が注

目される理由を四項目あげ，その推進について提唱して

いる。

国語科の立場から，倉沢栄吉(35)は「教科書による読

解指導的読解指導の惰性を破るため，われわれは『本で

本を読む」思想を一般化しなければならない」として，

その事例を示している。また，輿水実(37)は「日本の読

解指導が，いわゆる読書指導と，あまりにも離れている

ところに問題があるのではないだろうか｡」と指摘し，

「自由な選択による自由な読承」の時間．自由読書(39）

を提案している。その具体的実践事例が小川末吉(75)に

よって報告されている。

文学教育の立場からは鳥越信(111）が読書は楽しゑの

ためのものであり，訓練よりも亨受を中心におくべきで

あるとのべている。これに対して，国語科における読書

指導は技能訓練と読書態度に力点を置くべきだという考

え方が飛田多喜雄をはじめ(19)(59)(112)出されている。

国語科での読書指導の重点については，藤原宏(9)が

「国語の能力を養うために必要な基本的読書の指導」と

し，読承の力そのものをつけるための指導こそ他の教科

や領域で計画しないことであると言っている。この点に

ついては（10)(21)(34)(38)(44)(61)(114）多くの意見がばらば

らに出されている。

読書指導と読解指導の関係を示すものはいくつかの意

見(6)(40)(48)(61)(80）が出されているが定説となるべきも

のはまだない状態にある。

読書技能については，輿水実が国語科全体の基本的技

読書科学の研究

能をおさえ，その中(43)で，

1読承物選択の技能五つ

2目的と材料に合わせて読む技能六つ

3ノート取りおよびアンダーラインの技能七つ

4読み取ったことを組織する技能六つ

5読書報告の技能七つ

合計31の技能を小学1年から中学3年までの9年間に

系統的に配列している。一方，長沢昭治(59)は利用指導

的な技能を精選して出している。佐藤泰正は速読の訓練

について具体な提案(93)をしている。

2．年間計画・時間の特設について

東京の都立教育研究所の東京都の79の小学校について

調査(110)によると，「読書指導に関する学校としての全

体計画」のあるのは41.8パーセントであり，東京都の実

態はまだふじゅうぶんな状態にある。「国語科指導計画

の中に，読書指導をする時間がはいっているか」という

問に対して86.5パーセントが時間をとっているのに，そ

の中味は，「いつもよくしている」というのは約30パー

セントに過ぎない。この報告では読書指導を国語科で行

なうことの意義や必要性は理解され計画化されているけ

れども，実践面にいくつかの問題があり未解決であるこ

とが報告されている。国語科の時間の中に年間を通して

特設したけれども，指導の実際は貧弱であるというわけ

である。雑誌「学校図書館」（8月号）は「読書の特設時

間」を特集している。その中に，東京の成践小での実践

記録(20)が紹介されている。昭和26年度から続けられて

いるもので，教えられるところが多い。その他，時間を

特設しての実践報告(24)(29)(48)(53)(57(78)(108)は多い。

藤原宏(9）は，学校における読書指導は領域．教

科の問題でなく，すべての教師が協力して解決していく

べきものであり，現状では計画的組織的に行なっている

例の少ないことを述べている。田中久直('07）も同様のこ

とを述べ，指定図書による指導について提唱している。

輿水実(42)は，アメリカの実状について，「一・二・三

年では毎週一時間，四・五・六年では毎週一時間半ぐら

－13－
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いを読書指導に当てるというのがふつうのようである。

アメリカでは，時間表の上で三十分単位のものがある。

t時によっては，十五分区切りのものもある。回数として

は，週二回か三回かの指導である｡」と述べている。

3．指導過程・補充教材について

読書指導を計画的に進めていくためには，指導過程に

まで立ち入り，それを確立していく必要がある。きめら

れた時間内で，読書させて，感想を言わせたり書かせた

りするだけでは，これからの教育のありかたとしてはふ

じゅうぶんであろう。この面の研究は，読解指導過程な

どと比較するときわめて立ちおくれている。ここに読書

指導が学校教育の中で確立しない一つの理由があると思

われる。

増田信一(48)は数年の実践にもとづいて，次のような

；指導過程を立てている。

1読承の目標を決める。

2全文を読承通す。

3感想や問題をつかんで書く。

4感想や問題を確認するために読承なおす。

5自分がつかんだ感想や問題について，仲間と話し合

う。

6読承の目標がどのくらい達成できたか考える。

瀬川栄志('05)は｢思考力を伸ばす読みの過程的構造」を

やはり6段階に分けている。文学教材の指導過程の研

究(17)(55)(103）もいくつか承られる。

大阪市の教育研究所では「読書過程の分析的研究」を

モノログ法を使ってすすめている。小学3年・5年・中

学1年．2年計30名を対象とし，素材として「大きなシ

ラカバ」（日書5年上巻）を使った。研究の結果を9項

目にわけて述べている。読書指導上有益な示唆がいくつ

かある。「読解力のすぐれている者ほど読書過程におけ

るモノログ数が多い｡」「教師の指導のない自由読書だけ

では，作中人物の心の中を読承とることはふじゅうぶん

で，道徳的通教訓的な読承とりをする傾向が見られる｡」

などである。

読書指導の実践例の報告はきわめて多く，この文献リ

ストでも30点以上であるが，指導過程を明示しているも

のは少ない。今後の研究が待たれる。

読書指導を計画的組織的にすすめる上でもう一つの重

要なことは，読書材の選定・系統化の問題であろう。千

葉県の市川小では文部省の実験学校として研究をすすめ

た(25)(86)が，補充教材の選択の観点として，6項目をあ

げている。この面については，雑誌「学校図書館」（9月

号)が「ブックリストをめぐって」という特集をしてい

る。とくに，渡辺茂男・古田足日・今村秀夫・黒沢浩に

よる座談会「ブックリストのあり方の問題｣(1'3)は教え

られるところが多い。

全国学校図書館協議会では,「集団読書テキスト」(''8）

を6冊刊行したし，中学生の補充教材集(33)も出版され

た。

4．国語科以外の領域について

家庭読書運動は年々盛んになってきているが，その重

要さについて石森延男(23)は，学校教育では得られない

家庭教育の大切な面について，「素地を深く耕す場」と

して強調している。矢野四年生(117)は東京の下町での6

年間の実践をふりかえっている。矢田弧士(116)は家庭読

書につきものの「読書におけるマスコミの影響調査」の

報告をし，中学生に対する家庭読書について述べてい

る。

道徳指導における読書材の利用は一時活発であった

が，中等教育資料の207号の道徳教育の特集で承る範囲

は下火にむかっているようである。その中では，岸田富

義(32)が「道徳的心情を深める読み物資料を学年別に選

定しているのが目につく。

読書指導をすすめる上での基礎資料となるものがいく

つか出された。第一法規から「現代読書指導事典」が出

版されたし，雑誌「学校図書館」では，「本誌1～200号

読書指導関係記事索引｣(14）「教科書掲載の図書館・読書

関係教材」のリスト（'5)を作り，「単元名」・「内容」

。「指導上の留意点」の三項目にわけて解説がなされて

－ 1 4 －
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いる。このような現場ですぐ役立つ資料が続出すること

を望ふたい。

鈴木英二の「新任者のための参考書く解題＞」(101)で

は，読書指導について9冊の本を示しているが，新任者

の段階だけでなく，「読書指導にたずさわる者の必読書

のリスト」ともいうべきもが少ないのはさびしい。こう

いうものは毎年改定し，更新していくべき性質のもので

あろう。一例としては前出の「現代読書指導事典」の

「主要参考文献解題」が役に立つだろう。

文献リスト

1．相島昇：小学校における読書指導の実践(1)教育科学国語

教育106,67-863-68

2．相原永一：創造性を養う「読拳の指導」児童心理248，

，67－7124－129

3．深川恒喜：学校図書館を利用としての読書指導教育展望

13－7，67－96－9

4．深川恒喜：学校図書館利用による読書の指導小学校教育

研究’67－910－11

5．深川恒喜：学校における読書指導学校経営’67－1025

－32

6．深川恒喜：教科学習における読書指導のあり方を承なおす

学校教育’67－116－11

7．福沢周亮：文章のリーダビリティーその基準と公式教

育心理15－10，67－1054－57

8．藤原宏：国語科における読書指導(4)実践国語328,67-

237－40

9．藤原宏：読書指導の計画と実践時間特設の可能性と問題

点学校図書館202，67－810－15

10．藤原宏：国語科における読書指導の特色教育科学国語教

育106,67-812-19

11．藤山要：音楽の学習と読書指導学校教育’67－1118－

23

12．古田拡：読・書・聞・話のすすめ教育展望13－7，67－

92－5

13．古野有隣：教師と読書－その実態調査の結果から－

教育心理15－10，67－1026－29

14．「学校図書館」編集部：本誌1～200号読書指導関係記事

読書科学の研究

索引学校図書館200，67－688－96

15．学校図書館利用指導カリキュラム委員会：教科書掲載の図

書館・読書関係教材の研究について学校図書館201,67-

710－46

16．峰屋正秋：今の子どもの読書行動教育心理15－10，67

－1048－51

17．花田要一：小説学習指導の一方法一生徒の疑問を中心に

組織する小説の学習指導一弘前大学教育学部附属中学校教

育紀要第一号昭421－6

18．早津秀雄：読書指導において論理的な思考力を養うために

読書科学3510－1，67－136－44

19．飛田多喜雄：技能訓練と読書態度に力点を教育科学国語

教育106,67-826-28

20．堀内輝三：図書館利用・読書指導の時間特設学校図書館

202，67－816－19

21．石井庄司：国語教育における「読み」の位置とその指導

児童心理248,67-741-49

22．石川清治：読書の学年的発達と学部的特性の分析読書科

学3610－2’67-416-25

23．石森延男：家庭における「読み」の教育児童心理248

,67-795-99

24．伊藤正三：休講時を利用しての読書の時間学校図書館

202，67－829－32

25．伊橋虎雄：国語科時を利用しての読書の指導学校図書館

202’67-820-23

26．今西光美：読むことの学習指導の改善によせて（承前）

学校教育’67-1130-35

27．今村秀夫：子どもを見つめた読書指導学校図書館けん

か読み195，67－147－51，異性への関心と読承物196

，67－252－55，人気マンガの秘密197,67-356-59

28．猪本良平：児童の読書反応に関する研究読書科学37

10－3，67－525－31

29．格本良平：読書生活の向上を目ざした指導の実際教育心

理15－10，67－1068－70

30．勝尾金弥：中学校における読書指導のための補助教材教

育科学国語教育106，67－856毛2

31．菅野宏：文学作品に関する読み方の手順教育科学国語教

育106，67－829－31
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32．岸田富義：道徳的心情を深めるための読み物資料の研究

一一特に指導過程を中心に－中等教育資料207，67－2

臨時増刊264-269

33．串田孫一・進藤純孝・小海永二：中学生の文学I．Ⅱ正

進社’67－71202Ⅱ206

34．倉沢栄吉：新しい読承の指導児童心理248，67－716

－25

35．倉沢栄吉：読書指導教材について教育科学国語教育108

,67-10125-131

36．国分一太郎：文学作品の読み方と鑑賞の指導児童心理

248，67一776－81

37．輿水実：新指導要領の目標と内容国語教育の近代化56

，67－31－17

38．輿水実：読む作用の本質国語教育の近代化58，67－5

1－18

39．輿水実：国語科における自由読書の指導国語教育の近代

化59，67－61－20

40．輿水実：読解学習指導の本質と問題点国語教育の近代化

60’67＝71－30

41．輿水実：「文学経験読承」の学習指導教育科学国語教育

105，67一7119-124

42．輿水実：国語科における読書指導の原則教育科学国語教

育106，67－85－11

43．輿水実：国語科の基本的技能国語教育の近代化63，67

－101－16

44．興水実：＜共同研究＞新指導要領の展開第二回一国語

の教科書はどう変わっていくか－国語教育の近代化64

，67－1133－56

45．小竹省三：各教科学習における「読み」の重点とその指導

児童心理248’67-726-33

46．小塚芳夫：小学校における読書指導のための補助教材教

育科学国語教育106，67－849－55

47．近藤唯一：社会における読書活動学校経営’67－1025

32

48．増田信一：国語科学習と学校図書館中学校学校図書館の

現代とあり方（東京都学校図書館協議会）昭4216－22

49，増村王子・代田昇：聞く読書から読む読書へ国土社昭

42254

50．松居直他：＜特集＞子どもの本の絵と読書指導学校図書

館196，67－2，松居直：子どもの本の‘‘絵,，と読書指導

8－12，上茎一郎：子どものための挿絵一一分裂と止揚する

ための方途－－13－16，渡辺茂男：子どもの本の絵の働き

と読書指導時におけるその生かし方17-23，水野寿美子：

子どもたちは‘‘絵,,をどのようにとらえているか－小学校

低学年25-29，西山健太郎：子どもの読書と‘‘さし絵の役

割一小学校中学年－30－33，今村秀夫：どのように挿

絵に親しんでいるか－中学生－－34－36

51．松尾弥太郎：集団読書について－その意義と効用一

学校図書館204，67－1016－19

52．松尾弥太郎：本を読まない子読めない子一家庭における

習慣形成と環境を中心に－教育心理15－10，67－10

16－19

53．宮武義一：本校における読書指導一一読書指導計画と教科

学習における読書指導一学校教育’67-1172-74

54．村石昭三：虚構と現実の読象－一子どもの「読み」の生活

指導一一児童心理248，67－734－39

55．望月久責：文学教材の感想指導過程中学校教育研究’67

－ 5 8 － 9

56．望月久貴：国語教育改善の動向と課題学校教育研究所年

報11昭4275－79

57．望月道子：本を読まない子をどう導くか教育心理15－

10’67－1071－73

58．本宮久：小学校中学年における読書力開発の一研究読書

科学3610－2，67－437－43

59．長沢昭治：読解指導の形式指導一一物語の書き出し・作品

と作者・作品の主人公・本さがし・さくいん－

60．中嶋敏雄：国語科指導と学校図書館一図書及び図書資料

利用学習のために－実践国語328，67－248－52

k61．滑川道夫：国語学習指導のなかの読書指導教育科学国語

教育106，67－820－22

62．楢島利雄：中学校における読書指導の実践(2)教育科学国

語教育106，67－881－86

63．南場勝己：全校読書としての25分間読書運動学校図書館

202，67－833－36

64．二階堂為好：道徳の時間における読象物資料の精選中等

教育資料207，67－2臨時増刊114-117
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65．仁木ふゑ子：高校生に読ませる学校図書館198-206,

入学前の布石198，67－456－59，春の課題図書199

56－59，課題図書の系列20071一74,読書感想文の審査

20159－62，生徒たちの主体性20256－59，特設L時間

（その一）20356－59，特設L時間（その二）20456－

59，図書館通信（あてなのない手紙）20556－59，人間は

ふな兄弟20656－59

66．大神貞男：家出少年の読書療法による治療例〔症例第4報

告〕読書科学3510－1，67－11一7

67．大神貞男：非行少年の読書療法による治療例〔第5報告〕

読書科学3610－2，67－49－15，非行少年の読書療法

による治療例〔第6報告〕読書科学3710－3，67－5

18-24

68．大阪市教育研究所：読書過程の分析的研究研究紀要第94

号－1，67－336

69．大塚恒吉：児童の読書の実態と指導実践国語328,67-

253－57

70．大槻和夫：読書指導と教科学習指導との関連学校教育

’67-1112-17

71．岡田明：読書教育の心理協同出版社昭42254

72．岡田明：読書問題児一特質とその指導法教育心理15-

10,67-1036-39

73．岡本圭六：読書困難児の診断と治療指導の問題読書科学

3610－2，67－431－96

74．岡本圭六：「読み」の教育診断と評価児童心理248，67

－457－62

75．小川末吉：国語科自由読書の学習指導教育科学国語教育

106，67－835－41

76．来明子：読書による意見変容の実験的研究読書科学35

10－1，67－126－35

77．斎藤喜門：中学校における読書指導の実践(1)教育科学国

語教育106,67-875-80

78．坂井定男：学校における読書指導中学校学校図書館の現

状とあり方（東京都学校図書館協議会）昭4237-39

79．阪本一郎：国際読書学会の印象学校図書館195，67－1

8－12

80．阪本一郎：「読書」と「読解」読書科学3610－2，67

－41－8

読書科学の研究

81．阪本一郎・林久美子・亀井道子：読書感想文に見られる子

どもの感動点の発達読書科学3710－3，67－51－9

82．阪本一郎：標準読承物のリストー日本読書学会版につい

て－－学校図書館203，67－925－29

83．阪本一郎：読解指導と読書指導教育心理15－10，67－

106－11

84．阪本一郎：波多野完治・滑川道夫・室伏武：現代読書指導

事典第一法規’67-11558

85．阪本敬彦：読書力の診断一その実際における留意点一

教育心理15-10,67-1020-23

86．佐瀬邦夫：小学校における読書指導の実践教育科学国語

教育106，67－869－74

87．定金恒次：国語科と学校図書館(1)実践国語328，67－2

41-47

88．定金恒次：国語科における図書館利用一高校・文学教材

の指導の場合一学校図書館197,67-352-55

89．定金恒次：作品・作家を通しての読書指導学校図書館

202,67-852-55

90．定金‘恒次：世界文学を通しての読書指導学校図書館204

,67-1043-46

91．貞宗敏夫：公共図書館における児童の読書指導学校教育

’67-1124-29

92．佐藤泰正：盲児の点字触読に関する発達的研究(2)読書科

学3510－1’678－19

93．佐藤泰正：速読術一子どもの速読訓練児童心理248

，67－789－94

94．佐山久見子：輪読会六年間をふりかえってく実践記録＞

学校図書館199,67-543-46

95．推野正之：批判・高校における読書指導一一現在の画一化

せるそれはこれでよいのか－学校図書館199,67-5

33-37

96．初等教育課程分科審議会：小学校教育課程の改善について

の中間まとめ昭4262

97．白沢久弘：学級における読書活動一実験クラス中間報告

一学校図書館205，67－1153－55

98．代田昇・増村王子：子どもの読書における地域の特質一

山本有三文庫の実践から－学校図書館195，67－137

－46
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99．代田昇：読書教育を教育の一分野として確立するための提

案読書科学3610－2，67－426－30

100．代田昇・増村王子：子どもの読書における地域の特質につ

いて読書科学3710－3，67－510－17

101．鈴木英二：新任者のための参考書く解題＞学校図書館

197,67-349-51

102．鈴木義美：部落を含めた読書指導一山形市立高瀬小学校

合の原分校一学校図書館203,67-948-51

103．須田実・中島茂三・久保田文夫：文学教材の特性を生かし

た指導過程の研究群馬大学教育学部附属中学校研究紀要第

14集昭421-10

104．角尾稔：幼稚園児のリテヲシーー学齢前絵本の指導と問

題点一教育心理15-10,67-1013-15

105．瀬川栄志：思考力を伸ばす「読み」の指導児童心理248

，67一7118-123

106．高野敏三：文学鑑賞指導法の一考察一一道徳教育の素材を

含む文学作品の取扱いについて－金沢大学教育学部付属

中学校研究紀要第十三号昭421－8

107．田中久直：指定図書による教室学習の計画教育科学国語

教育106，67－842－48

108．田辺留蔵：読書時間を通しての読書指導学校図書館202

，67－824-28

109．士尾実他：＜特集＞読書の秋灯台’67毛；土屋実：読

書と人間形成12-15，深川恒喜：現代生活における読書法

16-19，石黒修：本を読む子．読まない子20-23，下村茂

：読書感想文からゑた子どもの人間性24－27，桑畑道子：

考える少年少女を育てよう28-31，石田章・内門亨・南房

社会学

孝彰・大井房子・新井のぶ子：＜座談会＞よい読書の習‘慣を

－－現場の教師大いに語る－32－39，成海祥子：＜小学

校＞本を読まない子の顔にも微笑40-41，和田豊彦：＜中

学校＞ついに図書室で本の奪い合い42-43，永井保：＜高

等学校＞待ちこがれるホーム・ルーム44-45，井上育夫：

＜特設学級＞七転八起きのはてに光明が46-47，平塚信子

：＜家庭における読書指導＞母と子の二十分間読書48-49

110．東京都立教育研究所：国語科における読書指導の調査研究

一小・中学校における読書指導に関する研究1－，67－

356

111．鳥越信：楽しみのための読書を教育科学国語教育106

，67－832－34

112．上原浩一：教育方法としての図書館利用一学校図書館学

樹立のための一試論一一学校図書館206,67-1236-45

113．渡辺茂男・古田足日・今村秀夫・黒沢浩：＜座談会＞プッ

クリストのあり方の問題学校図書館20367'－910－24

114．八木徹夫：まず教師が読書に関心を持とう教育科学国語

教育106，67－823－25

115．矢田克士：読書指導とカウンセリング中学校学校図書館

の現状とあり方（東京都学校図書館協議会）昭4241-46

116．矢田克士：家庭における読書指導中学校学校図書館の現

状とあり方（東京都学校図書館協議会）昭4247-53

117．矢野四年生：親子二十分間読書の試み一一計画→実践→定

着一学校図書館204,67-1049-51

118．全国SLA集団読書テキスト委員会：杜子春32，おおか

承王ロポ40，一房の葡萄20，走れメロス22，高瀬舟

20，伊豆の踊子40，全国学校図書館協議会昭42

的研 究 ＊

和光大学古野有隣*＊

1967年1月～12月のあいだに公刊された，読書に関す

る社会的調査の結果について，そのあらましを紹介する

こととしたい。読書の社会学研究とは必ずしもいいがた

いものもあるが，社会的調査の定義とともに，ここでは

厳密に限定をしないことにする。

1．第22回全国農村読書調査

鵠Sociologicalstudiesonreading，

畿鵠FURUNO，Arichika（WakoUniversity）

終戦直後から継続して，農村の読書率・読書の動機．

読まれている雑誌・書籍の銘柄等を知ることを目的とし
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ておこなわれている家の光協会の「全国農村読書調査」

の第22回調査が，1967年8月1日から8月31日までの1

カ月にわたって実施され，同12月に報告書が刊行されて

いる。

① 調 査方 法

従来の方法と変りがないので，かんたんに記してお

く。

対象の決定……全国の農業協同組合員世帯の満16～59

歳の日本人男女が母集団である。対象の抽出は，全国の

農業協同組合を10ブロックに分け，各ブロック内の組合

を所在地による7つの地帯区分および組合員や数により

50層に分ける。その各層に各層の大きさに比例して，15

00名の対象者を配分し，ついで，各層から一つの農協を

確率比例抽出法によって抽出し，抽出された農協の組合

員名簿により割り当てられた対象者数だけ組合員世帯を

抽出し，その16～59歳の男女の中から1名を無作為に抽

出して，調査対象者とした。

調査の方法……質問紙による個別面接

実施および回収……8月1カ月中の任意の4日間。回

収率は88％･調査不能者の内半数は，長期もしくは一時

的な不在である。

②調査結果のあらまし

報告書の内容はつぎのようになっている。

I雑誌一雑誌読書率：どんな雑誌が読まれている

か，主要10雑誌の読者分析，属性別にゑた読者の構

成，雑誌を読む理由，雑誌の入手方法。

Ⅱ書籍一書籍読書率：どんな書籍が読まれている

か，書籍を読む動機，書籍の入手経路，好きな作家・

著述家。

Ⅲテレビ視聴一テレビ視聴状況：テレビ視聴と他の

媒体との関係。

Ⅳ耐久消費材所有および新聞購読状況。

このうち，Iでは雑誌の入手方法，Iでは書籍を読む

動機が今回新たに加えられ，mは前回行なわれなかった

ものが復活したものである。本稿では，ⅢおよびⅣは省

略して，IおよびⅡの結果について記すことにする。

読 書 科 学 の 研 究

（1）雑誌に関して

雑誌を‘‘毎日読む，’ものは45％，‘‘ときどき読む，，の

は38％，‘‘読まない，’のは17％というのが全体の状況で

ある。男女別では，‘‘読まない'’ものの比率が女性の方

が高く，全体として男の方がよく読んでいるようであ

る。年令別では，‘‘毎月読む'’ものは20代がもっとも多

く，‘‘読まない，，のは50代がもっとも多い。概して，若

い層ほどよく読んでいるといえる。年令別状況をさらに

男女別にすると，‘‘毎月読む'’ものは10代，20代では女

性が高く，30代，40代，50代では男が高くなっている。

とくに20代の女性では58％と，特に高くなっている。逆

に，‘‘読まない，’ものの比率は30代，40代，50代の女性

が高く，農村では主婦になると雑誌を読む時間もなくな

ってしまうもののようである。そのほか，学歴別では，

学歴の高いほどよく読み，職業別では，自由業，給料生

活者などが高く，労務者は低いといった状況がみられる

が，純農村地帯と都市近郊農村とのあいだにはほとんど

差が承られない。

毎月読む雑誌としてあげられたものは月刊誌152誌，

週刊誌27誌であるが，その上位10点はつぎのようなも

のである。

（月刊誌）家の光，主婦の友，地上，婦人倶楽部，婦

人生活，現代農業，蚕糸の光，柑橘，明星，平凡，文芸

春秋，主婦と生活。

（週刊誌）週刊朝日，女性自身，サンデー毎日，週刊

読売，ヤングレデイ，週刊平凡，週刊明星，週刊サンケ

イ，女性セブン，週刊新潮。

雑誌を読む理由としては，月刊誌は，‘‘実用のため，，

(46％)，‘‘知識を広める，'（39％)，‘‘新しい話題を知る，’

(28％)，‘‘娯楽として，'（27％）の順に多く，週刊誌では

‘‘娯楽として，，（51％）がもっとも高く，そのほか，‘‘退

くつしのぎ，，（47％)，‘‘新しい話題を知る'，（41％）も多

い。

入手方法としては，‘‘毎月(週）読む，，雑誌を買ってい

る場合は農協（57％)，本屋（42％）が多く，‘‘ときどき

読む，，雑誌を買うのは本屋（58％）が圧倒的に多くなっ
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ている。

（Ⅱ）書籍に関して

調査実施までの1年間に書籍を読んだものは34％，読

まないのは66％である。性別では雑誌と同様，男性の方

がやや高い。年令別では一般に若年層の方がよく読んで

いるが，10代の女性は74％が読んでおり，もっとも高い

読書率を示している。また，学歴別では，学歴の高いも

のほどよく読んでいる。1年間に読んだ冊数としては，

約半数の人たちが‘‘2～5冊'，のあいだになっている。

以下‘‘6～10冊，,が18％，‘‘11冊以上，’も11％いる。

書籍を読んだきっかけとしては，‘‘書店で現物をゑ

て，，（35％）がもっとも多く，以下‘‘友人・先生にすす

められて'，（21％)，‘‘新聞・雑誌の広告を見て'，（18％）

‘‘家にあったから￥（14％）の順である。

入手経路としては，‘‘書店で買う，，（63％）が圧倒的に

多く，‘‘知人から借りる，，（22％)，‘‘図書館（公民館）

で借りる'，（13％）などが多い方である。

読んだ書籍としてあげられたものは次ぎのとおりにな

っている。翻訳ものが伸びているのが特長のようであ

る。

（順 位） （書 名） （点数）（順位）（書名）（点数）

’継巽ｻﾝ）’’6日本歴史ｼﾘー 式6
1風と共に去りぬ116赤と黒6

2 徳川 家康 10 7人間の条件5

2氷点107愛と死を承つめて5

3嵐が丘97源氏物語5

3坊ちゃん97吾輩は猫である5

4宮本武蔵87 徳 川 の 夫 人 た ち 5

5戦争と平和77次郎物語5

6白い巨塔67車輪の下5

6氷壁67草枕5

好きな作家・著述家としてあげられたのは107名であ

るが，上位はつぎのようになっている。石坂洋次郎のト

ップは4年連続である。そのほかの顔ぶれもほとんど変

化がないといえる。

（順位）（作者名）（実数）（順位）（作者名）（実数）

1 石坂洋次郎9 7 4 夏 目 激 石 4 4

2吉川英治585松本清張43

3源氏鶏太466井上靖24

2．読書社会調査問題別レポート

1964年11月に朝日新聞社によって実施された「第7回

読書社会調査」（その内容は1965年報に紹介してある）

をいろいろな角度から分析したシリーズもので，1967年

次にはそのNo.11とNo.12の2分冊が公刊され，同

シリーズの終止符がうたれている。

（1）第6回調査との比較

5年の間隔をおいて，第6回と第7回の結果を比較す

ると，あまり変化を示さなかった項目としては，「買わ

れた書籍の判型」「購入目的」「書店への立寄動機」「購

入の決定契機」および「買った書物の利用目的」などで

ある。一方，変化が見られる項目としては，つぎのよう

なものがある。

まず，「発行型式」である。これは雑誌については変：

わりがないが，書籍のほうは，59年に購入された書籍の．

発行型式のうち，「全集」は5％であったのに，64年に

は12％になり，それにつれて，「単行本」は47％から41

％に減少している。

「購入された図書の定価」は物価の上昇にともなっ

て，いくぶん上昇している。「新刊害の情報源との接触」

の度合いは全般的に強まってきており，‘‘新聞広告，'に

しても‘‘新聞の紹介や書評，'にしても，5年前にくらべ

て,よく読まれるようになっている｡そのほかのものとも

合わせて，新刊書への関心が高まっているようである｡、

図書購入者について承ると，男女比は，書籍・雑誌と

も5年前にくらべて女性が多くなってきている。年令は

‘‘20～24歳，，の層がいちばん多く，‘‘15～19歳,，がこれ．

についで多いことは変わりがないが，この5年間に‘‘15

～19歳，，の年令層から‘‘20～24歳，'へと年令層の中心が

移行しているようにふられる。

（2）児童・学参図書の分析

歩

牙

句

5
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児童向けのものも，学習参考用も，雑誌は継続的に買

われることがかなり多いようである。（63％）定価では

雑誌は200円以下（100％)，児童向書籍は300円以下（86

％)，学習参考用参考書は400円以下（89％）がほとんど

で，それ以上の高いものはきわめてわずかである。

それを書った目的をみると，学習参考用は自分で読む

ために買った人がほとんどであるが(80％)，児童向けの

ものの場合は，人に読ませるために買った人の比率が多

く（書籍-76％，雑誌-40％)。

学習参考書を自分で読むために買った人の多くは，そ

れを学校の勉強に役立てようと思って買っている（書籍

-75％,雑誌-52％)。児童向けのものの場合は‘‘人に読

ませるために，，買った人が多いが，雑誌の場合は‘‘自分

で読むために，，買った人が多く，それを‘‘仕事や研究に

役立てたい，，という人がかなりいるのが目につく。

学習参考用を買った人の中に，人から話を聞いてその

本を買う気になった人が多いこと（書籍-31％，雑誌-

33％)，児童向けの本を買った人では，新聞広告を‘情報

源としてもっともよく利用している人が多い（書籍－89

％，雑誌-82％）といったことも目立っている。

買った人の特長を承ると，児童向けのものは男性より

も女性（書籍-64％，雑誌-72％)，それも主婦（母親）

が買うことが多く，学習参考用は女性よりも男性（書籍

-66％，雑誌-62％)，そして，19歳以下の学生が中心

的な買い手になっている。

3．若い女性と読書

これは1964年8月10日～8月27日までの18日間にわた

って，東京23区に在住する18～29歳までの未婚女性を対

象に，若い女性の読書生活の実態と読書観を把握するこ

とを目的として朝日新聞社によって行なわれたものであ

り，1967年1月にその結果の一部が発表されている。

調査の対象と対象者の選定…･･･「東京の人口」（東京

都統計協会）の町丁別女性人口数にもとづき，各町丁に

累積一連番号をつけ，系統抽出法によって東京23区から

100地点を抽出し，各地点から住民登録台帳によって18

読書科学の研究

～29歳の未婚女性を10人ずつ無作為抽出し，合計1,000

名を調査対象者とした。回収率は50.2％であった。

①調査時点での過去1カ月間に本を1冊でも読んだ

のはだいたい半数の人であり（53％)，平均すると1．2

冊読んだことになる。それを学歴別に承ると，短大や大

学の在学・卒業者という高学歴者になるほどよく読んで

いるようである。それらの本を入手した経路は，‘‘自分

で買った，，人が稲近くでもっとも多く，ほかには，‘‘他

人から借りた'，というのがいくらかあるていどである。

そして，ここでも，高学歴者ほど‘‘自分で買った，，とい

う比率が高くなっている。また，1カ月に使う図書費で

も，新制中学卒は326円，新制高校卒では825円，短大

卒（在）は1,292円，大学卒（在）は1,752円というち

がいを示している。

②読承たいと思っている本の分野としては，‘‘外国

の文学作品，'が第1位で，以下，‘‘日本の現代作家の文

学作品，，，‘‘実用書，'，‘‘日本の古典文学'，の順になって

いる。しかし，家事・家業を手伝っている人や工員で

は，‘‘実用書，'への要求が強く，26歳以上の人では，‘‘随

筆，，‘‘教養書一般'，への要求が高く，また，学歴の上昇

につれて，‘‘実用書，，への要求が低下しているなどのこ

とが目立っている。

③好きな作家としては，日本の作家では，夏目鍬

石，石坂洋次郎，井上靖，武者小路実篤，三島由紀夫，

外国の作家では，トルストイ，ヘッセ，モーパッサン，

モーム，ロランがそれぞれ上位に並んでいる。

④若い女性の結婚までの読書についての意見として

は，教養書をとるか，実用書をとるかで，意見は二つに

分れている。学生や教師，技術者には教養型が多いのに

たいし，店員などでは実用型の考えの人が多いというち

がいがあり，学歴の面では，学歴が高くなるにつれて，

実用型から教養型に移向していく傾向が承られる。

4．ReadershipSurvey

出版科学研究所が都内在住の16～59歳の男女1,560名

を対象に実施した調査の結果をいくつかの角度から分析
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したもので，つぎの分冊が発表されている。

No.1週刊誌はどのように買われているか

No.2月刊誌はどのように買われているか

No.3書籍はどのように買われているか。

No.4その雑誌を選んだ理由

No.5その書籍を買った場所

No.6本を買った人と雑誌を買った人

ヨン的書籍が60％ていどを占めている。男性と女性とで

はかなり異なった傾向があるが，その最たるものは‘‘文

学'，に対する噌好度で，男では買われた書籍の35％であ

るのに，女性では54％にもなっている。また，年令の面

でも，10代では“文学，'が62％をも占めているが，20代

以降ではその位置はかなり低くなっている。また，月刊

誌では婦人誌（26％)，総合文芸誌（23％)，生活誌（12

％）といった部門が多く買われている。男女別で承ると

男性の場合は，総合文芸誌（36％)，工学工業誌（13％）

経済誌（9％）が多いものであるのにたいし，女性では

婦人誌（45％)，生活誌（20％)，総合文芸誌（12％）で

あり，両者のあいだには，傾向の差，集中度の差がかな

り明瞭に存在しているようである。

そのほかには，読者の職業に応じて住居の近くの本屋

以外のルートが専門店的に利用されていることと，雑誌

の銘柄選択の場合，月刊誌では実用記事に焦点がおかれ

ていること，といった点があきらかにされている。

これらを通して，購入の実態をみると，最近1カ月の

あいだに週刑誌を買った人は579人（36％)，月刊誌は

610人（39％)，書籍を買った人は576人（37％）と，三

者のあいだにあまり差はない。これら三者の相互関係を

承ると，書籍を買った人の月刊誌購読率は50％，週刊誌

購読率は44％であった。月刊誌を買った人についてみる

と，書籍購読率48％，週刊誌は39％であり，週刊誌を買

った人では，書籍46％，月刊誌42％となっている。以上

の結果，結びつきのもっとも強いのは書籍十月刊誌で，

書籍十週刊誌，月刊誌十週刊誌がそれについている。内

容密度の高いものを買っている人ほど，他の出版物もよ

く買っているということができそうである。

買われた書物の内容ではどうだろうか｡書籍では，‘‘文

学'，がもっとも多く買われ（42％)，それ以外ではどの

分野でも10％未満であるが，合計すると，ノンフィクシ

ざ

<『

補，1947年いらい，毎日新聞社によって実施されてい

た「読書世論調査」は1967年度は中止されたため，ここ

に記されていない。

心理学 的研究＊

東京教育大学佐藤泰正*＊

‘‘ない'’0.1％であった。‘‘読承かたがわからない時はど

うしますか，,では，‘‘人にたずねる'’37.1％，‘‘辞典な

どを引く''22.1％，‘‘前後の文章の関係でなんとか読ん

でしまう''47．8％，‘‘正しい読み方がわからなくてもな

んとなく意味がわかるのでそのまますぎる''27．5％，

‘‘読めない字はそのままとばし読みをする''9.4％，など

の結果を報じている。また，義務教育までにどのくらい

の漢字をどのようにして学習しているかを，特定個人8

人について断続的に調べている。それによると，読みの

平均は，教育漢字881字十教育外当用漢字939字，表外

読みの発達
｡

芦沢節(1）は，中学生を対象に漢字についての意識調

査を行なった。500名の中学3年生に，まず本や新聞な

どを読んでいて読み､かたのわからない漢字があるかを聞

いた。結果は，‘‘よくある''27.1％，‘‘ときどきある'’

60.8％，‘‘あまりない''10.2％，‘‘気がつかない'’2.0％

エ

器
群

Psychologicalstudiesonreading

SATO，Yasumasa（TDkyDUnivesityof

Education）
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漢字327字，計2,147字であるが，書きの平均は教育漢

字860字と教育外当用漢字640字，計1500字であった。

さらに，音読承と訓読ゑのアンバランスを指摘してい

る。

阪本一郎．林久美子．亀井道子(25)は，読書感想文に

承られる子供の感動点の発達について調べた。すなわ

ち，子供の読書感想文を分析し，その感動点を分類して

いるが，発達的には小学生は個人適応，中学生は社会適

応，高校生は文化適応に感動点が集中していた。小学校

低学年段階では精神的健康・個性伸長に感動点が集中

し，愛情・社会的規律・科学的態度なども多い。高学年

段階では，個性伸長・愛情・社会的規律に集中し，ほか

に，科学的態度・芸術的態度が加わる。中学生段階では

対他態度・人生観が上位になり，愛‘情・民主的態度など

が加わる。高等学校段階では人生観に大部分が集中して

いた。

感想文の対象をフィクションとノンフィクションにわ

けると，前者の場合は上記のものとほぼ同じ結果である

が，ノンフィクションの場合は一般に文化的適応に傾く

ことが承られた。男子に多いのは科学的態度と対他的態

度で，女子に多いのは人生観と愛情であった。以上のよ

うに読書による感動点は年令，性，及び読承物の種類に

よりいくらか相違がある。

視力障害児の読み

岡田明(15)は弱視児の読みの柔軟性についての調査を

行なった。15名の弱視児と50名の普通児が対象で，いず

れも中学一年生である。読書材料は，説明文2，生活文

1，文芸文1であった。そして，読書中30秒ごとにかね

をならし，読んでいるところをチェックさせた。その結

果，弱視児の方が読象の柔軟性がかけるとしている。す

なわち，弱視児の方が読書材に応じて読速度を調整する

ことが少ないというのである。

佐藤泰正(30)は，盲児の点字触読能力の研究を昨年に

引きつづいて行なった。今回は点字触読能力検査の結果

を，視力・失明年令・知能・学力・生活年令の面から分

読 書 科 学 の 研 究

析した。対象は，点字を手で読み，小学一年一学期から

盲学校に入学した児童828名である。結果は視力程度を

全盲・準盲・弱視に分けた場合，小学一年から中学三年

のどの学年においても，視力程度による触読力の差は承

られなかった。失明年令との関係をみるため，0～5才

失明と6～10才，10才以上失明に分けたところ，どの学

年も，失明年令と触読力の関係はみられなかった。知能

との関係では，相関がみられ，小学校低学年では触読力

上位のものの知能が高く，小学校高学年と中学では読触

力下位のものの知能が低く，上中の間に差はない。学力

との関係は非常に深いことがわかった。

能力，態度の変容

岡田明(13)は，読速度の訓練が読承の柔軟性にどのよ

うな影響があるかを調べたが，読速度の訓練は読承の柔

軟性にほとんど影響をあたえないという。

来明子(26)は読書による意見変容の研究を行なった。

すなわち，職業問題を扱った2つの読書材が用意され，

それぞれは全く反対の結論をもつ材料である。被験者は

中学2年生6学級で，読みの前後に質問紙法によって彼

らの意見を求めた。その結果は，被験者が読んだ材料の

方向へ意見が変わることが見出された。また，読承手の

先有傾向に沿った理想主義的読承物によるほうが現実主

義的読永物によるよりも大きな意見変容が承られた。さ

らに，読承物が扱っている問題について関心がないもの

には意見変容がふられなかった。また，読ゑ手の性格な

ども関係があるとのべている。

高木和子(33)は，アメリカで発表された読承の能力の

要因分析の方法を紹介した。この方法は，読承の能力に

関連があると考えられる多くの下位能力をテストによっ

て測定し，それらの読みの力への関連の構造を，重相関

分析という統計的手法を利用して分析しようとするもの

である。アメリカでの研究結果もあわせて紹介されてい

る。

読書療法
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大神貞男(20)は家出少年に行なった読書療法の治療例

を報告している。ケースは16才の家出少年で，8日間放

浪し，盗承でつかまった。用いられた材料は次郎物語，

仔鹿物語，ヴィチャーと学校友だち，家なき少女らであ

るが，これと平行して12回面接が行なわれた。5ケ月間

の治療の後，その児童は家族のよき一員となり，真面目

な生活にたちかえったという。このことは，その間3回

行なわれたロールシャッハテストによっても示された。

氏はつづいて，16才の恐迫性の性非行少年に対する読

書療法の治療例を報告している（21)。用いた材料は，次

郎物語・家なき子・夜あけ朝あけ．美しい暦・狭き門・

野口英世．イワンの馬鹿などで，4ケ月にわたって治療

を行なった。治療末期には，‘情緒も安定し，不安緊張感

も解消した。

さらに，高度の非行性人格少年に対する読書療法の結

果を報告している（22)。すなわち，少年は，祖父に殺人

歴，精神病，実母自殺，さらに混血出生という家庭負因

と，少年自身は窃盗・傷害・強姦と3回の高度の非行歴

をもっている。読ませた材料は，家なき少女・次郎物語

・真実一路・破戒・仔鹿物語・伊豆の踊子などである

が，期間は6ケ月で，その効果は，本人の感想文やロー

ルシャッハテストの結果からも伺われた。

読み易さ

福沢周亮(2）は読み易さについてこれまでの研究をレ

ビューしている。

松原達哉・小林芳郎(8）は，かなの各文字について，

かな文字群の中で，どの文字が一定時間内でより多く，

正しく弁別できるかを比較した。すなわち，一定のかな

文字系列から，特定のかな文字を認知，抹消させる方法

によって，かな46文字の承やすさを，抹消数．非抹消数

．誤りの抹消数から順序づけをした。結果は全般的に，

抹消数．非抹消数では力､たかなの方がややよい。誤りの

分析では字形の類似による誤りと発音の類似による誤り

が主であった。そして，みやすさの順序をかたかな・ひ

らがなについて求め，さらにかたかなで文字をふやすく

する条件として，単純なもの・縦線のあるもの・斜線の

少ないもの・平行線でできているもの・これらの条件を

いくつかもつものが一層承やすいという。ひらがなでは

単純なもの・直線的なもの・類似文字の少ないものなど

が承やすく，曲線の多いものが承にくい傾向にあった。

雑誌への接触

阪本敬彦(27)は，児童の雑誌への接触状況と，知能・

読書力・学力・読書興味との関連を調べている。児童雑

誌を，学習誌と少年誌，少女誌の三種に分け，児童の雑

誌との接触の型を学習型，少年型，少女型，学習・少年

型，非購入型に分けて考察している。その結果，知能上

位の児童には学習誌に接触する者が多いこと(55.7％)，

さらに知能構造の面では，学習型の者が帰納・演緯的思

考力，論理的思考力においてすぐれている。読書力・学

力についても，非購入型には劣った者が多く(50～60％）

学習型では優れた者が多い(60～70％)。さらに，読書興

味では，学習型，非購入型は，スリル・興奮をそそるも

のに対する興味を示すものが42％，34％なのに対し，少

年型では67％ときわめて高く，少年型の児童の読書興味

に偏りがあることを報告している。そしてこれらの結果

が雑誌との接触の型の結果であるかどうかは今後の研究

に待たねばならないとのべている。

読書不振児

阪本敬彦・高木和子(28)は，読書力成就値による読書

不振児の診断法の持つ欠陥を是正する新しい診断法とし

て，回帰読書力成就値による方法を提唱し，この方法を

用いて小学校高学年を対象に，読書不振児の特性の分析

を行なった。回帰読書力成就値の分布で平均十1SD以

上の良読群と平均－1SD以下の不振群とを比較する

と，不振群に男が多いこと，地方よりも都内に不振児が

多いことがわかった。両群の読書力テストの下位検査得

点の分析では，速読力と読解力に大きな差が認められ

た。又，知能偏差値では両群に差はないが，下位検査得

点を分析すると，不振群は空間把握のような直感的判断
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を必要とするものにはすぐれているが，論理的思考，乱

文構成など言語因子の働くものでは劣っている。学力の

面でも不振群の方が成績が悪い。しかし，不安傾向や家

庭環境においては両群に顕著な差は承とめられなかっ

た。

以上1967年中に行なわれた読書心理関係の研究を紹介

したが，そのほか単行本として，岡田明('7)の「読書教

育の心理」は，内外の資料を体系付けたもの，阪本一郎

編(35)の「人間形成の標準読物目録」は，読書によって

指導されるべき発達課題を系統づけたものとして，注目

される。
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GENERALSUMMARY

A・Readinglnstruction

AninterimreportontherevisionoftheCourse

ofStudywaspublishedbytheMinistryofEducation

inJuly・Inthisreport・itwasemphasizedthatthe

aimofteachinglanguageistonurturenationality

ofchildren，andthatreadinginstructionandgui-

danceofout-curricularreadingshouldbecombined

togetherinordertoraisetheabilityofreading・

Centeringaroundtheseproblems，educationaljourn-

alismpickedupmanytopicsvigorously、

125Studiesonreadingwerepublishedinl967・

Theyareclassifiedasfollows・

Readingmaterialsandteachingreading｡．…･…27

Psychologicalexplanationsofreading…………17

Methodsofteachingreading………………･･･…14

Languageskillsandreading……………………10

1ntegrationoflearningprocessesinreading…6

Studiesonappreciativereading…………………6

Problemsaroundthe‘‘singlereading

synthesism,’……………………………………6

Relationtocurriculum………･…･…･……………5

Onvarioustypesofreading…｡．…･……………5

Objectivesofreading･…･････……．.…….…………4

Evaluationonreading……………………………3

Teachingletters……………………………………3

Readinginexceptionalchildren…．．………･……2

Historicalsurveyonreading．…････……....……1

Grammerandreadingcomprehension…………1

Readingeducationathome……･…･…………･…1

Miscellaneons･･･………………･…･･･………････…･13

Amongtheseactivities，MKoshimizu，K・Kura-

sawa，andMNakazawawhodiscussedonreading

instructioningeneral，S・HayashiandK・Kobayashi

whoadvocatedthe‘‘singlereadingsynthesism'''1．

Sakamotowhoanalysedthereadingmechanism,and

A・Okadawhointroduced,manystudiesintheU-

nitedStatesarenoteworthy．

ReadingGuidance：

TheCourseofStudyrequiresthatreadingins-

tructionandreadingguidanceshouldbetaughtco-

ncurrentlyintheclassroom・Butinfact，teachers

thinkmuchmoreofreadinginstructionthanreading

guidance．

IntherevisionoftheCourseofStudy，the

MinistryofEducationaimstoabsorbreadinggui一

danceintoreadinginstruction、

1Locationofreadingguidance

Manyarticlesdiscussedabouttherelationbetween

readingguidanceandreadinginstruction、

2Annualstudyplanandreadingguidancehour

Accordingtol967，sinvestigationbyTokyoMetro-

politanOffice,42％ofallschoolshaveschoolwide

readingguidanceplans､86％ofschoolshavereading

guidancehoursinvolvedinreadinginstruction．

Buttheschoolswhichmadeenougheffortto

performreadingguidancewerenotsomany(30％)．

3Stepsofguidanceandmaterials

Thereareafewresearchreportsontheprocessof

readingguidance．

M・MasudaandE・Segawaetal・proposedthe

stepsofguidanceprocessbasedontheirpractical

experience・OsakaEducationallnstituteanalysedre-

adingguidanceprocessexperimentally．

Selectionofreadingmaterialsforreadinggui－
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dancewerestudiedactivelyandmanybooklistswere

published、

4Extracurricularreadingguidance

ManypeOplestressedtheimportanceofreading

guidanceathome・Usageofreadingmaterialsin

moraleducationwasstudied・Havingabroadview

ofreadingguidance，anewguidebook‘‘Encyclope-

diaofPresentDayReadingGuidance，，，editedbyL

Sakamotoetal.，waspublished．

C・SociologicalSurvey：

Fourdifferentsurveysaboutreadingweremade、

1）Anationalscalesurveyofruralareas：

ThishasbeenmadebythelenohikariAssoci-

ationannuallysincel944・Accordingtothisreport，

17％offarmersdidn，treadanymagazine，andthis

typeofnon-readersweremostlyoldwomen・Motives

oftheirreadingwereasfollows；togetpractical

information（46％)，togetwiderknowledge（39％)，

togetnewtopics(28％)，forrecreation(27％).66％

offarmersdidn,treadanybooksayear、63％of

readersboughtbooksatbookstoresandonlyl3％

ofreadersusedlibraries，

2）Asurveyofbookstorecustomers：

ThishavebeenmadebytheAsahiPressinl964・

Tworeportswerepublished・Oneofthemcompared

thefindingswithl959survey・Theydidnotfind

largedifferencebetweenthem，exceptwomenaged

20－24readmorebooksinl964．Ingeneral，

interestsinnewlypublishedbookswerepromotedby

informationfromthenewspapers・Anotherreport

analyzedthecustomersofchildren,sbooksandbooks

forschoollearnin9．

3）Asurveyofyoungwomen：

ThisismadebytheAsrhiPressonunmarried

womenwholivedinTokyo、53％ofwomenread

読書科学の研究

booksand2/3ofthemboughtbooksbythemselves・

Theyareinterestedinl）masterpiecesofforeign

literature2）modernliteratureofJapan，3）practical

books，4）classicalliteratureofJapan・Generally

speaking，intelectualwomensuchasstudents,teachers

andengineers，likedculturalbooks，whilewomen

suchasshopgirllikedpracticalbooks、

4）Areadershipsurvey：

Thissurveywasmadebythelnstituteforthe

StudyofPublication，T0han，onthepeopleinTokyo

agedfroml6to59．6reportswerepublished・Acc-

ordingtothesereports，36％ofthepeoplebought

weeklies,39％ofthePeopleboughtmonthlymaga-

zinesand37％oftheReopleboughtbooks・The

peoplewhoboughtbooksandmonthlymagazinesare

morethanthepeoplewhoboughtbooksandweek-

lies・Thepeoplewhoboughtmonthlymagazinesand

weekliesaretheleast・Amongbooksbought，non-

fictionreached60％・Annualsurveythathadmade

bytheMainichiPresssuspendedinl967．

D・Psychologicalstudies：

InJapan,children，sdifficultiesinlearningChi-

nesecharacters(ideograph)havebeenalargeproblem

inreading．S・Ashizawainvestigatedhowmiddle

schoolpupilsdealwithunfamiliarChinesecharacters

intheirreading・Shefoundthattheycouldread

2147Chinesecharactersontheaverage，butthey

couldwriteonlyl500characters、

1t，sgoingtobemuchinterestedinstudingthe

relationbetweenreadingandpersonalityformation・

Analysingchildren,sbook-reports，whichweresele-

ctedatthenationalbook-reportscontestsinthese

lOyears，I、Sakamotoet・aLstudiedchildren，sde－

velopmentofimpressedpointsinreading・Lower

graderswereimpressedinpersonaladjustments，hi－
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ghergraderswereimpressedinsocialadjustments，

andmiddleschoolstudentsimpressedincultural

adjustments．

A・Raimadeanexperimentontheopinionch-

angebyreading・Shereportedthatmiddleschool

students，opinionswereinfluencedmorebyidealistic

storiesthanactualisticstories，whilepupilswhohad

nointerestsinthetopicswerenotinfluenced・

Threecasestudiesonbibliotherapywerereported

byS・Okamithisyear，also・

Instudyingsightdefectedchildren，A・Okada

pointedthatweak-sightedchildrenwerelessflexible

inreading．Y・Sat0studiesinBraillereadingby

blindchildren，andclarifiedrelationshipsbetween

theirreadingachievementsandtheirintelligences

andacademicachievements・

Anewmethodtodiagnosedisabledreaderswas

proposedbyT・SakamotoandK・Takagi・This

methodwasspecializedbyusingaregressionreading

achievementvalue・Accordingtothismethod，they

foundthecharacteristicsofdisabledreaders・

StudiesonreadabilityoftheJapanesearealso

oneoftheurgentproblems．T，Matsubaraand

Y・KobayashistudiesthelegibilityofphoneticJapa-

neseletters（kana)．

K・TakagiintroducedJackA・Holmes，substrata-

factor-analysisandhismultipleregressionanalytic

technique・Introducingmanydomesticandforeign

materials，‘‘PsychologyofReadingEducation，，byA・

Okadawasusefultoresearchers．‘‘StandardBook

ListforPersonalFormation,，editedbyl．Sakamoto

includedtheoriginalideasofsystematizationofthe

characterindex．
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出 版界の展望

一般図書の出版傾向＊

東販・出版科学研究所河北憲夫*＊

概 況

前年異数の活況を呈した出版業界は，42年に入っても

おおむね好調を維持し，出版物の普及はさらにその規模

を拡大した。次にその主な特徴を述べてふよう。

まず第1に挙げられるのは，42年がいわゆる雑誌主導

型の景気で推移したことである。数年来，業界の高度成

長を先導してきたのは常に書籍であった。それだけに書

籍の普及増には目ざましいものがあったが，42年になっ

てそのテンポはようやく鈍化し，代って雑誌の位置が浮

上した。特に月刊誌は恐らく戦後最高とも考えられる伸

びを示し，週刊誌もまたかつてない定価の大巾高という

抵抗条件を排して売行を上げた。そしてこうした動きは

業界の総売上に対する寄与率でも雑誌の上昇，書籍の低

下となって現われている。

第2は，前年にも触れたことだが，出版物の主流商品

である書籍・月刊誌・週刊誌が共に増勢を辿ったことで

ある。これは決して形の上だけの問題ではなく，一般読

書の出版物に対する接触の態度，つまり読書普及の内容

に関連した問題として注目される必要があろう。そこに

見られる傾向は書籍・月刊誌・週刊誌が遊離，独立した

ものとしてではなく，互に関係を持ちながら購読されて

いることだ。しかもより一層，広範な読者大衆にその傾

向が拡がっているところに近年の特徴がある。その結

第3は，以上のような概ね出版物全体にわたる好まし

い普及増にも拘らず，その総売上の伸びが前年を下回っ

たことである。前年の出版景気がかつてない盛り上りを

示したこともあるが，同時に出版市場の開拓が次第に厳

しい条件を持ち始めたことも一因であり，その意味は正

しく認識される必要があろう。

ではそうした出版‘情勢の中で，特にどのような出版物

に興味ある動きが見られたか。その背景となる要因とも

併せ考えてゑたい。

書 籍

回総合百科事典

長く全集ベストセラーズのトップを続けてきた‘‘世界

原色百科事典，，が完結したのは3月である。‘‘国民百科

事典，，に始まり，‘‘日本百科大事典'，‘‘原色百科事典，，

と年々高まってきたマスセールの波も一応ピリオドを打

つ形となった。もちろん，総合百科の企画が途絶えたわ

けではなく，‘‘世界大百科事典，'や‘‘原色現代新百科事

典，，によって断層は或る程度埋められたが，数量的にか

なりの開きがあったことは否めない。したがって年度の

第4．4半期に新らしく‘‘ジャポニカ，，が登場し再びマス

セールの端緒を開いたものの，総合百科による業界収入

は数年来初めて頭打ちとなった。ただ，最近急速に発展

しつつある月販システムがj広範に定着した教育熱，教

果，書籍読者と雑誌読者の交流が一段と進められたこと養ムードをバックに事典の浸透を有効にフォローアップ

は42年についても充分指摘しておく価値があろう。したことは指摘しておく必要があろう。

圃女性向百科事典
美Scopeofthegeneralpublication・

器器KAWAKITA，Norio（InstitutefortheStudy 分離独立する新婚世帯の増加と生活様式の変化は，新

ofPublication，T6han）らしい生活の知恵に対する女性の欲求を高めてきた。同
－29－
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時にそれが婦人誌や単行本による寄せ集め的なものでは全集,，‘‘唐木順三全集，,‘‘河合栄治郎全集，，‘‘中原中也全
なく，体系化されたオーソドックスなものをという風潮集，，‘‘串田孫一全集，,‘‘新田次郎全集'，のほか外国関係

とも合致して，女性向の百科事典がにわかに脚光を浴では‘‘バレリー全集，，‘‘トインビー全集'，ジャン．ジュ

び，‘‘実用百科事典，，‘‘新家庭百科事典,’或いは‘‘ホーネ全集，，‘‘フォークナー全集，，など部数的には地味では
ム百科，，がベストセラーズにランクされた。なお，これあるが，ともかく内外の個人全集が多彩に刊行されたこ
はいわゆる百科ではないが，対象を絞った本格的実用書とは注目されてよい。

として“カラークッキング，，や‘‘スポック博士の育児園音楽全集

害，，‘‘育児の百科，，などが好ましい売行を見せたこともステレオの普及台数300万という数字が示すように最
近の音楽人口の膨張は著しい。それだけに一口に音楽人併記しておきたい。

園文学全集口とはいっても内容的には初級人口のウェイトが高い。

5年余にわたって累積されてきた全集時代だけに，．そ当然，潜在的に何らかの音楽入門媒体が求められていた

の中核となる文学全集には既に多くの出版企画が登場しが，それを音楽全集が捉えた。魅力的な名曲のスタンダ

た。したがって全集間の競合の度合も相当厳しくなってードナンバー，割安の価格，デラックスな全集形態な

はいるが，然しその売行にはなお根強いものがある。42ど，若い層の欲求に応える要素が人気を醸成したのであ

年も内外の文学全集，例えば‘‘カラー版日本文学全集，，る。‘‘世界音楽全集,，‘‘世界の旅，，がそれで，出版界は

く‘日本の文学'，‘‘カラー版世界文学全集，'‘‘現代日本文学先の詩歌全集と並んで音楽の分野にも新らしい顧客を創

館，，‘‘日本文学全集'，がベストセラーとなったほか,‘‘吉造した。ともかく，‘‘読承，聞く，'立体的出版企画が定

川英治全集'，‘‘カラー版国民の文学,，或いは‘‘バートン着の段階に入ったことは今後の出版物にも示唆するとこ

版千夜一夜物語，，といった独特の企画もそれなりの人気ろが多い。

を得た。然し何といってもユニークな出版傾向としては画人生論．思想もの

詩歌全集の盛況が挙げられよう。前年創刊されて好調の 流行語の‘‘昭和元緑，'は42年の一面を象徴するものだ

‘‘日本詩人全集'，に続いて，‘‘日本の詩歌，，がさらにそがそうした世相の中で人生論・思想ものばかなりの賑わ

れを上回る異数の売行となったようである。文学作品にいを見せた。全集関係では‘‘人間革命''が巻を重ねて好

おける一種のセグメンテーションともいえるが，若い読調，また‘‘世界の名著，，‘‘人生の本，’も前年に続いて着

者層の次元を異にする噌好を捉えたことが盛況の因とな実に売れた。一方，単行本では‘‘捨てて勝つ'，‘‘道をひ

つた。何れにしても以上のほか‘‘カラー版世界の詩集'，らく，，‘‘人間を育てる心'，などがベストセラーズの上位

をも含めて全く新らしいマーケットをもたらした全集企に入った。また新らしい全集企画としては‘‘世界の人生

画として記録されることになろう。論'，‘‘人生の名著'，‘‘生活の本，,その他が創刊され，人

囲個人全集生論時代ともいえる話題を提供した。唯，部数的には左

いわゆる総合全集が瞳を接して刊行されてきたのが数程の展開を見るには至らなかったし，同時に内容的にも

年来の出版界の大きな傾向であった。もちろん42年にもメニュー化された人生の実用書的傾向を強めたのが特徴

その傾向は続いているが，半面で個人全集の企画も一段といえよう。またこの年は人生雑誌‘‘pHp，，が異数の

と活発になった。いわば入門コースの普及が一つの節を伸びを示して注目されたが，こうした点にも太平的人生

迎え,専門化への段階が始まったといえよう。また同時に論の風潮がうかがわれた。

読者の側で噌好の個性化が拡がっていることもその一因園ハウツーもの

といえる。‘‘太宰治全集，，‘‘小泉信三全集,'‘‘山本周五郎数年来，いわゆるハウツーものは一頃に比べて停滞気

－ 3 0－
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味であったが，42年になって再び拾頭の動きを示した。圏経済関係

即ち‘‘英単語記憶術'，が年間ベストセラーズの4位を占この分野は大きく経営関係とアカデミックなものとに
めたほか，“3分間指圧，，‘‘民法入門'，‘‘商法入門''がか分けられるが，まず経営関係を見ると，いわゆるマクル
なりの売行となり，またそれらとは若干性格を異にする一ハン旋風が42年を最も特徴づけるものとして挙げられ
‘‘性名判断'，‘‘十二支，，といった占いものや‘‘自己催眠よう。いうまでもなく42年は資本の自由化が本格的に開
術'，が登場したことも見逃せない。かつて35年から37年始された年だが，そうしたことから海外企業に対する意
にかけて安保後の太平ムードを背景に‘‘頭のよくなる識が過敏に働らぎ，折からアメリカでブームを伝えられ

本，，‘‘記憶術，'或いは‘‘易入門，，など一連のハウツーもたマクルーハンヘの傾斜となって示されたと見ることが

のが多くの読者を捉えたが，昭和元蔵を背景に再び同種できよう。その結果，‘‘マクルーハンの世界,，‘‘マクル
の作品が蘇ってきたことはやはり興味ある風潮として留一ハン理論の展開と応用,,が続いてベストセラーズにラ

意される必要があろう。ンクされた。なおマクルーハン以外では‘‘企業経営とは
題クイズブックス

何か，，‘‘日産の挑戦'，‘‘5人の猛烈なアメリカ人，，‘‘松

42年の出版企画で，その一つの焦点ともなったものに下連邦経営,,，或いはヒュマンリレーションズを扱っ
クイズブックスがある。‘‘頭の体操，，’～4集などだた‘‘タテ社会の人間関係,,が数えられよう。
が，事実この娯楽書の売行は圧倒的で，例えば第，集は 次にアカデミックな分野だが，42年がマルクス生誕

戦後6番目の'00万部ベストセラーとなった。安直なし’00年に当る関係から‘‘資本論,，‘‘資本論入門,，が刊行
ジャー，或いは社交の用具という実用価値もあることなされてかなりの反響を得た。またそのほかでは‘‘日本経
がら，一方で思考力の開発，発想のトレーニングといつ済図説,，‘‘サムエルソンの経済学,,，物価関係で‘‘物価

たトランキライザー的効用が読者の意識に訴えたこともについで，‘‘物価を考える,,が地味ながら好ましい売行
否めない。サラリーマン或いは学生としての生存競争にとなった。

対する一種の願望だが，こうしたくすぐり的刺激が超べ圏学参関係

ストセラーに結びついたことは改めて認識されてよい。42年の書籍出版は概ね各分野とも好ましい推移を辿っ

圏歴史関係たが，唯その中で‘‘文学,,部門に次いでぼう大な部数を

足かけ3年にわたって独走的な売行を続けてきた‘‘日擁する‘‘学参，'部門が沈下したことは出版物の総売上に

本の歴史''は2月に完結したが，その余勢は別巻にも現少なからぬ影響を与えた。いうまでもなくその原因は，
われ，さらに年内をカバーするロングセラーとなった。戦後のベビーブーム世代が大学の過程に移行しつつある

ともかく歴史的関心の底流は‘‘日本の歴史，，別巻と並行こと，加えて高校の入試科目の削減が多くの地域に拡が
して新らしく‘‘大世界史，，或いは‘‘国民の歴史'，などのったことにある。対象人口の減少率は次第に鈍化するこ
通史全集を生承,また単行本でも‘‘日本を決定した’00とが予想されるものの，入試科目の削減はなお今後に尾
年，，など多くの明治'00年もの，‘‘まぼろしの耶馬台国',を引いている。したがって学参書の沈下は単に42年だけ
‘‘日本の神話，，などの古代もの，或いは‘‘神風特別攻撃の問題ではないが，その発端となった年として記録され
隊,，‘‘ミッドウェー海戦，，‘‘ああ同期の桜，，その他の戦ることになろう。

記としてそれぞれ好まい､売行を示した。また歴史的関
雑誌

心が一つのムードとなって文学作品に反映したことも明

らかで，‘‘華岡青洲の妻，，‘‘徳川の夫人たち，，‘‘石狩平園児童誌

野，，‘‘竜馬がゆく，，などにそれが現われている。児童数の減少とは裏腹に児童誌は年々好調を続けてき
－ 3 1－
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た。一般家庭での経済的余力の増大，こどもに対する教核とする‘‘スポーツ誌，，，音楽人口の著増に負う‘‘音楽
育熱，テレビ番組との相乗効果，反面でテレビのみに縛誌，，の伸びが目立っている。それに対し大衆誌との競合
られない噌好の多様化などがその原因として考えられるが激しい‘‘芸能誌，'は前年に引き続いて不振の色が蔽い

が，42年も児童誌の部数はさらに膨張した。唯，内容的難い。

には月刊誌が未就学誌，学年誌を中心として前年に劣ら囲社会時局誌

ない伸びを見せたのに対し，週刊誌はようやく飽和点に 内外の政治・社会問題に政党・労働組合・宗団などの

接近した形で，その伸びは大巾に鈍化した。良彩が交流する‘‘社会時局誌，'だが，42年はベトナム或
圏婦人誌いはスエズなど東西の世界的緊張が反映して近年にない

世帯数，婚姻数，女子雇用人口など婦人誌に対する需売行増となった。先に‘‘総合文芸誌'，の活況に触れた
要基本数の増加に加えて，経済能力の上昇，趣味・教養が，同様なテーマでも総合誌以上にアクが強く，集約専
或いは研究対象の拡がりなど，婦人誌のマーケットは一門化の傾向の強い‘‘社会時局誌，，が，並行して売行を上
応好まい､条件を揃えているが，その売行との結びつきげたことは留意されてよい。

Iま必らずしも単純ではない。具体的に42年の売行を見る囲.受験学習誌

と，月刊の婦人誌は伸びが鈍化，生活誌は好調，その半‘‘学参書，'の沈下とは反対に‘‘受験学習誌，，の伸びは
面で週刊誌は反落という結果となっている。つまり需要42年も一向に衰えを見せなかった。その原因としては，
基本数は別として，その他の一応好ましいと考えられる高校入試科目の削減が半面で内申制のウェイトを高め，
条件は，女性だから婦人誌という関係とはストレートに学業全体の成績向上に対する関心を呼んだこと，また高
結びつかないわけで，42年の実績には婦人誌の今後に問校入試は別としても‘‘受験学習誌，'の購読が学習生活，

受験生活に対するソフトな精神的支えになっていること題となるものがうかがえるようだ。

園総合文芸誌などが考えられるが，何れにしても学参界の異変を背景
エリート的な教養・レジャーの媒体である上に，男女とする書籍と雑誌の背反的な動きに着目しておきたい。

を読者対象とする可能性を持っているだけに，その需要園工学工業誌
各種産業におけるイノベーションの波を背景に‘‘工学には弾力性が強い。この点，女性の総合誌ともいえる婦

人誌とはまさに対照的分野である。ともかく42年の売行工業誌''は年を活発に刊行されてきたが，更にモータリ
はかなりぼう大な基礎部数にも拘らず大巾に上昇した。ゼーションによる自動車ファンの急増もあり，その売行

月刊誌は大半の部門が前年の部数を上廻ったが，その中は専門誌という制約を越えて前年にも勝る伸びとなっ
で総合文芸誌が最高の伸びを示したことは特に興味あるた。もちろん，これには広く科学に対する関心もそれを
動きといえよう。刺激する底流となっているわけで，42年に理学書或いは
園趣味関係誌科学誌が共にかなりの普及増となったことを付記してお
趣味関係誌の内容は，囲碁・将棋・写真・釣など万端く必要があろう。

のレジャーを対象とする‘‘趣味誌，，を初めとして，‘‘詩以上，42年の特に興味ある出版傾向を述べた。最後に
歌・俳句誌，，‘‘芸能誌，，‘‘美術誌，，‘‘音楽誌，，‘‘スポーツ参考として，42年における出版物普及の伸びをデータと
誌，，と巾が広い。したがってその売行にもおのずから消して示しておいた。実績は次の通りである。

長があるが，42年の実績では‘‘趣味誌，，‘‘スポーツ誌，，前年に対する実売部数の伸び

‘‘音楽誌，，‘‘詩歌・俳句誌，，が好調を続け，特にレジャ 書籍9％増，月刊誌12％増，週刊誌7％増

一種目の拡がりを背景とした‘‘趣味誌，'，ゴルフ熱を中前年に対する出版物総売上(金額)の伸び17％増
－32－
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児童図書の出版傾向＊

新宿区立落合第二中学校今村秀夫*＊

1．創作児童文学

日本の創作児童文学の出版は，ようやくゆるぐことの

ない安定をぷせはじめている。この年，早くから創作の

出版という苦い､道を開拓してきた理論社は，100点目

を越える輝かしい記念碑をうちたてた。そして，今や，

創作児童文学を出版するところも，10社を越えてあまり

あるといったひろがりをふせている。

この年の日本の児童文学のきわだった特色をあげるな

らば，それは，民話ブームと呼ばれるほどの，民話絵本

や本の出版ということになろう。

（1）民話の花盛り

「やまんばのにしぎ」（松谷承よ子・瀬川康男絵）の

入っているシリーズ「むかしむかし絵本」（ポプラ社)，

あるいは，「日本のむかし話」（松谷承よ子・瀬川康男

絵講談社）といったシリーズは，民話のおもしろさ，

素朴な味わいを，そのまま子どもたちに伝えようとして

いるもので，すぐれた絵とともにいきとどいた文章で語

られている。

盛光社の「おとぎ話」全10巻，や「こどもの民話」

（全10巻）あるいは，「ものがたり絵本」（岩崎書店）

といったシリーズのほかに，日本の歴史を民話で語ろう

とする「日本むかしむかし」全10巻（童心社）のような

ユニークなシリーズも出，好評をもって迎えられた。

さらに，単行本でも，「八郎」（斎藤隆介・滝平二郎

絵）福音館，「ベロ出しチョンマ」（斎藤隆介）理論社，

などが注目をあびた。これらは，単なる民話の再話では

なく，雄大な規模と男性的なたくましさをもった作品で

器Scopeofpublicationsofjuvenilebooks，

詩IMAMURA,Hideo（Ochiai2ndMiddle

School，Tokyo）

民話の再創造という仕事のすぐれた収獲といえるだろ

う。外国の民話では，「ジャックと豆のつる」（ジェイ

コブズ・木下順二訳岩波書店）が出版されている。

従来，民話の重要さは指摘されながらも，マンネリ化

した昔話の本しか出版されていなかっただけに，これら

の民話と真剣にとりくんだ，質の高い作品がつぎつぎに

出版され続くであろうこの現象は，日本の児童文学の健

康な発展のために喜こびたい。

（2）詩の本のブームとはいうけれど

成人の出版物には少し前から詩の本がブームの観を呈

していたが，児童図書の出版にもそれが反映し始めてき

たようである。例えば，「ジュニア版・世界の詩」（全

10巻）さ・え・ら書房，「詩集こころのうた」（堀尾青

史編・初山滋画）童心社，「現代少年詩プレゼント」（全

3巻）理論社，「動物のうた」（室生犀星）大日本図書，

「愛の名詩集」（全2巻）講談社，「緑のアーチ」（和

田徹三）国文社，「ジュニア版世界の名詩」（全7巻）

岩崎書店，など，シリーズ・単行本を交じえ，かなりの

数量になったのも，この年の特色の一つにあげなければ

なるまい。

これらは，ほとんどが，小学校高学年から中学生を対

象にしたものである。これらの中で，いわゆる「少年詩

集」といわれる，少年少女を対象に書かれた詩集は，つ

ぎのようなものである。「現代少年詩プレゼント」（全

3巻）は，動物や自然の香にあふれた「月に行けたら」

(浦かずお)，有明海の浜辺に育った少年の四季を描いた

「海辺の少年期」（吉田瑞穂)，さらに，オリンピックな

どの社会行事や育った大阪の風土も入れ，子どもの未来

を描いたという「太陽のうた」（小野十三郎）の3巻か

らなるシリーズである。また，「緑のアーチ」（和田徹

三）は，北海道の自然と風土のにじぷでた24編の中学生
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のために書かれた詩集で，これと犀星の「動物のうた」

も昔のものだが，やはり少年詩集である。こうして承る

と，たくさんの詩集が出版されているようだが，直接少

年少女向けに書かれた「少年詩集」はほんのわずかであ

り，童謡集の出版はこの年もほとんど見られなかったの

が実情であった。

（3）少年少女文学

ここ2～3年，どの年も少年少女文学はかなりの出版

量をゑせ，ことしも，それにひき続き盛んであったこと

は事実だ。しかし，質的には，やや中だるみの観を拭え

ないし，量的にも前年あるいは前前年にくらべ飛躍して

いるとは決していえなかったと思う。

ことしも，一昨年，昨年にひきつづき，戦争体験や，

戦争の意味を追及しようとする作品が目立っている。

「ヤン」（前川康男・実業之日本社)，「青いつぱさ」（安

藤美紀夫・理想社)，「もうひとつの夏」（那須田稔・実

業之日本社）などが，まず思い浮かぶ。「ヤン」は，作

者の中国での戦争体験が，ヤンという少年を通して語ら

れ，戦争というものを考えさせている。「青いつぱさ」

は，直接の戦場ではなく，銃後の少年の生活が描かれた

ものである。学徒動員で，飛行機工場で働く少年の敗戦

までの生活が描かれた異色のもので，作者の戦争体験を

伝えたいという願いから書かれている。また，「もうひ

とつの夏」は，ぼくという少年が，夏休みに海岸にキャ

ンプに行き，戦争のために心に深い傷を負った少年たち

を発見する。戦争体験のない少年が，友人や，人びとの

生活の中に秘められた戦争の根深い遺物に対面するとい

う物語で，美しい詩的な文章で書かれている。この作品

は，この著者の「ぼくらの出航」「シラカバと少女」に

続く第三部作ということになる。

さらに，「ヒヨコタンの山羊」（長崎源之助・福田庄

助之・理論社）は，第二次大戦中横浜の清水谷を舞台

に，池で海賊ごっこに夢中の少年たちを中心に，朝鮮人

問題や，戦時中，自分の良心に従って行動する少年たち

の姿が印象強い°

「天使で大地はいっぱいだ」（後藤竜二・講談社）は，

若い新人作家の作品で，北海道を舞台に，さまざまな事

件を通して，せいいつぱいに生きる少年が描かれてい

る。ひたむきな少年の気持を大人たちや社会にぶつけ，

自己主張をしてゆく若い作家らしいエネルギーに満ちた

ものである。また，四国の瀬戸内沿岸の漁村に起きてい

る社会的問題に光をあてた「海はいつも新しい」（久保

喬・理論社)，健康な教育者的モチーフを底流にもつ｢行

動半径二百メートル」（滑川道夫．実業之日本社）は，

ともに短編集である。「海はいつも新しい」は，沿岸漁

業の衰えの原因を語る‘‘あらしおのうた，，をはじめ，い

ろいろと変化にとんだ作品14を収め，近代化の波のおし

よせ古い伝統と新しい現実のさくそうする中で生きなけ

ればならない漁村の現実を生まなましく伝えている。

「行動半径二百メートル」は，著者の郷里の東北を舞台

にした（少年兵の出陣）や（胸をはって歩こう）とか，

体験のスケッチ風な（少女像）や（アルプスのっのぶ

え）に，（リンゴの少年）のような調べられたノンフィ

クションも交えてある。

小学校中学年から高学年へかけての子どもたちを対象

としたものでは，「ジャングルのはこぶね」（神戸淳吉．

理論社）という動物を素材にしたこの著者得意の物語が

あったし，「300番地のこどもたち」（谷真介．理論社）

は，子どもの遊び場をめぐっての，土地の自然と，団地

の文明の対立を描いたものであった。

（4）SF物の創作

SF物は，ベルヌだとか，ベリヤーエフなど外国作品

の翻訳が主体で，ことしも，岩崎書店や講談社，借成社

からシリーズが出されていた。しかし，ことしは日本の

作家による作品のシリーズが出たことは作品の質の問題

は別にしても特筆しなければなるまい。「ジュニアSF」

全10巻（盛光社）の中には，「リユイテン太陽」（福島

正美）があり，超新星の爆発といった異常な現象をとり

あつかったものや，タイムマシンをテーマにした「夕ぱ

え作戦」（光瀬竜)，あるいは，宇宙人が昆虫やネズミを

電波によって人間に挑戦させるという「見えないものの

影」（小松左京）などがある。科学的空想力のスケール
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の大きさもさることながら，なにか詩的な夢の充実を今

後の作品に望ゑたいところである。

同じく盛光社版で「創作SFどうわ」全12巻が出版さ

れた。この中には，比較的好評であった「あしたのあさ

は星の上」（石森章太郎〕のように，太陽の爆発で地球

が燃えつきようというところへ銀河連盟から宇宙船が救

助にくるという話もある。しかし，このシリーズの中で

構想力に富む作品であった「月の上のガラスの町」（古

田足日）などをはじめほとんどのものは，SFと呼ぶよ

りは，ファンタジーと称した方が適切である。それと，

小学校低学年向とされているが，高学年向きと思われる

作品も入っていることには驚いた。

（5）個人全集の出版

ことしも，いくつかの個人全集の出版がみられた。

「国分一太郎文学集」（全6巻小峰書店)，「千葉省三

童話全集」（全6巻岩崎書店)，「北川千代児童文学全

集」（上・下講談社)，「与田準一全集」（全6巻大日

本図書）などがそれである。こうした児童文学者の個人

全集とともに，「童話カーニバル」（全3巻理論社）

のような戦後20年間の児童文学のアンソロジーもまとめ

られた。これは，第一巻が低学年，二巻が低学年から中

学年向，さらに第三巻が高学年向きの短編をまとめてい

る。一方では，「秋空晴れて」（吉田甲子太郎）などを

含めた，「子ども図書館」というシリーズが大日本図書

から出版されだしている。

これらは，戦後の児童文学が一応整理されあらためて

評価しなおされなければならない段階に入りつつあるこ

とを示していると承るべきであろう。児童文学に関心を

示すおとなたちが，戦前および特に戦後20年の児童文学

について再評価するためにも，また現在の子どもたちに

戦後のすぐれた作品が手に入るということのためにも重

要なことである。

2．外国児童文学の翻訳出版

ことしも，海外のオリジナルな作品がかなり出版され

た。古典的な世界名作物語も，相変わらずいくつかの出

出版界の展望

版社から出版され続けたけれど，これらは1～2年前か

らのシリーズの続刊であって，この年に新しくシリーズ

として出始めたものはごく少なかったようである。とも

かくようやく海外の児童文学の翻訳もオリジナルなもの

が，従来の古典的名作をしのいできた感がある。

シリーズとしては，「少年少女．新しい世界の文学」

（学研）が新しく刊行された。高学年から中学生を対象

としたもので，「われらの村がしずむ」（ルフ・熊倉美

康訳）や「極北の犬トヨン」（カラーシニコフ．高杉一

郎訳）などが好評をもって迎えられた。「われらの村が

しずむ」は，ダムのため湖底に沈むことになった小さな

村の，反対派の急先峰である強烈な個性をもった老人

と，村の人びとのようすが描かれる。「極北の犬トヨン」

は，シベリアの北，厳しい大自然の中で，名犬トヨンを

中心に生きぬく原住民の生活と，犬と人間の感動的な交

流が描かれたものである。

岩波書店からは，「岩波おはなしの本」というシリー

ズで，「すばらしいフェルディナンド」（ケルン・内田

勅渉子訳）「黒ねこミケシュのぽうけん」（ラダ・小野

田澄子訳）などが刊行されている。前者は夢の中で人間

のように行動する犬の物語で，調刺性をもったユーモラ

スなもの。後者は人間のことばを教わった猫が旅に出さ

まざなま事件に出会うという，チェコ農民の姿が描かれ

た作品である。また，岩波書店からは，「アーサーラン

サム全集」が出，海を舞台にした休暇物語が豪華本とな

って少年たちを楽しませた。幼児から小学校低学年向き

では，「新しい世界の幼年童話」（学研）が刊行されは

じめ，「ちびっこタグボート」（グラマトキー・渡辺茂男

訳）や「いたずらでんしや」（グラマトキー・渡辺茂男

訳）など，マンガ風のユーモラスな挿絵つきの楽しい本

が出ている。絵本のもう一つ上の段階に子どもたちを誘

うものである。

少しく趣きは達うが，「ケストナー名作絵本」（河出

書房）は，「ほらふき男爵」（高橋健二訳）など，オー

ストリアの原版をそのままとったカラーの挿絵入りの再

話本の入った美しいシリーズであった。
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前年ないしは前々年から引き続き刊行され続けたシリ「恐竜のひみつ」（たかしよいち他・至誠堂）「‘恐竜
一ズとしては，学研の「世界の童話シリーズ」で「がんからマンモスまで」（小畠郁生・徳間書店）など，子ど

ばれヘンリーくん」（クリアリイ・松岡享子訳）などがもの怪獣ブームをうまくとらえ，自然科学へ導こうとす

目立った。また，借成社の「世界の幼年どうわ｣，あかるものが出ていた。さらに，スズメの生態と，スズメの
ね書房の「国際児童文学全集｣，新日本出版社の「世界被害とたたかう農民のスズメ狩りの苦心を書いた「スズ
新少年少女文学選」などがあり，新日本出版のシリーズメの四季」（小林清之介・牧書店)，アリやクモを中心に
は16巻をもって完結した。この中には，「キンタ横町の観察と研究法を説いた「クモの生活」「アリの生活」（常
少年たち」（イシュトバン・直野敦訳）というルーマニ木勝次・千代田書房)，人工的に卵から成魚まで育てた

サケの生涯を書いた「サケの一生」（阿部裏．牧書店)，アの作品のようにすぐれたものが多い。

こうした海外の現代児童文学の出版では，学研'岩波，アフリカの動物のようすを扱った「こんにちは動物た

借成社の仕事が目立っていた｡特に学研は，小学校低学ち」（清水勝・牧書店）など，相変わらず，生物部門が
年から中学生までの領域にわたり，多くの翻訳物を出し盛んであることは従来と同じである。

生物分野以外のものとしては，中学生以上を対象としていた。

しかし，ここで注意しなければならないのは，海外のた翻訳物で「ソビエトの少年科学全10巻」（誠文堂新光

オリジナル作品の選択については海外での受賞などの評社）がある。この中の例えば，「水の世界」を例にとる

判や，訳者の好承や選択にもたれかかる傾向が改められと’一滴の水が自然界を循環するようすを追いながら，
ていないことである。そのためか；こうした海外の児童自然の法則や，科学技術と人間生活の関係にひろくおよ

文学のシリーズによる出版物の中には，日本の子どもかぽすといったもので，すぐれたものである。このシリー

ら離れていたり質の上でのかなりのばらつきが目立ってズには，「発明物語」「真空の話」「素粒子の話」「空

いる。気のなぞ」などが入っている。

それと，日本，海外のものを通じて，この年あたりまた,岩崎書店からは，「少年少女宇宙開発の科学全

は，ファンタジーを追う傾向が目立った。特に，日本の10巻」というシリーズか出はじめ，そのうち2巻が刊行

児童文学の創作が，ファンタジーばやりの様相を呈しはされた。このシリーズでは，宇宙科学，特にロケットを

じめていることは問題にしなければなるまい。めぐる基礎知識を,子ども相手だから適当にはしょると

いうようなことをせず，いろいろくふうをこらし，かな

3．ノン。フィクション物
り高い内容のものを子どもたちのものにしようとしてい

文学以外の出版が低調であったことは，この年も従来る。

にくらべ例外ではない。その中で自然科学関係に若干の 考古学の専門分野を素材にユニークな作品を書き続け

目立った出版物がみられた。低学年向きの絵本で，福音てきた’たかしよいち氏は，「古代発掘物語全集全7巻」

館から，つぎのようなものが出た。「ありとしろあり」（国士社）を刊行し，そのうち2巻がこの年に出版され

（ビーバーズ）「さるとごりら」（モリス）「とらとらた。「手のある神殿の秘密」は，インカ帝国の遺跡の探

いおん」（モリス)，「たいふう」（加古里子）「かまき検と発掘の物語りで，現地で発掘をつづけているおじ

りのちよん」（得田之久）などすぐれた絵本といえる○と，甥とが交換する手紙の形式でまとめられたものであ

ところが，その上の中学年向きには，ほとんどそれらしる。また，前年，新興国アフリカを扱った「ジャンボ．

い出版物が承られなく,いきなり高学年から中学生向きアフリカ」は好評であったが，同じ著者の「シンパと森

のものになってしまう。の戦士の国」（野間寛・理論社）は，東アフリカ諸国の．
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独立のようすと，独立国の気概を紹介する。同じく理論

社のもので，同志社大学山岳部によるアンデス山脈探検

の記録をまとめた「山へのあこがれ」（前芝茂人）は，

計算高い生活におしまくられている現代の子どもに，純

すいな心のすがすがしさをふせてくれる好著であった。

ここ2～3年の間，すぐれた伝記，それも人物を通し

ての文化史の形態を強く打ちだした「さ・え・ら伝記ラ

イブラリー」（さ・え・ら書房）は，ことしも，「うた

の心に生きた人々」（茨木のり子）など，ユニークなも

のを続刊していた。

この年の出版傾向の一つとして，例年になく，ノン・

フィクション分野が低調であったことは特筆しなければ

なるまい。わずかに，自然科学分野に出版物が承られる

ていどで，他の分野は，ほとんどこれといっためぼしい

ものはなかった。ほとんどが，創作児童文学（小説）へ

集中してしまっていたといっていい。

4．絵本

絵本の出版は年々盛んになっており，もはや，福音

館・岩波書店・至光社といった特定出版社だけでなくな

り，いくつかの出版社がこれに加わりつつある。

ことし，話題にのぼり注目されたものとしては,「や

まんばのにしき」（松谷承よ子・瀬川康男絵・ポプラ社）

「やまたのおろち」（羽仁進文・赤羽末吉絵・ポプラ社）

「八郎」（斎藤隆介作・滝平二郎画・福音館）などがあ

る。いずれも，民話を再創造したものとで，それぞれ承

ごとな作品となっている。

また，開くと立体的な絵がとび出してくる立体絵本

が，すでに岩崎書店からチェコのものの翻訳がでてい

た。ことしは日本の独創的なものとして好学社から「ポ

出版界の展望

ツプえほん」というシリーズで出たdこれらの立体絵本

は絵本といえるか，おもちゃの一種じゃないかなど，意

見のわかれるところだが，親の人気を集めてはいたよう

である。

2～3才の幼児を対象とした「いないいないぱあ－1

（松谷ゑよ子・童心社）が，もっとも低年令の，（はじ

めて与える絵本）分野のものとして注目された。ブルー

ナーのもの以外，日本にはこうした年令の子ども向きの

ものがなかったが，童心社は，こうした分野の開拓に力

を入れだしているのは注目していいことであろう。特に

このとしは，福音館と並んで，ポプラ社の絵本出版が目

立った。「むかしむかし絵本」というシリーズでは，民

話の再話絵本を，「せかいの絵本」では，外国の絵本の

翻訳がつぎつぎに出された。さらに福音館の『子どもの

とも』，借成社の絵本などで，外国に翻訳され輸出され

たものもあり，日本の絵本もすでに世界的水準に達しつ

つあることを示している。

5．おわりに

最後に，出版のことからははなれるが，この年は，子

どもの本についてのブックリスト論争が，はじめて大き

くもりあがっていったことは特記しておく必要があろ

う。「学校図書館」7月号（全国学校図書館協議会）お

よび，「日本児童文学」10月号（日本児童文学者協会）

をはじめ，各書評紙などで論争が展開された。それとと

もに，ブックリストにあらわれた，子どもの本の評価基

準，児童出版の現況などに，いろいろの角度から批判の

目が向けられていた。すぐれたブックリストが今後つぎ

つぎに生まれてくるだろうが，それに呼応し，出版界も

具体的な注文をつけられる機会も多くなるだろう。
●

GENERALSUMMARY

1967wasprosperousoneasinl966・Thenumberof
l・Scopeofthegeneralpublication

issuesincreasedby9％abovetheprecedingyearin

Thegeneralconditionofthepublishingworldinbooks，12％inmonthlymagazinesand7％inwee－
－ 37－
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klies・Grosssalesincreasedby17％、Generaltrendstoreaddomesticinformationinbooksandarticles

ofthepublicationinl967wereasfollows．（1）Ma－aboutconsumptivelifeinmagazines，Literarymaga-

gazinesreplacedbooksinthetoprankofcirculation．zineswerereadmuchmorebywomenthanbymen－

(2)Books，magazinesandweeklieswerecultivatingManykindsofhobbymagazineswerepublshed,re-

thereadingpopulation．（3）Inspiteofthegeneralflectingleisureboom，

prosperitymentionedabove，anincreasingratioofBesides，magazinsofthesocialsituationaswell

asengineeringsoldwell・grosssaleswerelessthanthatoflastyear．

（1）Books：
2．ScopeofJuvenilePublications

Althoughpublicationoftheserialall-rounden-

cyclopediasreachedthetopofthecirculation，some （1）Creativeliterature

Creativewritingforchildrengrewprosperousdomesticencyclopediaforladiesincreasedtheircir‐

culation、ThiswouldbeareflectionofJapaneseinJapan,Theremarkabletendencyinthisfieldl967

Women'swantsforthedomesticknowledges・Thewereasfollows．

completeworksofliteraturesoldwellasbefore・

Amongthem，itwasnotablethatseveralcomplete

worksofpoemswerepublishedsuccessfully・Many

completeworksofanindividualwriter（foreigner

andJapanese）werealsopublished、Thedifferentia-

tionofreadinginterstsamongpeoplewouldbere-

flectedinthistendencyofpublication．Inthesame

sense，thepublicationofcompleteworksofmusic

soldwell・

Indicatinghowtolivetoday，thecollectionsof

theessaysoflifeandthoughtswereread・Though

‘‘howtobooks,，hadnotsoldwellduringpastse－

veralyears，theyweresoldwellagaininl967・Al－

mostalltopicsof‘‘howtobooks',wereonrecrea-

tion・Oneofthequizbookssoldaboutonemillion

copies，reflectingthepeacefulmoodofthiscountry．

（2）Magazines，monthlyandweekly：
●

Inspiteofdecreaseofchildren,spopulationafter

thebadyboomperiod，publicationofjuvenilemaga-

zineswasprosperous,exceptjuvenileweekliesseemed

toreachthetopoftheircirculation・

Marketsofwomen，smagazineswereingood

a）Insteadofpreviouspublicationofstereo-

typedfairytales，manybooksandpicture-books

fulloffreshtouch，interestsandtastsoffolk-tales

werepublishd．

b）Reflectingthepoemboominpublication

foradults，manycollectionsofpoemsforchildren

werepublished，buttheexcellentworkswerenotso

many．

c）Juvenileliteraturekeptitshighcirculation・

Butitseemedtofallintoslump，becausefewworks

wereexcellent・Manywarstorieswhichretrospected

ourexperienceduringthewarinpursuitofthe

meaningofthewarwerepublished．

d）Severalseriesofcreativescience-fictionwere

published・Thoughalmostallworksweretranslated

fromtheforeignworksinthepast，Japanesewriters

begantowritenewstoriesrecently，Buttheywere

unskilledyet．

e）Someselectionsofwriterswerepublished・

Thisshowsthatthelevelofjuvenilestorywriters

hadbeenestimated．

（2）Translationfromforeignworks：

conditionasbefore・Recently，womenwouldlikely Foreignclassicalstoriestranslatedoradopted

-38－
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intoJapanese・Newforeignworksalsotranslatedin

l967．Amongthem，someworksdidnotbitJapanese
children，sinterests．

（3）Non-fictions：

Publicationofnon-literaryreadingswereinactive

thisyear，exceptafewexcellentworksinthefield

ofnaturalscience．

（4）Picturebooks：

Picturebooksprogressedinqualityandquantity・

Followingswerenotableinthefieldofpicturebooks・

a）Publicationofmanyexcellentretoldfolk-

tales．

b）Designingnewstylepicturebooks．

出版界の展望

c）Planningtoutilizeauditoryfactorsbyso-
undscriver．

d）Publishingpicturebooksforveryyoung
children

Manyexcellentforeignpicturebooksweretra-

nslatedandJapaneseworkswereexported，Japanese

picturebookswouldreachtheworldlevel．

（5）Booklists：

Discussionaboutbooklistsforchildrenaroused

everywhere・Thedesirablebooklists，criterionof

book-estimation，andpublicationofbooklistswere

discussed．
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民間の読書グループの概況＊

YBC(読売ブック．クラブ)の組織・運営・活動

読売 新 聞 社 橋本道淳*＊

現在ブック・クラブという名称のもとに読書グループ

運動を推進している団体は全国で12ケ所あり，その中央

機関はBCC（ブック・クラブ・センター）と呼ばれ事

務局は全国学校図書館協議会事務局（文京区春日2-2-7）

に設けられている。12ケ所のブック・クラブは下図に示

すとおり読書運動に熱心な各地の有力新聞社がバック・

アップし，それぞれブック・クラブ事務局を設置してい

る。

読売新聞社でも東京YBC(山梨県を含む関東七都県）

と大阪YBC（大阪・奈良・和歌山）の二つの事務局を

設けている。

これは近年，テレビ・ラジオなどのマスメディア攻勢

に対して自から思考思索する能力を読書によって養おう

というBCCの提唱に，同じ活字文明の一端をになう新

聞社がこれに賛同協力し広く国民の間に読書運動を展開

させようとするものであり，新聞社のもっている機構を

駆使することがこの運動を大きく発展させる要因となっ

ている。

近くBCCに沖綴からも参加するという朗報が伝え

られているが，BCC統計の全国の読書グループ数は

42,085グループ，350,461人である。

YBCの組織

名称読売ブック・クラブ（略称YBC）

事務局読売新聞社企画部内読売ブックク・ラブ事務

局

器Amovementofunofficialreadinggroups・

識HASHIMOTO,Michiatsu(TheYomiuriPress）

註YBCを一例として報告してもらった。（編集部）

言濃毎日新聞

二P部日本フック・クラブ
（中部日本新聞社文化事業部

柔庫県ブック・クラブ・セン
（神戸新聞社文化事業局内

■■■日

ク・クラブ匹I日本
西日本新聞社広告長

課内

内）

ンタ

）

会 長 小 林 与 三 次

事務局長橋本道淳

その他顧問12名，運営委員18名，実行委員数

名，事務局員7名によって構成。

＜YBC規約＞

総則

第1条本会は東京読売ブック・クラブと呼び読売新聞社・株

式会社電通．およびブック・クラブ・センターの3団体を

もって構成され，事務局を東京都中央区銀座西3－1読売

新聞社企画部内に設置する。

第2条本会は読書習慣の普及，読書人口の増大をめざし，山

梨県を含む関東一円の読書グループ活動の推進を目的とす

る。

第3条本会は前条の目的を達成するために次の事業を行な

う。

1）機関紙｢読書グループ」（BCC編集)を5人に1部，

－40－

丑

口

口



寺

，

b

「読売ブック・クラブ」（YBC編集）を全会員に毎月無

料配布して読書指導，グループ運営指導，各グループの紹

介などを行なう。

2）講演会，研究会などを開催し読書意欲の向上，情報の

交換などを行なう。

3）その他本会の目的を達成するために必要な事業を行な

う。

会 員

第4条本会の会員は本会の趣旨に賛同する読書グループ（会

員5人以上）をもって組織する。

役員

第5条本会に次の役員をおく。

会 長 一 名

副会長二名

願問若干名

運営委員若干名

実行委員若干名

第6条会長は本会を代表して会務を総理する。副会長は会長

を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。

第7条顧問は運営委員の諮問にこたえ本会事業の推進に参与

する。

第8条事務局長は事務局を総括し，運営事務を処理する。

第9条運営委員は運営委員会を構成し本会の運営にあたる。

第10条実行委員は事務局長ならびに運営委員会の事業方針に

従って直接運営事務にあたる。

会議

第11条本会を運営するために運営委員会を開く。運営委員会

は会長，副会長，事務局長，運営委員および実行委員で構

成する。

第12条必要に応じて地区支部を置き責任者を選任することが

できる。

会計

第13条本会は会費を微収せず，経費は読売新聞社が負担す

る。

付記

本規約に含まれない諸点については運営委員会の決議によ

る。

「読売ブック・クラブの趣旨」

読書運動

新しい方法，便利な道具によって人間の生活が変革さ

れ，発展していくことは当然の方向であります。しかし

そうした変化の中で人間として生きる上に基本的に重要

な問題が見失われてはなりません。

テレビ，ラジオなど視聴覚に一方的，速解的に訴える

マス・メディアの発達は忙しい現代に適応するための生

活技術の一種ということはできます。しかし人間がゑず

から思考思索する能力を高め，その機会をつくる読書習

慣は，社会が複雑になり人間が多忙になればなるほど，

必要性が高まってくるものといわなければなりません。

読書の意義については今さらいうまでもなく，視野を

広め，教養を高め，人格形成上に重要な影響を与えるも

のであり，人づくり国づくりの根本として，特に人格形

成期の青少年にとって必要欠くべからざるものといえま

す。

このような観点から

1．読書グループの組織化

2．読書グループの交流・運営指導

3．読書グループの育成強化と永続化

を目的として結成されましたのが｢読書ブック・クラブ」

です。

YBCの運営

く東京YBCの実行委員会のすすめ方＞

「YBCのつどい」「目で見るYBC読書サロン」「文

学散歩」「YBC大会」など東京における諸事業は実行

委員会で企画立案される。

実行委員会は読書グループ代表4名，公共図書館4名，

BCC2名，読売新聞社5名からなる15名で構成され，

毎月第一土曜日を定例としている。

例えば読書グループに好評を博した「YBCのつど

い」はA講座「読書会のもち方。すすめ方」B講座「テ

キストには何がよいか」の両講座を設け，42年6月より

隔月6回にわたって行われたが，その原案をはじめ，A

B両講座のカリキュラムの作成およびそのすすめ方を討

議し，両講座の講師・司会にもあたって実際の指導にも
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労を'借しまない。他の諸事業においても同じことがいえ

る。

＜中央組織と地方組織＞

発会当初東京を中心としたYBCも，地方の読書グル

ープの熱心な要望にこたえて，2年後の40年2月には山

梨県を含む関東一円にその範囲を拡大し，現在栃木県，

埼玉県，山梨県が全県単位のYBC事務局を設け，また

地域単位でも，湘南YBC，横浜YBC，西湘YBC，

桐生YBCが設置されて，それぞれ読書グループを主体

に地域性を生かした独自の活動を行っている。しかし各

県および大阪YBCは常に東京事務局と接触を保ち，そ

の組識・運営は東京事務局に準じている。

＜YBCグループの内容＞

設立6年目を迎えるYBCは現在3千余の読書グルー

プと3万人を数える読書会員を有し，全国12ブロックの

中では信毎ブック・クラブに次いでいる。

県別にすると，

東京都1,228グループ11,488人

千 葉 県 2 1 0 〃 2,091人

埼 玉 県6 00 〃5,853人

神奈川県338 〃 3 , 0 4 3 人

栃木県189〃1,489人

茨城県129〃 9 2 9 人

群 馬 県4 56 〃3,912人

山梨県94〃831人

である。

会員の半数ちかくは家庭の主婦であり，のこり半数は

職場グループと学生のグループで構成されている。

そのなかには千葉県市川市の「さくへき読書会」「う

ずしお読書会」のように読書会の開催回数が現在までに

150回を越えるようなベテラン読書グループもあるが，

概して読書会を始めてからまだ日も浅く，テキストの選

び方や，読書会の進行が上手にいかないといったような

悩承を持つグループが多い。特異なグループとしては，

木場で働く青年読書会，理容師さん，経理師さんのグル

ープ，あるいは，「近代文学を読む会」「子どもの文学

を勉強する会｣，若い仲間が集まって短編を書いている

「八百字の文章をつづる会」主婦による「東洋史を読む

会」など多種多彩で限りがない。

これらのグループは定期的に読書会をもち，会報を出

したり，他のグループと交換会をもったり，YBCの催

物に積極的に参加するなどして，読書会のマンネリ化を

防ぎ，グループの充実をはかっている。

42年度を中心とした各県および大阪YBCの活動

く東京都＞

◇第1回YBC文学散歩

「ポンペイ展特別鑑賞と本郷付近」

4/9人員200人。会費650円

◇第2回YBC文学散歩

「三浦半島の文学をたずねて」

5/27～28（一泊二日）100人1,800円

◇第1回YBCのつどい

6/17於日本出版クラブ

講演「乱読のすすめ」藤島泰輔（作家）A講座「読書会

のもち方．すすめ方」－1－「読書グループはあなたがつ

くる」講師山岡寛章（市川市立図書館長）司会甲斐清通

（都立八潮高校教諭）B講座「テキストには何がよいか」

－1－「日本文学」講師佐元光子（都立新宿高校教諭）司

会鈴木貫一（加須市立昭和中学校教諭）

◇目で見るYBC読書サロン

7/15於京王百貨店8階ダイヤモンドホール

与謝野道子著「どつきり花嫁の記」ケスト与謝野道子（作

家）YBC実行委員による｢読書相談コーナー｣を開設。

◇第2回YBCのつどい

8/26会場先に同じ

講演「日本の詩歌」木俣修（歌人）

A講座「テキストの選び方」講師清水正三（中央区立京橋

図書館長）司会永田登志子（YBC実行委員）B講座「外

国文学」講師筒井福子（都立日比谷高校教諭）司会有吉忠

行（BCC常任理事，YBC実行委員）

◇第2回YBC読書サロン

9/10於先に同じ

－ 4 2－
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作家）杉茶え進腎「苦闘D箕Fk革台」ゲスト杉森久英（作：

中村吉右衛門（俳優）

◇第3回YBC秋の大会

10/25於読売ホール

「わたくしの読書体験」平塚読書友の会小野雅子，対談

「読書・人生・文学」遠藤周作（作家）瀬戸内晴美(作家）

◇第3回YBCのつどい

10/28於先に同じ

講演「科学時代と人間の将来」円羽小弥太（科学評論家）

A講座「読書会のもち方と司会のしかた」講師小林鶴男

（埼玉県立図書館奉仕課長）司会鉛木貫一（先に同じ）

B講座「自然科学」講師円羽小弥太司会山岡寛章

◇第3回YBC読書サロン

11/18於先に同じ

船山馨著「石狩平野」ケスト船山馨（作家）佐久間良子

（女優）

◇第4回YBCのつどい

12/9於先に同じ

講演「‘‘新しい社会，，と私」福島慶子（社会評論家）A講

座「読書会のすすめ方」講師水島良太郎（中野区立図書館

長）司会小林鶴男，B講座「社会科学」講師清水慶子司

会清水正三

◇第4回YBC読書サロン

43年1/20於先に同じ

芝木好子著「湯葉」ケスト芝木好子（作家）林美智子

（女優）

◇第5回YBCのつどい

2/24於先に同じ

講演「古典と現代文学」本多顕章（評論家)，A講座「読

書会のもち方．すすめ方」講師佐元光子，司会有吉忠行，

B講座「人文科学」講師本多顕章，司会甲斐清通

◇第5回YBC読書サロン

3/9於先に同じ

森村桂著「違っているかしら」ケスト森村桂（作家）

近藤日出造（漫画家）

◇羽仁進文化講演会

3/24調布公民館

読書運動

講演「映像文化論」羽仁進（評論家）

◇第6回YBCのつどい

4/13於先に同じ

講演「展覧会の承かた」－最近の美術展をめぐって一大

岡信（詩人・美術評論家）A講座「親と子の読書」講師

山岡寛章，司会永田登志子，B講座「芸術」一美術書を中

心に－講師大岡信，司会清水正三

く埼玉県＞

◇第5回埼玉YBCのつどい

3/16比企郡三保谷小学校

講演「子供の読書」松尾弥太郎（全国学校図書館協議会事

務局長）

◇第6回埼玉YBCのつどい

4/22於加須市立加須小学校

モデル読書会テキスト田山花袋著「田舎教師」講演

「読書について」上野茂（埼玉県立図書館長）

◇埼玉YBC一周年記念大会

6/8「暮らしの中の読書」臼井吉見（評論家）映画「お

はなはん」

◇埼玉YBC夏期宿泊研修会

8/5～6於所沢市国民宿舎，湖畔荘

講演「読書会の問題点」甲斐清通読書会テキスト有

吉佐和子箸「華岡青州の妻」人員100人参加費1,20O円

く神奈川県＞

◇第7回横浜YBCのつどい

2/25於横浜市婦人コーナー

講演「漫画家としてこう考える」手塚治虫（児童漫画家）

討議「読書会を深めるのには」助言者中村八郎（横浜市

立図書館長）司会尾崎正恵（横浜YBC実行委員）

◇第4回横浜YBC読書サロン

3/7於神奈川県中小企業会館

テキストチェーホフ「可愛い女」

◇第5回横浜YBC読書サロン

4/11於同上

テキスト二葉亭四迷著「平日」

◇第6回横浜YBC読書サロン

5/9於同上
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テキスト石川達三著「結婚の生態」

◇第8回横浜YBCのつどい

6/10於構浜市立大網中学校

講演「地方記者哀歓」長田与四郎（読売新聞横浜支局長）

「ヨーロッパのこと日本のこと」深尾須磨子（詩人）

◇第7回横浜YBC読書サロン

7/25於先に同じ

－近代文学に見る青年像－1島崎藤村箸「破戒」講

師伊豆利彦（横浜市大助教授）

◇第8回横浜YBC読書サロン

8/24於同上

一近代文学に見る青年像－2夏目激石著「こころ」

講師同上

◇第9回横浜YBC読書サロン

9/29於同上

一近代文学に見る青年像－3有島武郎「或る女」講

師同上

◇第4回本を読む市民のつどい

9/30於横浜市立図書館

講演「図書館の読書普及活動について」叶沢清介（日本図

書館協会事務局長）「わたくしの創作手帳から」松本清

張（作家）

◇第10回横浜YBC読書サロン

10/26於先に同じ

一近代文学に見る青年像－4宮本百合子著「伸子」講

師先に同じ

◇西湘YBC発会式

11/4小田原市民ホール

第1部発会式

第2部講演「作家の眼」大岡昇平（作家）

第3部詩の朗読「智恵子抄」小川真由美（女優）

◇第9回横浜YBCのつどい

10/28於県婦人会館

講演「わたくしの作品について」－その創作体験から－

丸山健二（作家）

◇第11回横浜YBC読書サロン

11/28於先に同じ

－近代文学に見る青年像－5遠藤周作著「海と毒薬」

講師先に同じ

◇第10回横浜YBCのつどい

12/1市婦人コーナー

話し合い「読書会が壁にぶつかったとき」助言者中村八郎

◇湘南YBC読書サロン

12/2於平塚市立崇善小学校

「太田治子さんを囲んで話そう」－著書「手記」を中心に

一ケスト太田治子

◇第12回横浜YBC読書サロン

12/5於先に同じ

三島由紀夫著「金閣寺」講師先に同じ

く千葉県＞

◇市川市文化講演会

5/6於市川市立宮田小学校

講演「竜の子太郎をめぐって」松谷みよ子（児童文学者）

「マンガ・ケーム」木乃美光（漫画家）

◇市川市文化講演会

11/4於市川市不二服装専門学院講堂

講演「人生論的読書術」中島健三（評論家）

＜栃木県＞

◇栃木YBC県南文学散歩

3/26コース壬生町一室の八島一大平山一例幣使街道一

佐野一足利会費100円人員100人講師大関博（県文

学散歩の会を長・県文化財調査委員）

◇第2回栃木県YBC文学散歩

7/2「奥の細道と下野史跡めぐり」会費450円人員

100人講師同上

◇栃木YBC2周年記念大会

9/30栃木会館小ホール

講演「おんなと本」楠本憲吉(俳人）映画「おはなはん」

◇羽仁説子文化講演会

10/11栃木市中央公民館

「家庭と読書」羽仁説子（評論家）

◇高橋義孝講演会

11/14足利市民会館小ホール

「青年にのぞむ」高橋義孝（九州大学教授）
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く茨城県＞

◇YBC茨城の文学散歩

6/24～25コース一土浦一水戸一いわき市一五浦一磯原一

大洗人員100人会費3,500円

◇戸川エマ講演会

10/28於茨城県立図書館

講演「文学と教養」戸川エマ（評論家）

◇石垣綾子講演会

11/14於同上

講演「女のこころ」石垣綾子（評論家）

＜山梨県＞

◇石森延男文学講座

10/19於山梨県立図書館

講座文学の世界1回目「文学とその仲間」石森延男（児

童文学者）

431/25於同上

講座2回目「言葉による表現」同上

3/7－3回目「ねうちのある文学作品」同上

◇戸川エマ・重松敬一文化講演会

11/18於山梨県立図書館

講演「婦人と読書」戸川エマ（評論家）

〃「くらしの中の読書」重松敬一（〃）

＜大阪YBC＞

◇YBC関西大会

1/21於大阪府厚生会館文化ホール

公開討論会「歴史小説について」足立巻一（詩人）尾崎秀

樹（評論家）司馬遼太郎（作家）梁雅子（作家）依田義賢

（シナリオ作家）映画「バージニア・ウルフなんかこわく

ない」

◇第23回YBC読書サロン（著者をかこんで）

2/28於東大阪市商工会館

田辺聖子箸「感傷旅行」

◇第24回YBC読書サロン（〃）

4/16於大阪市立中浜小学校図書館

浜中重信著「嘩啄」

◇第3回奈良YBC読書サロン

4/18於県立奈良図書館

読書運動

田辺聖子著「感傷旅行」ケスト石浜恒夫

◇第25回YBC読書サロン

5/18於豊中市立福祉会館

講演「読書へのみちびき」岡本光弘（大阪キリスト教短大

教授）

◇第4回奈良YBC読書サロン

5/27於奈良県立図書館

講師同上テキストに小学館の「小学4年生」を使用

◇「ポンペイ古代美術展特別鑑賞会」

6/10於大阪市立美術館

◇第26回YBC読書サロン

7/22於東大阪市民会館

日本文学100年シリーズ「明治文学と激石」テキスト夏

目激石著「それから」

◇第5回奈良YBC

7/26於五条市立中央公民館

「子どもを読書へ導くためにはどうすればよいか」岡本光

弘

◇第27回YBC読書サロン

8/30於東大阪市民会館

日本文学100年シリーズ2「大正期の文学と芥川」テキス

ト「羅生門」「鼻」「芋粥」「倫盗」講師谷沢永一（関大

助教授）

◇第28回YBC読書サロン

9/23於東大阪市民会館

日本文学100年シリーズ3「昭和初期から終戦にかけて」

テキスト井伏鱒二著仙淑魚」「夜ふけと梅の花」「岬

の風景」講師同上

◇第29回YBC読書サロン

11/17於東大阪市民会館

日本文学100年シリーズ4「戦後期から現代」松本清張著

「西郷札」「或る小倉日記伝」
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SUMMARY

lnJapan,wehavetwelveorganizationsthathave

promotedreadinggroupmovementunderthename

of‘‘bookclub'，魚Thecentraloffice，BookClub

Center（BCC)，isintheJapaneseSchoolLibrary

Association，Toky5・Thetwelveorganizationsare

undertheauspiseofbignewspapercompaniesineach

district・

ThepurposeofBCCistocultivateabilityin

thegeneralpublictolhinkbyoneselfthroughrea-

ding,inthesedaysofTVoffensiveBeingsupported

bynewspaperoffices，thismovementisgettingbigger

andbigger、Thereare42,O85readinggroupsinJa-

pan，andmembersofthemhavereached350,461,at

present､Ahalfofthemarehousewives，andtheother

halfareworkersandstudents・

Therearevarioustypesofgroupsaccordingto

theinterestofmembers，amongwhichsomeare

approachinghighproffessionalsubjects、Mostgroups

havetheirregularmeetingself-actively・

Theyreadacertainbookfollowingdiscussions，

hearlecturesfromwritersorauthorities，enjoylite-

raryfilms，traveltogetinspections，andSoforth．
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年間 時潮

国内‘情報（昭和42年)＊

東 京 学 芸 大 学北島武彦*＊

'

小説賞丹羽文雄「一路」（講談社）
1月

戯 曲 賞 な し

第8回毎日芸術賞きまる 評論・伝記賞後藤亮「正宗白鳥」（思潮社）

第8回毎日芸術賞（毎日新聞社主催）の受賞者が発表詩歌・俳句賞「木下夕爾詩集」（牧羊社）

された。受賞者は次の各氏であるが，本年度は「大賞」 研究・翻訳賞松本克平「日本新劇史」（筑摩書房）

の該当 者がなかった。スター ン 著 朱 牟 田 夏 雄 訳 「 紳 士 ト リ

美術渡米後の回顧展（5月東京高島屋）の成果ストラム・シャンデイの生涯と意見」
岡田謙三

（世界文学大系第76巻同）

音楽「バイオリン協奏曲」の作曲三善晃 第12回青少年読書感想文全国コンクール入選者きまる

演劇「セールスマンの死」（5月東京朝日生命ホ 毎日新聞社，全国学校図書館協議会主催の第12回青少
一ル）

年読書感想文コンクールは全国から14万6,602編（参加

「オットーと呼ばれる日本人」（8月都市セ校23,284校）の応募があり，各都道府県の地方審査を
ンターホール）の演技滝沢修 通過した437編の入選作品から中央審査会（委員長滑

特別賞
川道夫氏）で審査の結果，次のとおり入賞を決定した。

建築香川県の建築および都市開発のデザイン・ポリ 総理大臣賞群馬県邑楽郡明和西小学校6年早川喜

シー金子正則知事を中心とする建築関係者一 代志

同
東京都武蔵野市成膜中学校2年伊藤マ

芥 川 賞に 丸山健二氏直木賞は五木氏リ子
第56回芥川・直木両賞の選考委員会は23日，芥川賞は 宮城県第3女子高等学校3年加茂文代

丸山健二氏の「夏の流れ」（文学界11月号)，直木賞は その他文部大臣奨励賞3名毎日新聞社賞6名全国

五木寛之氏の「蒼ざめた馬を見よ」（別冊文芸春秋98学校図書館協議会長賞18名佳作賞28名
号）に授賞をきめた。 教科書によみがえる‘‘神々 ，，

2月11日の建国記念の日をどう教えたらいいのか，多2月

くの教師はI悩承，とまどう。文部大臣の諮問機関である
読売文学賞きまる

教育課程審議会(会長木下一雄東京学芸大学名誉教授）
第18回読売文学賞は次のとおりきまった。 は小学校の新しい教育課程について，中間答申をする

｡

9

E

Domesticinformationonreading・ が，この中に建国神話の取扱いをはっきり示そうと考え

KITAJIMA，Takehiko（TokyひGakugei ている。社会科の教科書はこれにそって46年から書きか

University）えられ，神話が大手をふってよみがえりそうだ。
－47－
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昔の夢をなつかしむ「少年倶楽部の会」

「少年倶楽部名作選」発行を記念して「少年倶楽部の

会」が10日午後，東京丸の内東京会館でひらかれた。会

場にはかつての少年倶楽部附録，組立模型などのほか，

ナマ原稿，さしえの原画などが陳列され，出席した寄稿

家，オールドファン，出版関係者約100人の郷愁をさそ

った。

激動の「昭和秘史」録音

「生きた政治史」を後世に残すため，国立国会図書館

では昭和史のうち，とくに憲政，戦争，占領などに関係

の深かった人たちの談話を録音する作業をすすめている

が，今年は「木戸日記」の主人公木戸幸一氏の｢秘話」

をテープに録音することになり，このほど第1回の録音

をおこなった。東京裁判で重要な証拠物件となった同氏

の日記とともに，激動の時代を解くカギの1つになるも

のと承られるが，この録音は文字通りの秘録として，書

庫の奥深く保存される。

3月

高村光太郎賞きまる

2日夜，第10回高村光太郎賞が次のとおり決定した。

造型部門建畠覚造の彫刻「壁体」（行動美術展出品

作）

加守田章二の陶器「灰紬鉢」（伝統工芸展

出品作）

詩部門富士川英郎の研究「江戸後期の詩人たち」

（麦書房刊）

中村稔の詩集「鵜原抄」（思潮社刊）

吉川英治文学賞と吉川英治賞きまる

第1回吉川英治文学賞と吉川英治賞は7日，次のよう

にきまった。

吉川英治文学賞松本清張氏（作家）「昭和史発掘」

「花氷｣，「逃亡」等の作品と幅広い

作家活動に対して

吉川英治賞相沢忠洋氏（考古学者）

荒木初子氏（保健婦）

宮崎康平氏（島原鉄道取締役）

同和子夫人

岩野平三郎氏（和紙作り）

平三郎氏（水沢緯度観測所工作係長）

学士院賞きまる

日本学士院は13日，東京・上野の同院で総会をひら

き，42年度（第57回）の恩賜賞と学士院賞の受賞者を次

のとおりきめた。

恩賜賞「近代解析の研究」に対し東京大学理学

部教授理博吉田耕作氏

学士院賞「平安時代世俗画の研究」に対し東京大

学文学部助教授秋山光和氏

同「古代日本文学思潮論」に対し東京学芸大

学教育学部教授太田善麿氏

同「ウィリアム・ペテイの研究」に対し一

橋大学経済研究所同大教授松川七郎氏

同「太陽および恒星の彩層の研究」に対し

東京大学理学部教授理博末元善三郎氏

同「鉄鋼の熱処理加工に関する基礎研究」に

対し東北大学金属材料研究所教授工博

今井勇之進氏

同「植物の養分吸収同化に関する生理化学的

研究」に対し東京大学農学部教授農博

三井進午氏

同「酸素添加酵素の研究」に対し京都大学

医学部教授医博早石修氏

芸術選奨きまる

第17回芸術選奨受賞者は9日の選考委員会できまった

が，文学部門では作家の吉行淳之介氏が長編小説「星と

月は天の穴」で，精神と肉体の分裂を前提とする現代の

愛の不毛を巧みに，そして軽'決に描き，知的作品として

まとめた業績に対しあたえられた。また評論その他の部

門では作家島本久恵さんが評伝「明治の女性たち」で，

評論家唐木順三氏が「評伝応仁四話」でそれぞれ受賞

した。

女流文学賞きまる
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第6回女流文学賞が13日，次のようにきまった。

有吉佐和子「華岡青洲の妻」（新潮社刊）

河野多恵子「最後の時」（河出書房新社刊）

吉野作造賞きまる

第2回吉野作造賞（中央公論社主催）は16日，永井陽

之助氏（東京工大教授）の「日本外交における拘束と選

択」（中央公論41年3月号）と伊東光晴氏（東京外語

大助教授）の「経済政策における保守と革新」（世界

41年3月号）が受賞ときまった。

三木卓氏にH氏賞

日本現代詩人会主催の第17回H氏賞は17日，三木卓氏

の「東京午前三時」（思潮社刊）に決定した。

4月

第7回田村俊子賞きまる

第7回田村俊子賞は中村きい子氏の「女と刀」（光文

社刊）に決定した。中村氏は鹿児島市に住む主婦で，思

想の科学会員。受賞作品は「思想の科学」に連載された

もので，強い母の記録である。

土井稔氏に「オール読物」新人賞

第30回「オール読物」新人賞は5日，土井稔氏の「隣

家の律儀者」にきまった。

「小説現代」新人賞きまる

第8回「小説現代」新人賞は佐々木二郎氏の「巨大な

祭典」（｢小説現代」6月号）にきまった。

芸術院賞受賞者きまる

日本芸術院（高橋誠一郎院長）は6日，41年度恩賜賞

と院賞の受賞者をきめたが，文学部門は次のとおり。

院賞伊藤整作家，評論家としての多年の業績に対

し

同中村光夫評論家としての多年の業績に対し

近代文学館開く

故高見順氏の主唱した日本近代文学館の本館は11日，

小雨降る東京・目黒の都立駒場公園予定地に完成，近代

文学の専門図書館として開館した。

日本近代文学館は明治・大正・昭和の三代にわたる文

年間時潮

学者たちが残した日本文化の遺産を集めて開館したもの
で，地上3階，地下2階，4,200平方メートルの建物は

書庫，資料室，閲覧室，研究室，講堂，展示ホール等か

ら成っている。

城戸浩太郎賞きまる

第9回城戸浩太郎賞は次の2氏にきまった。

竹内郁郎氏（東京大学新聞研究所）「マス・コミュ

ニケーションに関する社会心理学的研究

の展望」（｢年報社会心理学」第7号）

波多野誼余夫氏（東京大学教育学部）「認知心理学

の発展とマス・コミュニケーション研

究」（｢東京大学教育部紀要）第9号）

「記念樹」など児童福祉文化賞

厚生省は今年度（第9回）の児童福祉文化賞受賞作を

28日発表した。この賞は過去1年間に発表された児童向

の出版物，映画等に贈られるもので，受賞作は次のとお

り。

童話「おばあさんのひこうき」さとう・さとる著

（小峰書店）

絵本「ぐりとぐらのおきやくさま」中川李枝子作

山脇百合子絵（福音館書店）

映画「私は泣かない」日活製作

児童劇「三びきの子ぶた」S・ミハルコフ作劇

団風の子出演

テレビ番組「幼児の世界」NHK制作

同「記念樹」木下恵介制作

5月

上野に「児童文学文庫」

上野公園に日本近代文学館（駒場）の分館として，児

童文学研究者のための「児童文学文庫」が生れ，6日か

ら一般に公開されることになった。まだ本の数は5千点

程度だが，児童文学研究の‘‘メッカ，，とするため「資料

の収集に力添えしてほしい」と関係者は訴えている。た

またま上野公園の国立国会図書館上野支部に一室を借り

ていた日本近代文学館が目黒の駒場公園に移転すること
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になったため，昨年秋頃から児童文学関係者の間で「近

代文学館の資料のうち，児童文学関係の書籍，資料を上

野に残し，その分館としての児童文庫を作ろう」という

声があがった。今のところ書籍は約5千点，「少年倶楽

部」（講談社刊大正3年一昭和37年)，「少女倶楽部」

（同大正12年一昭和37年)，「少年講談シリーズ」など

もそろっている。しかし明治期の少年向き単行本や雑誌

「少年園｣，「少国民｣，「冒険世界｣，大正期の「赤い鳥」

「童話｣，「おとぎの世界｣，「金の船｣，「良友」などはも

ちろん，太平洋戦争前後の児童向け書籍はほとんど集め

られていない。

貴重な資料をドッサリ上野の児童文学文庫に「赤い

烏」など4百点伊達豊氏の遺族が贈る

上野公園の国立上野図書館に児童文学研究者のための

児童文学文庫が出来てから10日余，さっそく一般から児

童文学関係の書籍や資料が寄贈され始めた。寄贈の第1

号は児童文学作家で，研究者の故伊達豊氏の遺族，豊島

区目白3-28-15池田潤子さん。児童文学研究者にとっ

ては‘‘至宝，，といわれている「赤い鳥」シリーズの1部

や明治期の雑誌など，同館にはなかった貴重な資料を含

め約4百点で，関係者は大喜びである。

児童文学者協会賞等きまる

第7回児童文学者協会賞はこのほど，古田足日氏の

「宿題ひきうけ株式会社」（理論社刊）に，また第2回

児童文学者協会短編賞は山下夕美子さんの「2年2組は

ヒヨコのクラス｣，「ひろしまのオデット」（｢ひろしまの

家」11，12号）にきまった。

6月

山岡荘八氏に長谷川伸賞

第2回長谷川伸賞の受賞者は2日，小説「徳川家康」

の山岡荘八氏が選ばれた。

この賞は故長谷川伸氏の遺産を基金に設立された財団

法人・新麿会が制定しているもので，大衆文学や演劇の

発展に功労のあった人に贈られる。

一色氏の「青幻記」第3回太宰治賞

第3回太宰治賞（筑摩書房主催）は，一色次郎氏の

「青幻記」に授賞と桜桃忌の19日発表された。

一色氏は本名大屋典一，大正5年鹿児島県沖永良部島

生れ。ほかに日記「東京空襲」などの著作がある。

双六もそろえ百数十点神田のシニセニ代目

去る42年5月に開館した児童文学文庫（国立上野図書

館内）に，このほど江戸時代末期と明治時代の草双紙や

双六など，子ども向けの絵本や遊び道具がごっそり寄贈

された。寄贈したのは戦前の「赤本屋」－明治末，神田

で創業「かないの絵本」で知られた金井信生堂の二代目

主人，金井英一さんである。寄贈された資料は江戸末期

の草双紙，錦絵，双六，明治初期の児童用の絵の手本，

単語の図など合計百数十点で，当時の風俗がよくわかる

点で重要なものである。

海渡英祐氏に乱歩賞

第13回（昭和42年度）江戸川乱歩賞はこのほど海渡英

祐氏の「伯林-1888年」が授賞と決定した。

覆刻ブームかなわん神田などの古本屋さんたちド

ル箱の古書が値下り

歴史研究ブームにさそわれてか，出版界で戦前に出版

された歴史書や社会科学の専門書など古い資料の再版，

覆刻が盛んになっている。貴重な資料が手軽に入るよう

になったのだから学者や学生にはこの上もない朗報だ

が，逆にすっかり悲鳴をあげているのが神田，本郷等の

古本屋さんたち。数万，数10万円と高値をよんだドル箱

の値段がとたんにくずれ出したからである。

このような覆刻が目立ちはじめたのは昭和40年頃から

で，たとえば「国史大系」（66巻)，「古事類苑」（51巻）

「日本林政史」（20巻)，「橘守部全集」（12巻）などが

‘明治百年記念出版'，などで次'々とおこなわれている。

7月

新しい教育像探る中央教育審議会に諮問六三制も

審議対象に

中央教育審議会は3日，委員大幅入替え後初の総会を

ひらき，会長に森戸辰男氏，副会長に河原春作氏を互選
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したあと，剣木文相から「今後における学校教育の総合

的な拡充，整備について」の諮問をうけた。この諮問は

わが国の学校教育の全面的な再検討と将来の展望に立っ

て，今後の文教政策の基本的な方向付けをはかるものと

して重要な意義をもっている。

芥川賞大城氏直木賞生島氏にきまる

第57回芥川・直木両賞の選考委員会は21日ひらかれ，

芥川賞に大城立裕氏の「カクテル・パーティ」（｢新沖縄

文学」4）が，直木賞に生島治郎氏の「追いつめる」

（光文社刊）が受賞ときまった。大城氏には他に「老翁

記｣，「二世｣，「悪石島一疎開船学童死のドキュメント」

戯曲「山がひらける頃」等があり，生島氏には「傷痕の

街｣，「黄土の奔流」等の作品がある。

8月

柳田国男賞きまる

民俗学の研究ですぐれた業績をあげた人々に与える

「第7回柳田国男賞」は次の2氏に授賞がきまった。

水沢謙一氏（新潟県長岡市新町小学校長）伝承がな

くなり滅びそうな日本の「むかしばな

し」を古老に会って，丹念にナマのかた

ちで収集した功績

沖本常吉氏（島根県津和野在住の民間研究者）「日

原町史」民俗学の発想とデーターを駆

使して地方史と歴史の研究に新しいセン

スを発揮した功績。

徳富芦花展でフタアケ都近代文学館

東京都は11日，目黒区駒場の駒場公園内にある旧前田

候爵邸を改造して開館準備している「東京都近代文学博

物館」を10月1日に開館し，日本近代文学館の協賛を得

て10月1日から11月5日迄同博物館で「徳富芦花展」を

ひらくと発表した。

9月

ブーム呼ぶ「人生論」－読書の秋

実業家松下幸之助氏の主宰する人生雑談「PHP」が

年間時潮

いまひどく売れている。また「徒然草入門」とか「わが

青春の日々」といった新書が次々に出版されたり，「人

生の本｣，「人生の名著」などの叢書が出回れば，文庫本

も「人生」とか「生きるよろこび」と銘打って箱にまと

めて売出しはじめた。ことしの読書の秋は人生論一色に

ぬりつぶされそうな気配である。

瀬川さんの絵本が最高賞チェコの世界展覧会で受賞

チェコスロバキアのプラチスラバ市で4日からひらか

れている「第1回世界絵本作家展」で日本の絵本作家瀬

川康男氏の作品が最高賞グランプリをとった。この展覧

会には東西ヨーロッパ20数ケ国が参加しており，水準の

高いヨーロッパ諸国の作品と競って最高賞を獲得したこ

とは「日本の絵本が国際的にもみとめられるきっかけが

できた」と関係者はよろこんでいる。

受賞した瀬川氏の作品は松谷みよ子作「やまんばのに

しき」（ポプラ社42年刊）と松野正子作「ふしぎなた

けのこ」（福音館38年刊）の原画計10点で，同氏の絵

は不透明水彩を使い，日本画風のタッチだが，ゆたかな

色彩を使いユーモラスに描かれている。

女流新人賞に杜香織「雪華」

第10回女流新人賞（婦人公論主催）は15日，杜香織

「雪華」にきまった。杜さんは本名岩上薫尼ケ崎市在

住の主婦である。

安部公房・大江健三郎の両氏に第3回谷崎賞

第3回谷崎潤一郎賞（中央公論社主催）は安部公房氏

の「友達」（｢文芸」3月号）と大江健三郎氏の「万延

元年のフットボール」（｢群像」1－7月号）が受賞し

た。

10月

野間児童文芸賞に2作品きまる

第5回野間児童文芸賞は次の2作品にきまった。

さとうさとる「おばあさんのひこうき」（小峰書店）

香川茂「セトロの海」（東都書房）

これがわが国一「外国人の見た日本」展

外国の教科書や百科事典に誤って紹介された日本の姿
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を展示した「外国人の見た日本」展が6日から東京．新

宿の京王百貨店でおこなわれた。これは財団法人国際教

育情報センターが過去10年間集めた70ケ国の資料をもと

に，外国に誤まり伝えられている状況を，パネルでわか

りやすく解説したものである。

吉屋女史・宮田氏ら－菊池寛賞の受賞者きまる

第15回菊池寛賞は17日，次のとおりきまった。

吉屋信子氏半世紀にわたる読者とともに歩んだ文学

活動

宮田輝氏ふるさとの歌まつり

青蛙房特殊文献，とくに失われつつある江戸時代風

俗研究書の長年にわたる良心的出版

文化勲章5氏に

昭和42年度の文化勲章と文化功労者の受賞者が次のと

おりきまった。

文化勲章坂口謹一郎氏（調味料工業）

林武氏（洋画）

村野藤吾氏（建築）

山県昌夫氏（造船工学）

小林秀雄氏（文学評論）

文化功労者河竹繁俊氏（演劇）

高木八尺氏（米国史）

鳥養利三郎氏（電気工学）

中田瑞穂氏（脳神経外科）

新関良三氏（ドイツ文学）

豊道春海氏（書道）

小学校教育で最終答申一教育課程審議会

教育課程審議会（会長木下一雄氏）は30日，小学校

の教育課程改善について，剣木文相に最終答申をした。

この答申では各教科と道徳の年間授業時間数を「標準」

として示し，地域や学校の実情に応じて，この時間数の

大幅な増減をみとめた。また1単位時間をいままでどお

り45分とするが，40分授業でもさしつかえないとし，学

校側の自主性を重んじようとしているのが大きな特色で

ある。教育内容の大筋はさきの中間報告(7月24日発表）

と変らないが，新たにローマ字教育の大幅な縮小，図画

工作の名称変えなどを打出している。

第21回毎日出版文化賞きまる

第21回毎日出版文化賞は昨年8月1日から本年8月31

日迄に刊行された出版物の中から次の図書に授賞ときま

った。

日本の考古学（全7巻）杉原荘介等河出書房

マヤ文明石田英一郎中央公論社

戸坂潤全集（全5巻）勤草書房

量子力学の世界片山泰久講談社

生命を探る江上不二夫岩波書店

シェイクスピアの面白さ中野好夫新潮社

グラッドストン（上・下）神川信彦潮出版社

幕が下りてから安岡章太郎講談社

おとぎぱなし（全10巻）藤沢衛彦編盛光社

特別賞

日本の歴史（全26巻）井上光貞等中央公論社

現代朝鮮語辞典天理大学編養徳社

国宝（全6巻）文化財保護委員会監修国宝委員会

編毎日新聞社

11月

中村船橋両氏へ野間文芸賞きまる

第20回野間文芸賞は9日，中村光夫氏「賢の偶像」

（筑摩書房刊）と船橋聖一氏「好きな女の胸飾り」（｢群

像」11月号）の2作が受賞ときまった。

三浦氏に「新潮社文学賞」船山氏に「小説新潮賞」

第14回新潮社文学賞は15日の審査委員会で三浦朱門氏

の「箱庭」（文芸春秋新社刊）に授賞をきめた。

また同日の審査委員会は小説新潮賞を船山馨氏の「石

狩平野」（河出書房刊）に授賞をきめた。

12月

音訓手直しで論争表意・表音派対立むきだし－国語

審

国語審議会（前田義徳会長）は15日総会をひらいた

が，当用漢字音訓表の緩和をめぐって論争をひろげた。
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年間時潮

滞日42年のイタリア人バッカーリ氏夫妻が13年かかっ

て「英和辞典」を完成した。英語国民でない外国人の作

った英和辞典は大変めずらしく，2.319ページ，語数6

万5千語から成っており，主として英語国民のための英

和辞典である。

（注）本稿をまとめるにあたり，，「朝日新聞縮刷版」「毎

日新聞縮刷版」各昭和42年1－12月号を使用した。

この総会で岩測悦太郎漢字部会長から音訓の手直しにつ

いて中間報告が出されたが，これにからんで，漢字を重

んじる表意派と，かなを中心にしようとする表音派との

対立がむきだしの形になった。国語審議会の漢字部会は

国立国語研究所が手がけた雑誌90種の用語調査のデータ

ーをもとに音訓表の手直しにとりかかったものである

が，これをめぐって賛否両論が生じたものである。

イタリア人が英和辞典

可

”

海 外‘情報＊

高 木和子*＊野間教育研究所

グ（アリゾナ大学)，A・スタール・アートレイ（ミズ

リー大学)，ニラ・バントン・スミス（グラスポロ州立

大学)，アルバート・』・ハリス（ニューヨーク市立大

学)，ドナルド．D・ダレル（ボストン大学）の6氏で，

いずれも著作，研究活動，学生の指導などを通してアメ

リカの読書科学研究に貢献している大物である。

1965年に来日し，日本読書学会のために講演したハリ

ス博士は，「読書治療の50年」と題して，アメリカにお

けるremedialreadingの歴史を語った。この人自身が

この道の一方の旗頭であっただけに会員の関心を呼び，

オペラハウスに満員の聴衆を集めていたという。、

1934年に初版を出版，その後数回改訂増補されて今

日なお名著といわれている「アメリカの読書教育」の著

者スミス女史の演題は，「明日の読書教育」で，未来の

アメリカの読書教育界が直面するであろう困難について

述べ，それに対処すべき教育者の姿勢について論じた。

「読書の診断的教育」や「教育的指導」の著者ストラ

ング博士は，「読書の上手な指導－その理論と実際｣，

また中学校における読承の指導に造詣の深いアートレイ

女史は，「効果的な学習一その本質と育成｣，さらに音

韻論の大家ダレル博士は，「読書開始期における音韻論

の諸問題」についてそれぞれ講演したが，この三つはい

ずれも現場の教師を対象にした概論的なものである。

第12回IRA年次研究大会

IRA（国際読書学会）の年次研究大会は，5月3日

から6日までワシントン州シアトル市で開催され，中心

テーマは「読みにおける漸進」（ForgingAheadin

Reading)」であった。

わが国からは阪本敬彦，加賀秀夫両氏が参加して講演

した。両氏によれば，会場のシアトル市民センターは，

万国博覧会の会場として建設されたもので，現在はオペ

ラハウス・体育館等を含む広大な公園として市民のレク

リエーションの中心となっている。ここに1万人を越え

る会員が集まる大規模な研究大会であったという。発表

者や司会者としてプログラムに名を連ねた者だけでも

713名を数えるというマンモス大会であった。以下両氏

の談や当日のプログラムを参考にして大会の模様を紹介

しよう。

特別講演

IRAの大会でも，その道の指導者や著名人の講演が

呼びものになっている。今回の講師は，メリー・オース

チン（ウェスタン・リザーブ大学)，ルース・ストラン

奇

し

定

然
粋

Informationabroadonthestudyofreading・

TAKAGI，Kazuko（NomalnstituteofEdu-

cationalResearch）
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「第一のR」の著者オースチン女史のは，全国的規模で

行なわれた研究の報告で，他の講演とは性質を異にして

いた。

シンポジウム

6つの主題の下に各を3組ずつ，計18のシンポジウム

が持たれた。詳細は次のとおりである。

主題I遅れた子らに対するプログラム

シンポジウムA：教室における技術

発言：ブルーム（インデアナ州公立学校）「初等教育にお

ける継続的評定」

ハワーズ（ノースイースタン大学）「遅れた青年に

対する進んだ教育」

シンポジウムB：全市計画

発言：ロイド（ニューヨーク市公立学校）「ニューヨーク

市計画」

カールソン（シカゴ公立学校）「シカゴ計画」

シンポジウムC：全市計画

発言：ブラック（ロサンゼルス公立学校）「ロサンゼルス

地区における遅滞児童のための計画」

ブルックス（コロンビア公立学校）「ワシントン，．

C・における計画」

主題Ⅱ読承の問題に対する接近様相

シンポジウムA：概念

発言：ウェップマン（シカゴ大学）「学習の知覚様相概念」

バナティン（イリノイ大学）「知覚様相から概念様

相への転移」

シンポジウムB：視覚・聴覚様相

発言：フロスティク（フロスティーク教育治療センター）

「視覚様相一研究と実践」

モレンシー（シカゴ大学）「読みに関しての聴知覚

の研究」

シンポジウムC：重大問題

発言：エイリス（南カリフォルニア大学）「学習の基礎に

ある感覚一一統合過程」

ドイチ（ニューヨーク大学）「社会文化的影響と学

習経路」

主題Ⅲ読承の問題に対する相互規律的接近

シンポジウムA：社会学的側面

発言：クレス（テンプル大学）「読彦；Aに及ぼす社会的影響」

ドイチ（ニューヨーク大学）「環境からの経験に合

わせた発達カリキュラム」

シンポジウムB：神経学的心理学的側面

発言：イソン（オレゴン医科大学）「読みに関する神経学

的研究-1967」

アブラムス（ハーネマン医科大学）「読みに及ぼす

神経学的心理学的影響」

シンポジウムc：治療場面での方法

発言：スミス（シカゴ大学）「‘‘何を知っているか,,を読

承の不振児の一助として用いる」

主題Ⅳ教員教育の改善

シンポジウムA：教員養成教育

発言：マクケオフ（コロンビア大学）「学生指導に対する

準備」

ベイントラウ（シカゴ大学）「大学指導に対する準

備」

シンポジウムB：現場教師の教育

発言：ダーキン（イリノイ大学）「差を生む現場への教育」

サーストン（ルイジアナ州立大学）「読承の教師の

準備に関する研究紹介」

シンポジウムC：NDEA（NationalDefenceEdu-

cationAct）の研究会

発言：エドワード（クラーク大学）「読みの問題点に対す

る一つの接近」

モリソン（ロードアイランド大学）「管理者と教師

は共同して読承の指導計画を立てられるか」

主題v読みのプログラムの組織

シンポジウムA：政府によるプロジェクト

発言：スミス（西テキサス州立大学）「PESO物語」

ジェンクス（オレゴン州教育局）「オレゴン州にお

ける刷新案」

シンポジウムB読書委員会

一発言：ニュートン（ニューヨーク大学）「読書委員会の理

論」

ディートリッチ（ニューヨーク公立学校連盟）「読
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シンポジウムC：読象のグループ指導

発言：ウィルソン（フロリダ州立大学）「効果的なグルー

ピングの基準」

ウマンズ（ブルックリン教育委員会）「読象の教育

の新しい案」

主題Ⅵ読みの指導計画

シンポジウムA：目標の設定

発言：ウィップル（デトロイト公立学校）「あなたの読承

のプログラムは健全か」

レンテル（南カロライナ大学）「読承の目的と手段

：読みのプログラムに対する特別目標の設定」

シンポジウムB：政府によるプロジェクト

発言：スタンチフィールド（オクシデンタル大学）「高等

学校読書センターにおける読書の楽し承の再発見」

ポールセン他（ブルームタウンシップ高校）「高校

教科課程での読承の確立」

シンポジウムc：カリキュラム指導

発言：フリード（トレントン公立学校）「市の読承のカリ

キュラム指導における目標と行動の区別」

クラーク（ニューヨーク州教育局）「読承のカリキ

ュラム指導の執筆と改訂」

研究報告

大会の中心は何といっても研究報告であるが，IRA

大会の研究報告は申し込めば誰でも発表できるわけでは

なく，審査の上，優れた研究にだけ発表の機会を与える

のである。主題ごとにいくつかの発表が行なわれるが，

まずその主題に関する研究の展望を著名な教授が行な

い，続いて研究報告があり，最後にまた指導的立場の教

授がそれらの研究成果を実際の指導にどう取り入れるか

についてまとめの講演を行なうという形式をとり，その

分野にくわしくない人にもよく理解されるように工夫さ

れている。研究主題は5つとりあげられていた。

研究主題I読承のレディネス・視知覚および聴覚

展望：ステムラー（テキサス大学）

発表：ベイトマン（オレゴン大学）「1年生の読みの指導にお

ける視覚法と聴覚法の効果の比較研究」

年間時潮

ファウストマン（サンジュアン統一学区）「幼稚園での

知覚訓練が一年生における読みの成績に及ぼす効果」

オーンマクト他（ジョージア大学）「レディネス及び1

年生での読象の成績における性差」

ウィーロック（中央大陸教育研究所）「入門期における

視覚弁別訓練の研究」

グレドラー（テンプル大学）「文化的背景に恵まれない

児童の知覚テスト成績について」

ヘス他（ワシントン中学校）「読書遅滞児に対するプロ

グラム教育に口頭提示を付加することについて」

オール（アメリカ研究所）「教育可能精薄児の読承聞き

同時提示材料の把持」

オットー（ウィスコンシン大学）「対連合学習の一助と

しての色手がかり」

研究成果の現場での利用：アアロン（ジョージア大学）

研究主題Ⅱ言語学と読みの教育

展望：ワードハフ（ミシガン大学）「現代言語学の読みの指導

への適用」

発表：ホッジス（シカゴ大学）「単音節語における音素一構造

素関係の研究」

レトン（ハワイ大学）「英語の音素的表示の条件確率」

ナース（エモリー大学）「子どもの読玖：統語法的構造

と理解度」

リード（パーデュー大学）「7年生での統語法と句構造

学習による理解の進歩」

研究成果の現場での利用：ジェンキンソン（メーン大学）

研究主題Ⅲ社会的人種的要因

展望：ハリス（ウィスコンシン大学）

発表：ラムゼイ（ケンタッキー大学）「能力開発計画が読象の

成績に及ぼす影響」

スタンチフィールド（オクシデンタル大学）「1年生に

おける興味深い材料が及ぼす読みの成績への効果」

タンネンバウム（コロンビア大学）「早期干渉のプログ

ラムムは何故失敗したか」

研究成果の現場での利用：パレット（ウィスコンシン大学）

研究主題Ⅳ読書の心理学

展望：キングストン（ジョージア大学）

発表：デイヴィス（ペンシルバニア大学）「読みの熟達者にお
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ける特殊な理解技術の発見」

ラングマン（東ミシガン大学）「ホーソンセンターの長

期読書研究一第1報告」

ベンガー(アーバータ教育委員会）「知覚，性格，知能，

’年生での読承の成績との関係についての研究」

ランパード（アーバータ大学）「意味の構成と再構成」

研究成果の現場での利用：ショーノーバー（ジャクソンビル大

学)，スペイチ（フロリダ大学）

研究主題v読書教育学の研究

A）評価：レディネスプログラム，入門期指導法，読書テスト

発表：バロウ他（カリフォルニア大学）「幼稚園水準における

発達的な読みのレディネスヘの6つの指導案」

キャンプベル他（リポニア公立学校）「’年生を用いた

8つの読承の指導法の分析」

ライベート（ミズリー大学）「標準読書力テストに対す

る音読と黙読反応の差異」

ランサム（ポール州立大学）「クローズテストによる小

学生の読書力水準の決定」

今後の研究と実践のための適用：プリースマー（ペンシルバニ

ア州立大学）

B）読みの改善に対する両親と社会の役割

発表：ハンフリー（エバンスビル学校協会）「夏期テレビ読書

プログラムが読承の成績に及ぼした効果」

キャラウェイ他（ジョージア大学）「全州的夏期読書プ

ログラム，第2年次」

アレン（ユタ大学）「両親訓練プログラムが子供の読み

の成績に及ぼす効果」

今後の研究と実践への適用：クライマー（ミネソタ大学）

c）小学校高学年向指導法の比較

発表：グラント（北イリノイ大学）「理解水準の差に及ぼす有

目的読書の効果」

ローソン（テネシーエ科大学）「6年生における自由読

書が読承の成績に及ぼす効果」

今後の研究と実践への適用：アーリー（シラキュー大学）

読書教育学の研究の総括：シャル（ハーバード大学）

博士論文発表会

IRAでは毎年，その前年中に受理された読承に関す

る博士論文を審査し最優秀のものに賞を贈っている。そ

の最終審査が本大会で行なわれた。最終審査で発表され

た博士論文は次の6つであった。

バーガー（シラキュー大学受理）「読速度，理解，柔軟性の

促進のための4つの方法の効力について」

ケヤー（カリフォルニア大学受理）「読恐における知覚機

構：視声範囲の恒時性について」

レヴィン（テンプル大学受理）「読速度の柔軟性についての

研究」

ペルトラ（ミネソタ大学受理）「4年生6年生における読ゑ

書き能力の研究」

ロバートソン（アーバータ大学受理）「読みにおける生徒の

連結詞理解の研究」

ウィンクレイ（シカゴ大学受理）「未知の多音節語認知にお

けるアクセント般化の利用」

審査の結果，カナダのアーバータ大学のロバートソン

氏が最優秀と決定したという。

特別部会

「読承の入門期指導のための研究の10年」を中心主題と

した特別部会がもたれた。ここでは次の9つの副主題ご

とに発表が行なわれた。

A入門期指導における言語経験の利用

発表：アレン（アリゾナ大学）「言語経験プログラムの活用」

ビルゼック（ピッツバーグ大学）「言語経験プログラム

についての研究」

B入門期における個別指導

発表：ニューマン（シラキュー大学）「読承の指導の個別化：

主要概念」

サーテン（ピッツバーグ大学）「個別読承：研究報告か

らの結論」

C入門期初期における色の利用

発表：ヒンズ（ユークリッド公立学校）「色利用の研究」

スコット（ロッキー山教育研究所）「入門期初期におけ

る色の機能」

D語に対する音の言語学の適用

発表：ラッツ（プリンシピア大学）「Unifon：合理的な読承

の一方法」

ヘイルマン（ペンシルバニア州立大学）「入門期におけ

る音韻に関する研究」
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E入門期でのi､t･a､の利用（アメリカ）

発表：タニーザー（ホフストラ大学）入門期におけるi､t・a､の

性質と機能」

エイムズ（ミズリー大学）「i,t,a・を用いた研究の展望」

F入門期でのi､t・a､の利用（イギリ深）

発表：ダウニング（ロンドン大学）「入門期におけるi､t・a・の

性質と機能）

ダニエル（ノッチンガム大学）「i､t・a・を用いた研究の

展望」

G入門期指導への構造言語学の適用

発表：マックカラフ（サンフランシスコ州立大学）「適用の要

求における主要原理」

アービン（ポートランド公立学校）「実際の指導への示

唆」

Hプログラム化された入門期教材

発表：フライ（ルツガース大学）「研究の展望」

ブッチマン（サリバン協会）「プログラム化された読承」

I多媒介技法（Multr-MediaTechnique）の利用

発表：ブラウン（ミネソタ大学）「新しい視覚言語学的方法の

理論」

レイモンド（マンゼンパーク学校）「入門期読書に対す

る多媒介技法」

部 会

8つの主題のもとに3つずつの副主題を掲げ，それぞ

れに発表が行なわれた。

主題I文化的に恵まれない読承手

A）カリキュラム

発表：パール（オレゴン大学）「学校は変革をすべきである」

エドワーズ（科学研究協会）「活動のための創意」

B）学習嫌拒児への読みの動機づけ

発表：ドウソン（ケリー職業学校）「集団における力の配列」

プール（ワシントン郡教育委員）「有望な動機づけの技

法」

C）夏期プログラム

発表：コハンスキー（ESEA公立学校）「夏期学習レディネス

プログラム」

レイトン（キャロット・メクレンバーグ公立学校）「教

師と学生のための読みの経験」

年間時潮

主題Ⅱ成人の読書

A）社会での読承の教育

ベック（シカゴ大学)，シュライヒ（ホフストラ大学)，ペ

ールマッター（ニュヨーク州立大学）の三氏によるパネル

ディスカッション

B）文盲成人の欲求の充足

発表：シェルドン（シラキュー大学）「健全な成人の読承書き

指導プログラムの規準」

バーンズ（カリフォルニア大学）「方法と教材の評価」

C）成人の基礎教育プログラム

発表：ナンニー（文部省）「成人向プログラムの形式」

スティブンソン（アターバリー職業団センター）「アタ

ーバリー職業団センターにおける比較読書プログラムの発

達」

主題Ⅲ読承の相互規律的側面

A）読承の問題に対する診療所ぐるみの研究

カリフォルニア大学サンフランシスコ医学センターの5氏

によるパネルディスカッション

B）視知覚と読書不振

シューベルト（カリフォルニア州立大学)，ロメイン（ニ

ューヨーク大学)，ローゼンバーグ（イリノイ検眼大学)，

テイラー（教育発達研究所)，フィシュコ（南イリノイ大

学）によるパネルディスカッション

C）読承の指導に関する哲学的社会学的影響

発表：スミス（カンサス大学）「哲学的側面」

エース（シカゴ大学）「学習への多くの道」

主題Ⅳ教室における読承の評価

A）生徒の成績評価の形式的手段

発表：ミッチェル（モアハウス大学）「標準読書力テストの価

値と限界」

モーア（ルースビル大学）「標準テスト結果の解釈」

B）生徒の成績評価の非形式的手段

発表：ポテル（ペンシルバニア大学）「指導読書水準の把握」

ワイアット（カンサス大学）「特殊技能要求の指摘」

C）評価における新しい発展

発表：メルニック（アリゾナ大学）「読みの診断的指導」

キング（オハイオ州立大学）「批判的読承の評価」

主題V他教科における読承
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A）社会科

発表：クラビッツ（アミティビル公立学校）「社会科における

基礎的読書技能の指導」

シェファード（ホフストラ大学）「読書不振児の社会科

教材の読永への助力」

B）理科

発表：マリンソン（西ミシガン大学）「理科における基礎的読

書技能の指導」

サップ（PROJECTUPLIFT）「理科における読承の

発達の促進」

C）全教科課程における読み

発表：ラウチ（ホフストラ大学）「学校全体の機能の改善」

クーパー（コネチカット大学）「全教科課程に及ぶ読承

のプログラム」

主題Ⅵ読承のプログラムにおける効果的変革

A）教員養成教育

キンダー（コネチカット州教育庁)，マスコップ（ウィス

コンシン州立大学)，ジョフェ（フォエニクス大学)，マッ

ク（サンジョース州立大学）の4氏によるパネルディスカ

ッ ショ ン

B）教員教育

マコーレイ（サスカトーン公立学校)，ウアーシュ（ハワ

イ州教育庁)，ゴインズ（比セントポールマプルウッド校）

ピーターソン（ヤキマ公立学校)，チャリー（デラウェア

読書協会）の5氏によるパネルディスカッション

C）学校改革

発表：マルンキスト（スウェーデン国立教育研究学校）「小学

校における読書不振の予防」

ワトソン（カンサス大学）「地方の共同活動における効

果的変化」

主題Ⅶ一年生研究の継続

発表：ケンドリック（サンディエゴ教育センター）「2年生の

Language-Artsプログラムの効果」

クレランド（ピッツバーグ大学）「読みの教育の2つの

接近一第2年度」

スタファー（デラウェア大学）「2年生の読承の指導に

対するLanguage-ArtsとBasalReaderによる方法の

比較」

ハーン（オークランド大学）「初期の読承に対する二つ

の方法一一i,t・a.と教科書」

シュネヤー（ペンシルバニア大学）「読承の指導の2方

法の比較」

マウンテン（ルトガーズ大学）「2年生におけるi,t・a．

と従来の方法との比較」

マズルキーヴイク（ニューアーク州立大学）「i､t・a.と

伝統的正字法との比較」

ラデル（カリフォルニア大学）「4つの読承のプログラ

ムの長期比較」

ニコルス（シラキュー大学）「2年生における3つの指

導法の比較」

スペンサー（ジョンソン州立大学）「個別読承対基本的

読承一一第2年度」

レイド（セダーラピズ公立学校）「低学年における不振

予防法」

ウェスト（ニューキャッスル公立学校）他「ニューキャ

ッスル物語」

ハリス（ニューヨーク市立大学）「CRAFT計画の第2

年度」

主題ⅧProjectEnglishの報告

発表：ロジャーズ（ユークリッド中央高校）「発達的読書」

スミレイ（ニューヨーク市立大学）「力不足の中学生に

対する文学とLanguageAstsのカリキュラム」

スタインバーグ（シカゴ技術研究所）「大学での英語カ

リキュラム」

スミス（フロリダ大学）「フロリダ州英語カリキュラム

センター」

ケンプ（ミネソタ大学）「ミネソタProjectEnglishカ

リキュラム」

キッツハーバー（オレゴン大学）「オレゴン文学カリキ

ュラム」

ヤコプス（イリノイ大学）「中学英語教師用の全州的カ

リキュラム研究センター」

カートライト（インデアナポリス公立学校）「パーデュ

ー大学のProjectEnglish」

分科会

小学校から大学，成人までの読承の指導を行なってい

｢読承の指導の2方

主題Ⅷ
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る現場の教師向けに，一つの主題について各教育水準ご発表：ジョル（ロードアイランド大学）「読解の三つの水準」
とに問題点をとりあげて発表が行なわれた。主な内容はセイラー（ジャージー市州立大学）「新聞の読承による
次のとおりである。 批判的読書力の発達」

主題I語認知 ○大学

○小学校 発表：マンロー（モンタナ大学）「読解の手段としての組織化

発表：ロバートソン（アルバータ大学）「幼園稚児の知覚訓練 の技能」

：1年生での読承への効果」 エプステン（フィラデルフィア学習研究所）「読解力を

レイピス（コロラド州立大学）「語認知における教示で 高める学習技術」

の批判的見方」 主題Ⅳ教材の選択と評価

○中高等 学校 ○小 学校

発表：クレイトン（フェイエットビルーマンリウス公立学校）発表：オルセン（ウェイン州立大学）「読象の指導教材選択の、
「 中学 校における語認知技能」規準」

ローレンツ（クラーク大学）「語分析技能と生徒の欲求フェンヴィック（シカゴ大学）「娯楽的読書材の選択と
との対応」評価

○大学
○中・高等学校

発表：フォード（ヴォールヒース大学）「読書不振者のWord発表：マークシェフェル（オレゴン州立大学）「読承やすさと
AttackSkill」利用の面からゑた書籍」

ポーター（プロワード短期大学）「短期大学生のWordクーパー（メインタウンシップ高校）「印刷物と貧困学当
AttackSki11」生」

主題Ⅱ語 棄 発 達 ○ 大学

○小学校発表：ハフナー（ジョージア大学）「大学の読書コースではど
発表：バウケリー（トレーヌ大学）「低学年における語棄発達」んな教材が使われるべきか」

バーンズ（テネシー大学）「文脈を利用した語蕊増加のシヤファー（アリゾナ州立大学）「大学のプログラムへ

研究」の視聴覚教材の選択と評価」

○中 ・高等学校主題v学級編成

発表：ホルダー（セントルイス短期大学）「多水準教材を用い○小学校
ての語蕊発達研究」

発表：ハント（バーモント大学）「個別指導を利用するための、

カーリン（ニューヨーク市立大学）「語蕊発達におけるグルーピング計画」

三面攻撃法」ジーゼモア（トレド公立学校）「BasalReaderを中心
○大学

とする柔軟性のあるグルーピング」

発表：マトスー（オハイオ大学）「良い語蕊形成の技術」 ○中・高等学校

ウトゼイ（オレゴン大学）「語棄発達のための特別教材」発表：サマーズ（インデアナ大学）「グルーピングにおける多
主題Ⅲ読解技能水準教材の利用」

○小学校ハンフレイ（エバンスビル学校協会）「個人的欲求に留
発表：ルート（ウェイン州立大学）「全言語技能の動員」意した学級内のグルーピング」

ベーリイ（シンシナチ公立学校）「問題解決のための理○大学

解技能の結集」発表：ジェリンズ（アトランタ大学）「学習者の欲求に基いた
○中 ・ 高 等 学 校読書治療におけるグルーピング」
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ギルダー（マーケッテ大学）「読承の指導と教科指導の

同格化」

主題Ⅵ文学教育プログラム

○小学校

発表：フック（オハイオ州立大学）「文学を批判的に読む」

アーハード（南メソデスト大学）「読象聞かせ」

○中・高等学校

発表：ガン（ニュートン）「伝統的文学教育プログラムの評価」

シモンズ（フロリダ州立大学）「学生の興味にあった文

学教育プログラム」

○大学

発表：シック（ペーデュー大学）「文学教育プログラムの改善

：詩」

サンク（ルーズベルト大学）「戯曲の読承の指導」

主題Ⅶ日常の読書習慣

○小学校

発表：ブース（ペンシルバニア大学）「子供に情報や娯楽のた

めの読書をさせるには」

イバーソン（スタンフォード大学）「よい読書人にする

ための教師の役割」

○中・高等学校

発表：コートニイ（サンマリー大学）「中学校における批判的

読書と創造的読書」

マッコード（パサデナ公立学校）「高校での読書家養成

の技術」

○大学

発表：チャーズ（ミネソタ大学）「研究の展望」

サントン（南カロライナ大学）「大学生における読書家

の養成」

.主題Ⅷ研究と現場教師

○小学校

発表：ヴィティク（パターソン州立大学）「語認知についての

研究結果の実践的適用」

ヴルフェ（スクラントン大学）「読解についての研究結

果の実践的適用」

○中・高等学校

発表：コベル（プリティシュコロンビア大学）「読解について

の研究結果の実践的適用」

ヒル（ニューヨーク州立大学）「読速度についての研究

結果の実践的適用」

○大学

発表：ウィリアムズ（ニューメキシコ州立大学）「読解につい

ての研究結果の実践的適用」

モア（イリノイ大学）「読速度についての研究結果の実

践的適用」

以上がIRA大会の主な内容であるが，この他，大学

の読書診療所長のためのゼミナールや，読承における各

種の問題別（例，読書治療，児童文学）・教育分担別

（例，読みの教師，学校図書館員）の自由討論会，研究

授業，映画などを利用した講演会なども開催された。

また，下記の団体共催による会合も同時に開催され

た。

アメリカ学校図書館員協会（AmericanAssociationof

SchoolLibrarians）

全国読書会議（NationalReadingConference）

大学読書協会（CollegeReadingAssociation）

アメリカ教育研究協会（AmericanEducationalResearCh

Association）

児童教育国際協会（AssociationforChildhoodEducation，

International）

アメリカ出版社会議(AmericanBookPublisher，sCouncil）

全国英語教育会議（NationalConferenceonResearchin

EngliSh）

全国英語科教員会議（NationalCouncilofTeachersof

English）

全国社会科会議（NationalCouncilfortheSocialStudies）

少

勢

＆

読みの教師のための講習会

前述のIRA大会の前，5月2日3日の両日教師のた

めの講習会が開かれたのをはじめ，夏休承を中心に各地

の大学で教師や読書診療所の診療員のための研究会がも

たれた。次にそれらのうらから主なものをあげる。

○IRA大会前講習会（5月2日3日）

テーマ：読書治療の運営における読みの能力の個人差につい

て
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○シラキュース大学（6月19日-23日）

テーマ：読承と言語教育

○南メソジスト大学（6月12日-30日）

テーマ：実際の授業による読桑の研究

'○ロードアイランド大学（7月3日-14日）

テーマ：特殊なプログラムによる読承の問題の検討

○ジャージー市州立大学（7月10日-21日）

テーマ：読書教育一日常生活での読書家養成

新しい雑誌の刊行

1967年1月に，ミシガン大学の言語と言語行動研究セ

ンター（CenterfortheResearchonLanguageand

LanguageBehavior）から，新しい季刊誌，「Language

会

公開研究会（2月17日）

「読承の治療的指導の実際一読めない子をどうしたら救え

るか」についての公開研究会は，千代田区教育センターで開催

された。発表者は横溝昭平（田園調布小学校)，講師は岡田明

（立正学園女子短期大学)，司会は阪本一郎（日本女子大学）の

各氏で，約30名が参加した。

常任理事会（2月26日）

ﾕ・第12回研究大会について－尾原理事の奔走によって8月

9．’0日の二日間，大阪厚生年金会館で開催の予定が立った。

このために大阪に準備委員会が設置される。

2．共同研究について－かねてより懸案になっている読書科

学双書(仮名）のうち，読書心理学に関する研究書を編集する

ことに決定した。

大阪大会準備委員会（3月25日）

大阪市精華小学校で開かれ，委員会の組織及び大会の準備に

ついて審議された。阪本会長が出席した。

』手間時潮

andLanguageBehaviorAbstracts」が刊行された。こ

れは言語行動の分野の文献的情報や論文の要約をのせた

もので読みの研究者にとって貴重な雑誌といえよう。

またこの年には，TheJournalofTypographicRe-

searchも刊行された。

なおこれらの雑誌の購入希望の方は下記へ連絡された

い◎

LanguageandLanguageBehaviorAbstracts-

Appleton-Century-Crofts，440parkAvenueSouth，

NewYork，NewYork，10016U、S、A・

TheJournalofTypographicResearch－Dr・Me-

raldEWrolstad,c/oTheClevelandMuseumofArt，

Cleveland，Ohio，44106,U、S、A、

報

公開研究会（4月20日）

「速読の指導－速く読む力をつけるにはどうしたらよいか」

についての公開研究会は，千代田区教育センターで開催された。

講師は佐藤泰正（東京教育大学)，司会は阪本会長の各氏で，45

名が参会した。

常任理事会（4月22日）

'・大阪大会について－準備委員会の案を検討し，大綱につ

いて決定した。

2．共同研究について－「現代の読書心理学」の編集方針に

ついて審議し，岡本理事がそれをまとめることにした。

3．研究後援依頼について－学習研究社から女性週刊誌に関

する調査の後援の依頼があり，これを承認した。

公開研究会（5月18日）

「読解指導と読書指導との関連」について，滑川道夫（東京

教育大学）氏の講演を中心に討議が行なわれた。司会は阪本

会長。会場は日比谷図書館会議室で，62名の参会があった。
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39-88
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